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免責事項

本セッションでは、当社の既存または新規の製品やサービスについて計画中、または今後の開発について

述べる内容が含まれています。これらのステートメントは製品、サービス、または機能の将来の利用可能

性について約束や保証を意図するものではありません。私たちに現時点で知らされている要因に基づいて、

単に現在の計画を反映するものです。これらの計画的および今後の開発努力は、予告なしに変更されるこ

とがあります。購入に関する決定は、これらのステートメントに依存することがないようにお願い申し上

げます。このレコーディングは2020年10月12日に行われており、発生した事象またはそれらが作成され

た日以降に変更される状況を反映しているため、将来予想される変更に関して記述を更新する義務はない

ものとします。このプレゼンテーションが同日以降にレビューされた場合、ステートメントには最新の情

報や正確な情報が含まれない可能性があります。

2020年10月12日
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Autodesk Construction Cloud





BIM 360 & API 
ステータスとアップデート



BIM 360ファミリープロダクト
次世代モジュール

• モデルコーディネーション

• BIM 360 デザイン & コラボレーション

• フィールド管理

Docs (Forge)

Account Level (Forge)

Field Mgmt
Assets Layout Plan OpsModel 

Coordination

Insight

DocsDesign
Collaboration

Cost



BIM 360 モジュール



ドキュメント管理

• Data Management API

• API 機能強化:  

oフォルダーのアクセス

許可 (r/w) 

oカスタム属性値 (r/w)*1 

*1) 定義は次の予定



モデルコーディネーション

• Navisworks + Model 

Coordination の統合

• API機能強化

oオフィシャルにリリース！

oプロジェクトファイルフォ

ルダのサポート

oリレーションシップ

(Relationships) API



コスト管理

API 機能強化

• 予算コードのテンプレート

• 外部関係の作成/更新/検索* 1

どちらもリクエストに基づい

ています！

*1)ドキュメントの更新待ち



デザインコラボレーション

更新

• Revit Cloud Worksharing

Webhookイベントのサンプル :

https://github.com/Autodesk-

Forge/forge-bim360notifier

• ヨーロッパのデータセンターの

サポート



プロジェクトホーム

パートナーカード
E-mail to:
bim360partnercard@autodesk.com



Insight



現場管理



プロジェクト管理

API 更新

• RFI v2



アセット(Assets)



Issues/指摘事項
Document Management

Model Coordination 

Field Management

Design Collaboration

Navisworks
BIM 360 Issues

Revit
Issues Add-in



BIM 360リリースノート

https://blogs.autodesk.com/bim360-release-notes/2020

https://help.autodesk.com/view/BIM360D/ENU/



アセット(Assets) API
リリース予定



アセット(Assets) API

プライベートベータ（読み取り）現在

o アセットアイテム

o カスタム属性

o カテゴリ

o ステータスセット

パブリックベータ 近い将来

o アイテムの読み取り+書き込み、

バッチ、インポート *1

優先順位のフィードバックを !

*1) フィードバックに基づいて優先順位を付けます



サンプルアプリケーション



Excelエクスポート/インポート

機能：BIM 360 Assetsモジュールのすべてのアセットデー

タをカスタムWebページにエクスポートし、さらにExcel

シートにエクスポートします。Excelで変更し、アセットに

インポートします。このサンプルは、Assetsモジュールを

使用した基本的な読み取り/書き込みアクセスを示すための

ものです。

ソースコード : GitHub サンプル (予定)

作者 : Xiaodong Liang, Autodesk



Demo 1: Export/Import to/from Excel

Demo recording comes here. 



設計モデルからアセットデータを設定

機能: Design Automation for Revit を使用して、BIM 360 

Docs に保存された設計モデルからアセットを抽出し、ア

セットモジュールにインポートします。オプションで、イ

ンポートする前にアセットをフィルタリング/検証します。

（RevitのUnique Element IDをカスタム属性として保存し、

アセットとRevitの要素との関連付けを維持します。）

ソースコード : GitHub サンプル (予定)

作者 : Zhong Wu, Autodesk



Demo 2: Set up Assets from a Design Model

Demo recording comes here. 



モデルビューア上でアセットを表示

機能 :モデルビューアでアセットデータを表示します。レ

ベルと部屋でアセットをフィルタリングできます。（ Revit

のUnique Element IDをカスタム属性として保存し、アセッ

トとRevitの要素との関連付けを維持します。）

ソースコード : GitHub サンプル (予定)

作者 : Eason Kang, Autodesk



Demo 3: View Assets in Design Model

Demo recording comes here. 



