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◆ ご使用いただく前に ◆ 

●Secula シリーズのカメラは、原則 NVR への録画を行います。SD カード録画はサブ録画用として

ご利用いただくことを推奨いたします。 

 

●SD カード録画は初期値では無効になっております。SD カード録画の設定がされていない場合に

つきましては、録画データは保存されておりません。ご設定方法につきましては Secula シリーズ IP

カメラの取扱説明書 『3.1.3. ローカル設定』をご確認ください。 

 

●SD カードに録画されるカメラの画質は〈メインストリーム〉の画質です。録画データ容量はモデルに

より異なりますのであらかじめご注意ください。各モデルのデータ容量については、下記『画質初期設

定値・録画データ容量』をご参照ください。 

 

◆画質初期設定値・録画データ容量 

https://www.solidcamera.net/download/file/secula/default_recdata.pdf 

 

●空き容量がなくなった場合は、最古の録画データを削除し上書き録画する〈循環録画〉を行います。

繰り返し録画に適した高耐久の SD カードをご利用ください。 
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1. SD プレイヤーについて

1.1. SD プレイヤーとは？ 

SD プレイヤーとは、Secula シリーズのカメラの SD カード録画を再生するソフトです。 

1.2. 動作環境 

SD プレイヤーのインストールが可能な OS は、２０２２年 12 月現在、Windows8.1、10、11 です。 

PC の処理性能によっては、動画が遅延することがございます。 

動作環境の目安は以下の通りです。 

◆ 推奨動作環境

CPU Intel Core i5 2.50GHz 以上 

OS Windows10 64bit 

RAM メモリー 8GB 以上 

2. SD プレイヤーのインストール

2.1. SD プレイヤーをインストールする 

1) SolidCamera ホームページ

（https://www.solidcamera.net）のダウンロード

ページ内〈Secula 用ソフトウェア〉の「SD プレイヤー」

をダウンロードします。

2) ダウンロードされたファイル［sdplayer_beta］を開き

ます。右図の画面が起動しますので、［OK］を押します。

OK ボタンを押すと、インストール画面へ進みます。

なお、言語選択は［English(United States)］か

［Chinese（PRC）］のいずれかとなります。 

※本紙では、［English(United States)］選択後の

画面で手順説明を行います。 

https://www.solidcamera.net/
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3) インストール画面が表示されます。［Next］を押して次

の画面に進みます。

4) 利用規約が表示されますので、右図枠線の項目（同意し

ます）を選択し、［Next］を押します。

5) ［Customer Information］、［Setup Type］とも

に何も変更せず［Next］を押します。
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6) 右図の画面が表示されたら［Install］を押します。

この時、Windows から「このデバイスに変更を加える

ことを許可しますか？」というメッセージが表示されま

すので、［はい］を選択してください。 

7) 右図画面の［Finish］を押すと、インストール完了です。
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3. SD プレイヤーの起動

3.1. 事前準備 

◆ カメラから SD カードを取り外し、PC へ挿入してください。PC に SD カードが挿入されていない場合は、SD

プレイヤーを起動することができません。

◆ SD カードを PC に挿入した時、エクスプローラーから直接 SD カードを開いても録画ファイルは表示されませ

ん。録画データが保存されているか否かは、カメラ本体から SD カードを取り外す前にカメラの WEB 設定から

ご確認いただくか、取り外した後に SD プレイヤーの操作画面よりご確認ください。

◆ SD カード取り外しの手順については Secula シリーズ IP カメラの取扱説明書 『3.1.3. ローカル設定』を

ご確認ください。
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3.2. SD プレイヤーの操作画面 

録画・写真データ一覧 

（日付別） 

録画ファイルが存在する場合、日付部分が赤色で表示されます。 

選択中の日付は青色で表示されます。 

再生画面 録画映像を表示します。 

時刻範囲選択 再生する録画データの時刻範囲を選択します。 

録画データ検索・取り出し 

［search］ 

録画データを検索します。 

［export one］ 

録画データを１ファイル取り出します。 

［export full list］ 

録画ファイルリストに表示されている録画データをすべて取り出します。 

録画ファイルリスト 
［search］の検索結果が表示されます。 

ファイル名をクリックすると録画が再生されます。

シークバー 再生中の録画映像の再生箇所を確認します。 

録画再生 操作ボタン 

[Play] 

一時停止または停止した録画の再生を再開します。 

ファイル選択後の再生開始には使用しません。

［Pause］ 

録画映像を一時停止します。 

［Stop］ 

録画再生を停止します。 

［Open audio/Disable audio］ 

音声の有効・無効を切り替えます。 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 
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3.3. 録画データを再生する 

1) カメラに挿入されていた SD カードを取り出し、PC に挿入します。挿入後、SD プレイヤーを起動します。

2) ［Record manage］タブを選択し、録画データ一覧を確認します。再生する日付（赤色箇所）を選択します。再

生する時刻を指定する場合は、［start time］に開始時間、［end time］に終了時間を入力します。なお、初期

値では、［start time］は 0 時 00 分 00 秒、［end time］は 23 時 59 分 59 秒に設定されています。
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3) ［search］を押します。押下すると録画ファイルリストに録画ファイルが表示されます。

4) 録画ファイルをクリックすると、再生画面に録画映像が再生されます。
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3.4. SD カード録画の録画データを取り出したい 

1) ［Record manage］タブを選択し、録画データ一覧を確認します。取り出す日付（赤色箇所）を選択します。時

刻を指定する場合は、［start time］に開始時間、［end time］に終了時間を入力します。なお、初期値では、

［start time］は 0 時 00 分 00 秒、［end time］は 23 時 59 分 59 秒に設定されています。

2) ［search］を押します。録画ファイルリストに録画ファイルが表示されます。
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3) 録画ファイルを選択し、［export one］をクリックします。クリックすると、取り出すデータの保存場所を選択す

る画面が表示されます。［Browse］を押すと、保存先を選択することができます。［OK］を押すとエクスポート

が開始されます。

4) 画面にエクスポートの進捗状況が表示されます。ゲージが 100％になるまで待ちます。

5) ゲージが消えると、指定した保存先に「video」というフォルダーが作成され、AVI ファイルが保存されます。変

換後のファイルは、各種メディアプレイヤーで再生可能です。

※録画映像のコーデックは H.265/264 です。コーデック非対応のメディアプレイヤーでは再生できないことがご

ざいますので、あらかじめご注意ください。 
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