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安全上の注意事項 
 ご使用の前に、以下の注意事項をよくお読みください。 
 装置使用上の安全に関する指示に従ってください。 
 このユーザーマニュアルを⼤切に保管し、必要な際に参照してください。 
 
1. 水や湿気の多い場所の近くでは使用しないでください。 
2. お手入れには乾いた布と中性洗剤をご使用ください。 
3. 換気⼝を塞ぎ放熱を妨げないでください。 
4. 暖房器具などの熱源の近くや直射日光が当たる場所に装置を置かないでください。 
5. 電源プラグには、2 本の端子と 1 本の接地用端子があります。端子がコンセントに合わ

ない場合は、電気技師に相談して該当するコンセントに交換してください。 
6. 電源ケーブルを踏んだり、挟んだり、傷つけないようにしてください。特に、コンセント差込

部、本体への接続部を傷つけないようご注意ください。 
7. 指定された付属品/アクセサリーのみを使用してください。 
8. 雷⾬時や⻑時間使用しないときは、本機の電源コードを抜いてください。 
9. 液体がこぼれたり、物が本製品に落ちたり、⾬や濡れた環境にさらされたり、異常動作

したり、落下したりした場合には、弊社サービス担当者に問い合わせてください。ユニット、
電源ケーブル、またはプラグが損傷している場合は修理が必要です。 
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警告と注意 
1. 火災、感電または製品の損傷を防ぐため、 

1.）本機を⾬や過度の湿気のある場所に放置しないでください。 
2.）本機を水滴や水撥ねにさらさないでください。 
3.）花瓶などの液体が入ったものを本機の上に置かないでください。 
4.）カバーを取り外さないでください。 
5.）⾃分で修理しないでください。故障の際はソシオネクストに連絡してください。 
6.）本体の付属品のみを使用してください。 

2. 電源プラグをコンセントからすぐに抜くことができる場所に本機を設置してください。 
電源ケーブルを踏んだり、挟んだりしたりしないように配線してください。コンセント差込部、
および装置へのケーブル接続部に特に注意してください。 

3. 火の付いたろうそくのような火の元を本機の近くまたは上に置かないでください。このユニッ
トの一部は、使用中に発熱することがあります。本機を移動または清掃するときは、電
源ケーブルを外して温度が下がったことを確認した後に実施してください。 

4. 火災、感電、または製品の損傷を防ぐため、本機を本棚、キャビネット、またはその他の
密閉された空間には設置しないでください。過熱防⽌のための換気が⼗分に⾏われるよ
うにしてください。 

5. 新聞、テーブルクロス、カーテンなどで通気⼝をふさがないでください。 
6. 熱くなったり、熱を発生したりする可能性のある機器を本機の近くに置かないでください。

過熱により装置が損傷することがあります。 
7. ⻑時間使用しない場合は、コンセントからプラグを抜いてください。 
8. 本機の開⼝部に⾦属を挿入しないでください。感電の危険があります。 
9. 電源ケーブルをしっかりと差し込んでください。電源コードをコンセントから抜くときは、必ず

電源コードのプラグ部を持って抜いてください。電源コードを引っ張って抜かないでください。
濡れた手で電源ケーブルに触れないでください。 

10. 本機が正常に動作しない場合、特に異常⾳や異臭がする場合は、直ちに電源プラグを
抜いてソシオネクストにご連絡ください。 

11. 火災や感電の原因となりますので、設置スペースを清潔に保ってください。 
12. 正しく接地されたプラグとコンセントを使用してください。 
13. 子供がこの装置で遊ばないよう注意してください。付属品（USB メモリなど）は、子供

の手の届かない場所に保管してください。 
14. 不安定な場所、傾いた床、振動のかかる場所など、不安定な場所に設置しないでくだ

さい。 
15. 本機を落としたり、叩いたりしないでください。 
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16. 本機を清掃する場合、電源コードをコンセントから抜いて拭き掃除をしてください。このユ
ニットは、柔らかい乾いた布と中性洗剤を使用して清掃することができます。ワックス、ベ
ンゼン、アルコール、シンナー、殺虫剤などの化学薬品は使用しないでください。 

