
NVMS 2.0 取扱説明書 

本書はWindows PC用 Secula 遠隔視聴ソフトウェア「NVMS 2.0」の取扱説明書です。 

NVMS 2.0 を使用したライブ映像視聴や録画再生について記載しております。 
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１. NVMS 2.0 のインストール／アンインストール 

NVMS2.0 をインストールする 

NVMS 2.0 のインストール 

１） Secula ホームページのダウンロードページ内［ソフトウェア］より、「NVMS 2.0(英語版)」と「NVMS2.0 日本

語化ファイル」をダウンロードします。（本資料も同時にダウンロードされます。） 

「NVMS2.0 日本語化ファイル」は、解凍してからご利用ください。 

2） ダウンロードした［nｖｍs2.0_liｔe_ｖer2.0.３.９0８2１.eｘe］をダブルクリックします。 

３） 必ず〈Ｅｎｇｌｉｓｈ (Ｕｎｉｔｅd Sｔａｔｅｓ)〉を選択してから［ＯＫ］をクリックしてください。 

４） ［Neｘｔ］をクリックします。 

解凍
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５） 下部の １つ目（Ｉ acceｐｔ ｔｈe ｔerｍ oｆ license 

aｇreeｍenｔ）を選択し、［Neｘｔ］をクリックしま

す。 

６） ［Ｂrowse…］をクリックしてインストール場所を選
択し、［Neｘｔ］をクリックします。 

７） ［Neｘｔ］をクリックします。 

８） 必要に応じて［Creaｔe sｈorｔcuｔ in desｋｔoｐ

（デスクトップにショートカットを作成する）］にチェ

ックを入れ、［Ｆinisｈ］をクリックします。 
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NVMS 2.0 の日本語化 

１） デスクトップに表示された「MoniｔorClienｔ」の

アイコンを右クリックし、プロパティを開きます。 

（アイコンを選択後、［Ａlｔ］＋［Ｅnｔer］でも開けま

す。） 

2） プロパティ内の［ファイルの場所を開く］をクリック

します。 

３） 開いたフォルダー内の［Ｌanｇuaｇe］フォルダーを

開きます。 

４） ２でダウンロードした日本語化ファイル「Ｅnｇlisｈ(Ｕniｔed Sｔaｔes).ini」を〈Ｌanｇuaｇe〉フォルダーに移動さ

せ、上書きします。 

3

4
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５） ［MoniｔorClienｔ］のアイコンをダブルクリックし、日本語のログイン画面が表示されたら完了です。 
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NVMS 2.0 をアンインストールする 

１） ［コントロールパネル］を開き、［プログラムのアンイ

ンストール］をクリックします。 

2） ［NVMS Ｌiｔe Ｅdiｔion］を右クリックし、［アンイン

ストール］をクリックします。 

３） 右図のウィザードが表示されたら、［はい］をクリッ

クします。 

４） 右図の画面が表示されたら、［Ｆinisｈ］をクリック

します。 
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2. ログイン 

ログイン 

１) ［MoniｔorClienｔ］のアイコン（   ）をダブルクリックして、ソフトウェアを起動します。 

2) ユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。 

※ユーザー名/パスワードの初期値は、adｍin/１2３４５６です。 

■ 「MoniｔorClienｔ」起動時に、〈ユーザーアクセス制御〉のウィンドウが表示される場合があります。 

この場合、［はい］を選ぶとソフトが起動します。 
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メインメニューインターフェース概要 

メインメニューインターフェイスには５つの部分があります。 

各部の説明は以下のとおりです。 

 メインメニューインターフェース 

１ タブバー  

2 メニューバー 

３ 機能エリア 

４ ステータスバー 

５ アラーム情報バー 

このアイコンをクリックすると 

［５：アラーム情報バー］が表示さ

れます。 

中央の数字は未確認のアラーム 

件数です。 

１. タブバー 

項目 説明 

映像表示 ライブ映像グループの再生や編集が行えます。 

システム 
ユーザーの切り替え、パスワードの変更、ホームへの移動、ライブ映像、録画再生、視聴

設定、ホーム画面へのメニューの追加が行えます。 

ヘルプ ソフトウェアのバージョンの確認や、取扱説明書の確認が行えます。 

各ボタンの説明 

最小化 最大化 元の大きさに戻す 閉じる 
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2. メニューバー 

