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スピーカーについて

Nathan Skalsky

Nathan Skalskyは、オートデスクのForgeのシニアプロダ

クトマネージャであり、モノづくりを愛しています。自動

化と簡素化により、人間の創造性をより効率的に表現でき

るワークフローと機能を実現しています。

IBMでは大きなシステムの一部分の設計を担当し、その後、

Fusion 360のソフトウェア開発マネージャーや、スター

トアップも経験しました。現在はオートデスクでFusionの

プロダクトマネージャをしています。



スピーカーについて

Varun Patil

Varun Patilは、フルスタック開発者であり、Forge開

発チームの一員としてオートデスクで2年半以上勤務。

Forge APIを用いたサンプルプロジェクトの開発を通

し、お客様の支援をしています。



問題領域



CNC ルータ (Benchtop PRO 2’x2’)Fusion 360, 3D CAD, CAM、他色々

Fusin 360、ForgeおよびCNC工作機械を
使ったより良いモノづくり



メーカーのジレンマ
設計から製造までのワークフロー（CNC、3DP、レーザー）は、

主に一方向のプロセス。

製造結果から、確実にフィードバックを得る方法は？

• ループを閉じる, 別名「Forge APIを用

いた軽量なプロセス制御」

• 結果から学習する, 意味のある結果を

キャプチャ

• より良いものを作る! ワークフローが改

善することにより、よりよい結果が生

まれる



結果をCAD/CAMの入力につなげる



Feedback brainstorm for  
simplified Process Control

自動化されたフィードバック:

• マシンビジョン

• 音

• 温度

• サーボ/PLC(Programmable Logic Controller)/CMMフィー

ドバック

手作業による分析:

• 表面仕上げの目視検査

• マシーンオペレータの記録

• エンジニアリング機能フィードバック

• 顧客からのフィードバック

他のアイデアは？

>



CAD CAM CNC



CAD CAM CNC



CAD CAM CNC

データ可視化 データストア IoTセンサー



IOT デバイス
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simplify, then add 

lightness
（加える物は軽さだけ）

Colin Chapman
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NodeMCU ESP12E  (WiFi with Limited-IO)



ソリューションのレシピ

視覚化エンジン Forge Viewer

データベース MongoDB

DB プロトコル MongoDB+SRV

IoT プロトコル MQTT

IoT デバイス ESP8266 NodeMCU ESP-12E 

温度センサー DS18B20



手順

• データベースのデプロイ

• MQTT ブローカーのビルド

• IoTセンサーのビルド

• IoT ファームウェアのビルド

• MQTT → Databaseのテスト

• Fusion 360モデルのトランスレート

• Forge visualization サービスのビルド

• 結合

• まとめ



データベースのデプロイ







MQTT ブローカーのビルド



シンプルなMQTT ブローカのビルド (+MongoDB ブリッジ)

• 利用ライブラリ: mongodb, mosca (MQTT)

• 説明:ポート1888で MQTT メッセージを受信

し、シンプルなセンサースキーマを用いて結

果データベースに挿入



シンプルな MQTT ブローカーのテスト

• 利用ライブラリ: mongodb, mosca (MQTT)

• 説明: 

o MQTTPublish.js – topic/subtopic文字列お

よびセンサーを元に、MQTTメッセージを

送信

o MQTTSubscribe.js – Will subscribe to 

receive 特定のtopic/subtopicを用いて、

MQTTメッセージを受信するようにサブス

クライブ



IoTデバイスのビルド



IoTデバイスのビルド

• 詳細はクラス動画とハンドアウトを参照

• BOM:

o ESP8266 NodeMCU ESP-12E 

o DS18B20 デジタル温度計

o 4.7k 抵抗

• 接続:

o Temp Sensor.VCC = Vin on ESP board

o Temp Sensor.GND = GND on ESP Board

o Temp Sensor.Data = GPIO 5

o 4.7k 抵抗は GPIO 5 および Vinに接続



IoT ファームウェアのビルド



IoT ファームウェアのビルド

• 詳細はクラス動画とハンドアウトを参照

• Nathanの4つの重要なIoTデバイスの機能

1. アクセスポイントに接続するWiFiクライアント

2. ユーザからのWiFi認証を受け付けるWiFiアクセス

ポイントとしての能力

3. ユーザにコントローラのリセットを行うことを許

可する機能 (2重リセット)

4. MQTT クライアントおよびMQTTイベントへのサ

ブスクライブ



MQTT → Databaseのテスト



MQTTからdatabaseのユニットテスト

• 詳細はクラス動画とハンドアウトを参照



Fusion 360モデルのアップロード



Upload Fusion 360 model to Forge

• 詳細はクラス動画とハンドア

ウトを参照

• Forge API認証を用いてモデ

ルをmodels.autodesk.ioに

アップロード



可視化サービスのビルド



可視化Webエクスペリエンスのビルド

• 詳細はクラス動画とハンドアウトを参照



結合



結合

• 詳細はクラス動画とハンドアウトを参照



まとめ



まとめ

• データベースのデプロイ

• MQTT ブローカーのビルド

• IoTセンサーのビルド

• IoT ファームウェアのビルド

• MQTT → Databaseのテスト

• Fusion 360モデルのトランスレート

• Forge visualization サービスのビルド

• 結合

• まとめ



ソリューションのレシピ

視覚化エンジン Forge Viewer

データベース MongoDB

DB プロトコル MongoDB+SRV

IoT プロトコル MQTT

IoT デバイス ESP8266 NodeMCU ESP-12E 

温度センサー DS18B20



外部リソース・リファレンス

• サンプルプロジェクトのダウンロード > https://github.com/Autodesk-Forge/forge-iot-cnc

• Forge API ドキュメント >  https://forge.autodesk.com/developer/documentation

• Forge Viewer > https://forge.autodesk.com/en/docs/viewer/v7/overview/

• MongoDB Atlas  > https://docs.atlas.mongodb.com/

• NodeMCU ESP8266 > https://www.instructables.com/NodeMCU-ESP8266-Details-and-Pinout/

• MQTT > https://mqtt.org/mqtt-specification/

• デジタル温度計 (DS18B20) > https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf

https://github.com/Autodesk-Forge/forge-iot-cnc
https://forge.autodesk.com/developer/documentation
https://forge.autodesk.com/en/docs/viewer/v7/overview/
https://www.instructables.com/NodeMCU-ESP8266-Details-and-Pinout/
https://mqtt.org/mqtt-specification/
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
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