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仕様 

対応フォーマット 1920×1080/59.94i（Canopus HD Codec）, Canopus HQ Software Codec 

表示解像度 640×480～1920×1080 

本体 OS Microsoft Windows XP Professional 日本語版 

 CPU Intel Xeon 2.4GHz Dual Processor 

 HDD システム用 ： 80GB 
  コンテンツ用 ： 80GB（最大320GB） 

 ドライブ FDD, CD-R / DVD-ROMコンボドライブ 

 インターフェイス ●D-Sub 15ピン（アナログRGB）×2 ●RJ45×2（1000Base-TX, 100Base-TX） 
  ●D-Sub 9ピン（RS-232C×1） ●D-Sub 25ピン（パラレル）×1 
  ●USB 2.0×3 ●IEEE1394（6ピン）×1 ●モノラルミニジャック（Mic In）×1 
  ●ステレオミニジャック×3（Line×1, Line Out×2） 
  ●オプティカルミニジャック×1（アナログ / デジタルアウト） 

 外形寸法（mm） 190（W）×611（D）×432（H） 

¥980,000（税別） 

型番 HDSSP100 

JAN 4980884033911

高画質ハイビジョンプレイヤー 

HDSS-P100

HDSS-P100にパイオニア製業務用DVD / LDプレイヤー互換コマンドで

コントロールできるソフトウェアを組み込みました。シリアルポートに従来

DVD / LDをコントロールしていた機器を接続し制御を行ったり、ノートPC

などからのプログラム制御が自由に行えます。 

DVD / LDプレイヤー互換コマンド制御対応HDSS-P100 
¥1,280,000（税別）　型番 HDSSP100（LD） 

※製品にディスプレイは含まれません。 

博物館、美術館、イベント会場など大会場・大人数を対象にしたプレゼンテーションや

プロモーションに最適な「画質最優先」のハイエンド再生システムです。PDPやハイ

ビジョン対応プロジェクターなど、高解像度映像表示機器のコンテンツ再生機として

圧倒的に美麗な映像を再生します。　　　　　　 

外部制御にも柔軟に対応しハイビジョン映像ならではの高画質と相まって従来とは次

元の異なるプレゼンテーション環境を構築します。新規ハイビジョン映像再生システ

ムの低コスト新規構築はもとより、ハイビジョンＬＤを既設で導入しているユーザー様

にも安価なリプレイス用として最適です。 

高画質 
適切なコーミング処理とIP変換でハイビジョン映像本来の高画質を忠実に再現する

HDSS-P100。搭載するオリジナルVGAカードは、使用環境に最適な解像度・アス

ペクト比の設定を行えます。  

編集から再生までのトータルソリューションを提供 
当社編集機HDWS-1000（P.03）で編集したハイビジョン映像を直接利用できま

す（Canopus HD Codec / Canopus HQ Codec 形式の場合）。  

ハイコストパフォーマンス 
連続再生可能なハードディスクならではの利便性を、PCのテクノロジーを最大限活

用することにより、最小限のコストで実現しました。  

カスタマイズで様々なシステムを実現可能 
スケジューラによる自動再生システムや、タッチパネル/リモコン操作のシステムな

ど、HDSS-P100は様々な用途への応用が可能。カスタマイズは［システム営業部］

でご相談を承ります。 
 

 

サンプルをご用意 
HDSS-P100には簡易VOD、スケジュールソフトをサンプルとしてご用意しております。  

コンテンツ作成支援承ります 
HDSS-P100で再生するための映像コンテンツの撮影から編集までについても、ご

相談ください。Canopusが認める編集プロダクションやクリエーターのご紹介、各種

ご相談などコンテンツ制作の支援をさせていただきます。もちろん、撮影だけでも編

集だけでもお気軽にご相談ください。 

ハイビジョン 
映像 
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制御画面 

最低限のシステム構成図 

HD対応プロジェクターやPDPなど新製品案内のプロモーション 

【製品構成】 ●キーボード ●マウス 

●電源ケーブル ●マニュアル ●保証書 

●Windows XP Professional CD-ROM

外部制御のシステム構成例 

HDSS‐P100のシリアルポートに接続された制御機器のコマンドに従ってHDSS‐P100の内蔵HDDから
ハイビジョン映像を読み込んで再生します。制御用ソフトウェアとして、HD-SerialDVDComander※1と
HD-SerialCommander※2を用意しています。 