３. 機能エリア 

アイコンが連動しています。機能エリアで選択した項目はメニューバーに表示されます。 

アイコン 説明 

ライブ映像

ライブ映像│アラーム連動視聴 

録画再生

録画再生│時間選択再生│イベント再生│タグ再生│バックアップ│録画設定│スケジ

ュール設定 

マルチモニター管理

マルチモニター設定│マルチモニター表示│タスク設定│マルチモニターシステム設定

Ｅ マップ 

Ｅ マップ設定 

視聴設定

デバイスの追加と編集│デバイス設定│設置エリアの追加と編集│チャンネルグループ

の追加と編集 

アカウントとアクセス権 

ユーザーアカウント設定│ユーザー権限のグループ設定 

アラームセンター 

アラームログの参照│Ａlarｍ Ｌinｋaｇe│スケジュール設定 

運用とメンテナンスの管理 

ログの確認と出力│設定のバックアップと復元│リアルタイムステータス│ステータスロ

グ 

ローカル設定 

録音とスナップショットの設定│システムの起動とメンテナンス│システムリソース使用

設定│アラーム連動視聴 

【機能エリア】 ホーム画面にメニューを追加 

ホーム画面の機能エリアに上記のメニューを追加できます。 

【メニューバー】 ホーム 

ホーム画面に戻り、機能エリアを表示します。 

【メニューバー】 ライブ映像グループを追加 

メニューバーにライブ映像グループを追加できます。 
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３. 端末管理

デバイスの追加 

１） ホーム画面の機能エリアにある〈視聴設定〉内の［デバイスの追加と編集］をクリックします。 

2） 画面左上部の［追加］をクリックします。 
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かんたん追加 

３） 同一 ＬＡN内のデバイスを検索するために、画面右上の［更新］をクリックします。 

４） 表示されているデバイスを確認し、〈映像サーバー〉、〈録画サーバー〉、〈設置エリア〉を設定し、［ＯＫ］をクリック

します。 

【注意】 

 デバイス追加の際、デフォルトの映像サーバーと録画サーバーを選択できます。事前に新しい映像サーバーと録画

サーバーを作成することもできます。（→３.６. 録画サーバーと映像サーバー） 

 デバイス追加の前に設置エリアを設定する必要があります。（→３.４. 設置エリア） 
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手動追加 

■ 外部ネットワークからNVＲにアクセスする場合、この方法で追加します。 

１） 画面上部の［手動追加］をクリックします。 

2） 〈ＩP アドレス/ ＩP 範囲指定/ドメイン名〉の欄をクリックします。 

３） ［ドメイン名］を選択し、デバイスのドメイン名を入力します。 

４） 〈プロトコル〉〈ポート番号〉〈ユーザー名〉〈パスワード〉を入力したら、［接続テスト］をクリックします。 

５） テストが成功したら、〈映像サーバー〉、〈録画サーバー〉、〈設置エリア〉を設定し、［ＯＫ］をクリックします。 
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デバイスの編集と削除 

デバイスが正常に追加されると、以下のようにリストされます。 

メニュー アイコン 説明 

編集 
デバイスの映像サーバーや録画サーバー、ポート番号など

を編集することができます。 
オンライン オフライン 

ＨＤＤ クリックすると、ディスク情報が表示されます。 

アラーム アラームの設定状態が表示されます。 

有効 無効 オフライン 

録画 各デバイスの録画状態が表示されます。 

有効 無効 オフライン 

削除 クリックすると、デバイスリストから削除されます。 

オンライン オフライン 
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デバイスの設定 

１） ホーム画面の機能エリアにある〈視聴設定〉内の［デバイス設定］をクリックします。 

2） 〈映像デバイス〉でデバイスを選択すると、画面上部に各デバイスに対応したメニューが表示されます。 

NVＲのメニュー

基本設定 デバイス名や映像出力サイズ等の変更 

時刻設定 日付表示形式やタイムゾーンの変更 

ログ アラーム/操作/設定のログを表示 

ネットワーク ネットワーク設定の変更 

Ｅ メールアドレス 検知時にメールを送るメールアドレスの設定 

ＤＤNS ＤＤNSの設定 

アラーム出力 アラーム出力の設定変更 

異常検知アラーム NVＲ の異常検知時のアラーム設定 

ディスク情報 ＨＤＤの状態やプロパティーの確認 

録画モード 録画モードの設定や変更 
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Sｅｃｕｌａ ＩＰ カメラのメニュー （※モデルによって異なります）

