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AI（人工知能）、センサー、通信、ロボット̶
ICTにおける技術革新が急速に進む中、マンションの姿が大きく変わろうとしている。
長谷工コーポレーションは今、マンションに住む人々の暮らしの安全、安心、
快適さを実現する未来のマンションに向け、ICT化を推進する基盤を整えつつある。
その基盤の上で、ICT分野の各種メーカーやベンチャー企業、大学や研究機関と
幅広く連携を図るオープンイノベーションを目指していく。
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設計・施工のICT活用
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での進捗管理や施工検査
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次世代マンション管理
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シニア事業でのロボット活用

入居者とロボットとの会話に基づく健
康増進サポート
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をモニタリングする。その情報から
不快指数や暑さ指数を導き出し、バ

リモートモニタリング例と
各種センサー

イタルデータとの相互解析によって
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協業パートナー企業例
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パナソニック エコソリューションズ社

インフォマティクス／エアロセンス

協業パートナー企業例

協業パートナー企業例
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特別対談

【長谷工×日経BP総研】

A I 、セ ン サ ー 、通 信 、ロ ボット……
様 々 な 企 業との 協 業 を 進 め る
般のことです。各種センサーで収集

やコミュニティ形成に役立てること

打ち出しました。

した建物の竣工後の情報や住まい

を狙っています。
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手の暮らしの情報などがこれに当た
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いちはやくBIM の全面導入を
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長谷工コーポレーション
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日経 BP 総研 ビジネスAI センター
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ルタイムに近いスピード感で次の設

池上

計改善に反映できます。

LIMというのは、われわれが
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「暮らし情報」、ソフト面の情報全

生活をつくりだす新サービスの創出
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