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1. みなさん、こんにちは。私はニールトレヴェットです。私は、NVIDAで開発者エコシステ

ムに取り組んでおり、クロノスグループの代表でもあります。このパートでは APIではなく、

アプリケーションやエンジンやその他の必要な分野において、3Dアセットを効率的かつ信頼性

の高い方法でやりとりするために設計されたオープンな標準規格のファイル形式である glTFの

概要とアップデートをご紹介します。 

Hi everyone, I am Neil Trevett, I work on developer ecosystems at NVIDA and I am President of the 
Khronos Group. I am going to give you a summary and update on glTF, which is not an API but is instead 
an open standard file format designed for the efficient and reliable transmission of 3D Assets to 
applications and engines, wherever they are needed. 

2. Khronosで glTFが作られるようになったきっかけは、3D以外の画像、オーディオ、ビデオ

を含むすべての主要なメディアタイプが、効率的でコンパクトな配信用に設計されたフォーマ

ットを持ち、それらの効率的な伝送フォーマットが市場機会を生み出すのに重要な役割を果た

していることに気がついたからです。そして、3Dにおいてはそうしたフォーマットがないので

す！そのため、Khronosは glTF 3Dアセット形式をコンパクトで処理しやすいように設計し、広

く採用されるようにしました。そこで、私たちは glTFを「3Dの JPEG」と呼んでいます。これ

は広く採用されている JPEGと同じように、簡単に渡すことができるようにする為です。この

PowerPointプレゼンテーションを含め、必要な場所に 3Dアセットをデプロイして使うことが

できます。 glTFは柔軟で、単一のオブジェクトからアニメーションを使用した完全なシーンま

で、あらゆる 3Dモデルを記述できます。どんなランタイムでも、アプリケーションでも利用

可能な純粋なアセットフォーマットです。 glTFは拡張可能でもあります。新しい利用形態に合

わせて効率的に進化させることができます。 glTF 1.0は、WebGLで直接使用するように設計さ

れているため、GLSLシェーダーを使用してマテリアルを定義しました。 WebGL 2.0は物理ベー

スのレンダリング（または PBR）のマテリアルを定義することにより、glTFの採用を大幅に拡

大しました。PBRと PBMのどちらも見た目が非常に優れており、任意の 3Dグラフィックス API

やシステムで処理が可能です。 

The genesis of glTF at Khronos was the realization that all the major media types – including images, 
audio, and video, had formats designed for efficient and compact distribution – except 3D - and those 
efficient transmission formats had created significant market opportunities that 3D was missing out on! 
So, Khronos designed the glTF 3D asset format to be compact, and easy to process, so it could become 
widely adopted, and so we call glTF the ‘JPEG of 3D’ as it is the last mile JPEG-equivalent that lets you 
easily transport and deploy and use your 3D assets wherever you need – including in this PowerPoint 
presentation! glTF is flexible, it can describe any 3D model from single objects to full scenes with 
animation. It is a pure asset format that can be used in any run-time or application. glTF is also 
extensible, enabling it to efficiently evolve to meet new use cases. glTF 1.0 was designed to be used 
directly in WebGL and so used GLSL shaders to define materials. WebGL 2.0 significantly broadened the 
adoption of glTF by defining Physically Based Rendering – or PBR - materials that are both visually 
compelling and can be processed by any 3D graphics API on any system. 
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3. glTFは、JSONを使用して 3Dシーン階層を記述し、バイナリペイロードを使用してジオメト

リ、アニメーション、およびスキンを記述します。 テクスチャは、JPEG、PNG、または KTXフ

ァイルとして含まれています。 また、glTFはテクスチャを使用して PBR（または物理ベースの

レンダリング）マテリアルを定義し、テクスチャを使用してマテリアルの金属っぽさやざら付

き感（metal or roughness）、または鏡面反射と光沢の程度(specular, glossy)をマッピングしま

す。 これにより、非常にリアルな外観のオブジェクトがモバイルデバイスであっても得られま

すし、ここでお見せしているように PowerPointのプレゼンテーションでも非常に効率的にレン

ダリングできます… 

glTF uses JSON to describe the 3D scene hierarchy and uses binary payloads to describe geometry, 
animations, and skins. Textures are included as JPEG, PNG or KTX files. glTF also uses textures to define 
its PBR – or Physically-Based Rendered – materials, using textures to map how metallic or rough 
materials are, or how specular and glossy. This results in very realistic looking objects that can still be 
rendered very efficiently – even on mobile devices – and even in a PowerPoint presentation as we are 
seeing here… 

