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研究の背景
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新奇光機能デバイス
光の磁場に対して応答する物質があれ
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本研究の主題であるプラズモニック・メタ

図1 プラズモニック・メタマテリアルの構造
（３次元金属ナノ共振器アレイ）

マテリアルである。
光

図2 異方性メタマテリアルを用いた無反射光学素子
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での光の反射がゼロになる現象として知ら
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２光子還元法
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２光子還元法で作成した金属構造
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