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＞ 危機管理 ＞ 東日本大震災対応

放射線を含む環境モニタリングと空間解析

地球環境スキャニングプロジェクト 慶應義塾大学
放射線の空間線量率を調査しGISを用いて線量の空間分布を可視化し解析する
空間放射線量率の固定点測定・移動測定データをGISで可視化・共有化するとともに
空間統計学手法を用いて空間内挿し測定点以外の地点の空間線量率を予測。
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