Assets APIデベロッパリソース

• ドキュメンテーション

• GitHubのコードサンプル

• Postmanコレクション



リレーションシップ (Relationships) API 



リレーションシップ (Relationships) API

• 異なる機能コンポーネント（ドメイン）に存在するアイテム

（エンティティ）間のリンクを表現

• BIM 360の様々なモジュールで使用：例）

 モデルコーディネーション、アセット、フィールド管理、コストなど

 古くから存在する機能では、使用されていない可能性あり

• 読み取り専用（作成はドメイン関数側で行う）

• すでにリリース済み
Issues

Assets

Document 
Management

Model 
Coordination



リレーションシップ (Relationships) API

例）

指摘事項添付資料

チェックリスト

アセット



リレーションシップ (Relationships) API

domain autodesk-bim360-
asset

type asset
id yyy98-bcde

domain autodesk-bim360-
checklist

type checklist
id xyz235-cdef

チェックリスト

アセット

id 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd
entity[1] yyy34-efgh

Entity

Entity

Relationship



id 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd
entity[1] yyy34-efgh

id 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd
entity[1] yyy34-efgh

id 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd
entity[1] yyy34-efgh

id 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd
entity[1] yyy34-efgh

リレーションシップ (Relationships) API

domain autodesk-bim360-
asset

type asset
id yyy98-bcde

domain autodesk-bim360-
checklist

type checklist
id xyz235-cdef

チェックリスト

アセット

id 2a9cfb56yz

entity[0] xxx12-abcd
entity[1] yyy34-efgh

Entity

Entity

Relationships



リレーションシップ (Relationships) API

カテゴリー エンドポイント

検索

GET  relationships/:relationshipId

POST relationships:batch

GET   relationships:search

POST relationships:intersect

同期

POST relationships:sync

POST relationships:syncStatus



リレーションシップ (Relationships) API
Relationshipを idから取得

カテゴリー エンドポイント

検索

GET  relationships/:relationshipId

POST relationships:batch

GET   relationships:search

POST relationships:intersect

同期

POST relationships:sync

POST relationships:syncStatus



“アセットとチェックリスト間のリレーショ
ンシップを取得してください " 

リレーションシップ (Relationships) API

与えられた条件 (domain, type, ids, 日

時)に一致するRelationshipを検索. 例,
カテゴリー エンドポイント

検索

GET  relationships/:relationshipId

POST relationships:batch

GET   relationships:search

POST relationships:intersect

同期

POST relationships:sync

POST relationships:syncStatus

GET relationships:/search? 

domain=autodesk-bim360-asset

&withDomain=autodesk-bim360-

checklist



リレーションシップ (Relationships) API

Relationshipデータを外部で保存して

いるデータと同期する際に使用
カテゴリー エンドポイント

検索

GET  relationships/:relationshipId

POST relationships:batch

GET   relationships:search

POST relationships:intersect

同期

POST relationships:sync

POST relationships:syncStatus

sync (初期設定)

syncStatus (more data?)

sync (syncToken)



Relationships APIデベロッパリソース

SDK

• .NET Core nugetパッケージ

• JavaScript と Node.js 



Relationships APIデベロッパリソース

ドキュメンテーション



今後の予定



今後の予定

Document 
Management
• カスタム属性の定義、レ
ビュー、 translation/
viewables制御

Assets
•最初のAPI リリース!

Cost Management
支払い、請求期間、主契約、
費用価値の集計表、
費用*1

Admin
• プロジェクトAPI：ギャップを
埋める ユーザーの追加、
会社の更新

•アクティビティ

Model Coordination
•アラインメント、アグリゲー
ション、インデックス作成の
機能強化* 1

• 2LO、webhook

Field/Project 
Managements
•ギャップを埋める：チェックリ
スト、RFI、指摘事項

*1) prioritize based on feedbacks 



今後の予定

*2) Revit API 

Insight
•Data Connecter

Design
•cloud model/ 
worksharing*2
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ご質問は?

Join me at
Class Q&A セッション (CS469611) 

Forge Answer Bar 



Thank you!

@autodeskforge @mikako_harada

mikako.harada@autodesk.com
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