※1 HD-SerialDVDCommanderはパイオニアDVDシリアルコントロール互換命令が使えるソフトウェアです。 
※2 HD-SerialCommanderはMEDIAEDGE-SerialCommanderと同じ使い方ができるソフトウェアです。 

VOD・スケジュール再生例 

HDSS-P100をネットワークで制御できるSDKを使えばネットワーク上の１台のPCから複数のHDSS-
P100のハイビジョン映像再生をコントロールすることが可能になります。 
各HDSS-P100は個々の内蔵HDDから映像を読み込んで再生します。 
ネットワーク制御用SDKとしてHD-NetDVDCommanderで使用して 
いるライブラリを用意しています。 

マウスを使ってHDSS-P100の操作メニューからコンテンツを選択してハイビジョン映像を内蔵HDDか
ら読み込んで再生します。PDPやプロジェクターなど、高解像度映像表示機器のコンテンツ再生機として
活用できます。 

PCから制御 

RS232C

HDSS- 
P100

ハイビジョン 
モニタ 

タッチパネル 

プログラマブル・ 
シリアル・ 
コントロールユニット 

HDSS- 
P100

RS232C

ハイビジョン 
モニタ 

HDSS- 
P100

ハイビジョン 
モニタ HDSS- 

P100

ハイビジョン 
モニタ 

スイッチングハブ 

イーサネット 

コントロール用PC

NICカード 

コンテンツ作成支援の詳細は P.46 をご覧ください。 

受託システム開発／支援の詳細は P.46 をご覧ください。 

HD再生システム製品（P.20～P.22）のお問い合わせは、［システム営業部］まで 
TEL. 東日本 ： 03-3516-2528　西日本 ： 078-231-0551 

e-mail ： system-sales@canopus.co.jp 
※10:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝・当社指定休日を除く） 
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HDMA-2000を使った新提案 
「HDVでちゃんと動くシステムというのは、カノープスのもの以外には見あたらないのです」 
●有限会社フォーツーツー　取締役　尾上泰夫氏インタビュー 