4. glTFに対するサポートは、様々な企業がすべてのアセットを相互に簡単にやりとりできるツ

ール、アプリ、およびエンジンを持つことの効率の良さや、コスト削減に気が付くようになっ

て、現在、業界全体に広まってきています。ここに示されている企業はすべて glTFサポートを

実装しています。glTFアセットを生成するツールと、それらの glTFモデルを取り込むエンジン

とアプリケーションの両方になります。 もしも、今日参加されている方の会社で glTFをサポー

トしているにも関わらず、ロゴがない場合はお知らせください。追加させていただきます！ 

Support for glTF is now widespread throughout the industry as companies realize the efficiency and cost 
savings of having tools, apps and engines that can all communicate assets easily to each other. The 
companies shown here have all implemented glTF support – both in tools that generate glTF assets and 
engines and applications that ingest those glTF models. If your company supports glTF – and your logo 
isn’t here please let us know – we would love to add it! 

5. glTFは、業界のニーズに合わせて進化させるための拡張可能な標準規格であり、もちろん、

最も多い開発者のニーズの 1つは、小さくてコンパクトなアセットファイルサイズです。 

Draco Mesh Compression Extensionは、Googleが開発した圧縮技術を使用して、glTFファイルの

ジオメトリを通常 10〜25倍に圧縮できるようにします。 Dracoで圧縮された glTFアセットの

生成とインポートは、オープンソースのエンコーダーとデコーダーを備えた主要な 3Dツール

とエンジンによって広くサポートされています。 

glTF is an extensible standard to enable it to evolve to meet industry needs and one of the most 
widespread developer needs of course is for small, compact asset file sizes. The Draco Mesh 
Compression Extension uses compression technology developed by Google to enable geometry in a glTF 
file to be compressed, typically by a factor of 10 to 25 times. Generating and importing Draco 
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compressed glTF assets is now widely supported by the major 3D tools and engines, with encoders and 
decoders in open source. 

6. しかしもちろん、最小のアセットサイズには、圧縮されたテクスチャと圧縮されたジオメ

トリが必要です。 残念ながら、GPUで高速化されたテクスチャのランドスケープはかなり断片

化されているため、ポータブルアプリケーションを使用する開発者は、作成する glTFアセット

に入れ込むテクスチャ形式をどれにしたら良いのか判断が難しくなります。 今日、開発者は多

くの場合、複数のテクスチャのコピーを渡すか（ファイルサイズが大きくなる）、サイズは小

さいが GPUが扱える高速な圧縮テクスチャ形式に変換するためにかなりの処理とメモリを必要

とする JPEGなどの画像形式でテクスチャを渡す必要があります。 

But of course, for the smallest asset sizes we need compressed TEXTURES as well as compressed 
geometry. Unfortunately, the GPU accelerated texture landscape is highly fragmented - which can make 
it tricky for developers with portable applications to know what texture formats to pack in their glTF 
assets. Today, developers often need to send multiple copies of textures which increases file sizes or 
send textures in image formats such as JPEG that are small in size but take significant processing and 
memory to convert to accelerated compressed texture formats understood by GPUs.  4:00 

7. 幸いなことに、クロノスでは「glTFユニバーサルテクスチャ」の定義を間も無く完成させよ

うとしています。これは、Binomialと呼ばれる会社の「Basis Universal」圧縮技術を使用して、

伝送用の小さなファイルサイズを可能にし、宛先デバイスで優先される高速テクスチャ形式に

効率的にトランスコードできる超圧縮形式を定義します。 これにより、glTFファイルでは初め

て、最適化されたテクスチャセットを一つだけ含めればよくなります。このセットは、あらゆ

るデバイス向けに高品質な GPUでアクセラレーションされたテクスチャに簡単に解凍が可能で

す。 Universal Texturesは、Khronosの KTXテクスチャコンテナ形式のバージョン 2.0を使用して

Basis Universal超圧縮テクスチャを保持します。そして、ミップマップレベルを含む、テクスチ

ャのすべての要素へのアクセスができるように定義されています。 ミップマップレベルへのポ

ータブルなアクセスにより、アプリケーションは、より早いダウンロードの応答性を向上させ

るために、まず最初に小さいミップマップレベルを送信することで、どのソースからであって

ものテクスチャの詳細レベルのストリーミングが実装可能になります。 

The good news is that Khronos is very close to finalizing the definition of ‘glTF Universal Textures’. They 
use ‘Basis Universal’ compression technology from a company called Binomial, to define  
supercompressed formats that enable small file sizes for transmission AND can be efficiently transcoded 
into the preferred accelerated texture format on the destination device. So, for the first time a glTF file 
will be able include a single optimized set of textures that can be easily unpacked into high-quality GPU-
accelerated textures for any device. Universal Textures use version 2.0 of Khronos’ KTX texture 
container format to hold the Basis Universal supercompressed textures with precisely defined access to 
all aspects of the textures, including mipmap levels. Portable access to mipmap levels enables 
applications to implement Level of Detail streaming for textures from any source, by transmitting 
smaller mipmap levels first for faster download responsiveness. 
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8. Universal Texturesの重要な特性は、GPUで高速化されたテクスチャ形式にオンザフライでト

