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本ガイドの内容は、予告なく変更されることがあります。 

製品を使用する前に本クイックスタートガイドを注意深く読み、保管してください。  

製品の詳細つきましては、 
 

https://glanshield.com/poe-camera-gsp/  
 

からユーザーズマニュアルをダウンロードしてご覧ください。 

 

 

PoE カメラセット 

GSPシリーズ 

クイックスタートガイド 

https://glanshield.com/poe-camera-gsp/
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免責事項 

■本製品は盗難・犯罪を防止する器具ではありません。  

■本製品の使用、または使用不能による損害（事業利益の損失・事業の中断・記

録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。  

■地震、雷、風水雪害などの自然災害、当社の責任によらない火災、第三者によ

る行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の条件での使

用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。  

■当社が関与しない接続機器、アプリやソフトウェアなどとの意図しない組み合

わせによる誤作動や操作不能などから生じる損害に関して、当社は一切の責任

を負いません。  

■本製品を使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音されなかった場合の

内容の補償および付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に対して、

当社は一切の責任を負いません。  

■お客様ご自身または第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、

当社は 一切の責任を負いません。  

■本製品により記録・編集された映像が何らかの理由により公となり、または記

録・編集目的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライバシ

ーの侵害などを理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関して、当社は

一切の責任を負いません。  

■本製品の設置（取付け・取外しなど）により生じた建物への損傷やその他の損

害について、当社は一切の責任を負いません。 

 

 

個人情報の保護について 

 

本製品のシステムを使用して撮影、記録された人物・その他の映像で、個人を

特定できるものは「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」

に該当します。法律に従って映像情報を適正にお取扱いください。  
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1. 製品外観の説明 

NVRポート：HDMI、VGAビデオ出力、音声出力、LANポート(NET)、USB2.0、PoE LANポート、

電源入力。 

IPカメラポート：イーサネット、電源入力。 

       VGAビデオ出力                        PoE  LANポート 

 

 

 

 

 
                                   

 

2. PoE カメラセットクイックインストールガイド 
このPoE カメラセットは簡単にインストールできます。NVRにカメラを接続するとプラグアンドプ

レイにより自動的にカメラが登録されるためセットアップは不要です。 

PoE IPカメラはネットワークケーブルから電源が供給されるので、電源ケーブルの配線を省略できま

す。カメラの設置場所は、電源配線の制限を受けません。 

2.1. カメラの接続 

 
 

PoE NVRの電源を入れて、ネットワークに接続します。付属のIPカメラをNVRのPoE LANポートに

接続した後、ネットワークケーブルを介して、キットは機能します。 注：NVRのIPアドレスの初期

値は、DHCPにより割り振られます。 

 

注:図は説明のためのもので、実際の製品とは異なります。 

※インストール時の注意：付属のIPカメラは、PoE LANポートを介したネットワーク接続により電源

供給を受けてNVRにアクセスします。カメラへの電源配線は不要です。 

LAN7           LAN5 LAN3 LAN1 

A-OUT VGA USB                LAN8            LAN6 LAN4           LAN2 NET POWER 

LAN7 LAN5 LAN3 LAN1 

A-OUT VGA USB LAN8 LAN6 LAN4 LAN2 NET POWER 

音声出力 

output 

USB2.0 電源入力 

電源入力 

イーサネット 
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2.2. 屋外にカメラを設置する場合の防水対策 

※屋外にカメラを設置する場合には、必ず屋外用LANケーブルを使用してください。付属のLANケー

ブル（20ｍ）は、屋内用のため使用できません。 

 

防水コネクタの取付けは、以下の手順で行ってください。 

 

写真のようにイーサネットケーブルを防水キャップ、シール、シールナットを通してからRJ45コネ

クタを取り付けます。 

 

    

 カメラ側のコネクタにＯリング取付け       RJ-45コネクタを差して防水キャップを取付けます。 

        

  防水キャップにシールを入れます          シールナットをしっかりと締めます 

降雨の際にコネクタ部に直接、雨水がかかるような設置場所の場合は、さらに付属の自己融着テープ

を巻いてください。 

自己融着テープを巻く際には長さが2～3倍になるように伸ばしながら巻き付けます。テープ幅の半

分位が重なるように巻いていきます。写真のようにケーブル部分から巻き始めて反対側のケーブルま

で巻き付けます。更にビニールテープで巻いてください。 
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LAN 7 LAN 5 LAN 3 LAN 1 

