
「スマート緊急アラート」は、ユーザーのモバイル端末を利用し、

ユーザーのリアルタイム映像・音声・位置情報を受信者に送ることができます。

当該情報を利用し、緊急時に素早い対応を可能にする安心サービスです。

スマート緊急アラート

2021. Sep.
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スマート緊急アラートとは？

スマート緊急アラートは、各種緊急時に迅速に対応してくれる安心サービスで、

ユーザーのスマートデバイスを使用してストリーミング映像および位置を登録した受信者にリアルタイムで送信します。

安心帰宅(目的地までの位置共有)、お子様スマホ管理(使用時間管理)、セキュリティ(スマホ保護)機能も提供します。

暴力 事故

リアルタイム
映像/音声

犯罪

リアルタイム
位置

音声/テキスト
チャット

安心帰宅
お子様

スマホ管理
セキュリティ
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暴力及び災難・災害の

災難現場/録画映像/犯罪証拠

いつでも、どこでも緊急時に、

素早く現場把握及び対応

普及率の高いスマホを

利用した安全サービス

情報収集の限界を克服 緊急状況把握の限界克服 誰でも簡単に使える

CCTV死角で犯罪、災害、災害など各種事故発生時、

ユーザー(申告者)のスマート機器を介して、保護者のスマート機器あるいは監視センターで

リアルタイム画像との位置を確認することにより、リスクのレベルなどを把握して迅速に人命を救助することができます。

スマート緊急アラートとは？
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緊急状態発生時、スマート機器のSOSボタンを押すか、機器を振ると、緊急アラートが発生し、

監視システムに接続され、リモートでユーザーのスマート機器のカメラとマイクを操作することになります。

ユーザーが申告後、気絶したり、体が縛られるなどで、連絡をすることができない状況でも、

アプリを介して配信されたリアルタイムの映像と位置情報に緊急状況を確認して適切な処置を行うことができます。

事件・事故の発生
暴力、災難・災害など
緊急状態の発生

緊急信号の発信
ボタンの長押し(3秒程度)

または、文字通報

通報受付
ユーザーが受信者に通報

緊急状態の把握
リアルタイムの映像と位置確認

音声とテキストチャット

迅速な対応
緊急時にユーザー

救助対応

緊急アラートプロセス
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5

SOSボタンを3秒タッチ

ウィジェット機能を利用して、

スマートフォンのロック画面でも、緊急アラートを発生させることができ、

危急な状態において適切な対応を行うことができます。

1:59
11月1日(金)

緊急状態にあるユーザーはスマホの簡単な動作だけで監視センターにSOSを送ることができます。

アプリをインストールしてSOSウィジェットを3秒間押して通報します。

アプリを開かずにすぐにアラートを送る場合は、スマホを5回振るか、SOSロック画面、ショートカットなどを活用してください。

SOSの発信方法

速やかにSOS

ショートカット

ステータスバー

SOS

5回「シェイク」
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映像・音声・位置情報を監視システムへ転送

監視センター_SOS受信

保護者APP

監視センターユーザーAPP

SOSを送ると、監視センターと保護者に同時に位置情報とアラートが届きます。

2つの中で「接続」ボタンを先に押した方からライブでユーザー周辺の映像と位置情報を確認します。

アランタ (SM-G930S)

ユーザーの位置情報を含むアラートを受信

: センターが先に接続された場合、ストリーミング映像を照会可

: センター接続失敗時、管制モード接続 (制御権獲得)

ユーザーの位置情報を含むアラートを受信

: ユーザー周辺の映像、音声、位置をリアルタイムで照会

: ユーザーのカメラとスピーカー制御権を獲得

ユーザーの位置情報を確認ユーザーとテキストチャット
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信号受付

緊急信号に連結すると、

ユーザーのGPSとカメラを

自動的に実行する

位置情報

ユーザーの現在地表示、

30秒ごとに位置更新

ユーザーのカメラ

前・後面を変更可能

チャット

緊急アラートアプリ内

テキストチャットを利用

japan...

