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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外半径ｒ１および外側クラッドに対する最大屈折率差Ｄｎ１を有する中心コアと、
　前記中心コアと前記外側クラッドとの間に位置する第１中間クラッドであって、外半径
ｒ２および前記外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ２を有する第１中間クラッドと、
　前記第１中間クラッドと前記外側クラッドとの間に位置する埋め込み溝であって、外半
径ｒ３、幅ｗ３、および前記外側クラッドに対する負の屈折率差Ｄｎ３を有する埋め込み
溝と、
　を備え、
　前記中心コアの外半径ｒ１は、約２．５ミクロンから３．５ミクロンであり、
　前記中心コアの外半径ｒ１に対する前記第１中間クラッドの外半径ｒ２の比ｒ２：ｒ１

は、約４．５から７．５であり、
　前記埋め込み溝の幅ｗ３は、約０．５ミクロンから３ミクロンであり、
　前記埋め込み溝の外半径ｒ３は、１９ミクロン未満であり、
　前記中心コアの最大屈折率差Ｄｎ１は、約６×１０－３から９×１０－３であり、
　前記第１中間クラッドの屈折率差Ｄｎ２は、約－１×１０－３から１×１０－３であり
、
　前記埋め込み溝の屈折率差Ｄｎ３は、約－１３×１０－３から－３×１０－３である、
　ノンゼロ分散シフト光ファイバであって、
　当該光ファイバは、１６２５ｎｍの波長において、３０ｍｍの曲率半径に対し、０．５
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ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示し、
　当該光ファイバの２２ｍケーブルカットオフ波長（２２ｍ－λｃｃ）は約１１５０ｎｍ
またはそれ未満であり、
　当該光ファイバの実効２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ－λｃｅｆｆ）は約１１５０
ｎｍまたはそれ未満である、
　ことを特徴とするノンゼロ分散シフト光ファイバ。
【請求項２】
　当該光ファイバは、１６２５ｎｍの波長において、３０ｍｍの曲率半径に対し、０．５
ｄＢ／１００巻き未満、好ましくは０．１ｄＢ／１００巻き未満、さらに好ましくは０．
０５ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示すことを特徴とする請求項１に記載のノンゼロ
分散シフト光ファイバ。
【請求項３】
　当該光ファイバは、１５５０ｎｍの波長において、３０ｍｍの曲率半径に対し、０．０
１ｄＢ／１００巻き未満、好ましくは０．００５ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示す
ことを特徴とする請求項１または２に記載のノンゼロ分散シフト光ファイバ。
【請求項４】
　当該光ファイバは、１５５０ｎｍの波長において、２５ｍｍの曲率半径に対し、０．５
ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示すことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記
載のノンゼロ分散シフト光ファイバ。
【請求項５】
　１５５０ｎｍの波長において、当該光ファイバの実効面積は約５５μｍ２以上であるこ
とを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載のノンゼロ分散シフト光ファイバ。
【請求項６】
　当該光ファイバは、１５５０ｎｍの波長において、約３ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）から１４
ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）、好ましくは４ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）から１２ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ
）の波長分散を示すことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載のノンゼロ分散シ
フト光ファイバ。
【請求項７】
　当該光ファイバは、１５５０ｎｍの波長において、約０．０６０ｐｓ／（ｎｍ２・ｋｍ
）またはそれ未満の波長分散勾配を示すことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記
載のノンゼロ分散シフト光ファイバ。
【請求項８】
　前記中心コアは、ステップ型屈折率プロファイルを有することを特徴とする請求項１か
ら７のいずれかに記載のノンゼロ分散シフト光ファイバ。
【請求項９】
　外半径ｒ１および外側クラッドに対する最大屈折率差Ｄｎ１を有する中心コアと、
　前記中心コアと前記外側クラッドとの間に位置する第１中間クラッドであって、外半径
ｒ２および前記外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ２を有する第１中間クラッドと、
　前記第１中間クラッドと前記外側クラッドとの間に位置する埋め込み溝であって、外半
径ｒ３、幅ｗ３、および前記外側クラッドに対する負の屈折率差Ｄｎ３を有する埋め込み
溝と、
　前記埋め込み溝と前記外側クラッドとの間に位置する第２中間クラッドであって、外半
径ｒ４および前記外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ４を有する第２中間クラッドと、
　を備え、
　前記中心コアの外半径ｒ１は、約２．５ミクロンから３．５ミクロンであり、
　前記中心コアの外半径ｒ１に対する前記第１中間クラッドの外半径ｒ２の比ｒ２：ｒ１

