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SFX2100シリーズ
DVB規格準拠サテライトマルチメディア製品

The SFX2100 series of satellite multimedia server
appliances offers the reliability, network connec-
tivity and functionality of IDC’ s SRA2100 series of
satellite receiver appliances combined with the
read/write storage of an integrated har d drive and
Datacast XD, the latest state-of-the-art multime-
dia content distribution softwar e.  

These server appliances come in a range of stan-
dard configurations but ar e designed to be easily
customized to client-specific r equir ements . 

Router and Server Functionality
Connect to your local ar ea network or intranet
using the full suite of industry-standar d router
protocols inherent with the latest Linux operating
system. An integrated 40 Gb hard drive (other
sizes available) is included in every model of the
SFX2100 series. This hard drive provides for mul-
timedia data storage and allows for the implemen-
tation of a wide range of standar d as well as cus-
tomer-defined multimedia server configurations.

High Performance Choose the modula-
tion technique best suited for the application and
operating budget.  The SFX2100 models are avail-
able in BPSK, QPSK, 8PSK and 16QAM and oper-
ate at full transponder carrier speeds up to
45Ms/s. Sustained output speeds of mor e than
70Mb/s with up to 250 PIDs make the SFX2100
flexible and powerful enough for every application. 

Local Connectivity The SFX2100 series
includes all the local network connectivity and
flexibility provided in IDC’s SRA2100 series satel-
lite receiver appliances.  These include dual
Ethernet ports for separable LAN configurations,
sync, async and terminal interfaces for ease of
migration for legacy networks and an industry-
standard PCI expansion slot (e.g., for modem
back channel).  The SFX2100 series also includes
dual USB ports for enhanced IP connectivity and
multimedia output that includes both video and
audio. 

高 い 信 頼 性 を 有 す る 1 U サ イ ズ の
マ ル チ メ デ ィ ア エ ッ ジ サ ー バ ー 製 品

アプリケーション:
SFX2100シリーズは、従来の
衛星レシーバーの機能に加え、
高性能なルーター機能、大容量

HDDドライブ、コンテンツ配
信ソフトウェア等の全ての機
能がパッケージ化されていま
す。(小規模なネットワークか
ら大規模なネットワークまで、
柔軟に対応できる理想的な設
計になっています。）

ウェブサーバー

キャッシュサーバー

メディアオンデマンド
サーバー

ファイルサーバー

デジタルシネマサーバー

PCベースの遠隔教育用
e-Learningサーバー

在庫データ管理用
サーバー

支店セールスサーバー

ラジオ/ニュース/天気/

等の広告サーバー

インターネットアクセス

キオスク

SFX2100の機能を持ちな
がら省スペースを実現した
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SFX2100シリーズは、高い信頼性と優れた機能性を
有しているIDC社製品SRA2100シリーズに、大容量

された最新のファイル配信ソフトウェア：Datacast 
XDを標準装備しており、より一層強化されたサテラ
イトマルチメディアサーバー製品となっています。

本製品の標準構成は、クライアントの要求に応じて

容易にカスタマイズが可能な様に設計されています。

ルーター及びサーバー機能
本製品は、最新のLinuxOSにより動作しており、LAN
またはインターネットの接続には、標準のTCP/IPプロ
トコルを使用します。また、全てのSFX2100シリーズ
には、40GB(容量は選択可能)のハードディスクがイン
ストールされており、マルチメディアデータのストレー

ジとしてご使用頂けます。これにより、クライアントに

最適化されたマルチメディアサーバーの構築が行えます。

高性能
SFX2100には、IDC社の高度な変調技術により、各クラ
イアントに運用に最適な変調方式を、BPSK、QPSK、
8PSK、16QAMの中から選択できます。また、トランス
ポンダ・キャリアの速度は最大45Ms/s、250のPIDを使
用して、70Mb/s以上の連続した出力で稼動し続けた優れ
た耐久性を有しています。

多機能
IDC社製SFX2100は、同社開発のDVB規格に準拠した
サテライトレシーバー：SRA2100シリーズの柔軟なネ
ットワーク機能を継承しています。その特徴として、デ

ュアルイーサーネットポートの搭載により、それぞれの

独立したLANへのアクセスの実現、同期・非同期ポート
およびターミナルインターフェース、更に(バックチャ

ンネル用モデム等)拡張用PCIスロットへの確保が挙げら
れます。また、SFX2100シリーズに内蔵されているデュ
アルUSBポートより、映像・音声等のマルチメディア出
力などの拡張性を持っています。