ゆい

Ahranta(Ahranta)

オペレーターの音声を送信

ストリーミング中の双方向音声の通信

SOS受付件数が同時多発に入っても1件ごとに新しいポップアップを開いて無制限に接続可能です。

オペレーターが多いほど、より速く迅速な対応が可能です。

監視センター_監視モード
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SMS送信 : 緊急災難全体メッセージ送信します。

緊急事態タイプ・項目を選択し、接続された緊急アラームユーザーのアプリにポップアップメッセージを送信します。

監視センター_機能
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区分 監視センター (PC web) ユーザーAPP (アンドロイド、アイオーエス)

活用
安心サービス管理及び運営・通計・

CCTVの連結など

災害・事故・犯罪等の緊急事態において、

市民の安全のため、監視センターを速やかに呼び出し

機能

- リアルタイム現場把握

- リアルタイム位置情報

- 音声・テキストのチャット(官制で活性化)

- 利用の履歴、統計管理 (地域別、日別)

- ユーザー機器情報及び会員管理

- 監視官管理、API

- メッセージを送る (全体文字アラート)

- 保存DBの管理

- リアルタイム映像録画や保存

- 緊急呼び出す

- 申告方法選択して設定

: SOSボタンタッチ、叫ぶ、振る

- リアルタイム映像、音声、位置情報伝送

- 機関変更 : 呼び出し機関の選択及び変更

- 文字通報

- 監視履歴 : 申告記録確認

- 緊急呼び出し、すぐに自動録画（1分間）

仕様 Windows 7以上 アンドロイド 4.0以上、アイオーエス 7.1.2以上

運営
WebRTCを適用し、ブラウザプラグインと

関係なく動作可能
監視センター呼び出し用の別途アプリを使用

室内空間・辺鄙な路地・海と山の辺り・工事現場・製造工場など、

CCTVの死角地帯で発生した危険な状況を直観的に判断することができます。

監視センター_機能
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アランタ (SM-G930S)

[保護者を呼び出す] [保護者の監視モード]

通報の受付

ユーザーの機器と接続され、
ユーザーのGPSとカメラを自動実行

ユーザーのカメラ

カメラ(前面・背面)
切り替え

位置情報

ユーザーの現在地を表示
一定時間ごとに位置更新

音を送信

ストリーミング中の
双方向音声の通信

チャット

緊急アラートアプリ内
テキストチャットを利用

監視センターからSOS受付がうまくできなくても、

保護者の方がアプリで「接続」をタップして、ライブでユーザー周辺の映像と位置情報を確認します。

保護者が直接緊急救助センターに映像・音声・位置情報を送って速やかに処置を行います。

保護者アプリ_監視モード
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リピートアラーム機能

緊急SOSを受信した後は携帯電話のサウンドモードに

関係なく、選択したアラームが鳴り続けます。

(1分毎、10秒間、最大10回 -> 設定カスタマイズ可能）

1分間自動録画

緊急SOS呼び出し後、保護者がライブストリーミングに接続する

までの最大1分間、ユーザーの周辺現場を自動的に録画して保

存し、保護者に録画ファイルを転送する機能です。

付加機能を提供して、監視センターおよび保護者がSOSをすぐに受信できない場合に備えています。

保護者アプリ_機能
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✓ 安心帰宅

目的地を選んだ後、安心帰宅を開始します。

移動距離が地図に表示され、保護者にユーザーの移動

情報がリアルタイムで送信されます。

ユーザー 保護者

✓ 位置共有

移動中のユーザーのリアルタイム位置情報をマップに表示し、

30秒ごとに位置をアップデートして保護者に共有します。

ユーザー 保護者

保護者アプリ_機能
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ユーザーが緊号急信を呼び出す時は、リアルタイムで映像、音声、位置を送信します。

また、安心帰宅、お子様スマホ管理など、様々な付加機能を普段から活用することができます。

区分 保護者の機能 ユーザーの機能

機能

- ユーザーアプリから呼び出し即時、

リアルタイム映像、音声、位置を受信

- 安心帰宅

- リアルタイム位置共有

- メッセージ : 申告履歴確認

- 録画ファイル：監視接続時に録画された

保存画像のファイルリストの確認、映像事後再生

- 現在の位置：ユーザーの位置確認

- 位置アラーム : 日付、曜日、時間基準の設定 -

- 音声チャット・テキストチャット (保護者が有効)

- ユーザーの管理

- 監視録画するかどうかの設定

- セキュリティ : スマホ内のアプリロック·ファイルロック

- お子様スマホ管理 :スマホの使用時間管理

- 緊急呼び出す

- 申告方法選択して設定

: SOSボタンタッチ、叫ぶ、振る

- 呼び出し直後保護者のモバイルアプリに、

リアルタイム映像、音声、位置送信

- 安心帰宅 (目的地管理)