A-OU T VGA  USB LAN 8 LAN 6 LAN 4 LAN 2 N ET POW ER  

 

  

2.3.  機器が正しく機能していることを確認します。 

全ての周辺機器を正しく接続するとプラグ＆プレイ機能により、特に設定することなくディスプレイ

にIPカメラの映像が表示されます。IPカメラを接続して、電源を入れてから全てのチャンネルに映像

が映るまでには、2～3分程度の時間がかかります。また、この間に映像が映ったり、消えたりする

ことがありますが、故障ではありません。プラグ＆プレイ機能によるカメラの登録に時間がかかりま

すので、全てのチャンネルが映るまでしばらくお待ちください。 

 

【重要】 

NVRの外部IPアドレスの初期設定は、DHCP有効に設定されています。NVR

をLAN（ルーター）に接続すると自動的にIPアドレスが割り振られます。IP

アドレスを固定してLANに接続すると他の機器のIPアドレスと衝突する恐れ

があります。DHCP有効の状態でLANに接続し、割り振られたIPアドレスを

確認して、そのIPアドレスに固定すれば、確実にIPアドレスの衝突を防ぐこ

とができます。 

 

3.基本操作 

3.1 起動 

NVR本体にディスプレイとIPカメラを接続して、付属のACアダプターを接続すると起動します。

（電源スイッチはありません） 

注意: 

初めて起動するときは、デバイス管理者パスワード（システムのデフォルトのユーザー名は

「admin」、パスワードは「12345」）を再設定する必要があります。セキュリティを確保するた

めに、管理者ログインパスワードを保存し、定期的に変更してください。 
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3.2 パスワード変更 

手順1：NVRの電源がオンになったら、使用する言語を選択し、[適用]をクリックしてパスワードを

入力し、[ログイン]をクリックして、[変更]をクリックして[パスワード変更]画面に入ります。 

 

 

 

手順2：新しいパスワードを入力してパスワードを確認し、[パターンのロック解除]にチェックマー

クを付けて、4～9ポイントで構成される一貫したロック解除パターンを2回描画します。 

手順3：セキュリティの質問を設定し、プルダウン操作でセキュリティの質問1、2、3を選択して、

対応するセキュリティの質問への回答を設定します。 

手順4：USBフラッシュドライブをデバイスに挿入し、[エクスポートキー]> [確認]> [保存]をクリ

ックします。次に[キャンセル]をクリックするとログイン画面が表示されます。 

 
注意: 

変更したパスワードを忘れた場合は、ユーザーズマニュアルの「4.2.2 パスワード忘れ」をご覧くだ

さい。ユーザーズマニュアルは、https://glanshield.com/poe-camera-gsp/ からダウンロードし

てください。 

  

パスワード変更 

https://glanshield.com/poe-camera-gsp/
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3.3 起動ウィザード（クイック設定） 

ログイン後、ユーザーは起動ウィザードを使用して、システム時刻、ネットワークパラメータの設定、

HDDのフォーマット、チャンネルの追加、およびデバイスの各種パラメータを設定できます。 

 

 
 

3.4 ネットワーク設定 

ネットワーク経由でデバイスを操作する前に、ネットワークパラメータを適切に設定する必要があり

ます。  

手順：プレビュー画面で、右クリックしてメニューに入り、[  > TCP / IP]をクリックして TCP / IP

設定画面に入ります。 実際のネットワークプランに従って、デバイスのIPアドレスを変更します。

（初期状態のNVRのIPアドレスはDHCPに設定されているため可変です） 

 

 

  

ネットワーク設定 

起動ウィザード 
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3.5 IPカメラの追加 

IPチャンネルにアクセスする前に、NVRのネットワーク接続が正しく、有効であることを確認してく

ださい。（付属のIPカメラのみを使用している場合は、プラグ＆プレイで自動的に登録されるので）

この作業をする必要はありません） 

手順1：プレビュー画面で、右クリックしてメニューに入り、[ ]をクリックしてチャンネル設定

画面に入ります。 

手順2：[検索]をクリックすると、検索のフィルターを「Onvifとプライベート」プロトコルに設定

してLAN内にあるIPカメラを自動的に検索し（付属のIPカメラのみを使用している場合は、

接続したIPカメラは、自動的に登録済みとなり緑の+は、表示されません）、追加するIPカ

メラを選択して「追加」をクリックします。  

 

