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　光ファイバの多くのアプリケーショ
ンにとって、細部について多様な知識
を得ることは極めて重要である。イッ
トリビウム（Yb）添加ファイバで、励
起波だけが入る場合を考える（図1）。
この単純な状況においてでさえ、ファ
イバの振る舞いはすでにかなり複雑に
なっている。変化する励起パワーの関
数として、自然放射増幅光（ASE）や
Ybイオンの励起状態は激しく変化す
る。計測結果から、後方ASEはかなり
のパワーを抽出するが、前方ASEの
効果は見られないことが分かる。これ
は、出力がファイバ端に到着する前に
ファイバに再吸収されるためである。
実際、ポンプ光の吸収から、ASE光
の飽和効果に起因する変化が驚くほど
大きいことが分かる。
　信頼できるファイバデータに基づく
数値モデルのみでそのような詳細がよ
く理解できる。さらに、そのモデルは

パフォーマンスを制限する要因を明ら
かにし、プロトタイプのテスト計画を
容易にする。これによって、コストも
時間もがかかりすぎるテストを繰り返
すことなく所望の結果が得られる。そ
のためには、一定の基本的な光学的、
分光学的特性を計測で知っておく必要
がある。ファイバの外径や被覆の詳細
などの簡単な仕様の中には、ここで取
り上げないものもある。それらは理解
しやすく、光ファイバのパフォーマン
スに影響を与えないからだ。

伝搬損失
　光が長尺のファイバで送られる場
合、伝搬損失（dB/km）が関係してく
る。単純に出力パワーと入力パワーを
計測するだけでは十分でない。という
のは、ファイバへの結合光も大きな未
知の損失の原因となっていることがあ
るからだ。この問題は、カットバック

計測で解決することが多い。まず、長
めのファイバに光を入れ、伝送された
パワーを計測する。次に、ファイバを
かなりの短尺に切断し、再びパワーを
計測する。違いは、ファイバ長を短く
したために生じた伝搬損失が原因であ
ると考えることができる。白色光と分
光計を用いることで、広い波長範囲の
伝搬損失を知ることができる。
　もう1つの選択肢としては、これまで
にテストして効率が分かっている光を入
力する方法がある。かなり長いファイバ
を使うと正確な損失データが得られるこ
とは明らかである。時間領域反射率計
測（TDR）はもう1つのソリューションで
あるが、より高機能な装置が必要になる。
　アクティブファイバでは、プローブ
の光パワーは、活性イオンが励起しす
ぎて、その結果として飽和効果が出な
い程度のローパワーでなければならな
い。また、レーザ活性イオンの吸収帯
域で損失が大きいと、短尺ファイバを
使わざるを得ない。ただし、クラッド
モードの光はファイバ端まで届く可能
性もある。特に、コアの吸収が強く、
ファイバが裸であれば、クラッドモー
ドの光は結果を台無しにする。すると、
クラッドモードの光を減衰させるよう
に特別な予防措置が必要になる。例え
ば、屈折率整合液をファイバにつけて
光をサイドに逃がすなどだ。

シングルモードのカットオフ
　シングルモードファイバは、1偏光
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例えばファイバレーザで光ファイバを使用する際、適切な特性評価があれば、
大いに利用が促進される。結果として得られるデータは、デバイス設計の最
適化や効率的な生産展開の基礎になる。
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図1　ポンプパワー
の変化、前方および
後 方 ASE パ ワ ー、
920nmで励起した
Yb添加ファイバにお
ける励起状態占有率
が示されている。シ
ミュレーションは、
RP Fiber Powerソ
フトウエアで行った。



方位あたり1つの導波モードのみをサ
ポートしている。あるカットオフ波長
以下で、さらに高次モードがサポート
されている。カットオフ波長を計測す
る最も簡単な方法は、白色光を入力に
使用したときに伝送されたスペクトラ
ム強度を計測することだ。カットオフ
以下では、伝送されたパワーは高くな
るが、これはモードが多くなってキャ
プチャする光も多くなるためだ。
　チューナブルレーザ光源では、カッ
トオフはもっと正確に見える。シングル
モードの領域では、伝送された光の空
間プロファイルは非常に滑らかだ。カ
ットオフ波長以下では、プロファイル
は非対称になり、強い波長依存性が出
る。これはモード間干渉の効果である。
 
