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イスの場合、観察される吸収ピーク波長はブルー
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作製したナノ光デバイスは、それぞれ堆積させた
金層の異なる部位に電界が形成されていることが
金層の異なる部位に電界が形成されていることが
作製したナノ光デバイスは、LSPR
作製したナノ光デバイスは、LSPR
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図 6図異なる屈折率に対する反射スペクトル変化
6 異なる屈折率に対する反射スペクトル変化
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