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アジェンダ – ご案内する内容

 クラウド コンピューティングの発展と浸透
 そして、Forge
 Forge への課金方法
 Forge の始め方
 Forge サブスクリプション
 パートナー開発ビジネス
 各種リソース



クラウド コンピューティング
の発展と浸透
（概念的理解）



アプリ利用環境の進化

 物理マシン（ローカルPC）にアプリをインストールして利用
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アプリ利用環境の進化

 物理マシン（ローカルPC）にアプリをインストールして利用
 物理マシン上に仮想マシンの作成が可能に
 仮想マシンにアプリをインストールして利用
 ローカルPCでのテストやサポート業務に有用

 サーバーに仮想マシンの作成が可能に
 仮想マシンにアプリをインストールして利用
 ローカルに配信して利用するシンクライアントが実現



シンクライアント
仮想マシン上のアプリケーション/OSをローカルに配信
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独自通信規約
ストリーミング



アプリ利用環境の進化

 物理マシン（ローカルPC）にアプリをインストールして利用
 物理マシン上に仮想マシンの作成が可能に
 仮想マシンにアプリをインストールして利用
 ローカルPCでのテストやサポート業務に有用

 サーバーに仮想マシンの作成が可能に
 仮想マシンにアプリをインストールして利用
 ローカルに配信して利用するシンクライアントが実現

 クラウドで仮想マシンを提供するベンダーが登場
 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud ...



クラウド コンピューティング
仮想マシン上のアプリケーション/OSをローカルに配信
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クラウド ベンダーが提供するサービス

 IaaS(Infrastructure as a Service)
 仮想サーバーなどのハードウェア/ストレージ、ネットワーク機材等のインフ
ラをインターネットを介したサービスとして提供

 PaaS(Platform as a Service)
 アプリが稼動用のハードウェアやOS等のプラットフォーム一式をインター
ネットを介したサービスとして提供

 SaaS (Software as a Service)
 パッケージ製品として提供されていたソフトウェアをインターネットを介し
たサービスとして提供



SaaS の種類

 ストレージ サービス
 ファイルサーバーの代替となるサービス
 OneDrive、BOX、DropBox、Autodesk Drive ...
 +管理・ユーティリティ機能：A360、Fusion Team、BIM 360、ACC

 演算サービス
 CPU を用いた演算・計算処理のサービス
 オートデスク：レンダリング、シミュレーション、フォトグラメトリー
 デスクトップ製品のホスティングサービスは提供していない

 データベース サービス
 SQL・非SQLデータベースの代替となるサービス



軽量化への試み：現在 SaaS の主流

 ローカルはWebブラウザを利用
 情報表示に必要な情報をサーバー（クラウド）と ‘通信’

データ

ライセンスロジック



Web/クラウド アプリの仕組み

JavaScript

JavaScript
Web サーバー
（コンテンツを配信）レスポンス

リクエスト



インターネットで各社提供 API に接続が可能な時代

 業界標準＆オープンソース API テクノロジ



現在の ‘通信’ 例
Web API 例：
 Open Weather：
 Bing MapTM：

cityパラメーター

‘’

https://openweathermap.org/api
https://docs.microsoft.com/bingmaps/v8-web-control/
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?appid=21f546157bcbe24e10973e248aae2fbc&q=Tokyo


の API を使った例

主なオートデスク オフィスのある都市の現在のお天気情報をゲット

https://adsk-offices-weather.herokuapp.com/
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?appid=21f546157bcbe24e10973e248aae2fbc&q=Tokyo


自動車

IoT

CRM
資産管理

AI

ストレージ

天気/
ニュース

株/金融

ロボット 地図/位置

交通/宿泊

渋滞情報

VR/AR

画像認識

API エコノミー

https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/lst/alphabet/api_economy


そして、Forge



Graphical
User
Interface

Application
Programming
Interface

ソフトウェア/
クラウドサービス

２つのアクセス方法



検索 アクティビティ表示プロジェクト データアイデンティティ

Web
API

Web
API

Web
API

Web
API

Web
API

Autodesk



IaaS – Infrastructure as a Service

PaaS – Platform as a Service

SaaS – Software as a Service



認証/認可

ファイル変換

自動処理

データ操作
2D/3D 表示

2D 写真→3D 変換

BIM 360固有機能

通知



自動車
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AI

ストレージ

天気/
ニュース

株/金融

ロボット 地図/位置

交通/宿泊

渋滞情報

デザインデータ
活用

VR/AR

画像認識



Forge の主なソリューション

Viewer ソリューション

ストレージ統合ソリューション

自動化ソリューション



１）Viewer ソリューション



Viewer ソリューション

Data Management API
データアクセス

Model Derivative API
変換

Viewer
ストリーミング表示



Viewer 使用例：https://viewer.autodesk.com

 Web ブラウザ ベース ビューア基盤
 オンライン ビューア

 A360

 Fusion Team

 BIM 360 Docs

 Construction Cloud

https://viewer.autodesk.com/


何か出来るか? – ‘4D’