モードとコアサイズ、ファイバNA
　シングルモード光ファイバのアプリ
ケーションでは通常、コアサイズより
も導波モードのサイズの方の関係が強
い。滑らかなプロファイルではコアサ
イズが明確に定義されていない。導波
モードは、正確な直接計測には小さす
ぎるが、ファイバ内の光のビーム広が
りを計測するだけでよい（図2）。一般
的には、近似ガウシアンビームを推定
すればよい。その発散半角はλ/（π
w0）と定義されている。ここでは、λ
は媒体内の波長、w0はビームウエスト
でのビーム半径。例えば、1550nmで
モード半径5μmでは、発散半角は約

0.1 radまたは5.7°になる。5㎝の距離
では、そのモードはすでに半径5mm
に広がっている。
　開口数（NA）は、シングルモードフ
ァイバではあまり関係ない。ユーザが、
滑らかな屈折率プロファイルを持つフ
ァイバでNAがどのように定義される
かについて知識を持ち合わせていない
場合、NAは無駄でさえある。

マルチモードファイバ
　マルチモードファイバは特性を明ら
かにするのはもっと難しい。1つには、
入力光が常に複数のモードを活性化す
るからだ。パワーの分布は、入力条件
に依存する。
　コアの大きなステップインデックス
ファイバは、そのコアサイズやNAは
通常、製造の段階からよく分かってい
る。NAは、プリフォームで計測され
たコアとクラッドの屈折率から非常に
簡単に求められる。コア半径とNAか
ら、モード数と群屈折率の範囲のよう
な、関連するモード特性を計算するこ
とができる。
　勾配屈折率（GI）ファイバでは、も
っと努力が必要になる。屈折率プロフ
ァイルは、プリフォームで計測しファ
イバのサイズに変換することができる
ので役に立つ。これによってモード特
性の数値的計算ができる。伝搬損失は
一般にモードに依存する。しかし、モ
ード依存損失の計測は難しい。
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図2　シングルモードファイバへの効率的入力に必要なレーザの正確なスポットサイズを決めるの
は難しいが、ファイバからある程度離れた位置でのビーム半径を計測することでファイバ内の光の
広がりが分かる。



波長分散
　アプリケーションによっては、特にシ
ングルモードファイバの場合、波長分散
が大きな関心事になっている。相対的
に直接的な測定はパルス遅延技術だ。
この方法では、群遅延差を得るために
中心波長が違う超短パルスの時間遅延
を計測する。同様の方法は位相シフト
法で、ここでは強度変調の時間遅延を
計測する。しかし、通常はそのような
計測は波長範囲が狭い場合に限られる。
　広い波長域で最も便利な波長分散測
定は、白色干渉計法である。測定対象
のファイバ（シングルモードファイバ）は、
マイケルソン干渉計の片側アームに組
込み、白色光源を用いる。アーム長の
違いをスキャンしながら、簡単なフォ
トダイオードで出力パワーを記録する。
干渉計で長さの変化を正確にモニタす
る。フーリエ変換を用いて、光源の波
長域全体で波長分散を知ることができ
る。スペクトル分解能は、計測ノイズ
によって制限される。したがって、ス
ーパールミネセントダイオード（SLD/
SLED）のような高輝度光源を用いるな
ら、分解能は高くなる。改善法（スペク
トル干渉法）は、単純なディテクタの代
わりに分光計を用いるので、アーム長
のスキャニングは不要となる。

遷移断面積
　希土類添加ファイバのポンプ吸収は、
添加プロファイル、モードサイズ、波長
依存吸収断面に依存する。ファイバレ
ーザや増幅器では、全吸収dB/mだけが、
関係するパラメータではない。吸収だけ
では飽和効果が計算できないからだ。
また、吸収断面積、コア重複係数、あ
るいは少なくとも両者の結果が必要に
なる。その結果が、光領域でレーザ活
性イオンとの相互作用の強さを決める
からだ。一例として、ジャーマノケイ酸

