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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光照射により情報の記録又は再生が行われるホログラム記録媒体であって、光感応材料
からなる記録層と、前記記録層の光照射面の反対側に配置された反射層と、前記記録層及
び前記反射層間に配置された１／４波長板と、を有し、前記１／４波長板と前記記録層は
その間が空間によって隔てられた別体であり、前記記録層が置換可能に挿入できるように
一体化されていることを特徴とするホログラム記録媒体。
【請求項２】
　前記１／４波長板の光学軸が入射光の偏光面の方向に対して所定角度範囲内の角度に設
定されたことを特徴とする請求項１記載のホログラム記録媒体。
【請求項３】
　前記基板は円板であり、前記１／４波長板の複数を有することを特徴とする請求項１又
は２記載のホログラム記録媒体。
【請求項４】
　前記１／４波長板の複数が、半径方向に伸長する分割線を画定し、前記分割線上にアド
レス領域又はサーボ領域を有することを特徴とする請求項３記載のホログラム記録媒体。
【請求項５】
　前記反射層は、前記対物レンズから前記記録層及び前記１／４波長板を通過して合焦さ
れる光ビームのスポットを追従させるためのガイドトラックを有することを特徴とする請
求項３又は４のいずれかに記載のホログラム記録媒体。
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【請求項６】
　前記ガイドトラックは前記基板の中心に関してその上に螺旋状もしくは螺旋弧状又は同
心円状に形成されていることを特徴とする請求項３～５のいずれかに記載のホログラム記
録媒体。
【請求項７】
　前記ガイドトラックは前記基板上に平行に形成されていることを特徴とする請求項１～
３のいずれかに記載のホログラム記録媒体。
【請求項８】
　前記反射層及び前記記録層の間に積層された分離層を有することを特徴とする請求項１
～７のいずれかに記載のホログラム記録媒体。
【請求項９】
　光学干渉パターンを保存できる光感応材料からなる記録層、前記記録層の光ビームが入
射される側の反対側に配置された反射層、並びに、前記記録層及び前記反射層間に配置さ
れた１／４波長板、を有し、前記１／４波長板と前記記録層はその間が空間によって隔て
られた別体であり、前記記録層が置換可能に挿入できるように一体化されているホログラ
ム記録媒体と、
　前記ホログラム記録媒体を装着自在に保持する支持部と、
　可干渉性の参照光ビームを発生する光源と、
　記録情報に応じて前記参照光ビームを空間的に変調して信号光ビームを生成する空間光
変調器を含む信号光生成部と、
　前記信号光ビーム及び前記参照光ビームを前記ホログラム記録媒体の前記反射層へ向け
照射して、前記ホログラム記録媒体の前記記録層の内部に光干渉パターンによる回折格子
の領域を形成し、並びに、前記参照光ビームを前記回折格子の領域へ向け照射して前記信
号光ビームに対応する再生波を生ぜしめる干渉部と、
　前記参照光ビームの前記反射層から反射して前記干渉部へ戻る戻り光と前記再生波とを
分離する分離部と、
　前記再生波により結像された記録情報を検出する検出部と、を有することを特徴とする
ホログラム記録再生システム。
【請求項１０】
　前記光源は、それぞれ前記信号光ビーム及び前記参照光ビームを発光する個別の光源で
あることを特徴とする請求項９記載のホログラム記録再生システム。
【請求項１１】
　光学干渉パターンを保存できる光感応材料からなる記録層、前記記録層の光ビームが入
射される側の反対側に配置された反射層、並びに、前記記録層及び前記反射層間に配置さ
れた１／４波長板、を有し、前記１／４波長板と前記記録層はその間が空間によって隔て
られた別体であり、前記記録層が置換可能に挿入できるように一体化されているホログラ
ム記録媒体と、
　前記ホログラム記録媒体を装着自在に保持する支持部と、
　可干渉性の参照光ビームを発 生する光源と、
　記録情報に応じて前記ホログラム記録媒体の前記記録層の内部に形成された前記回折格
子の領域に前記参照光ビームを照射して再生波を生ぜしめる干渉部と、
　前記参照光ビームの前記反射層から反射して前記干渉部へ戻る戻り光と前記再生波とを
分離する分離部と、
　前記再生波により結像された記録情報を検出する検出部と、を有することを特徴とする
ホログラム再生システム。
【請求項１２】
　カートリッジを含み、保護層が積層された前記記録層が前記カートリッジに収納され、
前記カートリッジの内壁面に光入射側から前記１／４波長板及び前記反射層が設けられ、
前記１／４波長板と前記記録層の間が空間によって隔てられていることを特徴とする請求
項１記載のホログラム記録媒体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光ディスク、光カードなどの光学的に情報記録又は情報再生が行われるホログ
ラム記録媒体に関し、特に光ビームの照射により情報の記録又は再生可能な記録層を有す
るホログラム記録媒体及び記録再生システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　高密度情報記録のために、２次元データ信号の高密度記録できるホログラムが注目され
ている。このホログラムの特徴は、記録情報を担持する光の波面を、フォトリフラクティ
ブ材料などの光感応材料からなる記録媒体に体積的に屈折率の変化として記録することに
ある。例えば、ホログラム記録媒体をディスク（ホログラムディスク）として利用した記
録再生システムが開発されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　図１はホログラムディスクの一部を示す。このホログラムディスクは、透明基板の一面
に、ホログラム層と、反射膜と、保護層が順に積層されて構成されている。このホログラ
ムディスクの反射膜の反射面には、サーボエリア６が所定の角度間隔で設けられ、隣り合
うサーボエリア６間の扇形の区間にデータエリア７が設けられている。
【０００４】
　かかるホログラム記録システムでは、参照光を照射し、記録層を通過させ反射膜上でス
ポットとして収束させて、反射膜により反射した参照光が発散して記録層を通過するよう
になすと同時に、記録すべき情報を担持する情報光ビームを記録層を通過させる。これに
より、記録層内において、反射した参照光と情報光とが干渉して干渉パターンを形成し、