17. 同じ電気コンセントに複数の電気機器を接続しないでください。ソケットを過負荷にする
と、過熱して火災の原因となることがあります。 

18. AC アダプターをユニットとコンセントに接続する前に、コンセントの電圧が 100V〜240V
の範囲内にあることを確認してください。 

19. 各ソフトウェアの著作権は株式会社ソシオネクストに帰属します。 
20. ソフトウェアの無断配布、販売、リース、レンタル、改変、リバースエンジニアリングを禁じま

す。 
21. 第三者の著作権に違反する目的で本ソフトウェアを使用することを禁じます。 
22. このソフトウェアを使用して他社の著作権を侵害する⾏為が⾏われたとしても、当社は

一切の責任を負いません。 
23. 当社は、ソフトウェアを直接的または間接的に使用することに起因する損害、または第

三者からのいかなる請求に対しても責任を負いません。 
24. ソフトウェアの仕様は将来予告なしに変更されることがあります。  
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標準条件および通知 
お客様へ︓ 
 
1. この製品は、お客様の製品の内部評価、開発およびデモンストレーションでの使用を目

的としています。 
2. この製品を改造、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または分解することを禁⽌しま

す。 
3. この製品は、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル、または兵器関連の組⽴部品、

サブアセンブリ、部品および材料、機器、⼯具または治具を含む兵器の開発または製
造のために使用してはいけません。 

4. 製品の使用に関連して生じた損害、費用についてはお客様が責任を負うものとします。 
5. この製品に組み込まれているすべての知的財産権を含む、製品に対するすべての権利、

権限および利益は、お客様に譲渡されません。 
6. お客様は、各地域で製品を合法的に使用するための輸出法または規制、適用法等で

要求される法的ライセンスおよび認証を取得し維持するものとします。そのような規則の
遵守のための費用と責任はお客様がご負担ください。 

7. 製品の使用により、お客様が第三者からライセンスを取得する必要が生じる可能性が
あります。製品の使用に第三者からのライセンスが必要かどうかはお客様が判断をお願
いします。ライセンス取得はお客様が実施してください。 

8. この製品には、メニューの「Search Apps」→「Setting」→「About tablet」→「Legal 
Information」→「Open source Licenses」に表示されている使用条件のオープンソー
スソフトウェアが組み込まれています。本書に記載されている条項と、該当するオープンソ
ースソフトウェアライセンス条項との間に矛盾が生じた場合は、適用されるオープンソース
ソフトウェアライセンス条項が優先されます。 

9. ここに記載されている製品の仕様は、予告なく変更または改良される場合があります。 
10. この文書の全体または部分的な変更、再版、複製をすることはできません。 
11. お客様は、本製品および本書に記載されている著作権や知的財産権に関する通知を

削除、変更しないものといたします。 
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更新履歴 

 
  

日付 バージョン 備考 
2018.3.30 1.0 初版発⾏ 
2018.8.20 2.0 商品外観およびビットレート、安全認証の情報更新 
2019.5.10 3.0 ユーザーインターフェースおよび安全認証の情報更新 
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 概要 1. 

 製品の説明 1.1 

8K Media Player（以降「製品」と呼ぶ）は、8K @ 60p の HEVC 映像を再生できる製品です。
4 チャンネルの HDMI2.0 ポートを介して映像を出⼒し、USB メモリに保存された MP4 形式のコン
テンツを再生します。 
 

 製品の特⻑ 1.2 

 ファイルストレージ用に USB 2.0 および USB3.0 をサポートします。 （2.3 参照） 
 高ビットレートの HEVC コンテンツのデコードを⾏うことができます。 
 8K コンテンツ出⼒のための HDMI 2.0 出⼒を 4 本持っています。 
 AC アダプターは 100V-240V、50 / 60Hz に対応しています。 