ＯSＤ設定 デバイス名称や時刻の表示位置の設定や変更 

映像設定 輝度、彩度、コントラスト、色合いの調整 

ストリーム設定 各ストリームのフレームレートやビットレート等の設定 

動体検知設定 動体検知ゾーンや検知感度の設定 

動体検知アラーム設定 動体検知アラームの有効/無効の設定 

ラインクロス検知 ラインクロス検知の位置や有効/無効の設定 

侵入検知 侵入検知の領域や有効/無効の設定 

オブジェクトの削除 物体の持ち去りや置き去り検知のエリアや有効/無効の設定 

Ｅｘceｐｔion 映像異常感知の有効/無効の設定 

Priｖacｙ Masｋ Seｔｔinｇ 映像にマスクする範囲や有効/無効の設定 



NVMS 2.0  取扱説明書 

１５ 

設置エリア 

１） ホーム画面の機能エリアにある〈視聴設定〉内の［設置エリア設定］をクリックします。 

2） 画面左上の［追加］をクリックします。 

３） 〈設置エリア名〉を入力し［ＯＫ］をクリックすると親エリアが作成されます。 

〈親設置エリア〉を選択してから〈設置エリア名〉を入力し［ＯＫ］をクリックすると、サブエリアが作成されます。 

エリアの設定編集 

エリアの削除 
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構成チャンネルグループ 

１） ホーム画面の機能エリアにある〈視聴設定〉内の［チャンネルグループの設定］をクリックします。 

2） 画面左上の［追加］をクリックします。 

３） 〈チャネルグループ名〉を入力し、〈キーボード番号〉〈滞留時間〉〈親チャンネルグループ〉を設定します。 

● キーボード番号 
任意のチャネルグループ番号を入力します。

● 滞留時間
自動切替機能の利用時、各カメラの再生時間を

設定できます。 

● 親チャンネルグループ 
チャンネルグループの中にサブチャンネルグルー

プを作成する場合に使用します。
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４） 〈選択可能なチャンネル〉からグループにしたいデバイスを選択し   をクリックすると、〈選択したチャンネル〉

に移動します。選択が完了したら、［ＯＫ］をクリックします。 

選択したデバイスを移動させる 選択可能なチャンネルを全て移動させる 

選択したデバイスを元に戻す 選択したデバイスをすべて元に戻す 

デバイスリストからデバイスを検索したり、一括でチェックを入れたり解除したりできます。 

５） チャンネルグループリストに作成したチャンネルグループが表示されます。 

チャンネルグループの設定編集 

チャンネルグループの削除 
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録画サーバーと映像サーバー 

映像デバイスを既に追加している場合、映像デバイスに紐づけられている録画サーバーや映像サーバーは自動的に追加

されます。

録画サーバーや映像サーバーを削除するには、紐づいている映像デバイスを予め削除しておく必要があります。 

追加 / 編集 / 削除 

１） ホーム画面の機能エリアにある〈視聴設定〉内の［デバイスの追加と編集］をクリックします。 

2） 画面左の［録画サーバー］または［映像サーバー］をクリックします。 

追加： 画面左上部の［追加］をクリックします。 

編集： 編集したいサーバー欄の右にある  をクリックします。 

削除： 削除したいサーバー欄の右にある  をクリックします。 
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■ 追加 

【かんたん追加】 

画面右上の［更新］をクリックすると、同一 ＬＡN

内のサーバーが表示されます。 

表示されたサーバーを選択し、右下の［ＯＫ］をク

リックします。 

【手動追加】 

遠隔地にあるサーバーを追加したい場合に使用

します。サーバーにグローバル ＩP アドレスが使

用されている際に、追加可能です。 
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４. ライブ表示 

ライブ映像 

メニューバーに表示されている    （ライブ映像）をクリックすると、ライブ映像画面が表示されます。 

１. ライブ映像ボタン 

主要な画面モード用ボタン  チャンネルストリームの選択

2. 表示ウィンドウのツールバー 

ボタン 説明 ボタン 説明 

ライブ映像表示を閉じる ３Ｄズームイン 

録画の開始/停止 ズームイン 

音声を有効/無効にする ズームアウト 

スナップショット ウィンドウに合わせる 

PＴＺ コントロール トークバックを有効/無効にする 

設置エリアの設定   

画面モードの設定 全画面 

ＯSＤの有効化/無効化 すべてのライブ映像表示を閉じる 

現在の表示モードを保存する 
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３. 右クリックボタンの機能 

メニュー 説明 

チャンネルを閉じる 映像を閉じます。 

録画開始 録画を開始 / 停止します。 

クイック再生 クリックするとすぐに再生ができます。 

音声有効 音声を有効 / 無効にします。 

スナップショット 再生映像の画像をキャプチャします。 

PＴＺ コントロール クリックすると、PＴＺ コントロールパネルが開きます。 

Sｔarｔ Ｔalｋｂacｋ トークバックを有効 / 無効にします。 

メインストリーム/サブストリーム ストリームの選択ができます。 

全画面表示 再生映像を全画面で表示します。 

画面モード設定 

ライブ映像ボタンを使用して、「ライブ映像」画面の画面モードをカスタマイズできます。 

 画面モードをカスタマイズするには 

ライブ映像ボタンの     をクリックし、     をクリックします。  

画面モードの〈名前〉を入力し、表示する〈行と列〉を選択します。  

マウスの左ボタンを押したままカスタマイズ画面のウィンドウ上でドラッグし、複数のウィンドウを選択して［統合］

をクリックします。 

選択したウィンドウが統合されます。 

［保存］をクリックします。 

カスタマイズした画面モードが保存されます。 

別の新しい画面モードをカスタマイズする場合は、［追加］をクリックして 2)の手順で行います。 

［全て保存］をクリックします。 

カスタマイズしたすべての画面モードが保存されます。 
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設置エリア映像表示 

