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図１．Rb の放射壊変と Sr 安定同位体の変化
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上で話したように、放射起源同位体はその比を

測定してその数値をそのまま使いますが、安定同
位体は、軽元素と同様に基準となる標準物質の値
に対する未知試料の値のずれとして表します。そ
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研究に比べるとまだその歴史が浅く、直面してい
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