Linux エンベデッド型

Linuxの採用により、
操作の安定性、全ての

ネットワーク及びルー

ターの機能性、製品と

してのトータルの信頼

性を確実にしています。
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コンディショナルアクセス 
採用により、個人情報や貴重なデータを外部か

ら守ることが出来ます。これにより、Irdeto Ac
-cess MCryptをはじめ、Nagravision、Cona
-x、Viaccessなどの他のCAS方式を採用して
いるシステムとの互換性を有しています。

Network Management IDC’s
tested and tried Addr essable Network
Control System NetManager controls
receivers over-the-satellite while industry-
standard SNMP tools manage the receivers
using MIB-II or enterprise MIB protocols for
easy remote control and monitoring. 

Datacast XD client software (standard in
the SFX2100) transforms the multimedia
appliance into a secure streaming server,
file server, or any of a wide variety of
other multicast enabled content distribu-
tion servers.
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ネットワーク管理
IDC社では、リモートでのモニタおよび制御を簡
易化するために、MIB-IIまたはMIBプロトコルに
対応したネットワークコントロールシステム：

“NetManager”を用いて、SNMPによるサテラ
イトレシーバーのテストを行っています。

SFX2100に標準搭載されているDatacastXD
クライアントソフトウェアは、XDサーバーソ
フトウェアと組み合わせることで、ファイル

などのデータ配信から、セキュアなストリーミ

ング配信、その他マルチキャストストリームコ

ンテンツ等、幅広くご使用頂けます。

HDDを内蔵し、衛星におけるファイル配信に最適化

“cube”もあります。
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SFX2100スタンダードモデルの一覧を左図に
示します。なお、本製品では、お客様のご要望

に応じたカスタマイズおよびIDC本社と共同で
の開発(OEMを含む)も可能です。詳細は弊社
までお問い合わせ下さい。

また、全てのSFX2100シリーズには、19イン
チのラックマウント型1Uユニットと、省スペー
スを実現した新型“cube”`の2タイプをご用意し
ています。

拡張性の高いサーバー機能

SFX2100シリーズでは、衛星経由のセキュア
で信頼性の高いコンテンツに対応するマルチメ
ディアサーバー機能を持ち、拡張性にも優れて

います。また、IDC社から提供されるスタンダ
ードパッケージを用いて、ユーザー側でウェブ
サーバーからストリーミングにいたるまでのシ
ステム構築、および既存の他社製品とのシステ

ム統合など、IDC社からの技術協力を含んだサ
ポートをいたします。

RFコネクタ
LNB入力

同期ポート非同期
ポート ターミナル

ポート

ビデオ
出力

マルチメディア出力
(ビデオ・オーディオ)

マルチUSB
ポート

ユニバーサル
AC電源

デュアルイーサーネット PCIオプションスロット

サテライトマルチメディアサーバー製品：SFX2100は、
その高い信頼性と優れた柔軟性により、従来のサテライ

トレシーバーとしての用途のみにとどまらず、様々な用

途にご利用頂けます。PC標準規格のインターフェース
により、既存のシステムやサブシステムを容易に統合す

ることが可能です。また、SFX2100シリーズではIPネ
ットワークだけでなく、同期・非同期ポートおよびター

ミナルを有することで、従来の衛星システムへ組み込む

こともできます。

全てのSFXシリーズには、IDC社製Datacast XD™クラ
イアントソフトウェアが標準搭載されています。

(本ソフトウェアの詳細については、Datacast XDカタロ
グをご覧下さい。)
SFX2100シリーズは、DVB-RCS対応
可能な設計になっています。

SFX2100内部構造

DVBレシーバー：SFX2100シリーズ一覧

SFX2100シリーズは、PCの標準規格のインターフェースの採用により、
サーバー機能を含む各種マルチメディア機能を統合を可能にしました。

standar d models SFX2001R SFX2100B SFX2001M
基本機能

Datacast XDクライアント™ � � �

デュアルイーサーネット � � �

同期ポート � �

非同期ポート � � �

ターミナル I/F � � �

ASI出力 �

BPSK � � �

QPSK � � �

8PSK �

16QAM �

オプション

PCIモデム � � �

PCIオプションスロット � � �

TCP/IP アクセラレータ � � �

CypherCast IP CAS �

CI DVB CAS � �

For detailed information please see the product datasheet and technical specifications .
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本製品の詳細については、弊社までお問い合わせ下さい。 .
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