 

 システム図 1.3 

次の図は、システム接続の概念を示しています。 8K コンテンツは、使用前に USB メモリに格納して
おく必要があります。 
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 パッケージ内容 1.4 

以下は、提供する付属品について説明しています。 型番は予告なしに変更されることがあります。 
ご質問は販売代理店にお問い合わせください。 

項目 数量 用途 備考 

8K Media Player 
(SCY814A00-0) 1 8K 再生機本体 

AC アダプター*1 1 電源供給用 

電源ケーブル 2 電源供給用 
  

HDMI ケーブル *2 4 HDMI 出⼒用（2.3 を参照） -- 

USB メモリ *3 
(Kingston DTSE9G2; 

16GB) 
1 8K コンテンツの格納用  

Air Mouse 
(MX3-L air mouse) 1 アプリケーション操作用 

 
セットアップガイド 1 簡易ガイド -- 

*1:  同梱のもの以外のアダプターご使用の場合、販売代理店までお問い合わせください。 
*2:  4K 60Hz、18Gbps をサポートする必要があります。 *3 NTFS フォーマット  
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 はじめに 2. 

 本製品の構成 2.1 

本製品は、キー操作を⾏うフロントパネル部、USB メモリおよびディスプレイを接続する背面パネル
部、USBメモリを接続する底面パネル部の3 つの部分に分かれています。また、オプション機能として
同梱されている Air Mouse を使用してリモコン操作も可能です。 以下の図は、本製品の主なイン
ターフェースを示しています。 

 

 

 フロントパネルの操作キー 2.2 

キー 機能/操作説明 
LEFT 左矢印キー。 前のコンテンツにスキップする 

RIGHT 右矢印キー。 次のコンテンツへスキップする 

UP 上向き矢印キー。 ⻑押しでキーロック設定/解除 

DOWN 下矢印キー。  

ENTER 決定キー。 再生、一時停⽌、または再開 

RETURN 戻るキー。 ファイルリストに戻る 

POWER システム電源スイッチ（このボタンを押したままにすると電源が切れます） 

STATUS 
LED 

 ランプなし : AC オフ 
 赤色 :  システムオフ (AC on) 
 グリーン点滅 : 起動中 
 グリーン : システムオン 

 
  

底面パネル 

背面パネル 

USB_1 

フロントパネル 
   

LEFT RIGHT UP DOWN ENTER RETURN POWER STATUS LED 
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 背面パネルおよび底面パネルの端子 2.3 

端子 機能/説明 
DC_IN 電源スイッチと AC アダプターコネクタ* 1 

HDMI OUT_0 HDMI ポート、セグメント A * 2 への 8K ビデオ/オーディオ出⼒ 

HDMI OUT_1 HDMI ポート、セグメント B * 2 への 8K ビデオ/オーディオ出⼒ 

HDMI OUT_2 HDMI ポート、セグメント C * 2 への 8K ビデオ/オーディオ出⼒ 

HDMI OUT_3 HDMI ポート、セグメント D * 2 への 8K ビデオ/オーディオ出⼒ 

USB_0 サポート USB3.0; USB メモリを接続することを推奨します* 3 * 4 * 5 

USB_1 サポート USB2.0; USB メモリを接続することを推奨します* 3 * 4 

USB_2 サポート USB2.0; エアーマウスのドングルを接続することを推奨します* 3 *4 

SPDIF 2ch デジタルオーディオ出⼒ 

L/R 予約ポート 

LAN/TLV 予約ポート 

*1 同封のもの以外をご使用の際は、営業担当にご相談ください。 
*2:  8K ディスプレイまたはサポートされている 4K ディスプレイへの接続については、3.1 節と 3.2 節を参照

してください。 
*3:  USB ポートは、USB ハブ機能をサポートしていません。 
*4:  USB ポートは複数の USB メモリをサポートしていません。 ファイル保存の目的以外のアプリケーショ