東京・六本木において、独自の空間演出が注目されていたWAVEの技術顧問を務めたり、NHKでハイビジョンコンテン

ツの仕事に携わっていたりと、常に映像の最前線で活躍されてきたフォーツーツーの取締役である尾上泰夫氏。尾上氏

は映像による新たな空間を作り出そうというチャレンジをスタートした。そのひとつの形が「窓」HDViewというシステ

ムで、アートワークセラピーという観点からコンテンツの制作を手がける関連会社のDreamCraftとともに、そのシス

テムインテグレーションの提案を行っている。そして、尾上氏は、「窓」HDViewというシステムを成立させるためには、

カノープスのHDMA-2000が欠かせないという。そのあたりについて、詳しく伺っていくとしよう。 

【新しい空間の創造にチャレンジ：「窓」HDViewシステム】 
尾上氏が提案する新たなシステムは、モニターをモニターとして見せず、空間の一部である

窓としてみせようというもの。それは、“見る者を飽きさせない”ことへ向けての新たなチャ

レンジである。 

――「窓」HDViewというシステムをご提案されていますが、具体的に教えていただけますか？ 

尾上氏 ： 「窓」HDViewとは、完全に、店舗・業務のシステムで、店内にモニターを設置し、そ

こに映像を映し出すものです。ただし、従来のように、モニターが主役でその中に映像が映し

出されているというのではなく、周辺の造作などにも設計段階から配慮して、モニターが窓

のように、その空間の中の一部として存在するものを考えています。要するに、窓から見える

景色を現実に作り出す、という感覚ですね。 

――80年代に流行した「環境映像」と似たものですか？ 

尾上氏 ： 考え方としては近いのですが、コンテンツを見せる目的ではない、というのが最大

の違いです。空間にどういったものを埋め込んでいくかということが主眼なのです。 

――具体的には、どのような見せ方になるのでしょう？ 

尾上氏 ： 尾上氏：大型のプラズマモニタなどを設置して、そこにハイビジョン映像を映し出す

形になります。例えばレストランやカフェでの空間演出において、「森を見せたい」「湖を見

せたい」などと考えても、実際には実現できないですよね。そこで、モニターとハイビジョン

映像を利用し、目的の空間を実現するわけです。 

――となると、窓から見える景色には、十分なリアリティが必要となるわけですね。 

尾上氏 ： そうです。ハイビジョン映像無くして「窓」HDViewはあり得ません。そこで必要と

なったのが、ハイビジョン映像を簡単に再生できて、かつ、安価な機器の存在だったわけです。

いろいろと探してみた結果、カノープスのHDMA-2000がワン＆オンリーで、ベストでした。

ハイビジョン映像の制作や利用にはコストがかかるので、なかなか元が取れないといわれて

いますが、それが、カノープスのHDMA-2000を使うことで可能になったと思います。 

――従来のSD映像では、力不足ですか？ 

尾上氏 ： SD映像ではやはり、クォリティが足りませんね。プラズマにせよ、液晶にせよ、大型

のものがずいぶん安くなり、そのおかげで、店舗に映像を持ち込みたいと考えるオーナーさ

んは増えています。たとえば、カフェなどでは、そのトータルな雰囲気というのが非常に大切

にされますから。そのためには、ハイクォリティな映像は、欠かせない要件なのです。 

【HDVの編集から投影までを一貫して行えるのはカノープスだけ】 
カノープスも賛同するHDVという新しい規格が大きな注目を集めつつある現在、「窓」

HDViewシステムは、カノープス製品の可能性を上手に引きだしたものとなっている。

「窓」HDViewは、デジタル時代の新しい空間創造の提案だ。 

――そもそも、カノープス製品と出逢われたきっかけは、どういったことだったのですか？ 

尾上氏 ： もともとインテグレーションをやっていましたので、カノープスを映像関連メー

カーとして認知し、また、お付き合いもありました。 

――SD時代からのお付き合い、というわけですね。 

尾上氏 ： ええ。それが、HDになってから、特に、HDVでちゃんと動くシステムというのは、カ

ノープス以外には見あたらないのです。 

――具体的には、カノープス製品のどのあたりがよいですか？ 

尾上氏 ： 特に、コーデックが秀逸ですね。所詮、HDの非圧縮ではなく、必ず圧縮してから何

かを行うということになるわけですから、圧縮のさせ方というのはまさに、その映像の“命”

