
長期にわたる価値を提供するディスプレイ・ソリューションの開発

教育からリテール、都市のストリートに至るまで、企業はコミュニケーションやコラボレーション
の手段として、 ますます洗練されたデジタル・ディスプレイのシステムの必要性が増しています。
リアルタイムで提供される位置情報ベースの広告からインタラクティブな試着室体験、仮想コラ
ボレーションや学習空間まで、オンラインに接続されたデジタル・ディスプレイは私たちの世界の
認識方法を根底から変える可能性を秘めています。

インテルは、非常に細分化されたメディアプレイヤー市場に標準化を持ち込む手段として、Open 
Pluggable 仕様 (OPS) を発表しました。 OPS により、 世界の主要メーカー製ディスプレイのコ
スト効率に優れた設計、展開、管理が可能になりました。

急速に進化する解像度の規格、そしてより多様さを増すユースケースに対応するため、インテル
はさまざまな需要を見込んだ新たな仕様として OPS+ を発表しました。 インテルの新しい OPS+ 
は、8K 解像度コンテンツのサポートや同時表示や同時送信などの幅広い機能を提供する未来
を見据えた性能を実現します。 多彩で強力なインテル ® プロセッサー、 シンプルなアーキテク
チャー、 下位互換性を備えた高速コネクターを活用することで、 OPS+ はカスタマイズされたデ
ジタル・ディスプレイ・ソリューションの可能性が広がります。

幅広いコンピューティング・プラットフォーム

インテルの OPS+ は、 熱設計を大幅に改善したことで、 デジタル・ディスプレイへの統合が可能
なプロセッサーの種類が増えています。 現時点で、メーカーは、強力なインテル ® Xeon® プロセッ
サー ・シリーズ、幅広いデスクトップ・プロセッサー、そして卓越したスピードとカスタマイズ性を
備えたインテル ® ＦＰＧＡ (Field-Programmable Gate Array) など、多くのオプションが利用可
能となっています。 拡張されたコンピューティング・オプションにより、ビデオの同時放映を可能
にするインタラクティブ・ホワイトボードや、ディスプレイ・ソリューションに直接統合されたリア
ルタイムのオーディエンス分析など、より多彩なユースケースに対応することが可能になります。 

高速コネクター、高解像度 

OPS+ は、高速コネクターによって、帯域幅の広い接続や高い解像度のコンテンツにも対応しま
す。 この超高解像度がビデオの新たなスタンダードとなれば、8K コンテンツもサポートされる予
定です。 また、同一インターフェイスに 3 台のシングル 4K ディスプレイを接続し、大規模デジタル・
ディスプレイも効率的に作成できます。

カスタム設計への容易な統合 

ケーブルが不要であることとシンプルなアーキテクチャーによって、OPS+ は多彩なディスプレ
イ・デザインに対応します。 OPS によって確立された小型フォームファクターのサイズはわずか 
180mm x 119mm x 30mm で、完全密閉されています。

「JWIPC が開発中のインテルの OPS+ 
対応モジュールは、消費者を対象とした 
新たな体験を生み出すインテリジェントな 
統合ディスプレイ ・ ソリューションと、 
新しいビジネスモデルの開発に取り組む 
お客様を支援します」

X.Z Zhu 氏 
JWIPC 

マーケティング・ディレクター

プラグ可能なメディアプレイヤー向けのインテルの新しい OPS+ は、導入を迅速化し、複数の世代の設計やサービスに対応します。 

製品概要
OPS+

将来を見据えた商用ディスプレイの 
ための柔軟性とパフォーマンス



強力なデバイス管理 

デジタル・ディスプレイ・ソリューションの本当のコストは実装時では
なく、 管理時に発生します。 OPS+ は、 インテル独自のシームレスなデ
バイス管理を提供します。

ハードウェア対応のセキュリティー

デジタル・ディスプレイは、ビジネス活動の中核を担いつつありますが、
医療やリテール分野に進出するには、 高度なセキュリティーによる保
護が不可欠です。 インテルの OPS+ は、インテル最新のハードウェア支
援型セキュリティーを導入することで、デジタル・ディスプレイがビジネ
ス活動における脆弱性となることを回避できます。

「Open Pluggable 仕様によって、Honghe は教育分野のユーザーに対して、インタラクティブ・ディスプレイ・パネルインタラ
クティブ・ホワイトボード、デジタル信号システム、クラス記録システムなど、かつてないマルチメディア教育ソリューション
を提供することが可能になりました。 インテルの OPS+ が可能にするスケーラブルなパフォーマンスにより、Honghe は、
より高度な処理能力を必要とする新たな利用モデルに対応する革新的なソリューションを開発することで、お客様の増え続
けるニーズに応えることができます」 

Long Xudong 氏 
Beijing Honghe Technology Group 

バイス・プレジデント・ディレクター

OPS+ 主な仕様 

ターゲット・アプリケーション インタラクティブ・ホワイトボード、商用デジタルサイネージ、キオスク、ビジュアル・データ・デバイス、ビデオウォール

プロセッサーの拡張性 最大インテル ® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー (45W TDP 以下 ) (FPGA を含む )

フォームファクター (mm) 180 x 119 x 30、完全密閉型

サーマル・ソリューション モジュールに統合 

インターフェイス・コネクター 2 コネクター：
• JAE TX 24A/25A コネクター (80 ピン )
• 高速コネクター (60 ピン )

互換性 OPS1 への下位互換性あり

コネクターの特長 高速 I/O:
• 最大 3x USB 3.0 (PCIe* x2 のみ使用時 ) + 2x USB 2.0
• 1 PCIe x4
• 1 x 8K ディスプレイ
• 最大 3x 4K ディスプレイ (8K 未使用時 )
プロフェッショナル機能と拡張機能 ( パネル・コントロール信号、IoT インターフェイス、SPI、UART、I2C など )

運用環境 商用版

入手方法 ブランド化されたエコシステム、サードパーティーへのラインセンス提供

保守性 エンドユーザーによる保守可能

1. OPS+ モジュールは OPS+ および OPS ディスプレイに接続されます。

  インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。 実際の性能はシステム構成によって異なります。
絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター ・システムはありません。 詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。

  性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル ® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。 SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコン
ピューター ・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。 結果はこれらの要因によって異なります。 製品の購入を検討される場合は、ほかの製品と組み合わせた場合の
本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。 結果はシミュレーションによるものであり、情報提供のみを目的としています。 詳細に
ついては、http://www.intel.com/benchmarks/ ( 英語 ) を参照してください。

  Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

*  その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

  インテル株式会社
  〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1
  http://www.intel.co.jp/

  ©2017 Intel Corporation. 　無断での引用、転載を禁じます。
  2017 年 11 月

未来を見据えた長期的な価値を実現

インテリジェントでオンラインに接続されたディスプレイのシステムは、
ビデオをただ再生するためのデバイスではありません。 ビデオウォー
ルは、誰が今、自分たちの広告に注目しているかを、小売企業にリアル
タイムで伝えます。 インタラクティブ・ホワイトボードは、 講義をキャプ
チャーすると同時に、その講義を地理的に離れた場所に中継できます。 

インテルの OPS+ は、こうした新たな需要を満たすディスプレイの市場
投入時間をスピードアップします。 ディスプレイ・メーカーは、フォーム
ファクターとパフォーマンスに関して、かつてない柔軟性を手にする一
方で、標準アーキテクチャーの採用により、コスト削減を実現するシン
プルさは維持できます。

OPS+、OPS、およびほかのインテル ® デジタル・ディスプレイ・ソリューションについては、 
http://www.intel.com/ops/ ( 英語 ) を参照してください。
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