ンもサポートされていません。 USB メモリ容量は 256GB を超えないようにしてください。 
*5:  200Mbps 以上のビットレートを必要とするファイルは、USB_0 ポートに接続する必要があります 
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 Air Mouse によるリモートコントロール（オプション） 2.4 

Air Mouse の以下のキー* 1 を用いて、本製品をリモート操作することができます。 

 

 
 
 
 
 

 

キー 機能/動作説明 

左矢印キー︔後のコンテンツにスキップする 

右矢印キー︔次のコンテンツへスキップする 

上向き矢印キー 

下向き矢印キー 

決定キー; 再生、一時停⽌、または再開 

ファイルリストに戻る 

*1: 表に記載したキーのみ使用できます。 他のキーは機能しない、または動作保証しません。 
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 操作ガイド 3. 

 接続する前に 3.1 

1) 使用可能なディスプレイ 
この製品は、8K ディスプレイの使用を推奨します。 ただし、以下の条件を満たす 4 台の 4K デ
ィスプレイもサポートしています。 

 すべての 4K ディスプレイが同じタイプのモデルであること 
 すべてのディスプレイは以下のビデオ仕様をサポートすること 

 解像度: 3,840 x 2,160 
 フレームレート: 60fps 
 ビデオ入⼒形式: YCbCr 4:2:2 
 HDMI 入⼒ポート規格: HDMI 2.0 以上 

 

2) コンテンツの準備 
製品⾃体には動画コンテンツが含まれていません。 ユーザーは操作の前に利用可能なコンテ
ンツを準備する必要があります。 動画コンテンツは以下の条件を満たす必要があります。 

 ファイルコンテナ: MP4 
 コーデック形式: HEVC (H.265)  詳細は付録を参照してください。 
 オーディオフォーマット: AAC 
 ビットレート︓ 最⼤ 200Mbps 

準備された動画コンテンツは、USB メモリ（NTFS 形式）に保存して使用する必要がありま
す。 USB メモリおよび端末接続の要件について、詳細は 2.3 節および 3.2 節を参照してくだ
さい。 
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 ディスプレイへの接続 3.2 

以下の図は、システム接続の概要を示しています。 各端子の詳細な仕様については、2.3 節を参
照してください。 
 

 
 

各端子への接続については、以下の説明を参照してください。 

① 付属の AC アダプタを DC_IN に接続します。 

② HDMI OUT0-3 を 8K ディスプレイ（または 4K ディスプレイ x4）に接続します。 ディスプレイと
製品の接続関係については、次のページを参照してください。 

③ アンプを使用する場合は、SPDIF をオーディオアンプと光ケーブルで接続してください。 

④ エアーマウスを使用する場合は、USB ドングルを USB_2 ポートに接続します。 

⑤ USB メモリを USB_0 または USB_1 ポートに接続します。 複数の USB メモリ接続はサポー
トしてされていません。 USB_1 ポートを使用する場合は、接続後に底パネルを閉じて使用し
てください。 

⑥ すべての接続が完了したら、システムの電源を入れて使用することができます。 
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■ 8K ディスプレイ向け 

 
SHARP 製 8K テレビ「AQUOS LC-70X500」の HDMI 入⼒ A〜D に対して、出⼒セグメ
ント A〜D が対応しています。 
 

 4K ディスプレイ向け 
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 システムの起動 3.3 

すべての接続が完了したら、以下の手順でシステムを起動します。 
1) 背面パネルの電源スイッチ（DC_IN）をオンにします。 ステータス LED が赤色になり、電源

がオンになっていることを示します。 
2) フロントパネルの電源キーを押します。 ステータス LED は緑色で点滅を開始、1 分で緑色常

時点灯に変わりシステムが使用可能になったことを示します。 システムが⾃動的に再生を開
始します。 

 

