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学習の目的
•
•
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Inventor のカスタマイズ API と Forge Design Automation API
Forge API で作るコンフィギュレーター
Inventor iLogic と Forge Design Automation API

説明
このクラスでは、Inventor の iLogic と Forge API を用いたコンフィギュレータを題材にして、Autodesk
クラウドサービス Forge と、Inventor の API を比較しながら概観します。その後、Forge API を用いた
アプリケーションの例として、コンフィギュレータアプリケーションを題材にして、Desing Automatio for
Inventor の基礎的な知識から、Desing Automation で iLogic を利用する方法や、Forge API を用い
たアプリケーションを開発する際の実装上の Tips についてご紹介いたします。
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流通業向けシステム開発、電気設計向けの PDM/PLM パッケージソフトウェ
アの開発を経て、2020 年からオートデスクにて、Inventor や AutoCAD API の
アドイン開発のサポート及び、Forge プラットフォーム API のエバンジェリスト
として活動
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Inventor のカスタマイズ API と Forge Design Automation API
Inventor には、カスタマイズ用の API があり、カスタムコマンドの作成や、処理の自動化を行うツール
などを開発することができます。このカスタマイズ用の API は Inventor がインストールされているデス
クトップ端末で利用することを前提として提供されているため、設計者が自身の作業を自動化すると
いった内容が主な利用用途となっています。

一方で、インターネットや仮想化技術の発展に伴い、アプリケーションの形も、クライアントサーバ型の
アプリケーションから Web アプリケーションや Web API サービスへ、またその利用形態もパッケージ
ソフトウェアを購入して利用する形態から、サブスクリプション形式でサービスを消費する形へと変化し
てきております。
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Autodesk では、Forge というブランド名で、Web サービス API を提供して来ております。
注意すべき点として、Forge で提供される API サービスは多岐にわたりますが、従来のデスクトップ製
品とは異なり、エンドユーザ様がそのままご利用されるものではなく、API を組み合わせてサービスを
開発することが前提となっている点です。
時折、Forge を Web/クラウドで動作する AutoCAD や Inventor の様な物であると誤解されている方
がいらっしゃいますので、ご注意いただければと思います。
また、時折 Forge のサービスを、自社内のオンプレミスやプライベートクラウド等のクローズドな環境で
利用することが出来ないかという、ご相談をいただくのですが、Forge はクラウドサービスとしてのみ提
供をしており、オンプレミス環境やプライベートクラウド等に、独自に Forge サービスを配置することは
出来ませんので、この点にもご留意ください。

さて、この Forge のサービスの中に、Desing Automation API があり、Design Automation という自
動化処理を行うサービスがあります。
この Design Automation を用いることで、AutoCAD、Inventor、Revit、3ds MAX のアドインをクラウド
上のサービスにロードしてカスタム処理を実行することが出来るようになります。
Design Automation の実行には、Forge のクラウドクレジットが必要となりますが、ローカル環境への
Inventor のインストールは不要です。このため、Inventor のデータの利用を、ローカル端末の外に広げ
ることが出来るようになるため、これまでにない設計データの活用が可能となります。
もちろん、Design Automation を用いて今まで設計者の方が行っていた処理を実行するといった使い
方も可能ですが、Design Automation はクラウド上で処理を実行するため、デスクトップでの処理と比
較した場合に、ネットワークを介することによる処理の遅延などが発生してしまいます。
むしろ、Design Automation で大きな効果が見込める領域は、製品の企画・開発・製造・販売・保守と
いった一連のプロセスの中での様々なステークホルダー間での製品の設計データを元にしたデジタル
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コラボレーションを実現といった、Inventor のデータの活用を外に広げるような使い方にあると考えま
す。

Forge API で作るコンフィギュレーター
•

バスルームフィギュレータアプリ

Forge の API を活用方法の一つのサンプルとして、Forge API でつくるコンフィギュレータについて説
明をいたします。サンプルということで、特定のワークフローを想定して作成したものではありませんが
Forge の API を利用することで、実現可能な内容を理解できるのではないかと思います。
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このコンフィギュレータで使用している Inventor のアセンブリデータには、コンフィギュレータ画面上で
指定するパラメータを、Inventor のユーザパラメータとして作成しています。そしてこのユーザパラメー
タの変更に応じてアセンブリ、パートファイルを更新するような iLogic が作成されています。
これにより、Desing Automation の処理でユーザパラメータを変更することで、更新された状態のアセ
ンブリファイルが作成されるため、このアセンブリを参照している図面ファイルも更新されることとなりま
す。
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•