記録層内に体積的にホログラムを記録する。干渉パターンのホログラムは記録層に隣り合
って順次重なるように記録され、また、参照光を照射してホログラムの各々から再構築さ
れた再生光を検出、復調して、記録情報が再生される。
【０００５】
　特許文献１に示される参照光及び情報光が同じ側から同軸で入射するようなホログラム
ディスクでは、情報の再生時において、反射膜で反射してしまう参照光とホログラムから
の再生光との分離が困難である。そのため再生信号の読み取り性能が劣化してしまう。こ
れらの問題を解決するために、図１に示すように対物レンズ１２の直前に瞳を２分割し、
その各々の領域において互いに旋光方向が９０°異なる２分割された旋光子（２分割旋光
板）１４を配置し参照光が光検出器に入射することを防いでいる。
【０００６】
　しかしながら、従来方法では、２分割旋光板１４及び対物レンズ１２と一体に駆動しな
ければならずそのためコストアップになっていた。また、２分割旋光板１４の分割境界付
近に対応する再生光からの記録特性が劣化してしまうことが問題であった。
【特許文献１】特開平１１－３１１９３７号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明の解決しようとする課題には、記録特性が劣化しない安定的に記録又は
再生を行うことを可能にするホログラム記録媒体及び記録再生システムを提供することが
一例として挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によるホログラム記録媒体は、光照射により情報の記録又は再生が行われるホロ
グラム記録媒体であって、光学干渉パターンを保存できる光感応材料からなる記録層と、
前記記録層の光ビームが入射される側の反対側に配置された反射層と、前記記録層及び前
記反射層間に配置された１／４波長板と、を有し、前記１／４波長板と前記記録層はその
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間が空間によって隔てられた別体であり、前記記録層が置換可能に挿入できるように一体
化されていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明によるホログラム記録再生システムは、光学干渉パターンを保存できる光感応材
料からなる記録層、前記記録層の光ビームが入射される側の反対側に配置された反射層、
並びに、前記記録層及び前記反射層間に配置された１／４波長板、を有し、前記１／４波
長板と前記記録層はその間が空間によって隔てられた別体であり、前記記録層が置換可能
に挿入できるように一体化されているホログラム記録媒体と、
　前記ホログラム記録媒体を装着自在に保持する支持部と、
　可干渉性の参照光ビームを発生する光源と、
　記録情報に応じて前記参照光ビームを空間的に変調して信号光ビームを生成する空間光
変調器を含む信号光生成部と、
　前記信号光ビーム及び前記参照光ビームを前記ホログラム記録媒体の前記反射層へ向け
照射して、前記ホログラム記録媒体の前記記録層の内部に光干渉パターンによる回折格子
の領域を形成し、並びに、前記参照光ビームを前記回折格子の領域へ向け照射して前記信
号光ビームに対応する再生波を生ぜしめる干渉部と、
　前記参照光ビームの前記反射層から反射して前記干渉部へ戻る戻り光と前記再生波とを
分離する分離部と、
　前記再生波により結像された記録情報を検出する検出部と、を有することを特徴とする
。
【００１０】
　本発明によるホログラム再生システムは、光学干渉パターンを保存できる光感応材料か
らなる記録層、前記記録層の光ビームが入射される側の反対側に配置された反射層、並び
に、前記記録層及び前記反射層間に配置された１／４波長板、を有し、前記１／４波長板
と前記記録層はその間が空間によって隔てられた別体であり、前記記録層が置換可能に挿
入できるように一体化されているホログラム記録媒体と、
　前記ホログラム記録媒体を装着自在に保持する支持部と、
　可干渉性の参照光ビームを発生する光源と、
　記録情報に応じて前記ホログラム記録媒体の前記記録層の内部に形成された前記回折格
子の領域に前記参照光ビームを照射して再生波を生ぜしめる干渉部と、
前記参照光ビームの前記反射層から反射して前記干渉部へ戻る戻り光と前記再生波とを分
離する分離部と、
　前記再生波により結像された記録情報を検出する検出部と、を有することを特徴とす
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
【００１２】
　＜ホログラム記録媒体＞
　図２は、本実施形態の一例である光ディスク形状のホログラム記録媒体を示す。
【００１３】
　ホログラム記録媒体は、参照光の入射側の反対側から、基板３上に積層された、反射層
４、分離層５、１／４波長板６、記録層７、及び保護層８からなる。ホログラム記録媒体
２において、１／４波長板６は記録層７及び反射層４間に配置されている。
【００１４】
　基板３は例えばガラスやプラスチック材料からなる平行平板にアドレスやトラック構造
が予め形成されたものである。反射層４は例えばアルミニウムなどの金属又は誘電体多層
膜からなり、離れて交わることなく延在する複数のガイドトラックＧＴとしてグルーブが
形成されている。反射層４はガイド層として機能する。ガイドトラックは少なくともトラ
ッキングサーボのサーボ制御を行うため設けられる。記録層７には例えばフォトリフラク
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ティブ材料や、ホールバーニング材料、フォトクロミック材料など光学干渉パターンを保
存できる光感応材料が用いられる。ホログラムＨＧはガイドトラックＧＴ上方の記録層７
に記録される。分離層５及び保護層８は光透過性材料からなり、積層構造の平坦化や、記
録層などの保護の機能を担う。
【００１５】
　１／４波長板６は、波長板の光学軸（結晶軸）に対して入射光の偏光面が角度４５度で
あるように配置する場合、直線偏光を円偏光に変換できる光学素子である。一般に、波長
板は、例えば、１軸性結晶である水晶を結晶軸に平行で切り、入射光に位相差（リターデ
ーション）を与える光学素子、すなわち特定の波長の光が通過する際、Ｓ偏光とＰ偏光と
の間に位相差を生ぜしめる複屈折素子として知られ、１／４波長板、１／２波長板などが
ある。
【００１６】
　１／４波長板６の一例は、特定の波長に対応してそれぞれに厚みを設定して研磨した２