は、約４．５から７．５であり、
　前記埋め込み溝の幅ｗ３は、約０．５ミクロンから３ミクロンであり、
　前記埋め込み溝の外半径ｒ３は、１９ミクロン未満であり、
　前記第２中間クラッドの外半径ｒ４は、約４１ミクロンまたはそれ未満、好ましくは約
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３７ミクロンまたはそれ未満であり、
　前記第２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４は、約－９×１０－３から－６×１０－３であ
り、
　前記中心コアの最大屈折率差Ｄｎ１と前記第２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４との差分
Ｄｎ１－Ｄｎ４は、約６×１０－３から９×１０－３であり、
　前記第１中間クラッドの屈折率差Ｄｎ２と前記第２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４との
差分Ｄｎ２－Ｄｎ４は、約－１×１０－３から１×１０－３であり、
　前記埋め込み溝の屈折率差Ｄｎ３と前記第２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４との差分Ｄ
ｎ３－Ｄｎ４は、約－１３×１０－３から－３×１０－３である、
　ノンゼロ分散シフト光ファイバであって、
　当該光ファイバは、１６２５ｎｍの波長において、３０ｍｍの曲率半径に対し、０．５
ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示し、
　当該光ファイバの２２ｍケーブルカットオフ波長（２２ｍ－λｃｃ）は約１１５０ｎｍ
またはそれ未満であり、
　当該光ファイバの実効２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ－λｃｅｆｆ）は約１１５０
ｎｍまたはそれ未満である、
　ことを特徴とするノンゼロ分散シフト光ファイバ。
【請求項１０】
　前記中心コアは、基本的に純シリカで構成されることを特徴とする請求項９に記載のノ
ンゼロ分散シフト光ファイバ。
【請求項１１】
　１５５０ｎｍの波長において、当該光ファイバは、約０．１９０ｄＢ／ｋｍまたはそれ
未満、好ましくは約０．１８０ｄＢ／ｋｍまたはそれ未満の減衰を示すことを特徴とする
請求項９または１０に記載のノンゼロ分散シフト光ファイバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイバ伝送の分野に関し、より具体的には低い曲げ損失と短いカットオ
フ波長を示すノンゼロ分散シフト光ファイバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ファイバ（すなわち、通常は１つまたは複数の被覆層により囲われたガラスファイバ
）は、従来、光信号を伝送および／または増幅する光ファイバコアと、光信号をコア内に
閉じこめる光クラッドとを含んでいる。従って、従って、コアの屈折率ｎｃは、通常、光
クラッドの屈折率ｎｇよりも大きい（すなわち、ｎｃ＞ｎｇ）。
【０００３】
　光ファイバにおいては、屈折率のプロファイルは、通常、屈折率と光ファイバの半径と
を関連付ける関数のグラフによって分類される。従来、光ファイバの中心に対する距離が
ｘ軸に示され、（半径ｒにおける）屈折率と、光ファイバの外側のクラッド（例えば、外
側光クラッド）の屈折率との差がｙ軸に示される。屈折率のプロファイルは、それぞれ図
としてステップ、台形、アルファ、または三角形の形状を有する、「ステップ」プロファ
イル、「台形（trapezoidal）」プロファイル、「アルファ」プロファイル、または「三
角形」プロファイルと称される。これらの曲線は、一般的に、光ファイバの理論的な又は
設定されたプロファイルを表すものである。しかしながら、光ファイバの製造における制
限のために、実際のプロファイルは僅かに異なるものとなる可能性がある。
【０００４】
　一般的に言えば、光ファイバには２つの主なカテゴリーが存在する。マルチモードファ
イバとシングルモードファイバである。マルチモード光ファイバでは、所与の波長に対し
て様々な光モードが光ファイバを同時に伝搬する。シングルモード光ファイバでは、ファ
イバコアに誘導された基本モードＬＰ０１の信号が伝搬するが、高次のモード（例えば、
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ＬＰ１１モード）は強く減衰する。
【０００５】
　従来、いわゆる「標準」シングルモードファイバ（ＳＳＭＦ）が地上の伝送システムに
用いられている。異なる製造業者の光システム間の互換性を促進するために、国際電気通
信連合（ＩＴＵ）は、標準光伝送ファイバ（すなわち、標準シングルモードファイバＳＳ
ＭＦ）が適合すべき標準的基準ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．６５２を規定した。ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．６
５２勧告は、いくつかの属性を含む（すなわち、Ａ，Ｂ，Ｃ，およびＤ）。
【０００６】
　通常、ＳＳＭＦは、ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．６５２勧告などの特定の電気通信の標準規格に適
合している。従来、ＳＳＭＦは、以下の特性を示す：（１）１５５０ｎｍの波長において
、約０．１９０ｄＢ／ｋｍの減衰、（２）１５５０ｎｍの波長において、約８０μｍ２の
実効面積、（３）１２６０ｎｍ未満の２２ｍケーブルカットオフ波長、（４）約１７ｐｓ
／（ｎｍ・ｋｍ）の正の波長分散、（５）１５５０ｎｍの波長において、０．０５８ｐｓ
／（ｎｍ２・ｋｍ）の正の分散勾配。
【０００７】
　波長分割多重（ＷＤＭ）方式においては、シングルモードノンゼロ分散シフトファイバ
（ＮＺＤＳＦ）もまた用いられる。ＮＺＤＳＦは、１５５０ｎｍの波長においてＳＳＭＦ
の波長分散未満の波長分散を示す。使用される波長（例えば、約１５５０ｎｍ）に対して
正のノンゼロ波長分を示す分散シフトファイバは、一般にＮＺＤＳＦ＋と呼ばれる。１５
５０ｎｍの波長において、ＮＺＤＳＦ＋は一般に約３ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）から１４ｐｓ
／（ｎｍ・ｋｍ）の波長分散と、０．１ｐｓ／（ｎｍ２・ｋｍ）未満の波長分散勾配を示
す。ＮＺＤＳＦ＋は、一般に、ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．６５５およびＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．６５６勧
告などの特定の電気通信の標準規格に適合している。
【０００８】
　従来、ＮＺＤＳＦは、トリプルクラッド構造（すなわち、トリプルクラッドＮＺＤＳＦ
）を有する。ＮＺＤＳＦの一例は、（１）外側クラッド（例えば、外側光クラッド）に対
して屈折率差を有する中心コア、（２）外側クラッドに対して屈折率差を有する第１内側
クラッド（例えば、中間クラッド）、および（３）外側クラッドに対して正の屈折率差を
有する第２内側クラッド（例えば、リング）を含む。中心コア、中間クラッド、およびリ
ングにおける屈折率は、それらの全幅にわたって実質的に一定である。従来、ｅＬＥＡＦ
ファイバ、ＴｒｕｅＷａｖｅＲＳファイバ、ドラカコミュニケーションズのＴｅｒａＬｉ
ｇｈｔファイバなどが市販されている。
【０００９】
　ＮＺＤＳＦは、同軸（コアキシャル）の屈折率プロファイル（すなわち、同軸ＮＺＤＳ
Ｆ）を有してよい。同軸の屈折率プロファイルを有するＮＺＤＳＦの中心コアは、２つの
ゾーンを含む。第１ゾーンは、中心コアの中心に位置しており、その外側クラッドに対す
る屈折率差は、第２ゾーンのそれ未満である。第２ゾーンは、外側クラッドに対して正の
屈折率差を有する。外側クラッドに対する第１ゾーンの屈折率差は、正、負、またはゼロ
であってもよい。
【００１０】
　ＮＺＤＳＦはまた、中心コア、内側クラッド、および埋め込み溝（buried trench）（
すなわち、外側クラッドに対して負の屈折率差を有するクラッド層）を含んでもよい。一
般に、この種のプロファイルは、製造が容易となる。加えて、おおよそ同等の光学特性に
対して、この種のＮＺＤＳＦの中心コアの屈折率差は、トリプルクラッドＮＺＤＳＦの中
心コアの屈折率差未満である。その結果、この種のＮＺＤＳＦを得るのに要する中心コア
のドーピングは少なくなる。これは、信号減衰、特にレイリー拡散により引き起こされる
減衰損失を低下させる。
【００１１】
　使用の際に、光ファイバは曲げを受けやすい。光ファイバの曲げは、光ファイバにより
伝搬される信号を減衰させる。一般に、光ファイバの曲げ損失を最小限に抑えることによ
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り、伝搬される信号の品質が向上する。
【００１２】
　光ファイバは、シングルモード伝送を得るために、伝送信号の高次モードが（すなわち
、基本モードに対して）十分に減衰するように設計される。高次モードを減衰させる光フ
ァイバの能力は、伝送信号の波長に応じて変化する。いわゆる「カットオフ波長」は、伝
送がシングルモードとなるほど十分に高次モードが減衰する波長である。カットオフ波長
は、その波長の関数として、信号のシングルモード伝送を特徴付ける。
【００１３】
　一般的に言って、ある光学特性を向上させると、他の光学特性に有害な影響を与え、光
ファイバの他のファイバとの互換性を低下させる可能性がある。従って、光ファイバ間の
適切な互換性を維持しながら、ある光学特性を向上させることが一般的に望ましい。
【００１４】
　Ｓ．マツオ（S.Matsuo）等著，「広実効面積および低分散勾配を備える新たな中間分散
ファイバ（New Medium-Dispersion Fiber with Large Effective Area and Low Dispersi
on Slope）」，光ファイバ通信会議および展示会２００２，ＯＦＣ２００２（Optical Fi
ber Communication Conference and Exhibit 2002, OFC 2002）, Vol., Issue, ２００２