 ローカルプレーヤーアプリケーションの操作 3.4 

 システムが起動すると、Local Play Application（「アプリケーション」と呼ぶ）が⾃動的に起
動し、利用可能なコンテンツの再生が繰り返されます。 再生順序は、ファイル名のアルファベッ
ト順に再生されます。（デフォルト設定） アプリケーション中に USB デバイスまたは HDMI 
ケーブルを取り外す、または接続をすると、システムエラーが発生し、再生が停⽌することがあり
ます。 

 フロントパネルの RETURN キーを押して制御画面に遷移します。 アプリケーションの制御画
面は下図の通りです。各操作モードの詳細な説明を下表に示します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 機能/操作モード名 機能説明 

1 FILE LIST 
 (STANDBY MODE) 

接続された USB メモリのルートディレクトリのすべてのファイルを表示
します。 

2 PLAY ALL 使用可能なすべてのファイルをリピート再生します。 

3 PLAY TICKED チェックをつけて選択したファイルをリピート再生します 
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1) FILE LIST (STANDBY MODE) 
 このモードでは、アプリケーションは USB メモリのルートディレクトリに配置されたすべての

8K コンテンツファイルを表示します。 

 すべてのコンテンツ（"ALL"）または選択された（"TICKED"）コンテンツを再生すること
ができます。 サポートされているフォーマットのファイルのみ再生します。 すべてのコンテン
ツまたはすべてのチェックされたコンテンツがサポートされているフォーマットでない場合、製
品は再生を開始せず、ファイル一覧画面を表示します。 

 使用可能な操作キーと機能を以下に示します。 

 

 
 

2) PLAY ALL モード 

 このモードにするには、方向キーを使用して PLAY ALL ボタンを選択し決定を押します。 
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 使用可能な操作キーと指示を以下に示します。 

 
 

3） PLAY TICKED モード 
 このモードを開始する前に、方向キーを使用してファイルを選択し、Enter キーを押して選

択内容を確定します。 PLAY TICKED ボタンを押すと、選択されたファイルのみをリピー
ト再生します。 

 利用可能な操作キーと説明は、PLAY ALL モードと同じです。 

 

 電源オフ 3.5 

 システムの電源を切る前に、ビデオの再生を停⽌し、ファイルリストに戻ってください。 
（USB メモリに保存されているファイルの破損を防ぐため） 

 フロントパネルの電源キーを押すとシステムの電源を切ることができます。 

 電源を完全に遮断したい場合は、背面パネルの電源スイッチをオフにします。 
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 テクニカルサポート 4. 

 よくある質問 4.1 

1) ディスプレイ関連 

 4K のディスプレイを 4台使用していますが、画像が正しく表示されません。 
製品の出⼒ポート（HDMI OUT 0-3）と各ディスプレイが正しく接続されていることを確
認してください。 詳細は 2.3 節を参照してください。 

 接続する 4K ディスプレイは YCbCr 4︓2︓0 カラーのみをサポートしていますが、使用できますか︖
できません。表示要件の詳細については、3.1 節を参照してください。 

 「8K メディアプレーヤー」は、2K または 720p などの非 4K ディスプレイをサポートしていますか︖
サポートしていません。表示要件の詳細については、3.1 節を参照してください。 

 エラーメッセージ “This monitor is not 4K resolution. Please switch to 4K monitor”
というメッセージが表示されます。 何が起こっていますか︖ 
このエラーは、4 つのディスプレイの 1 つ（またはそれ以上）が必要な表示要件をサポート
していないことを示します。 詳細は 3.1 節を参照してください。 
 

2) USB メモリ関連 

 再生中に「8K メディアプレーヤー」をオフにすることはできますか︖ 
推奨しません。電源を切るときは、操作ガイドの 3.5 節を参照してください 

 コンテンツの再生中に USB メモリを取り外すことはできますか︖ 
いいえ。再生中にメモリを取り外すことは保証されていません。 

 メディアプレーヤーの電源が入っているときに USB メモリを取り外せますか︖ 
USB メモリは、システムの電源が切れているときや再生が停⽌しているときに取り外すこと
ができます。再生中は取り外すことはできません 