 映像表示開始 

ライブ映像表示の開始は下記2通りの手順で行います。 

■ 〈設置エリア〉からカメラをウィンドウにドラッグします。（カメラ画像は任意のウィンドウに、ランダムにドラッグでき

ます。） 

選択したウィンドウでライブ映像が表示されます。 

■ 任意のウィンドウをクリックして選択し、〈設置エリア〉のカメラをダブルクリックします。 

選択したウィンドウでライブ映像が表示されます。 

 映像表示停止 

特定ウィンドウの映像表示停止は、下記２通りの手順で行います。 

■ ライブ映像表示中のウィンドウにカーソルを置き、ウィンドウツールバーの      をクリックします。 

選択したウィンドウでライブ映像が停止されます。 

■ ライブ映像表示中のウィンドウを右クリックし、右クリックメニューから［チャンネルを閉じる］をクリックします。 

選択したウィンドウでライブ映像が停止されます。 

すべてのウィンドウの映像表示停止は、 

■ 「ライブ映像」画面のツールバーで     をクリックします。すべてのウィンドウのライブ映像表示が停止します。  
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チャンネルグループ映像表示 

 チャンネルグループ映像表示開始 

チャンネルグループ映像表示の開始は下記 2通りの手順で行います。 

チャンネルグループは事前に設定します。（「３.５ 構成チャンネルグループ」を参照） 

■ ライブ映像画面左の〈チャンネルグループ〉から、チャンネルグループをウィンドウにドラッグします。（チャンネルグル

ープは任意のウィンドウに、ランダムにドラッグできます。） 

■ 任意のウィンドウをクリックして選択し、〈チャンネルグループ〉のチャンネルグループをダブルクリックします。 

選択したウィンドウでチャンネルグループに設定されているチャンネルが自動で切り替わります。 

 チャンネルグループ映像表示停止 

特定ウィンドウのチャンネルグループ映像表示停止は、下記２通りの手順で行います。 

■ チャンネルグループ映像を表示しているウィンドウにカーソルを置き、     をクリックします。 

選択したウィンドウのチャンネルグループ映像表示が停止します。 

■ チャンネルグループ映像を表示しているウィンドウを右クリックし、右クリックメニューから［チャンネルを閉じる］を

クリックします。 

選択したウィンドウのチャンネルグループ映像表示が停止します。 

すべてのウィンドウのチャンネルグループ映像表示停止は、 

■ 「ライブ映像」画面のツールバーで     をクリックします。すべてのウィンドウのチャンネルグループ映像表示が停止し

ます。 
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映像表示グループ 

「ライブ映像」画面左の〈映像表示〉をクリックして選択します。 

 映像表示グループを追加する 

■ 右クリックメニューから追加する 

画面左の〈映像表示〉で［ライブ映像１］を右クリックします。 

右クリックメニューから［映像表示グループの追加］をクリックします。 

「映像表示グループの追加」画面が表示されます。 

映像表示グループの名称を入力し、［ＯＫ］をクリックします。 

画面左の〈設置エリア〉から、カメラまたはチャンネルグループを各ウィンドウにドラッグします。 

（「４.１.2 設置エリア映像表示」、「４.１.３ チャンネルグループ映像表示」参照） 

画面左の〈映像表示〉で、新しく追加した映像表示グループ名を右クリックします。 

右クリックメニューから［映像表示設定の保存］をクリックします。 

映像表示グループが保存されます。 

■ メニューバーから追加する 

画面左の〈映像表示〉で［ライブ映像１］を右クリックします。 

「ライブ映像」画面上部のメニューバーで    をクリックします。 

「映像表示グループの追加」画面が表示されます。 

映像表示グループの名称を入力し、［ＯＫ］をクリックします。 

画面左の〈設置エリア〉から、カメラまたはチャンネルグループを各ウィンドウにドラッグします。 

（「４.１.2 設置エリア映像表示」、「４.１.３ チャンネルグループ映像表示」参照） 

「ライブ映像」画面下部のメニューバーで     をクリックします。 

映像表示グループが保存されます。 

 映像表示グループを変更する 

画面左の〈映像表示〉で、追加した映像表示グループの名称を選択し右クリックします。 

右クリックメニューの［映像表示グループ名の変更］をクリックします。 

映像表示グループ名を変更できます。 

 映像表示グループを削除する 

画面左の〈映像表示〉で、削除する映像表示グループの名称を選択し右クリックします。 

右クリックメニューの［映像表示グループの削除］をクリックします。 

映像表示グループが削除されます。 
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映像表示コントロール 