何か出来るか? – ‘BIM ダッシュボード’



何か出来るか? － デジタルツイン



２）ストレージ統合ソリューション - BIM 360

アカウント管理

プロジェクト メンバ 会社

プロジェクト管理

アップロード

アクセス 共 有

BIM 360 固有機能
Issue(指摘事項)
RFI（情報提供依頼）
チェックリスト
モデルコーディネーション
アセット など

BIM 360 Docs データアクセスBIM 360 Docs データ表示



ストレージ統合ソリューション - BIM 360

BIM 360 Docs データアクセ
スBIM 360 Docs データ表示

Data Management API
データアクセス

BIM 360 API
BIM 360 固有機能

Viewer
ストリーミング表示

BIM 360 固有機能
Issue(指摘事項)
RFI（情報提供依頼）
チェックリスト
モデルコーディネーション
アセット など



何か出来るか? － BIM 360 統合 ‘ダッシュボード’



Design Make

買収



３）自動化ソリューション

 Design Automation API
 CAD エンジンでアドインを実行する仕組み
 製品一般規約による制限事項は不適用
 CAD エンジンは UI を持たないためオーバーヘッドなし



自動化ソリューション

 Design Automation API
 CAD エンジンでアドインを実行する仕組み
 製品一般規約による制限事項は不適用
 CAD エンジンは UI を持たないためオーバーヘッドなし

Data Management API
データアクセス

Design Automation API
アドイン自動処理



何か出来るか? － コンフィグレータ



Visual Insights
(ダッシュボード)

BIM 360/ACC 統合

Design Automation



Forge への課金方法



Forge 利用に対する ‘課金’ とは？

 クラウド クレジットによる重量制 ’課金’
 オートデスク クラウド サービスのジョブ消費に対する抽象単位
 クレジット カードによる ‘通貨’ 課金ではない
 https://forge.autodesk.com/pricing

https://forge.autodesk.com/pricing


Forge ‘課金’ 対象 API

 課金は３つの API が対象
 クラウド クレジットによる課金
 1 クラウド クレジット＝ 税抜 160円（参考：1 USドル）

Forge Platform API コスト

Data Management API 無償

Model Derivative API 有償

Viewer 無償

Design Automation API 有償

Reality Capture API 有償



Model Derivative API

 デザイン ファイル タイプ別のファイル変換数に ‘課金’

Data Management APIAuthentication API Model Derivative API Viewer

デザインファイル を
ブラウザ表示用に変換



Model Derivative API の課金詳細

 1 回の変換処理毎にクラウドクレジットを消費

 2 つの消費モデルを設定

 コンプレックス ジョブ
 消費クラウド クレジット：1.5
 対象：Revit RVT、Navisworks NWD ファイル

 シンプル ジョブ
 消費クラウド クレジット：0.2
 対象： RVT、NWD 以外のデザイン ファイル



Design Automation API 利用への課金

 処理時間を１時間単位換算でクラウドクレジットを消費

 AutoCAD
 消費クラウド クレジット：4.0

 Revit、Inventor、3ds Max
 消費クラウド クレジット：6.0

 課金対象は処理成功時のみ（WorkItem）
 アドイン登録（AppBundle）、振る舞い定義登録（Activity）は無償

(CPU 時間)



Reality Capture API

 素材となる写真の総ギガピクセル単位に ‘課金’



 1 ギガピクセル毎にクラウドクレジットを消費
 消費クラウド クレジット：3.5
 写真の画素数と枚数と総計（以前の演算時間単位ではない！）

 例）5メガピクセルの写真を1000枚
 5 Mega Pixel × 1000枚 ＝ 5 Giga Pixel（3.5 × 5）
 17.5 クラウド クレジットを消費
 17.5 US ドル（2,800 円）

 例）40メガピクセルの写真を500枚
 40 Mega Pixel × 500枚 ＝ 20 Giga Pixel（3.5 × 20）
 70 クラウド クレジットを消費
 70 US ドル（11,200 円）

Reality Capture API の課金



Forge の始め方



Forge を始めるには?