 複数の USB メモリをセットするとどうなりますか︖ 
この製品は、複数の USB メモリの操作をサポートしていません。1 つの USB メモリのみを
使用してください。 

 USB メモリの代わりに USB-HDD または USB-SD カードドングルを使用できますか︖ 

同梱の USB メモリを使用してください。他の機器の動作や性能を保証していません。 

 どのような種類の USB メモリが必要ですか︖ 
コンテンツの再生には NTFS 形式が必要です。 

 USB キーボードまたはマウスを使用できますか︖ 
同梱デバイス以外のデバイスも使用可能ですが、動作と性能は保証しません。 

 ビデオ再生が期待どおり滑らかでないようです。どうしてですか︖ 
USB メモリを適切なポートに接続しているかどうか確認してください。詳細は 2.3 節を参
照してください。 
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3) コンテンツ再生関連 

 8K以外のコンテンツを USB メモリおよびメディアプレーヤーに挿入するとどうなりますか︖ 
本製品は 8K コンテンツ以外はサポートしておらず、アプリケーションとして無視されます。 
製品およびアプリケーションの操作ガイドについては、第 3 章を参照してください。 

 コンテンツファイルがプレイリストに表示されますが、再生できません。 
ファイル形式がセクション 3.1 節に記載された要件に準拠しているかどうか確認してくださ
い。 

 静⽌画を JPEG や PNG などの形式で再生できますか︖ 
いいえ、サポートしていません。 

 このシステムは 8K放送受信機をサポートしていますか︖ 
いいえ、サポートしていません。 
 

4) システム関連 

 CEC機能はサポートされていますか︖ 
いいえ、サポートしていません。 

 電源をオンしてもメディアプレーヤーが起動しません。 どうしてですか︖ 
下記条件をご確認ください︓ 
 電源がオンになっていますか。 
 システムの起動を有効にするには、電源キーを押します。 
 電源ケーブルがコンセントに接続されていますか。 
 システムがソフトウェア更新モードになっていないかどうかを確認します。 詳細は 4.2

節を参照してください。 
 USB メモリが接続され、正しいフォーマットの 8K コンテンツが格納されていますか。 
 本機と出⼒ディスプレイが HDMI ケーブルで正しく接続されていますか。 
 接続するディスプレイは、8K または 4K の解像度に対応している必要があります。 
 4K ディスプレイを使用している場合は、すべてのディスプレイが YCbCr 4︓2︓2 に

対応している必要があります。 

 背面電源スイッチをオンにすると、システムが自動的に起動しますが正しい動作ですか︖ 

背面電源スイッチのみを用いてデバイスの電源をオフにしたときに発生します。 この場合、
システムが 1 分で起動しない場合は、フロントパネルの電源キーを押してシステムを再起
動してください。 ただし、第 3 章に記載されている手順でデバイスを操作することをお勧め
します 

 アプリケーション動作中に本体が熱くなりますが正常ですか︖ 
はい、正常です。 

 

 フロントパネルのキーが使用できません。 
キーがロックされている可能性があります。 "^"キーを 5 秒間押し続けてロックを解除し、も
う一度試してください。 
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 付属の「エアーマウス」が作動しません。 
2.4GHz ドングルが USB ポートに接続され、エアーマウス本体の乾電池がセットされてい
るか確認してください。 

 エアーマウスをなくしてしまった。 操作の方法はありますか︖ 
フロントキーで操作できます。 

 HDMI ケーブルを取り外してもう⼀度接続しましたが、ビデオ出⼒しません。 
システムを再起動してください。 ただし、誤動作の可能性があるため動作中に HDMI 
ケーブルは取り外さないでください。 