「ライブ映像」画面では、画面モードの選択やライブ映像表示の操作ができます。 

 全画面表示 

全画面表示は下記2通りの手順で行います。 

■ 「ライブ映像」画面のツールバーで     をクリックします。 

ウィンドウを全画面で表示します。 

■ ウィンドウ上で右クリックして、右クリックメニューから［全画面］をクリックします。 

ウィンドウを全画面で表示します。 

全画面表示を終了する場合は、全画面上で右クリックして右クリックメニューから「全画面表示を終了」をクリックし

ます。 

 シングルチャンネル表示 

ウィンドウをダブルクリックして、シングルチャンネルモードで表示します。 

ウィンドウを再度ダブルクリックすると、シングルチャンネルモードが終了します。 

 ストリーム設定 

ストリーム設定は下記2通りの手順で行います。 

■ 「ライブ映像」画面のウィンドウ上で右クリックして、右クリックメニューからストリームをクリックします。 

選択したチャンネルのストリームが設定されます。 

■ 「ライブ映像」画面のツールバーでストリーム（Selｆ-adaｐｔiｖe Sｔreaｍ、その他のストリーム）を選択します。 

すべてのチャンネルのストリームが設定されます。 

▶ ストリームを設定するには 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈視聴設定〉内の［デバイス設定］をクリックします。 

「デバイス設定」画面に移動します。 

画面左の〈映像デバイス〉でカメラを選択し、［ストリーム設定］タブをクリックしてストリームを設定します。 

 音声制御 

音声制御は下記2通りの手順で行います。 

■ 「ライブ映像」画面のウィンドウ上で右クリックして、右クリックメニューから［音声有効］を選択します。 

音声が有効になります。 

■ ライブ表示ウィンドウのツールバーで     をクリックします。 

音声が有効になります。 

注：同時に有効にできる音声は １つだけです。１ つのチャンネルの音声が有効になると、他のチャンネルの音声は自動的

に無効になります。 
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 ライブ映像の拡大／縮小 

「ライブ映像」画面でライブ映像が表示されているウィンドウをクリックします。 

ウィンドウ下部に表示されたツールバーの     をクリックします。 

ライブ映像が拡大されます。 

拡大されたライブ映像をマウスでドラッグしてライブ映像全体を確認できます。 

     をクリックします。 

ライブ映像が縮小されます。 

     をクリックします。 

ライブ映像サイズが元のサイズに戻ります。 

スナップショット 

スナップショット 

スナップショットは下記2通りの手順で行います。 

■ 録画データーを再生しているウィンドウにカーソルを置き、ウィンドウツールバーの     をクリックします。 

スナップショットが撮影されて、イメージ番号と保存パスが表示されます。 

■ 録画データーを再生しているウィンドウを右クリックして、右クリックメニューから［スナップショット］をクリックしま

す。 

スナップショットが撮影されて、イメージ番号と保存パスが表示されます。 

注：ウィンドウで録画データーが再生されている場合のみ、イメージ番号と保存パスが表示されます。 

スナップショット設定 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈ローカル設定〉内の［録音とスナップショットの設定］をクリックします。 

「録音とスナップショットの設定」画面に移動します。 

「録音とスナップショットの設定」画面でスナップショットの〈次へスナップショットを保存〉と〈スナップショット番号〉

を設定します。 
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マルチスクリーン映像表示 

ライブ映像画面では、フローティングウィンドウを選択したまま他のモニターにドラッグすることでマルチスクリーン映像

表示を実現できます（マルチスクリーン出力に対応したグラフィックカードが必要です）。 

ポップアップウィンドウのタブバーで      をクリックし、［メインウィンドウに戻る］を選択すると、このポップアップウィン

ドウをメインウィンドウに戻します。 

トークバック 

トークバックは下記2通りの手順で行います。 

■ ライブ映像を表示中のウィンドウにカーソルを置き、ウィンドウツールバーの      をクリックします。 

トークバックが有効になります。 

■ ライブ映像を表示中のウィンドウ上で右クリックして、右クリックメニューから［Sｔarｔ Ｔalｋｂacｋ］をクリックします。 

トークバックが有効になります。 

注：アプリケーションは １つのデバイスの通話のみを有効にするため、新しい通話が有効になった場合、アプリケーショ

ンは現在のデバイスとの通話を停止します。 
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５. 録画・再生 

録画構成 

このアプリケーションは、手動録画、スケジュール録画、モーションアラーム録画、スマートアラーム録画などの録画モー

ドをサポートしています。 

手動録画 

ライブ映像表示の手動録画は下記2通りの手順で行います。 

■ ライブ映像を表示中のウィンドウにカーソルを置き、ウィンドウツールバーの      をクリックします。 

映像の録画が開始されます。 

■ ライブ映像を表示中のウィンドウ上で右クリックして、右クリックメニューから［録画開始］をクリックします。 

映像の録画が開始されます。 

録画を停止するには、ウィンドウツールバーの      をもう一度クリックします。 

注：チャンネルが録画中の場合、表示を閉じると録画が停止します。 

スケジュール録画 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈録画再生〉内の［録画設定］をクリックします。 