 まずは https://forge.autodesk.com/ へ

 目的はデベロッパ キーの取得
 Client ID（別名：Consumer Key）
 Client Secret（別名：Consumer Secret）

1 2 3
Autodesk ID で
サインイン

Forge アプリ作成 開発

https://forge.autodesk.com/


My Apps からのアプリ登録

アプリ情報を入力

どのAPIを使うか指定



Forge を無償で利用出来るトライアル期間

無償トライアル

100 クラウド クレジット（cc）

5GB ストレージ

(100cc 消費後或いは 90日 経過後課金開始)



Forge トライアル終了の通知と API アクセス遮断

 毎月適時
 Forge トライアル終了者にメールでトライアル終了を通知
 Forge サブスクリプション購入のご案内

 応答期限を指定（XXまでに購入の意向をお聞かせください）
 応答なし、あるいは、購入の意向がない場合
 API アクセスを遮断
 当該デベロッパキーを使ったアクセストークンを非承認
 401 Unauthorization エラーを返す

参考ブログ記事： https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/09/expired-torge-rials.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/09/expired-torge-rials.html


Forge サブスクリプション



Forge サブスクリプション

1年目 (有償) 2年目 (有償)

100CC(無償)
Forgeコントラクトなし
追加 CC 購入不可

Forge サブスクリプション契約開始
100CC（¥16,000税抜）も購入が必要

Forge コントラクト作成

100CC(+追加CC)
Forgeコントラクトあり

追加 CC 購入可

Forge サブスクリプション更新
100CC（¥16,000税抜）も購入が必要

Forge サブスクリプションの非更新決定
CC の購入なし

API アクセスを遮断

100CC(+追加CC)
Forgeコントラクトあり

追加 CC 購入可

ゼロCC
Forgeコントラクトなし

CC 購入不可

トライアル



Forge サブスクリプション購入の選択肢

 eStore からの契約（自動更新）

 オートデスク Forge チームへのコンタクトで契約
 Forge ポータルの Web フォームを利用
 見積作成(ADSK) > 署名(お客様)入り見積 提出 >

Forge コントラクト紐づけ(ADSK) > 注文書でオーダー(お客様)

 オートデスク ダイレクト セールスからの契約
 ほぼ Named Account
 EBA ユーザの場合は Token 変換手続きが必要



eStore からの契約

 日本から eStore でサブスクリプション購入が可能

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/02/purchasing-cloud-credit-on-store-from-japan.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/02/purchasing-cloud-credit-on-store-from-japan.html


オートデスク Forge チームへのコンタクトで契約

 forge.autodesk.com の Pricing ページ



Forge サブス期間の追加クラウド クレジット購入

 オートデスク Forge チームへのコンタクトによる購入
 Forge ポータルの Web フォームを利用
 クラウドクレジット パックの購入が可能
 見積作成(ADSK) > 署名(お客様)入り見積 提出 >

Forge コントラクト紐づけ(ADSK) > 注文書でオーダー(お客様)


 manage.autodesk.com からの購入
 （オートデスク ダイレクト セールスからの購入）
 （リセラーからの購入）
 Forge コントラクトの保有が前提



manage.autodesk.com からの購入

①

②

参考ブログ記事： https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/02/important-about-forge-charge-of-cost-revised.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2020/02/important-about-forge-charge-of-cost-revised.html


クラウドクレジット消費の通知と API アクセス遮断

 毎月適時
 クレジットクレジット消費済の開発者にメールで通知
 追加クラウドクレジットの購入のご案内

 応答期限を指定
 応答なし、あるいは、購入の意向がない場合
 API アクセスを遮断
 当該デベロッパキーを使ったアクセストークンを非承認
 401 Unauthorization エラーを返す



パートナー開発ビジネス



Forge 開発ビジネスをおこなっている方

 SI（System Integrator)：システム インテグレーター
 Forge を使った受託開発をしてい開発企業
 認定制度が存在：https://forge.autodesk.com/systemsintegrators

 ※ 認定がなくても Forge を利用した開発ビジネスは可能です！

 ISV（Independent System Vendor）：独立システム ベンダー
 Forge を使ったアプリを開発・販売している開発企業

https://forge.autodesk.com/systemsintegrators




オートデスク従量課金ビジネスモデル

AWS Autodesk エンドユーザ従量課金 従量課金

AWS Autodesk
大規模

企業ユーザ従量課金 年間固定費

AWS Autodesk 
BIM 360

BIM 360 
ユーザ従量課金 ユーザ毎、または

年毎の固定費

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology perspective/2018/06/development-business-using-forge-and-charging-const.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/06/development-business-using-forge-and-charging-const.html