 再生中に USB メモリを取り外すと、ビデオの再生が停止し、画面が静止します。 このエ
ラーを回復するには︖ 
システムを再起動してください。 ただし、ファイル破損の可能性があるため動作中に USB
メモリは取り外さないでください。 

 SPDIF オーディオから音が聞こえません。 
ケーブルが正しく接続されているかどうか、ボリュームがオンになっているかどうかを確認してく
ださい。 

 システムのホーム画面にいます。プレーヤーアプリを起動するにはどうすればいいですか︖ 
画面左下の「^」マークをクリックしてアプリケーションリストにアクセスします。その後、「Local 
Play Application」をポイントしてクリックします。 Local Play Application は、システム
起動と同様に起動します。 
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 ソフトウェアアップデート 4.2 

お客様は、販売代理店からシステムソフトウェアの更新の通知を受けることがあります。 
ソフトウェアを更新するためには以下の操作を実施してください。 
 

1) ソフトウェアのバージョンを確認する 

製品を最良の状態で使用するには、ソフトウェアを最新のバージョンに更新しておくことをお勧
めします。 ソフトウェアのバージョンは、以下の手順で確認できます。 
① USB メモリを外した状態で、背面パネルの電源スイッチをオンにします。 
② アプリケーションが起動したら、右下隅の情報ブロックを確認します。 表示例を以下に示

します。 
 

 
 

2) ソフトウェアを更新する 

ソフトウェアをアップデートするには、アップデートファイルを使用前に USB メモリ（FAT32 フォー
マット*1）に保存してください。 準備ができたら、以下の指示に従ってソフトウェアをアップデート
してください︓ 
① 同時に使用している USB デバイス（エアマウスドングルと USB メモリを含む）がある場

合は、システムの電源を切り、すべてを取り外します。 
② アップデートファイルの入った USB メモリのみを本製品に挿入してください。 
③ フロントパネルの "^"キーを押しながら電源スイッチを入れます。 
④ ステータス LED が緑色に点滅し始めると "^"キーを離します。これはソフトウェアが⾃動

的に更新を開始したことを意味します。 
⑤ アップデートが完了するまでステータス LED が点滅し続けます。通常は約 7〜10 分かか

ります。* 2 * 3 
⑥ ステータス LED が点滅を⽌めて緑色に点灯すると、ソフトウェアアップデートは完了です。 

電源スイッチを切って下さい。まだ、USB メモリは取り外さないでください。 
⑦ ③を繰り返し、ステータスLEDがオレンジになるまで待ってください。これは、システムがリセ

ットされて準備完了状態にあることを意味します。通常は約 10 秒かかります。 
⑧ 電源スイッチを切り、USB メモリを取り外します。これで、ソフトウェアアップデートが完了で

す。 
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3) システムの起動 

システムのアップデート後に最初のブートの際は、以下の操作手順に従ってください。 
① 背面パネルの電源スイッチ（DC_IN）をオンにします。 
② システムが⾃動的に起動し、以下のメッセージボックスが表示されます。 ALLOW を押し

て、USB メモリ内のファイルへのアプリケーションのアクセスを許可します。 

 

ALLOW 押下には以下赤枠のフロントパネルキー（左右方向・ENTER）からの
操作が可能です。 

    
LEFT RIGHT UP DOWN ENTER RETURN POWER STATUS LED 

③ システム起動後、製品は操作可能です。3.3 節から 3.5 節で示されている操作はすべて
通常どおり利用できます。 

*1: FAT32 デバイスは、ソフトウェアのアップデートのみを目的としています。8K コンテンツを取得するには、

デバイスを NTFS 形式で使用してください。 
*2: 指定された時間範囲（7 分未満または 10 分以上）でアップデート処理が行われない場合、アップデートファ

イルが正しく保存されていない、またはファイルが破損している可能性があります。 ファイルをもう一度保

存して、更新プロセスをやり直してください。 
*3: アップデート可能なバージョンのソフトウェアが現在のバージョンより古いバージョンの場合は、ステータス

LED が赤く点滅し、アップデート処理されません。 
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 仕様 4.3 