枚の水晶板（人工水晶など）の結晶の光学軸を直交させ接着した構造を有する。１／４波
長板６は無機材料の他にポリイミドなどの有機材料によっても構成できる。構成材料のも
つ複屈折量は波長により異なりその位相差も変動するので、所定の位相差を得るためには
使用波長に合わせて選択する必要がある。
【００１７】
　１／４波長板６において、結晶軸に対し４５度方位で直線偏光を入射させた場合は円偏
光となり、逆に円偏光入射時は方位４５度の直線偏光となって出射する。よって、かかる
円偏光の戻り光は、再び１／４波長板を通過することによって、元の偏光面から９０度ず
れた直線偏光となる。これにより、偏光ビームスプリッタなどの光学分離素子を通過させ
、戻り光を防ぐことができる。なお、楕円偏光を直線偏光に変換する場合にも使用できる
。
【００１８】
　図３のように、ホログラム記録媒体は、記録媒体の回転がないカード型の記録媒体例え
ば矩形状平行平板の光カード２０ａとすることができる。この場合、入射光の偏光面の方
向と１／４波長板６の光学軸とを４５度に保つために、１つの１／４波長板６を記録層７
及び反射層４間に配置するだけでホログラム記録媒体が構成できる。
【００１９】
　さらに、図４にホログラム記録媒体が円板形状のホログラムディスク２０ｂを示す。
【００２０】
　ホログラム記録媒体がホログラムディスク２０ｂの場合、１つの１／４波長板をそのま
ま貼り付けディスクの回転によって、入射光の偏光面が１／４波長板の光学軸に対し４５
度の角度を維持できなくなる。すなわち、或る回転角度では１／４波長板として働かなく
なる。そこで、図５に示すように、或る一定の角度ごとに扇状にした１／４波長板６（入
射光の偏光面の方向を半径方向に一致させ、これに４５度の角度を保つ光学軸を有する１
／４波長板６）の複数を円板となるように貼り付けることによって、この問題を軽減でき
る。この扇状１／４波長板６の分割角度は、ディスク回転によって信号読み取り用の像検
出センサに入射する参照光の変動が十分問題にならない角度範囲に設定する。すなわち、
各１／４波長板６の光学軸を入射光の偏光面の方向に対して所定角度範囲に設定する。ま
た、半径方向に伸長する分割線６ａ上にアドレス領域、サーボ領域などを配置して、分割
線によるデータの記録に悪影響を及ぼすことを防止することができる。
【００２１】
　図６～図９に本実施形態の記録媒体、１／４波長板６が記録層７及び反射層４に挟まれ
たホログラムディスク２を例にして記録再生の原理を説明する。
【００２２】
　図６に示す参照光、信号光の光軸（一点鎖線）が偏光ビームスプリッタＰＢＳ及び対物
レンズＯＢの光軸に一致して配置されている。光ビームスプリッタＰＢＳ２は、その分離
面がＰ偏光、Ｓ偏光が垂直に分離できるように配置されている。信号光は記録すべきデジ
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タルデータをマトリクス平面上にドットパターン画像として変換し配列したページデータ
などを空間変調器などで変調された信号である。参照光は信号光と同一波長を有する無変
調の光である。この２つの光ビームは偏光ビームスプリッタＰＢＳにより合流され略同一
な光軸を有する光ビーム（波線で示す）となる。これら光ビームを対物レンズＯＢより集
光させホログラムディスク２に入射させ反射層４で合焦させる。
【００２３】
　図７に基づいて、参照光がＰ偏光、信号光がＳ偏光である場合を例に記録動作を説明す
る（参照光を実線矢印で、信号光を破線矢印で示し、光路説明のためにそれぞれ図６に示
す光軸からずらして示してある）。もちろん、この参照光及び信号光の偏光の関係を逆に
、すなわち参照光がＳ偏光、信号光がＰ偏光としてもよい。
【００２４】
　図７に示すように、Ｐ偏光の参照光ＲＰは偏光ビームスプリッタＰＢＳを透過し、対物
レンズＯＢにより集光されホログラムディスク２の記録層７を透過し、１／４波長板６に
入射する。参照光は１／４波長板６を透過した時点で円偏光に変換され、さらに反射層４
で反射され再び１／４波長板６を透過する。この時点で参照光は入射した偏光面の方向と
は９０度異なる偏光面の方向のＳ偏光反射参照光ＲＳとなり、対物レンズＯＢにより平行
光に変換される。従って、ホログラムディスク２から反射された参照光は偏光ビームスプ
リッタＰＢＳにより元の参照光の光路から分離される。
【００２５】
　図７に破線矢印で示すＳ偏光の信号光ＳＳは、偏光ビームスプリッタＰＢＳにより反射
され対物レンズＯＢにより集光されホログラムディスク２の記録層７を透過し、１／４波
長板６に入射する。信号光は、１／４波長板６を透過した時点で円偏光に変換される。さ
らに反射層４で反射され再び１／４波長板６を透過する。この時点で信号光は、入射した
偏光面の方向とは９０度異なる偏光面の方向のＰ偏光反射信号光ＳＰとなり、対物レンズ
ＯＢにより平行光に変換され、偏光ビームスプリッタＰＢＳを透過する。
【００２６】
　ホログラムの記録は参照光と信号光の偏光面の方向が同一の場合に可能であるので、ホ
ログラムディスク２の記録層７内で干渉するのは入射するＰ偏光参照光ＲＰと反射するＰ
偏光反射信号光ＳＰの一組と、入射するＳ偏光信号光ＳＳと反射するＳ偏光反射参照光Ｒ
Ｓの一組、計２組である。これらの干渉によって記録されるホログラムはＡ（ＲＰとＳＰ
で作られるホログラム）、Ｂ（ＲＳとＳＳで作られるホログラム）の２組である。
【００２７】
　図８に基づいて、参照光がＰ偏光である場合を例に再生動作を説明する（ここでは参照
光を実線矢印で、再生光を破線矢印で示し、ホログラムＡ、Ｂを矩形で示し、光路説明の
ためにそれぞれ図６に示す光軸からずらして示してある）。なお、ホログラムＡ、Ｂから
の再生は参照光がＰ偏光であってもＳ偏光であっても可能である。
【００２８】
　参照光がＰ偏光の場合、図９に示すように、Ｐ偏光の参照光ＲＰは偏光ビームスプリッ
タＰＢＳを透過し、対物レンズＯＢにより集光されホログラムディスク２の記録層７を透
過し、１／４波長板６に入射する。参照光は１／４波長板６を透過した時点で円偏光に変
換され、さらに反射層４で反射され再び１／４波長板６を透過する。この時点で参照光は
入射した偏光面の方向とは９０度異なる偏光面の方向のＳ偏光反射参照光ＲＳとなり、対
物レンズＯＢにより平行光に変換される。従って、ホログラムディスク２から反射された
参照光は偏光ビームスプリッタＰＢＳにより元の参照光の光路から分離される（図７と同
様）。
【００２９】
　ここで、ホログラムＡ、Ｂからはそれぞれ再生光が発生する。ホログラムＡからの再生
