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タイトル
量子ドット-ナノ共振器強結合系に
おける 時間分解発光測定
Room temperature, very sensitive
bolometer using a doubly clamped
microelectromechanical resonator
プラズモン誘起電荷分離に基づく
化学・バイオセンサ
in-situ直径変調法で作製した位置
制御InP/InAsヘテロナノワイヤ
転写プリント法を用いた量子ドット
を有するプラズモニックマイクロリ
ング共振器構造の作製と光学特
性評価
Gate-controlled terahertz single
electron photovoltaic effect in
self-assembled InAs quantum dots
プラズモニック化合物ナノ粒子の
酸化還元に基づく近赤外調光ガラ
ス
イオンビームアシストMBE法による
準安定相窒化ホウ素(c-BN)薄膜
の成長
GaN界面揺らぎ量子ドットを用いた
単一光子の発生
Terahertz spectroscopy of single
molecules using sub-nm scale gap
electrodes
表と裏で散乱色の異なるプラズモ
ン薄膜
GaAs基板上にエピタキシャル成長
したMoSe2、WSe2及びそのヘテロ
構造
摂氏77度で動作するGaN単一光子
源
確率共鳴現象を用いた金属原子
スイッチの低電圧動作化
半透明ペロブスカイト太陽電池
位相変調型コリニアホログラフィッ
クメモリー
Direct Modulation of WaferBonded
Quantum Dot Lasers on Silicon
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数量子ホール効果の観測
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Phase Modulation in the Collinear
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フタロシアニン薄膜の磁気光学効
果を利用した新規光磁気記録の 唐澤正信, 石井和之
提案
BN/WS2ファンデルワールスヘテロ 星裕介(1), 守谷頼(1), 荒井美穂(1), 増渕覚
構造の光学特性評価
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Imaging and manipulating ballistic
carrier trajectories in graphene
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