IP 伝送の不安定さを克服した
オーディオコーデック

進化するオーディオコーデック

Pick up

ACCESS

■ COMREX 独自のアルゴリズムで安定性重視の高音質伝送

POTS / DSL / Cable / Wi-Fi / 3G セルラー / 衛星中継を含め、様々な伝送路にモノラル / ステレオ

■ 回線の状況を読み、
適切なパケットサイズ、
データ量、
バッファ

オーディオを送ることができます。中には耳慣れないサービスもあるほど非常に多様です。ACCESS

■ 低ビットレートで伝送して回線からの影響を最小限に抑える
量を自動コントロール
■ 50 年以上に及ぶ音声コーデックメーカーとしての技術を凝縮

はリアルタイムに公衆網への接続を可能にし、BRIC(Broadcast Reliable Internet Codec) テクノロ
ジーという画期的な技術によって、IP 環境の中で比類ない適応性と信頼性を実現しています。

Connection
■ ステレオアナログライン入出力レベル、XLR バランス接続

有線、無線問わず様々な回線を使用可能

■ AES3 デジタル入出力
■ フロントパネル LED インジケーター

■ Cable/DSL/POTS

- ステレオ入出力レベルメーター

■ ワイヤレスネットワーク 802/11×(Wi-Fi)WiMAX

- 電源 LED レベルメーターはソフトウェアからも確認可

■ 3G データネットワーク /1×EV-DO/UMTS

- Ethernet と RJ11 モデムジャック

■ 衛星中継端末

- シリアル補助データ伝送

■ 公衆網 (BRIC テクノロジーの画期的な技術を用い、公衆網で起こりうる固有の問題を克服するよう設計 )

- ４つのコンタクトクロージャー用接続
- キーボードとモニター接続コネクタ

POTS コーデックにも対応
■ ＰＯＴＳ･･･ACCESS を使用してＣＯＭＲＥＸのＰＯＴＳコーデックにダイヤルアップできます。
■ もう 1 台の ACCESS を使用することで、POTS 回線にて 15kHz ステレオ音声を届けることもできます。

手のひらサイズの携帯用

ACCESS PORTABLE
小型で軽量な、手のひらサイズの IP コーデック。EIA 1U サイズの ACCESS RACK のポータブル版。
今まで固定グローバル IP が必要でしたが、
新機能 BRIC TS（オプション）を使用することで固定グロー
バル IP の取得が不要になりました。
■ バッテリー or AC 駆動
■ バッテリーで 7 時間の運用
■ PAD タイプのタッチスクリーンユーザーインターフェイス
■ イーサポート、モデム、Wi-Fi
■ 3G セルラーカードスロット
■ Mono mic/line & Stereo line in/out
■ 5 channel ステレオミキサーオプション

INTERFACE
誰でも簡単に扱えるように設計されたインターフェース。どのブラウザにも対応可能です。

ワンクリックと実に簡単。接続したいコーデックのアドレスを呼び出し、コネクトボタン
をクリックします。

大きく読みやすいレベルメーターディスプレイ ( バーメーター、
VU メーター、
どちらもあります )

ジターとディレイを含め、回線状況のモニタリングが分かりやすく構成されています。

エンコーダーは 送り と 帰り を別々に設定可能。デコーダーはセット
アップの必要がありません。ACCESS はデータを受け取ると自動的に流入
したストリームに合わせデコードします。

ALGORITHM
RequiredBitrate

CodingDelay

28 kb/s

80 ms

AudioBandwidth

15 kHz

1A Mono

42 kb/s

80 ms

15 kHz

1B Stereo

56 kb/s

80 ms

15 kHz

1C Dual Mono allows independent programming to be sent on L&R channels

24 kb/s

320 ms

15 kHz

2A Mono

24 kb/s

320 ms

12 kHz

2B Mono reduced bandwidth with fewer coding artifacts

30 kb/s

320 ms

15 kHz

2C Stereo

30 kb/s

340 ms

12 kHz

BRIC HQ1 sends good quality audio over narrow digital channels/low delay

BRIC HQ2 sends excellent quality audio over narrow digitachannels/moderate delay

2D Stereo reduced bandwidth with fewer coding artifacts
BRIC ULB for "worst case"networks-delivers 7kHz voice at ultra low bitrates/low delay (not recommended for music)

12 kb/s

80 ms

7 kHz

3A Default lowest bitrate of any BRIC algorithm
HE-AAC provides near transparent audio at low data rates-for situations where latency is not important

32 kb/s

600 ms

20 kHz

4A Mono

48 kb/s

600 ms

20 kHz

4B Stereo

64 kb/s

600 ms

20 kHz

4C Dual Mono allows independent programming to be sent on L&R channels
AAC-LD requires higher data rate but provides near transparent voice or music/low delay

64 kb/s

80 ms

20 kHz

5A Mono

96 kb/s

80 ms

20 kHz

5B Stereo

128kb/s

80 ms

20 kHz

5C Dual Mono allows independent programming to be sent on L&R channels
Linear delivers transparent audio with no compression and very low delay for use on high throughout networks

788kb/s

40 ms

20 kHz

6A Mono

1536kb/s

40 ms

20 kHz

6B Stereo
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