「録画設定」画面に移動します。 

「録画設定」画面でチャンネル、VＢＲ/CＢＲ（ストリームタイプ）、および録画スケジュールを選択します。 

画面右下の［適用］をクリックします。 

スケジュール録画の設定が保存されます。 
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 スケジュールを設定するには 

［スケジュール設定］タブをクリックします。 

「スケジュール設定」画面に移動します。 

画面左上部の［追加］をクリックします。 

スケジュールの名称を入力します。 

スケジュールを設定します。 

     をクリックし、選択したい時間上でカーソルをドラッグするとスケジュールの時間が選択されます。 

     をクリックし、選択された時間上でカーソルをドラッグするとスケジュールの時間が削除されます。 

［手動入力］をクリックすると、スケジュールの時間を手動で入力できます。 

［全て選択］または［全て解除］をクリックすると、スケジュール時間をすばやく選択できます。 

［全てクリア］をクリックすると、すべてのスケジュール時間をクリアします。 
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アラーム連動録画 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈視聴設定〉内の［デバイス設定］をクリックします。 

「デバイス設定」画面に移動します。 

アラーム連動録画を設定するデバイスを選択します。 

選択したデバイスのアラーム設定を有効にします（詳細な設定については、対応するデバイスのユーザーマニュア

ルをご参照ください）。 

［ホーム］→〈アラームセンター〉内の［Ａlarｍ Ｌinｋaｇe］をクリックします。 

「Ａlarｍ Ｌinｋaｇe」画面に移動します。 

〈設置エリア〉、アラームタイプの〈種類〉を選択します。 

〈録画〉、〈アラーム連動視聴〉、および〈スケジュール〉を設定し、アラーム連動をＯNにします。 

（「７.１.2. アラーム連動」をご参照ください） 

［適用］をクリックします。 

アラーム連動設定が保存されます。 
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録画再生 

メニューバーに表示されている  （録画再生）をクリックすると、「録画再生」画面が表示されます。 

デバイスおよびストレージサーバーの ＨＤＤに保存された録画データーを再生できます。 録画デー

ターの再生には、同期再生と非同期再生の 2 種類があります。

 エリア説明

エリア 説明 エリア 説明 

１ 映像再生ウィンドウエリア ３ タイムスケールエリア

2 ツールバーエリア ４ 録画データー検索エリア

 プレイバック・ウィンドウツールバー

ボタン 説明 ボタン 説明 

再生中のチャンネルを閉じる 映像の拡大（ズームイン） 

音声有効/無効 映像の縮小（ズームアウト） 

スナップショット ウィンドウに合わせる
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 ボタン説明 エリア２ 

ボタン 説明

画面表示モードボタン（１/４/９/１６画面モードはオプションです） 

全画面表示 

ＯSＤを有効または無効にする 

すべてのウィンドウ表示を閉じる 

ネットワークデバイスから録画データーを取得する 

ストレージサーバーから録画データーを取得 

逆再生 

倍速で逆再生 

一時停止中にクリックしてスロー逆再生 

停止 

再生/一時停止 

次のフレームに移動 

一時停止中にクリックして１フレームずつ再生 

倍速再生 

一時停止中にクリックしてスロー再生 

３0秒前または３0秒後へスキップ 

同期再生/非同期再生 

 右クリックボタンメニュー 

メニュー 説明 メニュー 説明 

閉じる 再生中のチャンネルを閉じます ズームアウト 現在の画像を縮小 

音声有効 音声の有効/無効を切り替え 全画面表示 全画面で映像表示 

スナップ 

ショット 
スナップショットの撮影 

サブ 

ストリーム 
サブストリーム再生に切り替え 

ズームイン 現在の画像を拡大 

 その他のボタン 

ボタン 説明 ボタン 説明 

イベントリストの表示 録画データーのバックアップ 
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録画データーの再生は、 