Forge API を用いたコンフィギュレータアプリの Viewr 表示

以下の図は、昨年の Autodesk University の Lightning Talke のセッション中で、説明に使用したホ
イールコンフィギュレータアプリです。画面左側のパラメータを変更し、Generate ボタンをクリックすると
Design Automation 処理が実行されてパラメータが反映されたモデルの View と図面が表示されるア
プリケーションです。

このホイールコンフィギュレータアプリの場合、パラメータの変更がすぐに Viewer に表示されず、
Generate ボタンのクリックを実行してしばらくしてから、Viewer が更新されます。
この時間がかかる理由は、パラメータ設定に応じた、表示データの作成を、Generate ボタンをクリック
後に、都度クラウドで処理で行っていることにあります。
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今回のバスルームコンフィギュレータでは、Forge Viewer で表示するための SVF ファイル、あらかじ
め作成しておくことで、Viewer 表示のユーザエクスペリエンスを改善しており、その方法について解説
をいたします。

• Inventor SVF アドインよる SVF の出力
Inventor の SVF アドインを利用することで、SVF を出力することが可能です。今回のサンプルでは、ア
センブリモデルのユーザパラメータを変更しながら、SVF ファイルを出力することで、Desing
Automation や Model Delivertive API を介さずに、事前に SVF ファイルの出力を行っています。
以下は、指定したフォルダに、SVF を出力する VBA のサンプルコードとなります。
Inventor の SVF アドインを用いた SVF の出力は、パートファイル、アセンブリファイルのみが対応して
おり、図面ファイル等には対応していないことにご留意ください。
Public Function exportSVF(path As String)
Dim oAddin As TranslatorAddIn
Set oAddin = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C200B99B-B7DD-4114-A5E9-6557AB5ED8EC}")

Dim oContext As TranslationContext
Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext()

oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
Dim oOptions As NameValueMap
Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap()

Dim oData As DataMedium
Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium()

Dim outputFolderPath As String
outputFolderPath = path
oData.FileName = outputFolderPath & "\\result.collaboration"

7 ページ

Dim doc As Document
Set doc = ThisApplication.ActiveDocument

If (oAddin.HasSaveCopyAsOptions(doc, oContext, oOptions)) Then
oOptions.Value("EnableExpressTranslation") = False
oOptions.Value("SVFFileOutputDir") = outputFolderPath
oOptions.Value("ExportFileProperties") = True
oOptions.Value("ObfuscateLabels") = False
End If
oAddin.SaveCopyAs doc, oContext, oOptions, oData
End Function

•

Forge Viewer で Local Server の SVF の表示

出力した SVF ファイルは、Forge Viewer で表示するために、Web サーバのコンテンツフォルダ配下に
配置します。
Model Delivertive API で SVF 変換した場合と異なり、Web サーバに配置した SVF を表示するため
には、Forge Viewer をロードする JavaScript で、以下の様な変更を行う必要があります。
1．Viewer のオプションパラメータ env に‘Local’を指定する
function launchViewer(index) {
var options = {
env: 'Local'
};

2．Viewer の loadModel()メソッドに指定する SVF の URL は、プリフィックスに URN:を付加せず、
Base64 エンコードしない。
Autodesk.Viewing.Initializer(options, () => {
viewer3d = new Autodesk.Viewing.GuiViewer3D(document.getElementById('forgeViewer3d'));
viewer3d.start();
…
//svfURL is local server .svf file’s URL, e.g. ‘./svf/1//output/1/result.svf’
viewer3d.loadModel(svfURL, {}, (model) => {});
};
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Inventor iLogic と Forge Design Automation API
•

iLogic を使用した Design Automation

Design Automation の実行にあたって理解する必要なある概念・用語についてのおさらいです。

AppBundle・・・Design Automation で実行する、対象の CAD システムに合わせて開発をした、カスタ
ム処理を実装したモジュールを AppBundle という形でパッケージ化したものです。
Activity・・・使用するコアエンジンや AppBundle、Design Automation の実行時の入・出力パラメータ
を定義したものとなり、プログラムでいうところの関数の定義に相当するものとなります。
WorkItem・・・Activity では入出力のパラメータを定義しましたが、Activity のパラメータに具体的な値を
指定して実行したものが WorkItem となります。プログラムでいうところの関数を呼び出して実行するこ
と相当します。
Engine・・・コアエンジンとも呼ばれ、Design Automation で Inventor の処理を実行する際には、用意
された複数バージョンの Inventor のエンジンの中から一つ指定して使用します。