 

 

3.6 録画設定 

注意： 

NVRは、デフォルトでカメラを接続した全てのチャンネルの24時間録画を行います。 
 

手順1：プレビュー画面で、右クリックしてメニューに入り、[ ]をクリックして録画設定画面に入り

ます。 

手順2：実際のニーズに応じてチャンネルと録画タイプを選択します。マウスの左ボタンを押したまま描

画区間でマウスをドラッグするか、「編集」をクリックして録画スケジュールを設定し、「適用」

をクリックして保存します。  

  

カメラ追加 
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3.7 再生 

◊ 5分前再生 

手順1：プレビュー画面で、プレビューチャンネルをクリックすると、チャンネルの下に非表示メニュー

がポップアップ表示されます。 

手順2：［ ］をクリックして5分前再生画面に入り､現在のチャンネルの直近の5分間を再生できます。 

 

◊  ビデオ再生 

手順1：プレビュー画面で、右クリックしてメニューに入り、[ ]をクリックして再生画面に入ります。 

手順2：「チャンネル>日付」を選択すると、検索したビデオが時間進行バーに表示され、［「 ]をクリ

ックするとビデオの再生を開始します。 

 

  

録画設定 

再生 
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3.8 通常のイベント 

手順1：プレビュー画面で、右クリックしてメニューに入り、[  >通常のイベント]をクリックしてイ

ベント検出の設定画面に入ります。 

手順2：「イベントタイプ>チャンネル>有効」を選択し、対応するアラームパラメータを設定します。

デバイスの通常のイベントアラームには、モーション検出、ビデオロス、アラーム入力、アラー

ム出力、異常、およびブザーが含まれます。 
 

 
 

4. WEB操作 

手順1：NVRとPCが同じネットワークセグメントにあることを確認します。IEブラウザを開いてNVRの

IPアドレスを入力します：「http://192.168.1.88/」など（httpポートが8000に変更されてい

る場合は、「http://192.168.1.88:8000/」と入力します。）ログイン画面が表示されます。 

手順2：言語を選択し、ユーザー名とパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。 

手順3：プレビュー画面で、画面の下部の[全て表示]をクリックしてビデオをプレビューします。初めて

接続するときは、プラグインをダウンロードしてインストールしてから、プレビューする必要が

あります。 

 

注意: 

（1）ブラウザがデバイスのログイン画面に入らない場合は、IEブラウザを開き、[ツール]> [インター

ネットオプション]> [セキュリティ]> [カスタムレベル]> [ActiveXコントロールとプラグイン]を

選択すると、全てのオプションが有効になります。 

通常のイベント 
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（2）NVRのIPアドレスは、[ システム]>[TCP / IP]の画面でご確認ください。ユーザー名は

[admin]、パスワードは[12345]です。 

（3）IPカメラの工場出荷時のIPアドレスは192.168.1.168ですが、NVRに接続するとプラグ＆プレイ機

能により変更され、192.168.11.XXXになります。変更されたIPアドレスは、NVRのメインメニュ

ーから[ チャンネル]> [カメラ]の画面上で確認できます。カメラにログインするためのユーザ

ー名は[admin]、パスワードは[admin]です。また、パソコンからアクセスするためには、パソコ

ンのIPアドレスのセグメントをカメラに合わせる必要があります。 

 

5. モバイルアプリケーション操作 

携帯電話を使用して以下のQRコードをスキャンするか、アプリケーションストアから「BitVision」

を検索してBitVisionアプリケーションをダウンロードしてインストールします。  

 

 
登録してログインした後、リモート表示およびデバイス管理用のデバイスを追加できます。  

詳細につきましては、https://glanshield.com/poe-camera-gsp/ のBitVisionリモートアクセス説

明書をダウンロードしてご覧ください。 

 

 

 

https://glanshield.com/poe-camera-gsp/