「録画再生」画面左の〈設置エリア〉で、デバイス、録画日付を選択します。 

再生ウィンドウをダブルクリック、または画面左の〈設置エリア〉で目的のデバイスをダブルクリックします。 

〈さらに検索〉をクリックして、開始時間/終了時間/録画モードを設定し［検索］をクリックすると、設定した条件で録画

データーを検索できます。 

（一部のデバイスでは、「メインストリーム」を選択して録画データーを再生できます。選択しない場合、録画データーは

サブストリームで再生されます） 

録画モードの種類 

・手動録画 ・スケジュール録画 ・映像分析録画 ・モーション検知録画 

・センサー録画 ・Sｍarｔ Ｅｖenｔ 録画 ・人数カウント録画 ・行動分析録画 

タイムスケールでは、録画モードがそれぞれの色で表示されます。 

例：黄色のバーはモーション検知録画、赤色のバーはセンサー録画をそれぞれ表します。 

タイムスケールエリアで 

をクリックするとタイムスケールが拡大されます。 

をクリックするとタイムスケールが縮小されます。 

をクリックするとタイムスケールが2４時間表示に戻ります。 

タイムスケール拡大時に任意の録画時間に移動する場合はタイムスケールをドラッグします。 
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クイック再生 

 クイック再生 

「ライブ映像」画面で、映像表示中のウィンドウを右クリックします。 

右クリックメニューから［クイック再生］をクリックします。 

表示されたサブメニューの［１0秒前］～［５ 分前］をクリックします。 

選択した時間の録画データーが検索され、録画データーが存在する場合はその録画データーがすぐに再生されま

す。 

［ｆroｍ sｔoraｇe serｖer］または［ｆroｍ neｔworｋ deｖice］をクリックして、録画データーの検索先を設定しま

す。 

同期再生 

同期再生は、選択したカメラ、日付と時間の、すべての録画データーを同期した状態で再生します。（録画データーがな

いカメラの再生ウィンドウは待機します。） 

「録画再生」画面のツールバーで     をクリックすると、下記の同期再生タイムスケールが表示されます。 

同期再生では、１台のカメラに １つのウィンドウしか設定できません。 

すべてのカメラの録画データーを同時に表示できます。 

録画データーを同期再生または非同期再生する前に、すべてのウィンドウの録画再生を閉じてから     または      をク

リックしてください。 

非同期再生 

非同期再生は、選択したカメラ、日付と時間の録画データーをそれぞれ個別に再生します。 

「録画再生」画面のツールバーで     をクリックすると、下記の非同期再生タイムスケールが表示されます。 
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時間選択による再生 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈録画再生〉内の［時間選択再生］をクリックします。 

「時間を選択して分割」画面に移動します。 

〈設置エリア〉でデバイスを選択し、〈開始時間〉と〈終了時間〉を設定します。 

録画ソース（ネットワークデバイス/ストレージサーバー）を選択して、［検索］をクリックします。 

検索された録画データーの     をクリックします。 

録画データーが再生されます。 

イベント再生 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈録画再生〉内の［イベント再生］をクリックします。 

「イベントで分割」画面に移動します。 

〈設置エリア〉で目的のデバイスを選択します。 

〈開始時間〉と〈終了時間〉を設定、録画ソース（ネットワークデバイス/ストレージサーバー）を選択します。 

［検索］をクリックします。 

対象の録画データーが一覧表示されます。 

各録画データーの      をクリックすると録画データーが再生されます。 

各録画データーの      をクリックすると録画データーがバックアップされます。 
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バックアップ 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈録画再生〉内の［バックアップ］をクリックします。 

「バックアップ」画面に移動します。 

〈設置エリア〉でバックアップを行うデバイスを選択します。 

日付を選択します。〈さらに検索〉をクリックして、録画モードを設定できます。 

      /       をクリックしてネットワークデバイスまたはストレージサーバーを選択します。 

［検索］をクリックします。 

録画データーが検索されリストに表示されます。 

［Ｂacｋuｐ Paｔｈ］をクリックして、バックアップ先のディレクトリを設定します。 

バックアップの〈開始時間〉と〈終了時間〉を設定して、［バックアップ］をクリックします。 

バックアップの進捗状況は、録画データーのバックアップ中に「バックアップ」画面の〈進捗〉列に表示されます。 

〈操作〉列の      をクリックすると、録画データーのバックアップを一時停止します。 

をクリックすると、録画データーのバックアップを停止します。 

画面右下の     をクリックすると、バックアップのリストを削除します。 
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３７ 

６. アカウントと許可 

アカウント作成 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈アカウントとアクセス権〉内の［ユーザーアカウント設定］をクリックします。 

「ユーザーアカウント設定」画面に移動します。 

デフォルトの特別管理者アカウントがあります（ユーザー名は adｍin、パスワードは １2３４５６です）。特別管理者アカウ

ントは削除できません。 

画面左上部の［追加］をクリックします。 

「ユーザーの追加」画面が表示されます。 

〈有効〉のチェックボックスにチェックマークを入れ、ユーザー名とパスワードを入力します。 

〈権限グループ〉欄右端の      をクリックして、表示されたリストから権限グループを選択します（権限グループは

事前に設定する必要があります）。〈MＡC アドレス〉、〈リマーク〉は必要に応じて入力します。 

［ＯＫ］をクリックします。 

設定した新しいユーザーアカウントが追加されます。 

「ユーザーアカウント設定」画面のリストで      をクリックすると、追加したユーザーアカウントを編集できます。 

をクリックすると、追加したユーザーアカウントを削除できます。 
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ユーザー権限設定 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈アカウントとアクセス権〉内の［ユーザー権限のグループ設定］をクリックします。 

