大規模災害に備える為のオンラインマップシステムを
ArcGISで実現

活用事例

＞ 危機管理 ＞ 防災

被害を想定し、備えることが可能に

鹿島建設株式会社

ArcGIS Explorer DesktopとArcGIS Onlineのコンテンツを活用し、コストを抑えて
全社員で共有できる「オンラインハザードマップ」システムを実現
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ArcGIS Online上にアップロードして
南海トラフ巨大地震の震度分布と拠点情報の重ね合わせ表示例
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