年３月１７－２２日，ｐ．３２９－３３０は、同軸ＮＺＤＳＦについて説明している。開
示された光ファイバのカットオフ波長は、全ての商用アプリケーションには適していない
。さらに、光ファイバの中心コアは、１３×１０－３より大きな屈折率差を有するゾーン
を含んでいる。このような高い屈折率差は、１５５０ｎｍの波長において大きな減衰を生
じさせる可能性がある。例えば０．２１ｄＢ／ｋｍ（例えば０．２２ｄＢ／ｋｍまたはそ
れ以上）より大きな減衰である。
【００１５】
　欧州特許第０，９９２，８１７号明細書およびそのカウンターパートである米国特許第
６，４５９，８３９号明細書は、低曲げ損失を有するトリプルクラッドＮＺＤＳＦについ
て説明している。それでもなお、開示された光ファイバのカットオフ波長は全ての商用ア
プリケーションには適していない。さらに、同程度の光学特性に対して、この光ファイバ
の中心コアは、約１３．７×１０－３の屈折率差を有する。これは、埋め込み溝を含む光
ファイバよりも大きい。従って開示された光ファイバは、１５５０ｎｍの波長において、
０．２０ｄＢ／ｋｍよりも大きい、またはさらに０．２１ｄＢ／ｋｍよりも大きい減衰を
示す。これらの減衰値は、埋め込み溝を含む光ファイバよりも大きい。加えて、開示され
たトリプルクラッドＮＺＤＳＦは、埋め込み溝を含む光ファイバよりも製造が難しい。な
ぜなら、トリプルクラッドＮＺＤＳＦのリングのパラメータはよりセンシティブであり、
効果的な埋め込み溝よりも小さな製造トレランスを要求するからである。
【００１６】
　欧州特許第１，４７７，８３１号明細書およびそのカウンターパートである米国特許第
６，９０４，２１８号明細書は、ＳＳＭＦの光学特性を改善するために埋め込み溝を使用
することを説明している。同じように、欧州特許第１，９７８，３８３号明細書および米
国特許出願公開第２００５／０２４４１２０号明細書は、ＳＳＭＦの光学特性を改善する
ために埋め込み溝を使用することを説明している。それでもなお、これらの文献は、改善
された曲げ損失と適切なカットオフ波長を備えるＮＺＤＳＦを開示していない。米国特許
第４，８５２，９６８号明細書は、波長分散および波長分散勾配の値を低減するために、
中心コア近傍に位置する埋め込み溝を使用すること説明している。それでもなお、開示さ
れた光ファイバは、中心コア半径に対する内側溝半径の比は１．５から３．５であり、こ
れは（１）３０ｍｍの半径に対して大きな曲げ損失値と、（２）１５５０ｎｍの波長にお
いて、５５μｍ２未満の実効面積とを生じさせる可能性がある。
【００１７】
　国際公開第ＷＯ２００８／１０６０３３号およびそのカウンターパートである米国特許
第７，６０３，０１５号明細書は、埋め込み溝を含むＮＺＤＳＦを示している。それでも
なお、中心コアの屈折率差は小さすぎるし、中心コアの半径は大きすぎる。中心コア特性
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は、大きな曲率半径（例えば、２５ｍｍ以上）において過度の曲げ損失を生じさせる。開
示されたＮＺＤＳＦは、１５５０ｎｍの波長において、０．０６０ｐｓ／（ｎｍ２・ｋｍ
）より大きな波長分散勾配を有する。例えば、本発明者が計算したところ、１６２５ｎｍ
の波長と３０ｍｍの曲率半径において、このＮＺＤＳＦは、１０ｄＢ／１００巻きより大
きな曲げ損失を示す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　それ故、他の光ファイバとの適切な互換性を維持しつつ、大きな曲率半径に対する低い
曲げ損失と、改善されたシングルモード伝送を示すＮＺＤＳＦが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　従って、一態様において本発明は、中心コアと、内側クラッドと、外側クラッド（例え
ば、外側光クラッド）とを含むノンゼロ分散シフト光ファイバを包含する。中心コアは、
外半径ｒ１および外側クラッドに対する最大屈折率差Ｄｎ１を有する。
【００２０】
　ある実施形態において、本発明は、
　外半径ｒ１および外側クラッドに対する最大屈折率差Ｄｎ１を有する中心コアと、
　中心コアと外側クラッドとの間に位置する第１中間クラッドであって、外半径ｒ２およ
び外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ２を有する第１中間クラッドと、
　第１中間クラッドと外側クラッドとの間に位置する埋め込み溝であって、外半径ｒ３、
幅ｗ３、および外側クラッドに対する負の屈折率差Ｄｎ３を有する埋め込み溝と、
　を備えるノンゼロ分散シフト光ファイバであって、
　当該光ファイバは、１６２５ｎｍの波長において、３０ｍｍの曲率半径に対し、０．５
ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示し、
　当該光ファイバの２２ｍケーブルカットオフ波長（２２ｍ－λｃｃ）は約１１５０ｎｍ
またはそれ未満であり、
　当該光ファイバの実効２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ－λｃｅｆｆ）は約１１５０
ｎｍまたはそれ未満である、ノンゼロ分散シフト光ファイバに関する。
【００２１】
　ある実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、中間クラッドおよび埋め込
み溝を含む。典型的には、中間クラッドは、中心コアと埋め込み溝との間に位置する（例
えば、中心コアを直接に囲っている）。ある実施形態において、埋め込み溝は、中間クラ
ッドを直接に囲んでいる。中間クラッドは、外半径ｒ２および外側クラッドに対する屈折
率差Ｄｎ２を有する。埋め込み溝は、外半径ｒ３、幅ｗ３、および外側クラッドに対する
負の屈折率差Ｄｎ３を有する。
【００２２】
　別の実施形態において、当該光ファイバは、１６２５ｎｍの波長において、３０ｍｍの
曲率半径に対し、約０．５ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示す。
【００２３】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバは、１６２５ｎｍの波長において、３０
ｍｍの曲率半径に対し、約０．１ｄＢ／１００巻き未満（例えば、０．０５ｄＢ／１００
巻き未満）の曲げ損失を示す。
【００２４】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバは、１５５０ｎｍの波長において、３０
ｍｍの曲率半径に対し、約０．０１ｄＢ／１００巻き未満（例えば、０．００５ｄＢ／１
００巻き未満）の曲げ損失を示す。
【００２５】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバは、１５５０ｎｍの波長において、２５
ｍｍの曲率半径に対し、約０．５ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示す。
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【００２６】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバは、１１５０ｎｍ未満の２２ｍケーブル
カットオフ波長（２２ｍ－λｃｃ）を有する。
【００２７】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバは、１１５０ｎｍ未満の実効２ｍファイ
バカットオフ波長（２ｍ－λｃｅｆｆ）を有する。
【００２８】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバは、１５５０ｎｍの波長において、約０
．０６０ｐｓ／（ｎｍ２・ｋｍ）またはそれ未満の波長分散勾配を有する。
【００２９】
　さらに別の実施形態において、１５５０ｎｍの波長において、当該光ファイバの実効面
積は少なくとも約５５μｍ２である。
【００３０】
　さらに別の実施形態において、中心コアは、ステップ型屈折率プロファイルを有する。
【００３１】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバは、１５５０ｎｍの波長において、約３
ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）から１４ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）（例えば、約４ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ
）から１２ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ））の波長分散を示す。
【００３２】
　さらに別の実施形態において、中心コアの外半径ｒ１は、約２．５ミクロンから３．５
ミクロンである。
【００３３】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは外半径ｒ２を有する中
間クラッドを含み、中心コアの外半径ｒ１に対する中間クラッドの外半径ｒ２の比（すな
わち、ｒ２：ｒ１）は、約４．５から７．５（例えば、約５．５から６．５）である。
【００３４】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、約０．５ミクロンか
ら３ミクロンの幅ｗ３を有する埋め込み溝を含む。
【００３５】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、約１９ミクロンまた
はそれ未満の外半径ｒ３を有する埋め込み溝を含む。
【００３６】
　さらに別の実施形態において、中心コアの最大屈折率差Ｄｎ１は、約６×１０－３から
９×１０－３である。
【００３７】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、約－１×１０－３か
ら１×１０－３の外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ２を有する中間クラッドを含む。
【００３８】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、約－１３×１０－３