光ＡＡは、ホログラムディスク２に入射するＰ偏光参照光ＲＰにより、光源方向に向かっ
て発生する。ホログラムＡはＲＰとＳＰで作られたホログラムであるからである。この信
号光ＡＡの偏光はＰ偏光である。
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【００３０】
　ホログラムＢからの再生光ＢＢは、反射したＳ偏光反射参照光ＲＳにより、光源方向と
は反対に向かってすなわち順方向に発生する。ホログラムＢはＲＳとＳＳで作られたホロ
グラムであるからである。この信号光ＡＡの偏光はＳ偏光である。しかし、この信号光Ｂ
Ｂは反射層４を介し１／４波長板６を往復で透過することによりホログラムディスク２か
らでる時にはＰ偏光になる。
【００３１】
　すなわち、これら信号光ＡＡ、ＢＢは、ホログラムディスク２からでる時には入射した
参照光と同じＰ偏光になる。
【００３２】
　以上により、偏光ビームスプリッタＰＢＳを用いることで参照光の反射光と信号光を分
離することができるため、再生信号を受光する像検出センサに不要な参照光成分が入るこ
とがない。また、この２つのホログラムＡ、Ｂからの再生信号（再生像）は同一でありこ
れらを１つの像検出センサで検出しても問題はない。
【００３３】
　参照光がＳ偏光である場合も再生動作は同様に可能である。
【００３４】
　図９に基づいて、参照光がＳ偏光である場合を例に再生動作を説明する（ここでは参照
光を実線矢印で、再生光を破線矢印で示し、ホログラムＡ、Ｂを矩形で示し、光路説明の
ためにそれぞれ図６に示す光軸からずらして示してある）。
【００３５】
　参照光がＳ偏光の場合上記のＰ偏光参照光の場合とは逆方向の光路を採用する。すなわ
ち、図９に示すように、Ｓ偏光の参照光ＲＳは偏光ビームスプリッタＰＢＳで反射され、
対物レンズＯＢにより集光されホログラムディスク２の記録層７を透過し、１／４波長板
６に入射する。参照光は１／４波長板６を透過した時点で円偏光に変換され、さらに反射
層４で反射され再び１／４波長板６を透過する。この時点で参照光は入射した偏光面の方
向とは９０度異なる偏光面の方向のＰ偏光反射参照光ＲＰとなり、対物レンズＯＢにより
平行光に変換される。従って、ホログラムディスク２から反射された参照光は偏光ビーム
スプリッタＰＢＳを通過し、元の参照光の光路から分離される。
【００３６】
　ここで、ホログラムＡ、Ｂからはそれぞれ再生光が発生する。ホログラムＡからの再生
光ＡＡは、反射したＰ偏光反射参照光ＲＰにより、反射して光源方向に向かって発生する
。ホログラムＡはＲＰとＳＰで作られたホログラムであるからである。この信号光ＡＡの
偏光はＰ偏光である。しかし、この信号光ＡＡは反射層４を介し１／４波長板６を往復で
透過することによりホログラムディスク２からでる時にはＳ偏光になる。
【００３７】
　ホログラムＢからの再生光ＢＢは、ホログラムディスク２に入射するＳ偏光参照光ＲＳ
により、光源方向に向かって発生する。ホログラムＢはＲＳとＳＳで作られたホログラム
であるからである。この信号光ＢＢの偏光はＳ偏光である。
【００３８】
　すなわち、これら信号光ＡＡ、ＢＢは、ホログラムディスク２からでる時には入射した
参照光と同じＳ偏光になる。
【００３９】
　＜ホログラム記録再生装置＞
　図１０は本発明を適用したホログラムディスクの情報を記録又は再生する記録再生装置
の概略構成、図１１～図１３は当該記録再生装置のピックアップの概略構成の例を示す。
【００４０】
　図１０のホログラム記録再生装置は、ホログラムディスク２をターンテーブルを介して
回転させるスピンドルモータ２２、ホログラムディスク２から光ビームによって信号を読
み出すピックアップ２３、該ピックアップを保持しディスク半径方向に移動させるピック
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アップ駆動部２４、第１レーザ光源駆動回路２５、空間変調器駆動回路２６、再生信号検
出処理回路２７、サーボ信号処理回路２８、フォーカスサーボ回路２９、トラッキングサ
ーボ回路３０、ピックアップ駆動部２４に接続されピックアップの位置信号を検出するピ
ックアップ位置検出回路３１、ピックアップ駆動部２４に接続されこれに所定信号を供給
するスライダサーボ回路３２、スピンドルモータ２２に接続されスピンドルモータの回転
数信号を検出する回転数検出部３３、該回転数検出部に接続されホログラムディスク２の
回転位置信号を生成する回転位置検出回路３４、並びにスピンドルモータ２２に接続され
これに所定信号を供給するスピンドルサーボ回路３５を備えている。
【００４１】
　ホログラム記録再生装置は、第１レーザ光源駆動回路２５、空間変調器駆動回路２６、
再生信号検出処理回路２７、サーボ信号処理回路２８、フォーカスサーボ回路２９、トラ
ッキングサーボ回路３０、ピックアップ位置検出回路３１、スライダサーボ回路３２、回
転数検出部３３、回転位置検出回路３４、並びにスピンドルサーボ回路３５に接続された
制御回路５０を有し、制御回路５０はこれら回路からの信号に基づいて、これら駆動回路
を介してピックアップに関するフォーカス及びトラッキングサーボ制御、再生位置（半径
位置）の制御などを行う。制御回路５０は、各種メモリを搭載したマイクロコンピュータ
からなり装置全体の制御をなすものであり、操作部（図示せず）からの使用者による操作
入力及び現在の装置の動作状況に応じて各種の制御信号を生成するとともに、使用者に動
作状況などを表示する表示部（図示せず）に接続されている。また、制御回路５０は外部
から入力された記録すべきデータの符号化などの処理をし所定信号を空間変調器駆動回路
２６に供給して記録動作を制御する。更にまた、制御回路５０は、再生信号検出処理回路
２７からの信号に基づいて復調及び誤り訂正処理をなすことにより、ホログラムディスク
に記録されていたデータを復元する。更に、制御回路５０は、復元したデータに対して復
号処理を施すことにより、情報データの再生を行いこれを再生情報データとして出力する
。
【００４２】
　図１１に示すピックアップ２３は、ホログラムの記録及び再生用の第１レーザ光源ＬＤ
１、第１コリメータレンズＣＬ１、第１ハーフミラープリズムＨＰ１、第１偏光ビームス
プリッタＰＢＳ１、偏光空間変調器ＰＳＬＭ、ＣＣＤや相補型金属酸化膜半導体装置など
のアレイからなる像検出センサＣＭＯＳを含む再生信号検出部、第２ハーフミラープリズ
ムＨＰ２、及び第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２の記録及び再生光学系と、ホログラム
