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長期挙動予測による安全性癖価 RI1を

o天然ガスJtll下貯蔵シミュレータGEM-UGSfこC02~ゆ貯舗の緩書u，を添加した祭J.1I
書院総~覇軍シミュレータGEM-GHGを開発.

oそこタリングデータ(~定員庫径カ変化、 .J陣要事へのco:ltJ盗事寄調書等)のヒストリーマッチング
により得られた儀遭ti'."モデルをもとに.1%.入し?とc01の'宇宙状況と1000匁t農家での
幾湖拳tiの予測量taをJU臨時 集期|こ望号3在して貯録されることを被m

座入終了後 1.000年後