から－３×１０－３の外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ３を有する埋め込み溝を含む。
【００３９】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、第１中間クラッドと
、埋め込み溝と、第２中間クラッドとを含む。典型的には、第１中間クラッドは、中心コ
アと埋め込み溝との間に位置する（例えば、中心コアを直接に囲っている）。埋め込み溝
は、典型的には、第１中間クラッドと第２中間クラッドとの間に位置している（例えば、
第１中間クラッドを直接に囲っている）。ある実施形態では、第２中間クラッドは、埋め
込み溝を直接に囲んでいる。第１中間クラッドは、外半径ｒ２および外側クラッドに対す
る屈折率差Ｄｎ２を有する。埋め込み溝は、外半径ｒ３、幅ｗ３、および外側クラッドに
対する負の屈折率差Ｄｎ３を有する。第２中間クラッドは、外半径ｒ４および外側クラッ
ドに対する屈折率差Ｄｎ４を有する。
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【００４０】
　言い換えると、ある実施形態において、本発明は、
　外半径ｒ１および外側クラッドに対する最大屈折率差Ｄｎ１を有する中心コアと、
　中心コアと外側クラッドとの間に位置する第１中間クラッドであって、外半径ｒ２およ
び外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ２を有する第１中間クラッドと、
　第１中間クラッドと外側クラッドとの間に位置する埋め込み溝であって、外半径ｒ３、
幅ｗ３、および外側クラッドに対する負の屈折率差Ｄｎ３を有する埋め込み溝と、
　埋め込み溝と外側クラッドとの間に位置する第２中間クラッドであって、外半径ｒ４お
よび外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ４を有する第２中間クラッドと、
　を備えるノンゼロ分散シフト光ファイバであって、
　当該光ファイバは、１６２５ｎｍの波長において、３０ｍｍの曲率半径に対し、０．５
ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示し、
　当該光ファイバの２２ｍケーブルカットオフ波長（２２ｍ－λｃｃ）は約１１５０ｎｍ
またはそれ未満であり、
　当該光ファイバの実効２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ－λｃｅｆｆ）は約１１５０
ｎｍまたはそれ未満である、ノンゼロ分散シフト光ファイバに関する。
【００４１】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、約－９×１０－３か
ら－６×１０－３の外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ４を有する第２中間クラッドを含
む。
【００４２】
　この実施形態において、中心コアは、基本的に純シリカで構成されてもよい。
【００４３】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、外側クラッドに対す
る屈折率差Ｄｎ４を有する第２中間クラッドを含み、中心コアの最大屈折率差Ｄｎ１と第
２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４との差分（すなわち、Ｄｎ１－Ｄｎ４）は、約６×１０
－３から９×１０－３である。
【００４４】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、（１）外側クラッド
に対する屈折率差Ｄｎ２を有する第１中間クラッドと、（２）外側クラッドに対する屈折
率差Ｄｎ４を有する第２中間クラッドとを含む。第１中間クラッドの屈折率差Ｄｎ２と第
２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４との差分（すなわち、Ｄｎ２－Ｄｎ４）は、典型的には
、約－１×１０－３から１×１０－３である。
【００４５】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、（１）外側クラッド
に対する屈折率差Ｄｎ３を有する埋め込み溝と、（２）外側クラッドに対する屈折率差Ｄ
ｎ４を有する第２中間クラッドとを含む。埋め込み溝の屈折率差Ｄｎ３と第２中間クラッ
ドの屈折率差Ｄｎ４との差分（すなわち、Ｄｎ３－Ｄｎ４）は、典型的には、約－１３×
１０－３から－３×１０－３である。
【００４６】
　さらに別の実施形態において、当該光ファイバの内側クラッドは、約４１ミクロンまた
はそれ未満（例えば、３７ミクロン未満）の外半径ｒ４を有する第２中間クラッドを含む
。
【００４７】
　さらに別の実施形態において、１５５０ｎｍの波長において、当該光ファイバは、約０
．１９０ｄＢ／ｋｍ未満（例えば、０．１８０ｄＢ／ｋｍまたはそれ未満）の減衰を示す
。
【００４８】
　別の実施形態において、本発明は、
　外半径ｒ１と、外側クラッドに対する約６×１０－３から９×１０－３の最大屈折率差
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Ｄｎ１とを有する中心コアと、
　中心コアと外側クラッドとの間に位置する第１中間クラッドであって、外半径ｒ２およ
び外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ２を有する第１中間クラッドと、
　第１中間クラッドと外側クラッドとの間に位置する埋め込み溝であって、外半径ｒ３、
幅ｗ３、および外側クラッドに対する負の屈折率差Ｄｎ３を有する埋め込み溝と、
　を備えるノンゼロ分散シフト光ファイバであって、
　当該光ファイバは、１６２５ｎｍの波長において、３０ｍｍの曲率半径に対し、０．５
ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示し、
　当該光ファイバの２２ｍケーブルカットオフ波長（２２ｍ－λｃｃ）は約１１５０ｎｍ
またはそれ未満であり、
　当該光ファイバの実効２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ－λｃｅｆｆ）は約１１５０
ｎｍまたはそれ未満である、ノンゼロ分散シフト光ファイバに関する。
【００４９】
　本発明の前述の概要および他の目的および／または利点、ならびにそれらが達成される
方法は、以下の詳細な説明およびそれに付随する図面の中でさらに説明される。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に係る光ファイバの実施例の設定プロファイルを概略的に示す図である。
【図２】本発明に係る光ファイバの別の実施例の設定プロファイルを概略的に示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　一形態において、本発明は、他の光ファイバとの適切な互換性を維持しつつ、大きな曲
率半径に対する低い曲げ損失と、改善されたシングルモード伝送とを示すノンゼロ分散シ
フト光ファイバ（ＮＺＤＳＦ）を包含する。そのために、本発明に係るＮＺＤＳＦは、典
型的に、大きな曲率半径に対する低い曲げ損失と、短いカットオフ波長とを示すが、一方
でその他の光学特性（例えば、分散値、実効面積、および減衰）を維持する。
【００５２】
　本発明に係る光ファイバの実施例は、ステップインデックス型の標準シングルモードフ
ァイバ（ＳＳＭＦ）未満の波長分散を有するＮＺＤＳＦである。１５５０ｎｍの波長にお
いて、本発明の光ファイバは、約１４ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）未満（例えば、約３ｐｓ／（
ｎｍ・ｋｍ）から１４ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ））の波長分散を有する。典型的には、本発明
の光ファイバは、正の波長分散を有する。
【００５３】
　光ファイバは、中心コアと、内側クラッドと、外側クラッド（例えば外側光クラッド）
とを含む。内側クラッドは、通常、中心コアと外側クラッドの間に位置している。
【００５４】
　図１および図２は、本発明に係る光ファイバの２つの実施形態の設定プロファイルを概
略的に示す。上述したように、製造された光ファイバは、通常、その設定プロファイル（
すなわち、理論上の屈折率プロファイル）から若干外れた屈折率プロファイルを有する。
【００５５】
　図１と図２の両方は、ステップ型屈折率プロファイルを有する中心コアを表している。
従って、中心コアの屈折率差は一定であり、中心コアの最大屈折率差Ｄｎ１に等しい。と
は言っても、中心コアは、台形、三角形、またはアルファプロファイル（すなわち、半径
方向位置の関数として変化する屈折率プロファイル）であってもよい。
【００５６】
　さらに、図１および図２の両方は、それぞれ外側クラッドに対して一定の屈折率差を有
する内側クラッド層を表している。しかしながら、本発明に係る光ファイバは、半径方向
位置の関数として変化する１つ以上の屈折率差を有してもよい（例えば、台形、三角形、
またはアルファプロファイル）。一定でない屈折率を有する内側クラッド層において、各
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屈折率差（例えば、埋め込み溝の屈折率差Ｄｎ３）は、内側クラッド層と外側クラッド層
との間の絶対値が最大の屈折率差を基準とする。
【００５７】
　一般的に言って、屈折率差は、下記の式を用いて百分率で表される。
【数１】