ディスク２に対する光ビームの位置をサーボ制御（フォーカス、トラッキング）するため
の第２レーザ光源ＬＤ２、第２コリメータレンズＣＬ２、第３偏光ビームスプリッタＰＢ
Ｓ３、シリンドリカルレンズなどの非点収差素子ＡＳ、及び光検出器ＰＤを含むサーボ信
号検出部のサーボ系と、ダイクロイックプリズムＤＰ及び対物レンズＯＢの共通系と、か
らなり、これらの系は対物レンズＯＢを除いてほぼ共通の平面上に配置されている。第１
及び第２ハーフミラープリズムＨＰ１、ＨＰ２のハーフミラー面並びに第２偏光ビームス
プリッタＰＢＳ２の分離面は平行となるように配置されるとともに、これらハーフミラー
面及び分離面の法線方向において第１偏光ビームスプリッタＰＢＳ１、ダイクロイックプ
リズムＤＰ及び第３偏光ビームスプリッタＰＢＳ３の分離面が平行となるように配置され
ている。これら光学部品は、第１及び第２レーザ光源ＬＤ１、ＬＤ２からの光ビームの光
軸（一点鎖線）がそれぞれ記録及び再生光学系並びにサーボ系に延在し、共通系でほぼ一
致するように配置されている。
【００４３】
　更に、ピックアップ２３には、対物レンズＯＢを光軸方向に移動させるフォーカシング
部分と、対物レンズＯＢを光軸に垂直なディスク半径方向に移動させるトラッキング部分
とからなる対物レンズ駆動部３６が備えられている。
【００４４】
　第１レーザ光源ＬＤ１は第１レーザ光源駆動回路２５に接続され、射出する光ビームの
強度を記録時には強く再生時には弱くするように、同回路によりその出力を調整がされる
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。
【００４５】
　偏光空間変調器ＰＳＬＭはマトリクス状に分割された複数の画素電極を有する液晶パネ
ルなどで電気的に入射光の一部の偏光面の方向を変化させて反射する機能、又はすべて透
過して無反射状態とする機能を有する。偏光空間変調器ＰＳＬＭは第１レーザ光源駆動回
路２５に接続され、空間変調器駆動回路２６からの記録すべきページデータ（平面上の明
暗ドットパターンなどの２次元データ）に基づいた偏光成分分布を有するように光ビーム
を変調かつ反射して、信号光を生成する。
【００４６】
　像検出センサＣＭＯＳを含む再生信号検出部は再生信号検出処理回路２７に接続されて
いる。
【００４７】
　光検出器ＰＤはサーボ信号処理回路２８に接続され、一般的に光ディスクで用いられて
いるフォーカス及びトラッキングサーボ用に分割された受光素子形状を有する。サーボ方
式は非点収差法に限定されずプッシュプル法を用い得る。光検出器ＰＤのフォーカスエラ
ー信号やトラッキングエラー信号のどの出力信号はサーボ信号処理回路２８に供給される
。
【００４８】
　サーボ信号処理回路２８においては、フォーカスエラー信号からフォーカシング駆動信
号が生成され、これが制御回路５０を介してフォーカスサーボ回路２９に供給される。フ
ォーカスサーボ回路２９は駆動信号に応じて、ピックアップ２３に搭載されている対物レ
ンズ駆動部３６のフォーカシング部分を駆動し、そのフォーカシング部分はホログラムデ
ィスクに照射される光スポットの焦点位置を調整するように動作する。
【００４９】
　更に、サーボ信号処理回路２８においては、トラッキングエラー信号からトラッキング
駆動信号が発生され、これがトラッキングサーボ回路３０に供給される。トラッキングサ
ーボ回路３０は、トラッキング駆動信号に応じてピックアップ２３に搭載されている対物
レンズ駆動部３６のトラッキング部分を駆動し、そのトラッキング部分はトラッキング駆
動信号による駆動電流に応じた分だけ、ホログラムディスクに照射される光スポットの位
置をディスク半径方向に変位させる。
【００５０】
　制御回路５０は、操作部又はピックアップ位置検出回路３１からの位置信号及びサーボ
信号処理回路２８からのトラッキングエラー信号に基づいてスライダ駆動信号を生成し、
これをスライダサーボ回路３２に供給する。スライダサーボ回路３２はピックアップ駆動
部２４を介して、そのスライダ駆動信号による駆動電流に応じピックアップ２３をディス
ク半径方向に移送せしめる。
【００５１】
　回転数検出部３３は、ホログラムディスク２をターンテーブルを介して回転させるスピ
ンドルモータ２２の現回転周波数を示す周波数信号を検出し、これに対応するスピンドル
回転数を示す回転数信号を生成し、回転位置検出回路３４に供給する。回転位置検出回路
３４は回転数位置信号を生成し、それを制御回路５０に供給する。制御回路５０はスピン
ドル駆動信号を生成し、それをスピンドルサーボ回路３５に供給し、スピンドルモータ２
２を制御して、ホログラムディスク２を回転駆動する。
【００５２】
　＜ホログラム記録再生方法＞
　上記ホログラム記録再生装置を用いた、ホログラムディスクに光ビームを照射して情報
を記録又は再生する記録再生方法を説明する。
【００５３】
　記録時には、図１２に示すように、第１レーザ光源ＬＤ１からの所定強度のコヒーレン
ト光はＰ偏光（紙面平行を示す双方向矢印）とし、第１ハーフミラープリズムＨＰ１によ
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り、参照光ビームと信号光ビームに分離される（両ビームは破線で示し、光路説明のため
に光軸からずらして示してある）。
【００５４】
　信号光ビームは第１偏光ビームスプリッタＰＢＳ１を透過し、偏光空間変調器ＰＳＬＭ
の反射面の法線に沿って入射する。偏光空間変調器ＰＳＬＭで所定変調され反射された信
号光は再び第１偏光ビームスプリッタＰＢＳ１に入射するが、変調を受けた偏光成分だけ
第１偏光ビームスプリッタＰＢＳ１で反射し、無変調の部分は透過する。変調された部分
（信号光）はＳ偏光（紙面垂直を示す中黒波線丸）となり、第２偏光ビームスプリッタＰ
ＢＳ２へ向かう。
【００５５】
　Ｐ偏光のままの参照光ビームは第２ハーフミラープリズムＨＰ２で反射され、第２偏光
ビームスプリッタＰＢＳ２へ向かう。
【００５６】
　参照光と信号光は互いに偏光面の方向が異なるため第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２
を用いて合流する。合流した２つの光ビームはダイクロイックプリズムＤＰを通過し、対
物レンズＯＢによってホログラムディスク２に集光されホログラムが記録される。
【００５７】
　一方、再生時には、図１３に示すように、記録時と同様に光は第１ハーフミラープリズ