- リアルタイム位置共有

- 保護者管理

- 文字通報

- 監視履歴 : 申告記録確認

- 緊急呼び出し、すぐに自動録画（1分間）

- アプリ共有 : 保護者にアプリダウンロードリンクを伝達

- セキュリティ : スマホ内のアプリロック·ファイルロック

仕様 アンドロイド 4.0以上、 アイオーエス 7.1.2以上

保護者アプリ_機能
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ターゲットピラミッド

2~50代の
男性

青少年、
若い女性

子供、
高齢者

全年齢

✓危険対象に応じて様々なCUSTOMが可能で、広

いターゲット層を確保しています。

✓ 「ライブストリーミング」により、各ケースに対応した社

会セーフティネットを構築します。

自然災害

安全に脆弱な階層

暴力、性犯罪

交通事故
/産業現場
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緊急災害

自然災害

社会的弱者

犯罪/暴行

産業現場

交通事故

スマート緊急アラート

生中継を通じた

多様なCUSTOM

災難関連
システム

市民安全
システム

都市安全
システム

社会セーフティネットの構築
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大邱広域市達西区庁のCCTV運営センターシステムと緊急アラート監視センターとの連動を完了しました。

韓国導入事例 : スマートシティ運営センター

スマートシティ運営センター

緊急状況を伝播

近くのCCTVの緊急映像

112‧119状況室

子ども·認知症老人·女性
緊急アラームアプリ

緊急状況情報

緊急アラート監視センター

• 事後証拠確保
• リアルタイム映像送信

緊急出動

スマホ

道路標識板

バス案内板

緊急状況情報
映像、音声、位置、
ユーザー情報

緊急通報

保護者

社会セーフティネットの構築

映像、音声、位置、
ユーザー情報
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データベース及びデリケートな情報を暗号化処理し、セキュリティが強化されたSSLセキュリティ通信を使用します。

許可されたユーザーのみアクセスでき、緊急アラート要請時のみ受信者がユーザーと接続されます。

データベースの個人情報及び

デリケートな情報を暗号化処理

敏感な個人情報/位置情報/

チャット内容など

全ての通信は、

SSLセキュリティ通信

全ての要請は、

セッション処理をし

許可を得たユーザーのみ

アクセス可能

ユーザーが間違えて

緊急アラートを要請した場合、

ユーザーが気づくように

表示及び

取消し可能

ユーザーから

緊急呼出し時のみ

受信者とユーザー間

連結

個人情報保護機能
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• nLock: パソコンの入出力管理

• PointLock S: サーバの暗号化

• PointLock PRO: PCファイルの暗号化

セキュリティー ソリューション リモートコントロールソリューション

• WizHelper: リモートコントロール

• WizHelper ONE: 公務所のメンテナンス

• WizREC: モバイル録画アプリ

スマート緊急アラート

スマートフォンアプリサービスにより、

犯罪や災害などの緊急事態に

迅速に対応する安全ソリューション

韓国で初めて遠隔制御サービスの開発、30年間のIT開発データ、

独自の技術で遠隔支援·セキュリティソリューション市場で競争力を保有しています。

緊急アラートは遠隔制御の高速で安定し、リアルタイム映像送信技術を活用して開発しました。

「アランタ」 紹介
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国税庁, 文部科学省, 

最高裁判所, 国立中央医療院, 

郵政事業本部,ソウル中浪区, 

テジョン広域市, 慶尙南道消防本部

Orange Life生命保険会社, 

Cignaライナー生命保険会社,  

サムスン火災海上保険, ウリィ銀行, 

IBK銀行, NH投資証券

LG U+, 

POSCO, 

ソウルデジタル大学校, 

Ticket Monster

｜ ｜公的機関 金融機関 私企業｜

企業や官公庁、個人など約5,000件の顧客にサービスとソリューションを提供しており、

多様な顧客のニーズを満たし、韓国市場シェアを「40%確保」してマーケットをリードします。

「アランタ」 紹介_導入企業
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アメリカの特許 No.10,536,572

登録日 : 2020年1月14日

発明の名称 : 

Emergency Lifesaving System and 

Emergency Lifesaving Method Using the same

ベトナム特許出願 1-2018-04448

「スマート緊急アラート」は、韓国、アメリカ、日本、中国に特許を取得し、

ベトナムの特許を出願しています。. 

特許

日本特許 JP 6709288

登録日 : 2020年5月26日

発明の名称 : 

人命緊急救助システムおよびこれを利用した人命緊急救助方法

中国特許 CN108540972

登録日 : 2021年1月26日

発明の名称 : 

人命紧急救援系统及利用其的人命紧急救援方法
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ありがとうございます。

アランタ(株） (〒03747) 大韓民国ソウル特別市西大門区北阿賢路22街ギル7

担当者 Helen KANG / 海外営業部/ 代理

+82-2-325-0303 (ext.206) / helen@ahranta.com

ホームページ www.ahranta.co.kr/jp,  www.sosea.co.kr