ここで、ｎ（ｒ）は、半径方向位置の関数としての相対屈折率であり、ｎcladdingは、外
側クラッドの屈折率である。当業者であれば、光ファイバの所定のセクションにわたって
屈折率が変化する（すなわち、半径方向位置の関数として屈折率が変化する）場合、また
は所定のセクションにわたって屈折率が一定である場合に、この式を使用できることが分
かるであろう。
【００５８】
　　当業者であれば、外側クラッドは通常、一定の屈折率を有することが分かるであろう
。とは言っても、外側クラッドが一定でない屈折率を有する場合、屈折率差は、外側クラ
ッドの最内部分（すなわち、中心コアに最も近く、光ファイバ内の光信号の伝搬に最も強
い影響を及ぼす外側クラッドの部分）に対して測定される。
【００５９】
　外側クラッドに対する一定の屈折率差は、以下の式を用いて百分率で表される。
【数２】

ここで、ｎは、相対屈折率（例えば、埋め込み溝の屈折率ｎ３）であり、ｎcladdingは、
外側クラッドの屈折率である。
【００６０】
　図１に示されるように、光ファイバの実施例は、外半径ｒ１と、外側クラッドに対する
最大屈折率差Ｄｎ１とを有する中心コアを含む。この光ファイバの内側クラッドは、外半
径ｒ２と外側クラッドに対する屈折率差Ｄｎ２とを有する中間クラッドを含む。図示され
るように、中間クラッドは、中心コアを直接に囲んでいる。また、光ファイバの内側クラ
ッドは、外半径ｒ３、幅ｗ３、および外側クラッドに対する負の屈折率差Ｄｎ３を有する
埋め込み溝を含む。
【００６１】
　１６２５ｎｍの波長において、３０ｍｍの曲率半径に対し、本発明に係る光ファイバは
、約０．５ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示す。さらに典型的には、１６２５ｎｍの
波長において、３０ｍｍの曲率半径に対し、本発明に係る光ファイバは、約０．１ｄＢ／
１００巻き又はそれ未満（例えば、約０．０５ｄＢ／１００巻きまたはそれ未満）の曲げ
損失を示す。
【００６２】
　本発明の光ファイバは、（１）１１５０ｎｍ未満の２２ｍケーブルカットオフ波長（２
２ｍ－λｃｃ）と、（２）１１５０ｎｍ未満の実効２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ－
λｃｅｆｆ）とを有する。２２ｍケーブルカットオフ波長（２２ｍ－λｃｃ）および実効
２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ－λｃｅｆｆ）は、本明細書においてさらに説明され
る。
【００６３】
　中心コアの外半径ｒ１は、典型的に、約２．５ミクロンから３．５ミクロンである。中
心コアのプロファイルは、低減された波長分散を促進する。また、中心コアにおける限ら
れた量のドーパントは、レイリー拡散による減衰損失の制御を促進する。
【００６４】
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　ある実施形態において、中心コアの外半径ｒ１に対する中間クラッドの外半径ｒ２の比
（すなわち、比ｒ２：ｒ１）は、４．５から７．６（例えば、５．０から７．０）である
。特定の理論に縛られることなく、本発明者は、比ｒ２：ｒ１を増加させることにより、
埋め込み溝が中心コアからさらに遠くに移動し、それにより埋め込み溝が基本モードの伝
搬を阻害するのが阻止されることを見いだした。また、比ｒ２：ｒ１を調整することによ
り、光ファイバの実効面積および波長分散の制御が促進される。
【００６５】
　埋め込み溝は、中間クラッドに直接に隣接してもよい（すなわち、埋め込み溝は中間ク
ラッドを直接に囲ってもよい）。典型的には、埋め込み溝の幅ｗ３は、約０．５ミクロン
から６ミクロンである。埋め込み溝の外半径ｒ３は、典型的には、約１９ミクロン未満で
ある。埋め込み溝の特性は、低減された曲げ損失の実現を促進する。また、埋め込み溝の
特性は、基本モード（例えば、ＬＰ１１およびＬＰ０２）より直接に大きい次数を有する
モードの損失を制御することにより、光ファイバのカットオフ波長の制御を促進する。
【００６６】
　外側クラッドは、典型的には光クラッドである。外側クラッドは、外半径ｒ５を有する
。本発明の光ファイバは、約５０ミクロンの外半径ｒ５を備える外側クラッドを含んでも
よい。そしえ、ガラスファイバ自体は、１００ミクロンの外半径を有する。その他の実施
形態において、外側クラッドは、６２．５ミクロンの外半径ｒ５を有し、ガラスファイバ
自体は、１２５ミクロンの外側クラッドを有する。
【００６７】
　中心コアおよび内側クラッド（例えば、中間クラッドおよび埋め込み溝）は、シリカチ
ューブの内面にて行われるＣＶＤ（Chemical Vapor deposition）法を用いて製造可能さ
れる。その際、外側クラッドは、シリカチューブおよびシリカチューブ上のガラス堆積（
例えば、オーバークラッド法またはスリーブ法による）により構成される。シリカチュー
ブおよび堆積物は、通常、天然シリカまたはドープシリカである。また、外側クラッドは
、ＶＡＤ（Vapor Axial Deposition）法やＯＶＤ（Outside vapor deposition）法などの
他の蒸着法により形成されてもよい。
【００６８】
　図１に従って、一実施例の光ファイバは、外側クラッドに対して約６×１０－３から９
×１０－３の最大屈折率差Ｄｎ１を有する中心コアを含む。中間クラッドは、外側クラッ
ドに対して約－１×１０－３から１×１０－３の屈折率差Ｄｎ２を有する。中間クラッド
は、例えば、外側クラッドに対して実質的にゼロに等しい屈折率差を有してよい（すなわ
ち、中間クラッドの屈折率は、おおよそ外側クラッドの屈折率に等しい）。埋め込み溝は
、外側クラッドに対して約－１３×１０－３から－３×１０－３の屈折率差Ｄｎ３を有す
る。中心コアは、その屈折率を外側クラッドの屈折率よりも上に上げるためにドープされ
てもよい。例えば、中心コアは、ゲルマニウムおよび／またはその他の適切なドーパント
でドープされてよい。ある実施形態において、外側クラッドは、フッ素および／または他
の適切なドーパントでドープされてよい。同じように、中間クラッドの屈折率差Ｄｎ２お
よび埋め込み溝の屈折率差Ｄｎ３は、適切なドーパントを用いて取得されてもよい。
【００６９】
　図１に従って、他の実施例の光ファイバは、中心コアと、内側クラッドと、光クラッド
として機能する外側クラッドとを含む。中心コアは、外半径ｒ１と、外側クラッドに対す
る正の最大屈折率差Ｄｎ１とを有する。内側クラッドは、中間クラッドおよび埋め込み溝
を含む。中間クラッドは、外半径ｒ２と、外側クラッドに対する正の最大屈折率差Ｄｎ２