ムＨＰ１により参照光ビームと信号光ビームに分離されるが、ホログラムの再生は参照光
ビームのみで行う。偏光空間変調器ＰＳＬＭを無反射状態にすることで、第２ハーフミラ
ープリズムＨＰ２からの参照光（Ｐ偏光）だけが、ダイクロイックプリズムＤＰ及び対物
レンズＯＢを通過し、ホログラムディスク２に入射される。
【００５８】
　ホログラムディスク２から発生する再生光（二点鎖線）はＰ偏光であるため、対物レン
ズＯＢ、ダイクロイックプリズムＤＰ、第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２及び第２ハー
フミラープリズムＨＰ２を透過し、像検出センサＣＭＯＳに入射する。像検出センサＣＭ
ＯＳは再生光で結像された像に対応する出力を再生信号検出処理回路２７に送出して、そ
こで生成した再生信号を制御回路５０に供給して記録されていたページデータを再生する
。なお、ハーフミラープリズムＨＰ２及び像検出センサＣＭＯＳ間に結像レンズを設ける
こともできる。
【００５９】
　記録及び再生時ともに、図１２及び図１３に示すように、サーボ制御のための第２レー
ザ光源ＬＤ２は第１レーザ光源ＬＤ１とは別の波長のコヒーレント光を射出する。第２レ
ーザ光源ＬＤ２からのサーボ光ビーム（細実線）はＰ偏光として、第２コリメータレンズ
ＣＬ２及び第３偏光ビームスプリッタＰＢＳ３のサーボ検出用光路に導かれるが、対物レ
ンズＯＢの直前でダイクロイックプリズムＤＰにより信号光ビーム及び参照光ビームと合
流される。サーボ光ビームはダイクロイックプリズムＤＰで反射された後、対物レンズＯ
Ｂで集光されホログラムディスク２に入射する。ホログラムディスク２からの反射したサ
ーボ光ビームの対物レンズＯＢへの戻り光はＳ偏光となり、第３偏光ビームスプリッタＰ
ＢＳ３及び非点収差素子ＡＳを経て、サーボ用光検出器ＰＤの受光面の法線に沿って入射
する。
【００６０】
　ここで、ホログラムの記録及び再生時にはサーボ光ビームによりホログラムディスク２
との位置決めサーボ制御を行う。非点収差法の場合、光検出器ＰＤは、例えば図１４に示
すようにビーム受光用の４等分割の受光面を有した受光素子１ａ～１ｄから構成される。
４分割線の方向はディスク半径方向とトラック接線方向に対応している。光検出器ＰＤは
、合焦時の光スポットが受光素子１ａ～１ｄの分割交差中心を中心とする円形となるよう
に設定されている。
【００６１】
　光検出器ＰＤの受光素子１ａ～１ｄの各出力信号に応じて、サーボ信号処理回路２８は
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ＲＦ信号Ｒｆ及びフォーカスエラー信号を生成する。受光素子１ａ～１ｄの各出力信号を
その順にＡａ～Ａｄとすると、ＲＦ信号ＲｆはＲｆ＝Ａａ＋Ａｂ＋Ａｃ＋Ａｄと算出され
、フォーカスエラー信号ＦＥは、ＦＥ＝（Ａａ＋Ａｃ）－（Ａｂ＋Ａｄ）と算出され、ト
ラッキングエラー信号ＴＥは、ＴＥ＝（Ａａ＋Ａｄ）－（Ａｂ＋Ａｃ）と算出される。こ
れらエラー信号は制御回路５０に供給される。
【００６２】
　なお、上記した実施形態においては、フォーカスサーボ、トラッキングサーボを非点収
差法で行ったが、これに限らず３ビーム法など周知の方法を採用してもよい。
【００６３】
　＜他の実施形態のピックアップ＞
　トラッキングサーボを行うため、参照光、信号光いずれかの光ビームのスポットＬＳは
光ビームの波長と対物レンズの開口数により決まる回折限界まで絞るが、他の実施形態に
おいて、参照光、信号光共に同一の集光状態の他に、参照光、信号光の光ビームを深さ方
向に異なる位置の層で集光させるなど、異なる集光状態とすることもできる。
【００６４】
　図１５は、偏光ホログラム素子ＰＨＥを偏光ビームスプリッタＰＢＳ及び対物レンズＯ
Ｂの間に同軸に配置して参照光ビームＲＢを反射層４よりも深い位置に焦点を結ぶように
デフォーカスさせかつ信号光ビームＳＢだけを反射層４に合焦させる構成とした以外、図
６に示す構成と同一の実施形態を示す。また、逆に信号光をデフォーカスさせ参照光を反
射層に合焦させる構成としてもかまわない。
【００６５】
　さらに他の実施形態において、トラッキング制御に参照光、信号光共に使用しない場合
など、入射光は参照光及び信号光共に平行光でホログラム記録媒体に入射させてもかまわ
ない。図１６は偏光ビームスプリッタＰＢＳ及びホログラムディスク２の間に対物レンズ
ＯＢを配置せずに参照光及び信号光ビームを平行光として反射層４に入射させる構成とし
た以外、図６に示す構成と同一の実施形態を示す。
【００６６】
　また、図１１に示すピックアップの構成例では、ホログラムの記録及び再生用の第１レ
ーザ光源ＬＤ１からの光ビームが、第１コリメータレンズＣＬ１、第１ハーフミラープリ
ズムＨＰ１及び第１偏光ビームスプリッタＰＢＳ１を経て偏光空間変調器ＰＳＬＭに入射
させているが、反射型の偏光空間変調器ＰＳＬＭに代えて透過型の空間変調器を用いるこ
ともできる。
【００６７】
　図１７は、図１１に示す第１偏光ビームスプリッタＰＢＳ１及び偏光空間変調器ＰＳＬ
Ｍに代えて、第１偏光ビームスプリッタの位置にミラーＭを第２偏光ビームスプリッタＰ
ＢＳ２の分割面に平行に配置して参照光及び信号光路を一致させ、第１ハーフミラープリ
ズムＨＰ１及びミラーＭ間の光路に透過型の空間変調器ＳＬＭを配置してた以外、図１１
に示す構成と同一の実施形態を示す。透過型の空間変調器ＳＬＭＳＬＭはマトリクス状に
分割された複数の画素電極を有する透過型液晶パネルなどで電気的に入射光を部分的又は
全体的に透過又は遮蔽させる機能を有し、記録すべきページデータに基づいた強度分布を
有する信号光ビームを生成する。
【００６８】
　図１８～図２０に示したピックアップ構成例は、再生の際に参照光がＰ偏光である場合
について説明したが、参照光がＳ偏光である場合には、図１５～図１６に示すピックアッ
プ構成がある。
【００６９】
　図１８に示す他の実施形態のピックアップ（これは図１０の装置のピックアップ２３に
用いられる）では、ホログラムの記録用に第３レーザ光源ＬＤ３を用い、ホログラムディ
スク２と光ビームの位置関係をサーボ制御（フォーカス、トラッキング）すること並びに
ホログラムを再生するために第３レーザ光源ＬＤ３とは別の波長の第４レーザ光源ＬＤ４
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を使用する。再生時には第４レーザ光源ＬＤ４からの光ビームによりホログラムディスク