Forge パートナーの一般的なビジネスモデル

Autodesk
Forge

Forge
アプリ

アプリの
ユーザ/企業従量課金 従量課金

Autodesk
Forge

Forge
アプリ

アプリの
ユーザ/企業従量課金 年間固定費

Autodesk
Forge

Forge
アプリ

アプリの
ユーザ/企業従量課金 ユーザ毎、または

年毎の固定費



Forge パートナーの一般的なビジネスモデル

Autodesk
Forge

Forge
アプリ

アプリの
ユーザ/企業

従量課金

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/06/development-business-using-forge-and-charging-const.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/06/development-business-using-forge-and-charging-const.html


進化し続ける Forge：開発作業に終わりはなし

 お客様が外注で Forge アプリを開発した場合：
 Forge の機能向上によって動作が変わる可能性
 API によっては特定バージョン指定も可能
 例） POST CreateFolder Command の廃止

 クラウド開発には継続したメインテナンスが必須

 デスクトップ製品のアドイン開発とは異なります！

 開発ベンダーとのサブスクリプション？契約が必要！！

クラウドサービス

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2021/06/post-command-createfolder-deprecated.html


各種リソース



Forge Online：Forge を知る動画シリーズ

参考ブログ記事：https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/05/about-autodesk-forge.html

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/05/about-autodesk-forge.html


Forge 成功事例（英語・日本語混在）

 Forge に関する情報は Forge ポータル に集約
 https://forge.autodesk.com/customers

https://forge.autodesk.com/customers


クラウドセキュリティを包括解説

 Trust Center：https://www.autodesk.co.jp/trust

https://www.autodesk.co.jp/trust
https://www.autodesk.co.jp/trust
https://www.autodesk.co.jp/trust
https://www.autodesk.co.jp/trust


AUTODESK 
UNIVERSITY

Autodesk およびオートデスクのロゴは、米国およびその他の国々における Autodesk, Inc. およびその子会社または関連会社の登録商標または商標です。その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。オートデスクは、通知を行うことなくいつでも
該当製品およびサービスの提供、機能および価格を変更する権利を留保し、本書中の誤植または図表の誤りについて責任を負いません。

© 2021 Autodesk. All rights reserved.


	いまさら聞けない Forge
	アジェンダ – ご案内する内容
	クラウド コンピューティングの発展と浸透�（概念的理解）
	アプリ利用環境の進化
	スライド番号 5
	アプリ利用環境の進化
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	アプリ利用環境の進化
	シンクライアント
	アプリ利用環境の進化
	クラウド コンピューティング
	クラウド ベンダーが提供するサービス
	SaaS の種類
	軽量化への試み：現在 SaaS の主流
	Web/クラウド アプリの仕組み
	インターネットで各社提供 API に接続が可能な時代
	現在の ‘通信’ 例
	                                の API を使った例
	スライド番号 20
	そして、Forge
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	Forge の主なソリューション
	１）Viewer ソリューション
	Viewer ソリューション
	Viewer 使用例：https://viewer.autodesk.com�
	何か出来るか? – ‘4D’
	何か出来るか? – ‘BIM ダッシュボード’
	何か出来るか? － デジタルツイン
	２）ストレージ統合ソリューション - BIM 360
	ストレージ統合ソリューション - BIM 360
	何か出来るか? － BIM 360 統合 ‘ダッシュボード’
	スライド番号 37
	３）自動化ソリューション
	自動化ソリューション
	何か出来るか? － コンフィグレータ
	スライド番号 41
	Forge への課金方法
	Forge 利用に対する ‘課金’ とは？
	Forge  ‘課金’ 対象 API
	Model Derivative API
	Model Derivative API の課金詳細
	Design Automation API 利用への課金
	Reality Capture API
	Reality Capture API の課金
	Forge の始め方
	Forge を始めるには?
	My Apps からのアプリ登録
	Forge を無償で利用出来るトライアル期間
	Forge トライアル終了の通知と API アクセス遮断
	Forge サブスクリプション
	Forge サブスクリプション
	Forge サブスクリプション購入の選択肢
	eStore からの契約
	オートデスク Forge チームへのコンタクトで契約�
	Forge サブス期間の追加クラウド クレジット購入
	manage.autodesk.com からの購入
	クラウドクレジット消費の通知と API アクセス遮断
	パートナー開発ビジネス
	Forge 開発ビジネスをおこなっている方
	スライド番号 65
	オートデスク従量課金ビジネスモデル
	Forge パートナーの一般的なビジネスモデル
	Forge パートナーの一般的なビジネスモデル
	進化し続ける Forge：開発作業に終わりはなし�
	各種リソース
	Forge Online：Forge を知る動画シリーズ
	Forge 成功事例（英語・日本語混在）
	クラウドセキュリティを包括解説
	スライド番号 74