とを有する。埋め込み溝は、外半径ｒ３、幅ｗ３、および外側クラッドに対する負の屈折
率差Ｄｎ３を有する。この実施形態において、埋め込み溝の屈折率差Ｄｎ３は、中間クラ
ッドの屈折率差未満である（すなわち、Ｄｎ３＜Ｄｎ２）。言い換えると、埋め込み溝は
、中間クラッドの屈折率差より小さい屈折率差を有する。
【００７０】
　上述したように図１に従って、１６２５ｎｍの波長において３０ｍｍの曲率半径に対し
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、本光ファイバは、約０．５ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示す。より典型的には、
１６２５ｎｍの波長において３０ｍｍの曲率半径に対し、本光ファイバは、約０．１ｄＢ
／１００巻きまたはそれ未満（例えば、約０．０５ｄＢ／１００巻きまたはそれ未満）の
曲げ損失を示す。本光ファイバは、（１）１１５０ｎｍ未満の２２ｍケーブルカットオフ
波長（２２ｍ－λｃｃ）と、（２）１１５０ｎｍ未満の実効２ｍファイバカットオフ波長
（２ｍ－λｃｅｆｆ）とを有する。
【００７１】
　実施形態において、光ファイバの内側クラッドは、中間クラッドおよび埋め込み溝のみ
を含んでもよい。この場合、中間クラッドは中心コアを直接に囲っており、埋め込み溝は
中間クラッドを直接に囲っており、光クラッドは埋め込み溝を直接に囲っている。
【００７２】
　図２に示されるように、本光ファイバの内側クラッドは、第１中間クラッドと、埋め込
み溝と、第２中間クラッドとを含む。第２中間クラッドは、外半径ｒ４と、外側クラッド
に対する屈折率差Ｄｎ４とを有する
【００７３】
　図２に従って、実施例の光ファイバの中心コアは、外側クラッドに対して実質的にゼロ
に等しい最大屈折率差Ｄｎ１を有する（すなわち、中心コアの屈折率は、おおよそ外側ク
ラッドの屈折率に等しい）。この場合、中心コアは、実質的にゼロに等しい屈折率差を得
るために、フッ素、ゲルマニウム、および／または他の適切なドーパントでドープされて
よい。例えば、中心コアおよび外側クラッドは、純シリカから形成されてよい。純シリカ
から形成された中心コアを備える光ファイバは、一般に、純シリカコアファイバ（ＰＳＣ
Ｆ）と呼ばれる。低コアドープの純シリカコアは、１５５０ｎｍの波長において、０．１
９０ｄＢ／ｋｍ未満（例えば、０．１８０ｄＢ／ｋｍ未満）の減衰値の光ファイバの実現
を容易にできる。低減衰は、長距離伝送のアプリケーションに特に有利である。
【００７４】
　ある実施形態において、中心コアの最大屈折率差Ｄｎ１と第２中間クラッドの屈折率差
Ｄｎ４との差分（すなわち、Ｄｎ１－Ｄｎ４）は、約６×１０－３から９×１０－３であ
る。この差分Ｄｎ１－Ｄｎ４は、適切なドーパントを用いて第２中間クラッドの屈折率を
低減することにより達成される。
【００７５】
　図２に示されるように、内側クラッドは、埋没している。すなわち、内側クラッドの屈
折率は、外側クラッドの屈折率より小さい。この場合、第１中間クラッド、埋め込み溝、
および第２中間クラッドはそれぞれ、外側クラッドの屈折率よりも小さい屈折率を有する
。内側クラッドの屈折率は、フッ素、ゲルマニウム、および／または他の適切なドーパン
トでドープすることにより、外側クラッドの屈折率未満に低減されてもよい。
【００７６】
　ある実施形態において、第１中間クラッドの屈折率差Ｄｎ２と第２中間クラッドの屈折
率差Ｄｎ４との差分（すなわち、Ｄｎ２－Ｄｎ４）は、約－１×１０－３から１×１０－

３である。埋め込み溝の屈折率差Ｄｎ３と第２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４との差分（
すなわち、Ｄｎ３－Ｄｎ４）は、約－１３×１０－３から－３×１０－３である。差分Ｄ
ｎ２－Ｄｎ４と差分Ｄｎ３－Ｄｎ４は、適切なドーピングにより第１中間クラッドおよび
埋め込み溝の屈折率をそれぞれ減少または増加させることにより達成されてよい。加えて
、差分Ｄｎ２－Ｄｎ４および差分Ｄｎ３－Ｄｎ４は、適切なドーピングにより第２中間ク
ラッドの屈折率を減少または増加させることにより達成されてよい。
【００７７】
　第２中間クラッドは、典型的には、外側クラッドに対して約－９×１０－３から－６×
１０－３の屈折率差Ｄｎ４を有する。
【００７８】
　第２中間クラッドは、約４１ミクロン未満（例えば、３７ミクロン未満）の外半径ｒ４

を有してよい。通常、第２中間クラッドの外半径を減少させることにより、光ファイバの
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内側クラッドのドーピングに関する製造コストが低減される。
【００７９】
　特定の理論に縛られることなく、本発明者は、外側クラッドの屈折率が中心コアの屈折
率とほぼ同じとき、外側クラッドを中心コアに近づけること（すなわち、中心コアの外半
径ｒ１と外側クラッドの内半径との差分を減らすこと）は、基本伝搬モードＬＰ０１の漏
れ損失を増大させることを見いだした。それでもなお、ある光ファイバでは、１５５０ｎ
ｍの波長において基本モードの漏れ損失を約０．０３０ｄＢ／ｋｍ未満（例えば、０．０
２０ｄＢ／ｋｍまたはそれ未満）に維持したまま、外側クラッドを中心コアに近づけて埋
め込み溝の外半径ｒ３を低減できる。実際に、本発明に係る光ファイバは、１５５０ｎｍ
の波長において、約０．０１０ｄＢ／ｋｍ未満（例えば、０．００５ｄＢ／ｋｍ未満）の
基本モードの漏れ損失を有する。
【００８０】
　図２に従って、もう一つの光ファイバは、中心コアと、内側クラッドと、光クラッドと
して機能する外側クラッドとを含む。内側クラッドは、典型的には、中心コアと外側クラ
ッドとの間に位置している。中心コアは、外半径ｒ１と、外側クラッドに対する最大屈折
率差Ｄｎ１とを有する。
【００８１】
　内側クラッドは、第１中間クラッドと、埋め込み溝と、第２中間クラッドとを含む。典
型的には、内側クラッドの埋め込み溝は、第１中間クラッドと第２中間クラッドの間に位
置している。第１中間クラッドは、外半径ｒ２と、外側クラッドに対する最大屈折率差Ｄ
ｎ２とを有する。埋め込み溝は、外半径ｒ３と、幅ｗ３と、外側クラッドに対する負の屈
折率差Ｄｎ３とを有する。この実施形態において、埋め込み溝の屈折率差Ｄｎ３は、中間
クラッドの屈折率差Ｄｎ２未満である（すなわち、Ｄｎ３＜Ｄｎ２）。言い換えると、埋
め込み溝は、中間クラッドの屈折率よりも小さい屈折率を有する。
【００８２】
　第２中間クラッドは、外半径ｒ４と、中心コアの最大屈折率差Ｄｎ１よりも小さい外側
クラッドに対する屈折率差Ｄｎ４とを有する。この実施形態において、埋め込み溝の屈折
率差Ｄｎ３は、第２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４未満である（すなわち、Ｄｎ３＜Ｄｎ