２との位置決め制御を行うと同時にホログラム再生も行う。この実施形態は、ホログラム
ディスク２の記録層材料が記録波長に対して耐光性がない場合、記録波長と同一の波長で
読み出そうとすると記録データを劣化させてしまうことがあるが、それを回避できる効果
がある。記録光学系は、ホログラムの記録用波長の第３レーザ光源ＬＤ３、第１コリメー
タレンズＣＬ１、第１ハーフミラープリズムＨＰ１、第１ダイクロイック偏光ビームスプ
リッタＰＢＳ１１、偏光空間変調器ＰＳＬＭ、ダイクロイックプリズムＤＰ、及び第２偏
光ビームスプリッタＰＢＳ２からなる。再生光学系及びサーボ信号検出部のサーボ系は、
第３レーザ光源ＬＤ３とは別の波長の第４レーザ光源ＬＤ４、第２コリメータレンズＣＬ
２、第３ハーフミラープリズムＨＰ３、ＣＣＤや相補型金属酸化膜半導体装置などのアレ
イからなる像検出センサＣＭＯＳを含む再生信号検出部、第１ダイクロイック偏光ビーム
スプリッタＰＢＳ１１、第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２、ダイクロイックプリズムＤ
Ｐ、シリンドリカルレンズなどの非点収差素子ＡＳ、及び光検出器ＰＤを含む。対物レン
ズＯＢは共通光学系である。これらの系は対物レンズＯＢを除いてほぼ共通の平面上に配
置されている。
【００７０】
　第１ハーフミラープリズムＨＰ１のハーフミラー面並びに第２偏光ビームスプリッタＰ
ＢＳ２及びダイクロイックプリズムＤＰの分離面は平行となるように配置されるとともに
、これらハーフミラー面及び分離面の法線方向において第１ダイクロイック偏光ビームス
プリッタＰＢＳ１１及び第３ハーフミラープリズムＨＰ３の分離面が平行となるように配
置されている。これら光学部品は、第３レーザ光源ＬＤ３及び第４レーザ光源ＬＤ４から
の光ビームの光軸（一点鎖線）がそれぞれ記録光学系並びに再生及びサーボ系に延在し、
共通系でほぼ一致するように配置されている。
【００７１】
　更に、ピックアップには、対物レンズＯＢを光軸方向に移動させるフォーカシング部分
と、対物レンズＯＢを光軸に垂直なディスク半径方向に移動させるトラッキング部分とか
らなる対物レンズ駆動部３６が備えられている。
【００７２】
　第３レーザ光源ＬＤ３は第１レーザ光源駆動回路２５に接続され、射出する光ビームの
強度を記録時には強く再生時には弱くするように、同回路によりその出力を調整がされる
。偏光空間変調器ＰＳＬＭは第１レーザ光源駆動回路２５に接続され、空間変調器駆動回
路２６からの記録すべきページデータに基づいた偏光成分分布を有するように光ビームを
変調かつ反射して、信号光を生成する。
【００７３】
　記録時には、図１９に示すように、第３レーザ光源ＬＤ３からの所定強度のコヒーレン
ト光はＰ偏光（紙面平行を示す双方向矢印）とし、第１ハーフミラープリズムＨＰ１によ
り、参照光及び信号光ビーム用に分離される（両ビームは破線で示し、光路説明のために
光軸からずらして示してある）。
【００７４】
　信号光ビームは第１ダイクロイック偏光ビームスプリッタＰＢＳ１１を透過し、偏光空
間変調器ＰＳＬＭの反射面の法線に沿って入射する。この第１ダイクロイック偏光ビーム
スプリッタＰＢＳ１１は記録用第３レーザ光源ＬＤ３の波長の光では偏光ビームスプリッ
タとして働き、再生及びサーボ制御用の第４レーザ光源ＬＤ４の波長の光は透過する。偏
光空間変調器ＰＳＬＭで所定変調され反射された信号光は再び第１ダイクロイック偏光ビ
ームスプリッタＰＢＳ１１に入射するが、変調を受けた偏光成分だけ第１ダイクロイック
偏光ビームスプリッタＰＢＳ１１で反射し、無変調の部分は透過する。変調された部分（
信号光）はＳ偏光（紙面垂直を示す中黒波線丸）となり、第２偏光ビームスプリッタＰＢ
Ｓ２へ向かう。偏光空間変調器ＰＳＬＭは反射式のものを例に説明したが、図１７に示す
構成で透過式の空間変調器ＳＬＭを用い得る。
【００７５】
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　Ｐ偏光のままの参照光ビームはダイクロイックプリズムＤＰで反射され、第２偏光ビー
ムスプリッタＰＢＳ２へ向かう。
【００７６】
　参照光と信号光は互いに偏光面の方向が異なるため第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２
を用いて合流する。合流した２つの光ビームは対物レンズＯＢによってホログラムディス
ク２に集光されホログラムが記録される。
【００７７】
　一方、再生時には、図２０に示すように、第４レーザ光源ＬＤ４からの光ビームはＳ偏
光とし、これは、第３ハーフミラープリズムＨＰ３、第１ダイクロイック偏光ビームスプ
リッタＰＢＳ１１を通過して、第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２で反射した後、対物レ
ンズＯＢで集光されホログラムディスク２にＳ偏光で入射される。
【００７８】
　ホログラムディスク２から発生する再生光（二点鎖線）はＳ偏光であるため、対物レン
ズＯＢを経て第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２で反射して、第１ダイクロイック偏光ビ
ームスプリッタＰＢＳ１１を透過し、第３ハーフミラープリズムＨＰ３で反射さてた成分
が像検出センサＣＭＯＳに入射する。像検出センサＣＭＯＳは再生光で結像された像に対
応する出力を再生信号検出処理回路２７に送出して、そこで生成した再生信号を制御回路
５０に供給して記録されていたページデータを再生する。
【００７９】
　サーボ及び再生用の光ビームはホログラム読み出し時の参考光（細実線）をかねている
。ホログラムディスク２から反射した光はＰ偏光となり、対物レンズＯＢ、第２偏光ビー
ムスプリッタＰＢＳ２、ダイクロイックプリズムＤＰ及び非点収差素子ＡＳを経て、サー
ボ用光検出器ＰＤの受光面の法線に沿って入射する。
【００８０】
　光検出器ＰＤはサーボ信号処理回路２８に接続され、一般的に光ディスクで用いられて
いるフォーカス及びトラッキングサーボ用に分割された受光素子形状を有する。サーボ方
式は非点収差法に限定されずプッシュプル法を用い得る。光検出器ＰＤのフォーカスエラ
ー信号やトラッキングエラー信号のどの出力信号はサーボ信号処理回路２８に供給される
。対物レンズＯＢは、サーボ信号処理回路２８に支配される対物レンズ駆動部３６により
駆動される。これらによりホログラムディスク２と対物レンズＯＢの位置関係が制御可能
となりホログラムの記録再生が安定して行える。
【００８１】