項目 仕様 

デコーダー

ファイル形式 MP4 

ビデオ 

解像度 7,680 x 4,320 

フレームレート (fps) 59.94 

コーデックフォーマット HEVC (H.265) 

ビデオ信号フォーマット YCbCr 4:2:0 

色深度 10/8 bits 

ビットレート MAX 200 Mbps *1 

エンコーダーフォーマット 付録をご覧ください 

オーディオ 

対応フォーマット AAC 

サンプリング周波数 48 kHz 

オーディオチャンネル数 2 

AV I/F ビデオ (オーディオ) 出⼒ HDMI 2.0 ☓ 4 ch *2, S/PDIF 

USB 
ポート 

背面パネル USB3.0 ☓ 1 , USB2.0 ☓ 1 *3 

底面パネル USB2.0 ☓ 1 *4 

電源供給 *5 DC 12 V/5A 
AC Adapter 100V-240V, 50/60Hz 

消費電⼒ MAX 50W  

寸法 (W ☓ D ☓ H) (mm) 410.0 ☓ 218.8 ☓ 70.5 *6 

重量 約 2.6 kg 

動作周囲温度 0°C to 40°C 

動作周囲湿度 10% to 80% RH (結露なきこと) 

保存温度 -20°C to 60°C 

保存湿度 5% to 95% RH (結露なきこと) 

環境性能 RoHS, REACH 

安全認証 CE, CCC, BSMI, FCC, UL, BIS, KC, 
ISED, RCM, EAC*7, ECAS*7 

*1: USB 接続の詳細については、2.3 節を参照してください。  
*2: フレームレート 60Hz、YCbCr 4：2：2、10 ビットカラーのビデオ信号をサポートします。 

また、48kHz ステレオのオーディオ信号をサポートします。 
*3: USB メモリと HID デバイスの両方をサポートします。 USB メモリ用、最大：256 GB。  
*4: USB メモリのみをサポートします。 最大：256 GB。 
*5: 同封以外の AC アダプタについてのお問い合わせは、販売代理店までお問い合わせください。 
*6: ラバースタンド付き。 ラバースタンドなしの寸法：410.0×218.8×60.0 mm（約）。 
    本体の突起部分は寸法に含みません。 

*7: 2019 年 6 ⽉以降に有効となります。 
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付録 

デコード可能なフォーマット 

この製品は、入⼒ビデオストリームとして 2 種類の 4 分割符号化形式をサポートしています。 
 
 HEVC (ITU-T H.265): 

 
4 Divide Encoding format (ITU-R BT2073/ARIB STD-B32) 

 
 

 
 HEVC (ITU-T H.265): 

 
4 Divide Encoding format (square divide) 
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ライセンス 

オープンソースライセンスは、以下の手順で確認することができます。操作には同梱のエアマウスを使用します。 
■ソフトバージョン︓00614, 00816, 10816, 20816 

1. コンテンツリストメニューを表示しながら同時にバックスペースと "A"ボタンを押します。 
2. 画面の左下にある下矢印アイコンを選択してクリックします。 
3.  [Search Apps]ウィンドウで[Setting]アイコンを選択してクリックします。 
4. 「About tablet」を選択してクリックします。 
5. 「Legal Information」を選択してクリックします。 
6  [Open source Licenses]を選択してクリックします。 

 
■ソフトバージョン︓01517, 11517 

1. コンテンツリストメニューが表示されたら "HOME"ボタンを押します。 
2. "licenses"アイコンをクリックします。 

 

連絡先 

株式会社ソシオネクスト 
〒222-0033 
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-10-23 
野村不動産新横浜ビル 
Tel. 045-568-1015 
 
http://socionext.com 
 
 
次の Web サイトで最新のユーザーマニュアルを確認してください。 
http://www.socionext.com/jp/products/assp/s8/ 
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