４）。言い換えると、埋め込み溝は、第２中間クラッドの屈折率よりも小さい屈折率を有
する。
【００８３】
　上述したように図２に従って、１６２５ｎｍの波長において３０ｍｍの曲率半径に対し
、本光ファイバは、約０．５ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失を示す。より典型的には、
１６２５ｎｍの波長において３０ｍｍの曲率半径に対し、本光ファイバは、約０．１ｄＢ
／１００巻きまたはそれ未満（例えば、約０．０５ｄＢ／１００巻きまたはそれ未満）の
曲げ損失を示す。本光ファイバは、（１）１１５０ｎｍ未満の２２ｍケーブルカットオフ
波長（２２ｍ－λｃｃ）と、（２）１１５０ｎｍ未満の実効２ｍファイバカットオフ波長
（２ｍ－λｃｅｆｆ）とを有する。
【００８４】
　実施形態において、光ファイバの内側クラッドは、第１中間クラッド、埋め込み溝、お
よび第２中間クラッドのみを含んでもよい。この場合、第１中間クラッドは中心コアを直
接に囲み、埋め込み溝は第１中間クラッドを直接に囲み、第２中間クラッドは埋め込み溝
を直接に囲み、外側クラッドは第２中間クラッドを直接に囲む。
【００８５】
　本発明の光ファイバは、低い曲げ損失と短いカットオフ波長とを示す。この点に関し、
１６２５ｎｍの波長において３０ｍｍの曲率半径に対し、光ファイバは約０．５ｄＢ／１
００巻き未満の曲げ損失を示す。より典型的には、１６２５ｎｍの波長において３０ｍｍ
の曲率半径に対し、光ファイバは約０．１ｄＢ／１００巻きまたはそれ未満（例えば、約
０．０５ｄＢ／１００巻きまたはそれ未満）の曲げ損失を示す。１５５０ｎｍの波長にお
いて３０ｍｍの曲率半径に対し、光ファイバは約０．０１ｄＢ／１００巻き（例えば、０
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．００５ｄＢ／１００巻きまたはそれ未満）の曲げ損失を示す。１５５０ｎｍの波長にお
いて２５ｍｍの曲率半径に対し、光ファイバは約０．５ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失
を示す。
【００８６】
　カットオフ波長の測定は、標準化の対象である。光ファイバのカットオフ波長は、カッ
トオフ波長が測定される光ファイバに沿った位置に応じて変化する可能性がある。２２ｍ
ケーブルカットオフ波長（２２ｍ－λｃｃ）は、通常、規格ＩＥＣ６０７９３－１－４４
において国際電気標準会議の小委員会８６Ａによって規定されるように、ファイバの２２
メートルにわたる伝搬の後に光信号がシングルモードである波長として測定される。実効
２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ－λｃｅｆｆ）は、通常、規格ＩＥＣ６０７９３－１
－４４において国際電気標準会議の小委員会８６Ａによって規定されるように、ファイバ
の２メートルにわたる伝搬の後に光信号がシングルモードである波長として測定される。
本光ファイバは、典型的に、（１）１１５０ｎｍ未満の２２ｍケーブルカットオフ波長（
２２ｍ－λｃｃ）と、（２）１１５０ｎｍ未満の実効２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ
－λｃｅｆｆ）とを有する。従って、本発明に係るＮＺＤＳＦは、典型的に、大きな曲率
半径に適応すると共に、改善されたシングルモード伝送を示す。
【００８７】
　加えて、本発明に係る光ファイバは、典型的に、他の光ファイバとの良好な互換性を可
能とする全ての光学パラメータに対して許容値を有する。特に、１５５０ｎｍの波長にお
いて、本光ファイバは、約３ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）から１４ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）（例え
ば、４ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）から１２ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ））の波長分散と、約０．０６
０ｐｓ／（ｎｍ２・ｋｍ）またはそれ未満の波長分散勾配を示す。ある実施形態では、１
５５０ｎｍの波長において、本光ファイバは、約０．０４５ｐｓ／（ｎｍ２・ｋｍ）また
はそれ以上の波長分散勾配を示す。１５５０ｎｍの波長において、光ファイバは、約５５
μｍ２またはそれ以上の実効面積を有する。より典型的には、１５５０ｎｍの波長におい
て、光ファイバは、約５８μｍ２またはそれ以上の実効面積を有する。典型的には、本光
ファイバの実効面積は、１５５０ｎｍの波長において、７０μｍ２未満である。
【００８８】
　下記の表は、比較例と本発明の光ファイバの実施例（例えば、理論実験例（prophetic 
example））の両方を提供することにより、本発明の特徴を示す。以下の説明を容易にす
るために、図１と類似の屈折率プロファイルを有する比較例と本発明の光ファイバの実施
例において、中間クラッドは第１中間クラッドとして見なされる。
【００８９】
　表１（下記）は、１１の光ファイバの実施例のインデックスプロファイルを示す。表１
の最初の列は、各プロファイルの参照記号を提供する。続く３つの列は、中心コアの外半
径ｒ１、第１中間クラッドの外半径ｒ２、および中間クラッドの外半径に対する中心コア
の外半径の比ｒ１：ｒ２を提供する。次の２つの列は、埋め込み溝の外半径ｒ３および幅
ｗ３を提供する。続く列は、当てはまる場合に第２中間クラッドの外半径ｒ４を提供し、
次の列は外側クラッドの外半径を示す。
【００９０】
　それ以降、表１は、６３３ｎｍの波長における外側クラッドに対する、中心コアの屈折
率差Ｄｎ１；第１中間クラッドの屈折率差Ｄｎ２；埋め込み溝の屈折率差Ｄｎ３；および
当てはまる場合に第２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４を提供する。完全を期すため、およ
び本明細書で用いられる屈折率差の意味をさらに示すために、最後の列は外側クラッドの
自身に対する屈折率差Ｄｎ５を提供しており、これはゼロに等しい。
【００９１】
　表１の値は、光ファイバの実施例の設定プロファイルに相当する。前述したように、製
造された光ファイバは、通常、それらの設定プロファイル（すなわち、理論上の屈折率プ
ロファイル）から若干外れた屈折率プロファイルを有する。
【００９２】
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【表１】

【００９３】
　光ファイバの実施例１－ｓｔｄ、２－ｓｔｄ、３－ｓｔｄ、４－ｓｔｄ、および５－ｓ
ｔｄは、第１中間クラッドおよび埋め込み溝を含む内側クラッドを有する本発明に係る光
ファイバである（例えば、図１に類似）。これらの実施例では、第２中間クラッドの外半
径ｒ４および第２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４は、提供されていない。これらの光ファ
イバの内側クラッドは、第２中間クラッドを含まないからである。
【００９４】
　光ファイバの実施例１－ＰＳＣ、２－ＰＳＣ、および３－ＰＳＣは、第１中間クラッド
、埋め込み溝、および第２中間クラッドを含む本発明に係る光ファイバである（例えば、
図２に類似）。これらの実施例では、中心コアの最大屈折率差Ｄｎ１はゼロである。加え
て、第２中間クラッドの屈折率差Ｄｎ４は約－９×１０－３から－６×１０－３であり、
第２中間クラッドの外半径ｒ４は４１ミクロン未満、あるいはさらに３７ミクロン未満（
例えば、１－ＰＳＣにおいて）である。
【００９５】
　光ファイバの実施例１ｂ－ｓｔｄ、１ｃ－ｓｔｄ、および１ｄ－ｓｔｄは、光ファイバ
１－ｓｔｄとの比較のために示された比較例の光ファイバである。
【００９６】
　表２は、表１の本発明に係るファイバと比較例のファイバの光学特性を示す。
【００９７】
　表２において、最初の列は、表１の参照記号を繰り返している。続く４つの列は、各フ
ァイバプロファイルごとに１５５０ｎｍの波長における、波長分散（Ｄ）；波長分散勾配
；実効面積Ａｅｆｆ；および基本モード漏れ損失Ｐｌｅａｋの値を提供する。次の２つの
列は、１５５０ｎｍの波長における１０ｍｍおよび３０ｍｍの曲率半径のそれぞれに対す
る、曲げ損失Ｐ１０ｍｍおよびＰ３０ｍｍを提供する。次の列は、１６２５ｎｍの波長に
おいて測定された３０ｍｍの曲率半径に対する、曲げ損失Ｐ３０ｍｍを提供する。最後の
列は、実効２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ－λｃｅｆｆ）と、２２ｍケーブルカット
オフ波長（２２ｍ－λｃｃ）とを提供する。
【００９８】
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【表２】