ランスコードされることです。つまり、テクスチャを完全に解凍された中間イメージとして

GPUに保存する必要はありません。JPEGや PNGを解凍して再エンコードする際には必要それ

が必要なのですが。なので、GPUメモリを大幅に節約することが可能です。 これは、ユニバー

サルテクスチャがすべての点において最高のものを提供していることになります。伝送では

JPEGアセットよりも小さく、中間のフルサイズの画像バッファなしで様々な GPUテクスチャ形

式に直接に簡単にトランスコードできるのです。 

An important property of Universal Textures is that they are transcoded ON THE FLY into GPU-
accelerated texture formats - so textures NEVER need be stored as a fully decompressed intermediate 
image on the GPU - as IS needed when unpacking and re-encoding JPEG or PNGs – saving a significant 
amount of GPU memory. This means that Universal textures give you the best of all worlds – smaller 
than JPEG assets for transmission, easy transcoding directly into a wide range of GPU-texture formats, 
with no intermediate full-size image buffer. 

9. glTFロードマップで最もアクティブな領域の 1つは、glTFの既存の PBR定義に追加のマテ

リアルパラメータを追加する新世代の PBR拡張機能です。最初の 3つは、すでにリリースされ

ているクリアコート、トランスミッション(透過)、Sheen(光沢)です。 これらの拡張機能は、

Khronosのメンバーである何社もの会社の中にいらっしゃる非常に素晴らしいこの分野のプロ

ジェッショナルの方々によって設計されています。それらのプロの方々は、超リアルな見た目

と、どんなデバイスでも扱えるような幅広さ（モバイルデバイスを含む）、この両方を兼ね備

えたマテリアルになるよう、glTF標準規格を導いてくれています。これらの最初の 3つの拡張

機能に加えて、glTFワーキンググループは、ここにリストされているさらに広い範囲の PBRパ

ラメーターをサポートするようなリクエストを受け取りました。 私たちは 2021年の前半にこ

れらに取り組む予定です。もしも皆さんの中で、ご要望や機能のリクエストがある場合は、こ

れらの拡張機能についてオープンに議論されている glTFの GitHubにアクセスして、ご意見をお

聞かせください！ 

One of the most active areas on the glTF roadmap is a new generation of PBR extensions that add 
additional material parameters to glTF’s existing PBR definitions – with the first three being clearcoat, 
transmission and sheen that are already released. These extensions are being designed by a pretty 
amazing group of industry experts from Khronos member companies – who are guiding the glTF 
standard to an optimal sweet spot between materials with high visual realism AND widespread 
deployability – even on mobile devices. Beyond these first three extensions, the glTF working group has 
received requests to support an even wider range of PBR parameters listed here. We will be working on 
these during the first half of 2021, and so if you have any input or feature requests, please go to the glTF 
GitHub where these extensions are being openly discussed – we would love to get your input! 

10. 新世代の glTFの PBRマテリアルの最初のものがリリースされたばかりですが、既に幅広い

業界からのサポートがあります。PBRマテリアルを作成するためのツール、これらの非常にリ
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アルなモデルを表示できるビューア、エンジン、アプリケーションには幅広い選択肢が既にあ

ります。勿論、 Khronosが提供するオープンソースのサンプルのビューアもあります。加え

て、Khronosでは、オープンソースの glTFを検証するソフトをアップグレードして、PBRマテ

リアルの有効性をチェックできるようにしたり、GitHubで最新の PBRマテリアルを使用したサ

ンプル群をリリースしました。 

Even though the first wave of new generation glTF PBR materials have just been released, there is 
already wide industry support, including tools to author the PBR materials, and a widening selection of 
viewers, engines and applications that can display these highly realistic models, including Khronos’ 
open-source sample viewer. Khronos has also upgraded its open source glTF validator to check for valid 
PBR materials and has released a set of samples using the latest PBR materials on GitHub .  

11. 以上で glTFの概要の紹介を終わらせて頂きます。役に立ちましたでしょうか。まだ glTFを

試したことがない方は、是非、次のプロジェクトで glTFをお試しください。glTFに関連する情

報のリンクをこちらにご紹介致します。このセッションのスライドなどは、KhronosのWebサ

イトで公開致します。ご清聴ありがとう御座います！ 

So - that’s a very high-level overview of glTF, I hope you have found it useful and are inspired to try out 
glTF for your next project if you haven’t already! We have put some links to glTF resources here, and all 
these slides, and more, are on the Khronos website. Thank you for your time! 7:30 
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