塩ガラスにおけるイットリビウム（Yb3+）
の吸収と発光断面積を示した（図3）（1）。
　多くの場合、吸収は簡単に計測し、
オーバーラップは推定できるが、ドー
パント（添加物）濃度は分からない。フ
ァイバの小さなコアでの計測は簡単で
はないので、プリフォームで計測する
方が現実的だ。もう1つの可能性は、
均一ドープのサンプルを作ることだ。
それを化学分析すれば、ドーピング濃
度が分かる。また、計測された吸収か
らレーザ活性イオンの吸収断面積が得
られる。すると、ファイバの伝送スペ
クトルから有効ドーピング濃度を計算
する目的では、その断面積はファイバ
でも本質的に同じであると見なしてい
いだろう。
　もっと複雑なレーザ活性イオンの場
合、複数の準安定レベルが関わってい
ることもあり、励起状態吸収の断面積
を知る必要がある。これらの計測は、
基底状態吸収断面積の計測よりも難し
い。と言うのは、イオンはある高い準
位に励起しておかねばならず、通常そ
の準位のイオンの割合は分かっていな
いからだ。幸いにも、この測定上の問
題を解決できる変調技術がある。
　ファイバの側面から取り出した蛍光
スペクトルを計測することで発光断面
積曲線の形状が得られる（発光断面積
から蛍光強度μW/nmへの変換でλ-5を

考慮）。例えば、相補性原理を用いて
絶対スケールとしてもよい。

励起寿命
　もう1つの関連数値は、上のレーザ
準位（および準安定レベル）の励起寿命
だ。長寿命状態では、連続波レーザビ
ームを高速回転するチョッパーで変調
しながら、ファイバ側面のディテクタ
でレーザ活性イオンの蛍光をモニタす
るだけで十分である。短寿命レベルで
はパルスポンプレーザの使用が適して
いる（図4）。留意すべき点は、蛍光減
衰は必ずしも指数関数的ではないこと
だ。最初は、イオン同士の相互作用が
起きると減衰は比較的速い。強励起で
計測し、減衰曲線の高強度部分のみを
使用すると寿命は短くなる。
　一般的に言って、計測した寿命と、
発光断面積から計算した放射寿命との
比較が望ましい。計測した寿命が短い
のは寄生減衰過程に起因する可能性が
あり、それに対して長い計測寿命は結
果の不一致を示唆している。

ダブルクラッドファイバ
　ダブルクラッドファイバでは、さら
に厄介な問題が生ずる。この場合、ポ
ンプ光は内部クラッドに注入され、よ
って、希土類添加コアとのオーバーラ
ップが減少する。結果的にポンプ吸収
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図3　ゲルマノケイ酸塩ガ
ラスにおけるイットリビウ
ム（Yb3+）の吸収と発光
断面積。



は減少する、理由はオーバーラップが
限られていること、モード依存性が強
いことにある。
　したがって、これは単純な波長依存
吸収係数では特性が決まらない。ただ
し、例外として、D形状または8角形
の内部クラッドなど、適切なファイバ設
計の結果、強いモード混合が得られる
場合がある。

特性評価の改善が必要
　残念なことに、多くの市販光ファイ
バは基本的な構成要素についての適切
な仕様が示されていない。特に分光分
析データがない。必要なノウハウは瑣
末ではないが、必ずしも社内で利用で
きるようにはなっていない。共通の励起
波長と信号波長といった1波長、2波
長でのファイバの吸収が仕様化されて
いることは一般的であるが、断面積デ
ータは提供されていないことが多い。
メーカーによっては、少なくとも最も
一般的なファイバについては、そのデ
ータを提供しているところもある。
　一般に使われているYb添加ファイバ
では、化学的コア組成は、図3で示し

たデータとほとんど違わない。すると、
吸収係数のあるものが添加濃度決定に
寄与することになる。極めて正確なモ
デリング結果を得るにあたっても、す
でにこれだけで十分かも知れない。エ
ルビウム（Er）添加ファイバでは、状況
はもっと厳しい。と言うのは、化学組
成がもっと多様だからだ。留意を要す
る点は、製造条件が安定的でない場合、
製造のたびにファイバデータが大きく変
わることだ。すると、デバイスのパフ
ォーマンスも一定でないことがある。
　光ファイバのデータで入手できるもの
が非常に限られていることに衝撃を受
けることがよくある。例えば、エレク
トロニクスのチップメーカーが、普通の
アクティブあるいはパッシブアプリケー
ションでチップの正確な動作の特定を
顧客任せにすることなどはおよそ考え
られない。特殊ファイバ技術は、比較
的少量が販売される分野であり、メー
カーはファイバの特性評価に巨額投資
をためらうことが多々ある。ファイバデ
バイスの開発促進のために、ユーザよ
りもメーカーが、これらのデータ計測を
行うなら、その方が効率的である。
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図4　エルビウムイオン蛍
光強度の時間的変化が、
ナノ秒励起パルスによる励
起で示されている。
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