【００９９】
　３０ｍｍの曲率半径に対し、１６２５ｎｍの波長において、本発明の光ファイバは、０
．５ｄＢ／１００巻き未満、さらには０．１ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失Ｐ３０ｍｍ

を示す。実際に、３０ｍｍの曲率半径に対し、１６２５ｎｍの波長において、光ファイバ
１－ｓｔｄ、２－ｓｔｄ、３－ｓｔｄ、４－ｓｔｄ、および５－ｓｔｄは、０．０５ｄＢ
／１００巻き未満の曲げ損失Ｐ３０ｍｍを示す。
【０１００】
　３０ｍｍの曲率半径に対し、１５５０ｎｍの波長において、本発明の光ファイバは、０
．５ｄＢ／１００巻き未満、さらには０．０１ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失Ｐ３０ｍ

ｍを示す。実際に、３０ｍｍの曲率半径に対し、１５５０ｎｍの波長において、光ファイ
バ１－ｓｔｄ、２－ｓｔｄ、３－ｓｔｄ、４－ｓｔｄ、および５－ｓｔｄは、０．００５
ｄＢ／１００巻き未満の曲げ損失Ｐ３０ｍｍを示す。
【０１０１】
　本発明の光ファイバは、実効２ｍファイバカットオフ波長（２ｍ－λｃｅｆｆ）と、２
２ｍケーブルカットオフ波長（２２ｍ－λｃｃ）の両方が１１５０ｎｍより小さい。
【０１０２】
　加えて、１５５０ｎｍの波長において、本発明の光ファイバは、約５５μｍ２以上の実
効面積を有する。１５５０ｎｍの波長において、本発明の光ファイバはまた、（１）約３
ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）から１４ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）の波長分散値Ｄと、（２）０．０６
０ｐｓ／（ｎｍ２・ｋｍ）またはそれ未満の波長分散勾配を示す。
【０１０３】
　１５５０ｎｍの波長において、光ファイバ１－ＰＳＣ、２－ＰＳＣ、および３－ＰＳＣ
は、わずか４０ミクロンまたはそれ未満の外半径を有する第２中間クラッドを用いたまま
（表１参照）、０．０３ｄＢ／ｋｍ未満の基本モード漏れ損失Ｐｌｅａｋを示す。実施に
、光ファイバ３－ＰＳＣは、０．０１ｄＢ／ｋｍ未満の基本モード漏れ損失Ｐｌｅａｋを
示す。
【０１０４】
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　比較例の光ファイバ１ｂ－ｓｔｄ、１ｃ－ｓｔｄ、および１ｄ－ｓｔｄは、光ファイバ
１－ｓｔｄと類似しているが、いくつかの反射率プロファイル特性が変わっている。比較
例の光ファイバが光ファイバ１－ｓｔｄと比較して記載されると、本発明の光ファイバの
利点がさらに明らかになる。
【０１０５】
　比較例の光ファイバ１ｂ－ｓｔｄは、埋め込み溝が中心コアに近いという点で、光ファ
イバ１－ｓｔｄと異なる。比較例の光ファイバ１ｂ－ｓｔｄの比ｒ２：ｒ１は３．３であ
り、一方光ファイバ１－ｓｔｄの比ｒ２：ｒ１は５である。その結果、比較例の光ファイ
バ１ｂ－ｓｔｄの実効面積は、５５μｍ２未満に減少し、そして、１５５０ｎｍの波長に
おいて、波長分散勾配は０．０６ｐｓ／（ｎｍ２・ｋｍ）より大きく増大する。また、比
較例の光ファイバ１ｂ－ｓｔｄの波長分散Ｄは、光ファイバ１－ｓｔｄの波長分散Ｄより
も高い。
【０１０６】
　比較例の光ファイバ１ｃ－ｓｔｄは比較例の光ファイバ１ｂ－ｓｔｄに類似するが、比
較例の光ファイバ１ｃ－ｓｔｄの中心コアは、光ファイバ１－ｓｔｄと同じ波長分散Ｄが
得られるように調整されている。それ故、比較例の光ファイバ１ｃ－ｓｔｄの埋め込み溝
の影響は、比較例の光ファイバ１ｂ－ｓｔｄの埋め込み溝の影響よりも大きい。１５５０
ｎｍの波長において、比較例の光ファイバ１ｃ－ｓｔｄの実効面積は、５０μｍ２未満で
ある。
【０１０７】
　比較例の光ファイバ１ｄ－ｓｔｄは、中心コアの最大屈折率差Ｄｎ１が５．５×１０－

３に低減されているという点において、光ファイバ１－ｓｔｄと異なる。１５５０ｎｍの
波長において、比較例の光ファイバ１ｄ－ｓｔｄの実効面積は７０μｍ２より大きく増大
する。それでもなお、１５５０ｎｍの波長において、比較例の光ファイバ１ｄ－ｓｔｄの
波長分散勾配は、０．０６０ｐｓ／（ｎｍ２・ｋｍ）より大きく増大する。加えて、３０
ｍｍの曲率半径に対し、１６２５ｎｍの波長において、比較例の光ファイバ１ｄ－ｓｔｄ
の曲げ損失は、１０ｄＢ／１００巻きより大きく増大する。
【０１０８】
　本発明に係る光ファイバは、通常、ＮＺＤＳＦに対するＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．６５５および
Ｇ．６５６基準勧告に適合している。特に、ＮＺＤＳＦに対するＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．６５５
およびＧ．６５６基準は、（１）１４５０ｎｍ未満の２２ｍケーブルカットオフ波長（２
２ｍ－λｃｃ）と、（２）１５５０ｎｍの波長において、約７ミクロンから１１ミクロン
のモードフィールド径、または約８ミクロンから１１ミクロンのモードフィールド径を勧
告する。従って、本発明に係る光ファイバは、多くの伝送システムに導入でき、該システ
ムにおける他のファイバと良好な互換性を示す。
【０１０９】
　本発明の光ファイバは、Ｃバンドで動作する長距離伝送システムに適しており、特に波
長分割多重アプリケーションに適している。本光ファイバの低減された波長分散勾配は、
伝送路全体にわたって等しい波長分散を維持することを可能する。これは、多重伝送チャ
ネル間の挙動の違いを最小限にする。本光ファイバの低減されたケーブルカットオフ波長
および実効ファイバカットオフ波長は、確実なシングルモード伝送を可能とする。曲げ損
失の低減、特に大きな曲率半径に対する低減は、また、より良好な信号品質に貢献する。
【０１１０】
　本明細書および／または図面においては、本発明の典型的な実施形態が開示されている
。本発明はこのような実施形態に限定されない。図面は、略図であり、従って必ずしも縮
尺どおりには描かれていない。特に断りのない限り、明細書の用語は、一般的且つ説明的
な意味で用いられており、限定を目的とするものではない。



(18) JP 5606942 B2 2014.10.15

【図１】

【図２】



(19) JP 5606942 B2 2014.10.15

フロントページの続き

(56)参考文献  国際公開第２００４／０９２７９４（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００５－００３７９４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｂ　　　６／０３６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