になってくると思うのです、圧縮というのは、いうならば間引きなわけで、そこには、画質を落

とさないぎりぎりのところの攻防戦があるわけです。そうした点で、カノープスの圧縮技術

の高さには、とても期待をしているのです。 

――カノープスのコーデックは確かに、いろいろな方面で高い評価を得ています。 

尾上氏 ： コーデックをはじめ、HDVに関して、編集から再生までを一貫して行いたいと

いった状況を考えた時には、今日現在のところ、カノープスのものが一番です。弊社で

は、他社製品もいろいろとシステムとして用意はしているのですが、まずは、カノープス

ですね。HDMA-2000は、その一つの好例だと思います。コスト面からしても、とても

使いやすいですね。 

――貴社はまだ、立ち上がってから間もないとのことですが、「窓」HDViewシステムは、す

でにどこかに導入されましたか？ 

尾上氏 ： 現在はデモを作っている最中なのですけど、テスト的に入れさせていただくことに

なっている場所としては、東京ドームの「ラクア」というスパがあります。そこは、わりとアジ

アンチックな感じを目指しているところでして、南国のイメージを演出するというプランに

なっています。そのほか青山のカフェにもシステムを入れるプランが進行中です。 

――「窓」HDViewのコンセプトを理解してもらうのは、大変ではありませんか？ 

尾上氏 ： 多少、時間はかかりますね。でも、窓のコンセプトを理解されていないオーナーさ

んなりデザイナーさんなりであったとしても、いったんコンセプトを理解されると、新たなデ

ザイン意欲がわいてくるというケースも、わりとよくありますね。雰囲気を作るために、そこ

で流すコンテンツにまで考えが行くと、他に選択肢がなくなりますので、話が進みます。 

――「窓」HDViewは、デジタル時代の新しい空間創造の提案ですね。 

尾上氏 ： その通りです。デジタルはここ10年で進化してきまして、いまや業務形態も変えて

いかないとならない時代だと思います。いままでとは全然違ったビジネスモデルが考えられ

るようになってきていると思いますね。ここ10年での一番の変化は、出力系の違いですね。

映像を運ぶための手段に通信が使えるようになったことなど、メディア自体も変化してきて

います。そうした将来性なども含め、カノープスのシステムであれば、いままでには考えられ

なかったようなハイビジョンのシステムが、低予算でも実現できるのです。 

「やはり、癒しは必要ですね～」と笑顔でおっしゃる尾上氏。新しい空間創造へのチャレ

ンジは、まだ始まったばかり。これからのアクションが楽しみである。 

 

インタビュー・記事作成 ： PCライター　村野　公一 

 

（有）フォーツーツー ： http://www.ftt.co.jp/ 

DreamCraft ： http://dreamcraft.jp 

※なお、詳しいインタビューは http://www.canopus～ をご覧ください。 

尾上氏とともに「窓」HDViewのコンテンツ制作を手がける
Dream Craftの平田雪香さん（左）と水野真砂美さんは、マ
ネージャーでもあり、また、アートワークセラピストでもある 

実際に「窓」HDViewシステムを操作する尾上氏。 

HD映像素材 

分譲マンションなど高価な不動産は「気軽なお買い物」ではありません。それゆえ、購入希望者は「マンションの外観・概

要、部屋の間取りや床材・クロスの質感は？水回りは？窓からの景観、エントランスなどの共有スペースは？周囲の環境

は？」など事前にチェックしなければならない項目は多岐にわたります。このような場合パンフレットなどの従来からの紙

媒体では現実感に乏しく、最終的なクロージングに至らせる説得力が不十分な場合がありました。そこで、今回、紙媒体

と並行して、ハイビジョン映像をプロモーション・ムービーとしてHDSS-P100で再生し、モデルルームやマンション

ギャラリーご来場の方にご覧いただきました。HDSS-P100によって再生された圧倒的な高画質・美麗映像によるバー

チャル体験は、大きな説得力として非常に効果的なプロモーション媒体であることが、視聴者の反応、マンションの売れ

行きから証明されました。　※ユーザー様の御希望により、名称などは掲載しておりません。ご了承ください。 

マンション購入ご希望者の方を対象に、モデルルームとは別に用意さ

れたプレゼンルームにて、マンションの多岐にわたる項目をハイビジョ

ン映像化しHD対応プロジェクターで再生しました。 

HDSS-P100の導入事例 
分譲マンションのプロモーションムービー再生機器として 

「ハイビジョン映像の再生」＝「コスト高、操作が難解」というイメージからごく一部の限定された用途向け

と思われがちですが、下記の事例のように様々な場所で有効活用されています。 

癒しの“「窓」HDView”は、財団法人店舗システム協会が主催する“Japan Shop 
System Awards 2005”においてビジネスデザイン奨励賞を受賞しました。 

HD映像素材「Hi Stage（ハイステージ）」は、超高画質のHD映像素材をリー

ズナブルな価格で提供するサービスです。デジタイズの手間なく、 そのままノ

ンリニア編集に使えるAVIデータ形式。CGは一切の劣化圧縮をかけておらず、

くっきりと美しい合成が可能です。 アルファ合成用の「CG Parts」、タイトル

バックなどに使える「CG Background」を用意しております。 

カノープスダイレクトショップで発売中 

→http://www.canopus.co.jp/dtshop/catalog/histage/index.html 

 