通常、Design Automation で処理を実行する際には AppBundle という形で、カスタム処理を実装しま
す。Inventor の場合、このカスタム処理の開発には、C#や VB.net といった言語を用いて、Inventor
API を利用した処理を開発することになります。
AppBundle を利用した場合、コンフィギュレータの GUI で設定したパラメータを JSON 等の形式で書
式化してカスタム処理に引き渡す形となります。
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一方で、Desing Automation for Inventor のコアエンジンには、/s オプションでスクリプト(iLogic コー
ド、実態は VB.net で記述された処理)を指定することが可能となっています。
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この機能を用いると、AppBundle を使用せずに、任意の iLogic コードを処理を実行することが可能と
なります。

今回のバスルームコンフィギュレータでは、この機能を利用して、GUI で指定したパラメータを JSON
形式で Web サーバに送信、Web サーバは受け取ったパラメータ値を、iLogic のスクリプト（文字列）と
して加工し、Inventor のコアエンジンに引き渡して、実行しています。
iLogic コードを指定する方法と AppBundle を利用する方法で、機能的にできることにほぼ違いはあり
ませんが、ビルド・モジュールのアップロードが必要な AppBundle の場合とは異なり、スクリプトを変
更・動作確認を素早くできるため、PoC の開発時など、手軽に素早くカスタムコードを修正しながら実
行・検証をする用途に適した方法となります。
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•

Design Automation for Inventor でのカスタムフォントの利用

今回のコンフィギュレータで、PDF として出力をする見積書の、元の Inventor ファイル中はカスタム
フォントを含んでいますが、Design Automation の処理は、クラウド上のコアエンジンで実行されるた
め、このカスタムフォントは Design Automation の実行環境にはインストールされておりません。
このため、Inventor のコアエンジンでは、このようなフォントが処理対象の Inventor データに含まれて
いる場合には、存在しないフォントを置き換えて処理をします。

Design Automation 実行環境にインストールされていないフォントを利用する場合には、AppBundle
や、入力データの ZIP ファイル中に対象のフォントを含めておき、Design Automation の処理中で、対
象のファイルを開く前に、フォントファイルロードすることでカスタムフォントを扱うことが出来るようになり
ます。
以下は、カスタムフォントをロードするサンプルコード（VB.net)となります。
dwgfullPath = System.IO.Path.Combine(ThisDoc.Path, "Quotation.dwg")
‘図面を開く前にフォントをロードしておく
fontPath = System.IO.Path.Combine(ThisDoc.Path, "Dancing_Script", "static", "DancingScriptRegular.ttf")
Dim pfc As New System.Drawing.Text.PrivateFontCollection()
pfc.AddFontFile(fontPath)
‘図面を開く
dwgDoc = ThisServer.Documents.Open(dwgfullPath, False)
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• Design Automation for Inventor で利用する Inventor ファイル
Inventor の、アセンブリや、図面は、複数のファイルで構成されており、親のデータは、子のパートや子
のアセンブリを参照してしています。親ファイル中には、このファイルのデータそのものではなく、子ファ
イルへののパス情報を保持しており、Inventor エディタでは、必要に応じて参照しているファイルのデー
タをロードしています。
一方で、Design Automation はクラウドサーバ上にアップロードしたデータを対象に処理を実行するた
め、例えば、ライブラリ中のアセンブリ、パートといったデータは、Design Automation の実行環境には
存在しません。
このため、Design Automation で処理をするためには、親ファイルから参照されている一連の子ファイ
ルを Inventor のコアエンジンがロードできる形でまとめて、クラウド上に Upload する必要があります。
このような用途で利用する Pack And Go という機能があり、関連するファイルを、参照情報を書き換え
て、1 つのフォルダ配下に集めて出力することが可能です。
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