「ユーザー権限のグループ設定」画面に移動します。 

画面左上部の［追加］をクリックします。 

「権限グループの追加」画面が表示されます。 

権限グループ名を入力します。必要に応じて〈システム権限〉、〈権限の付与〉、〈設置エリア権限〉を設定します。 

［ＯＫ］をクリックします。 

新しい許可グループが追加されます。 

「ユーザー権限のグループ設定」画面のリストで     をクリックすると権限グループを編集できます。 

をクリックすると権限グループを削除できます。 
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３９ 

７. 運用及び保守管理 

ログの確認と出力 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈運用とメンテナンスの管理〉内の［ログの確認と出力］をクリックします。 

「ログの確認と出力」画面に移動します。 

この画面ですべてのタイプのログを検索し、出力することができます。 

［Ａll Ｔｙｐes］、［Ａlarｍ Ｌoｇ］、［操作ログ］、［設定ログ］、［Ｅｘceｐｔion Ｌoｇ］をクリックしてログの種類を選択し

ます。 

〈開始時間〉、〈終了時間〉を設定し［Searcｈ］をクリックします。 

対象のログが検索されてリストに表示されます。 

［Ｅｘｐorｔ］をクリックします。 

リストのログが出力されます。 

設定のバックアップと復元 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈運用とメンテナンスの管理〉内の［設定のバックアップと復元］をクリックします。 

「設定のバックアップと復元」画面に移動します。 

［システム設定のバックアップ］をクリックします。 

現在のシステム設定がバックアップされます。 

［システム設定の復元］をクリックします。 

バックアップデーターからシステム設定が復元されます。 
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リアルタイムステータス 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈運用とメンテナンスの管理〉内の［リアルタイムステータス］をクリックします。 

「リアルタイムステータス」画面に移動します。 

接続しているデバイスの現在のステータスが表示されます。 

ステータスログ 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈運用とメンテナンスの管理〉内の［ステータスログ］をクリックします。 

「ステータスログ」画面に移動します。 

〈開始時間〉、〈終了時間〉を設定して［Searcｈ］をクリックします。 

ステータスログが検索されリストに表示されます。 
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４１ 

８. ローカル設定 

録画とスナップショット設定 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈ローカル設定〉内の［録音とスナップショットの設定］をクリックします。 

「録音とスナップショットの設定」画面に移動します。 

下記の項目を設定できます。 

 録画データーの保存パス 

 バックアップデーターの保存パス 

 スナップショットの保存パス 

 スナップショット番号 

 「手動録画データー」と「バックアップデーター」の最大ファイルサイズ 

システムの起動とメンテナンス 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈ローカル設定〉内の［システムの起動とメンテナンス］をクリックします。 

「システムの起動とメンテナンス」画面に移動します。 

各項目を設定して［適用］をクリックします。 

変更した設定が反映されます。 

設定例 

自動起動：有効にすると、コンピューターの起動時にアプリケーションが自動的に実行されてシステムが起動します。 

自動ログイン：有効にすると、次回のアプリケーション実行時にシステムが自動的にログインします。 



４2 

システムリソース使用制限 

このシステムは、CPＵ およびメモリーの過負荷保護をサポートしています。 

システムに過負荷が発生すると、新しいライブ映像表示と再生操作を制限し、過負荷の情報が表示されます。 

「ライブ映像」画面で［ホーム］→〈ローカル設定〉内の［システムリソース使用設定］をクリックします。 

「システムリソース使用設定」画面に移動します。 

〈システム負荷上限〉の上限値を設定して［適用］をクリックします。 

システムリソース使用設定が保存されます。 



NVMS 2.0  取扱説明書 

❖ お問い合わせについて 

Secula 製品ご購入後のご質問は下記にて対応しております。 

※ 非正規出荷品（Secula シリーズ）以外の場合はお答えいたしかねますので、予めご了承ください。 

※ 故障時の修理につきましては、お買い上げいただいた販売店様にお尋ねください。 

▶ Secula シリーズ ホームページ ▶ ソリッドカメラ ホームページ 

ｈｔｔｐs://secula.solidcaｍera.neｔ ｈｔｔｐs://www.solidcaｍera.neｔ 

・ ソフトウェアまたは資料等のダウンロード 

・ よくあるご質問 

▶ お問い合わせ窓口 

Secula サポート専用ダイヤル お問い合わせフォーム 

0１20-22３-３2３

受付時間：午前９時～午後 ６時 

（土曜・日曜・祝日、夏季休暇・年末年始を除く） 
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