　＜他の実施形態のホログラム記録媒体＞
　ホログラム記録媒体は、図２１に示すように、透明基板を分離層５として機能させて、
反射層４が積層された基板面の反対側に１／４波長板６、記録層７及び保護層８が順に積
層され、記録層７と反射層４との間に１／４波長板６が配置された構成とすることもでき
る。図４に示すホログラムディスク２０ｂとした場合、ガイドトラックＧＴは、基板の中
心に関してその上に螺旋状又は同心円状、或いは複数の分断された螺旋弧状に形成される
。図３に示す回転させないカード型ホログラム記録媒体のホログラム光カード２０ａとし
た場合、ガイドトラックＧＴは基板反射面上に互いに平行に形成される。記録及び再生時
において、光ビームによるスポットＬＳを反射層４のガイドトラックＧＴに追従させるト
ラッキングサーボを行う。
【００８２】
　またさらに、他の実施形態においては、図２２に示すように、光感応材料からなる記録
層７を保護層８に担持させ、１／４波長板６が空間５５を隔てて記録層７に対向するよう
に配置して、記録層を透過した光ビームが空間５５を経て１／４波長板６及び反射層４へ
入射されるように、１／４波長板６及び記録層７を別体として、記録層７の記録媒体が置
換可能に挿入できるように一体化して構成できる。また、記録媒体の形態はディスク、カ
ードなど種々の形状で構成できるが、図２３に示すように、記録層７を含むディスク型ホ
ログラム記録媒体２０ｃをカートリッジＣＲに収納して、その内壁面に光入射側から１／
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４波長板６及び反射層４の積層体Ｌを設けることもできる。
【００８３】
　いずれの実施形態においても、記録したホログラムから信号を再生する場合、対物レン
ズからの参照光をホログラム記録媒体の記録層及び１／４波長板を通して反射層へ照射す
る。その参照光によってホログラムから再生光が発生し、参照光及び再生光が対物レンズ
側に戻る。この再生光は１／４波長板を透過しないため偏光面の方向は入射する参照光と
同一である。一方、参照光は１／４波長板を透過し反射し、そして再び１／４波長板を透
過するため再生光とは９０°異なる偏光面の方向となる。すなわち対物レンズに戻る参照
光の反射光の偏光面の方向と再生光の偏光面の方向とが異なることになる。再生光を受光
する像検出センサには再生光のみ入射するように偏光ビームスプリッタなど分離部で光路
を構成する。これにより、対物レンズを含むピックアップの構成が簡単になりかつ、参照
光が再生光を受光する像検出センサに入射しないため再生信号のＳ／Ｎが向上しホログラ
ムの読み取り性能が向上する。
【００８４】
　＜他の実施形態のホログラム再生システム＞
　図２４は、ホログラム記録媒体の記録層に、記録すべき情報に応じて予め記録されてい
るホログラム（回折格子の領域）から、信号を再生するホログラム再生システムにおける
ピックアップの一例を示す。このホログラム再生システムは、記録光学系の主要部（ホロ
グラムの記録用波長の第３レーザ光源ＬＤ３、第１コリメータレンズＣＬ１、第１ハーフ
ミラープリズムＨＰ１、第１ダイクロイック偏光ビームスプリッタＰＢＳ１１、偏光空間
変調器ＰＳＬＭ及びダイクロイックプリズムＤＰ）を除いた以外、図１８に示す構成と同
一である。ホログラム再生システムの再生光学系及びサーボ系は、第４レーザ光源ＬＤ４
、第２コリメータレンズＣＬ２、第３ハーフミラープリズムＨＰ３、像検出センサＣＭＯ
Ｓを含む再生信号検出部、第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２、非点収差素子ＡＳ、光検
出器ＰＤ、対物レンズＯＢ及びこれを駆動する対物レンズ駆動部３６を含む。
【００８５】
　すなわち、ホログラム再生システムは、記録光学系の主要部以外の、ホログラム記録媒
体を装着自在に保持する支持部と、可干渉性の参照光ビームを発生する光源と、記録情報
に応じてホログラム記録媒体の記録層の内部に形成された回折格子の領域に参照光ビーム
を照射して再生波を生ぜしめる干渉部と、参照光ビームの反射層から反射して干渉部へ戻
る戻り光と再生波とを分離する分離部と、再生波により結像された記録情報を検出する検
出部と、を有している。
【００８６】
　ホログラム再生システムの再生動作において、第４レーザ光源ＬＤ４からのＳ偏光ビー
ムは、第３ハーフミラープリズムＨＰ３を通過して、第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２
で反射された後、対物レンズＯＢで集光されホログラムディスク２にＳ偏光で入射する。
【００８７】
　ホログラムディスク２から発生する再生光はＳ偏光であるため、対物レンズＯＢを透過
して第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２で反射され、第３ハーフミラープリズムＨＰ３で
反射さてた成分が像検出センサＣＭＯＳに入射する。像検出センサＣＭＯＳは再生光で結
像された像に対応する出力を再生信号検出処理回路２７に送出して、そこで生成した再生
信号を制御回路５０に供給して記録されていたページデータを再生する。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】従来のホログラムディスクのトラック構造を示す概略部分断面図。
【図２】本発明による実施形態のホログラム記録媒体を示す概略部分断面図。
【図３】本発明による他の実施形態のホログラム記録媒体カードを示す斜視図。
【図４】本発明による他の実施形態のホログラム記録媒体ディスクを示す斜視図。
【図５】本発明による他の実施形態のホログラム記録媒体ディスクを示す概略平面図。
【図６】本発明による実施形態のホログラム記録媒体の記録再生を説明する概略部分断面
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図。
【図７】本発明による実施形態のホログラム記録媒体の記録再生を説明する概略部分断面
図。
【図８】本発明による実施形態のホログラム記録媒体の記録再生を説明する概略部分断面
図。
【図９】本発明による実施形態のホログラム記録媒体の記録再生を説明する概略部分断面
図。
【図１０】本発明による実施形態のホログラムディスクの情報を記録又は再生する記録再
生装置をの概略構成を示すブロック図。
【図１１】本発明による実施形態のホログラムディスクの情報を記録再生する記録再生装
置のピックアップの概略を示す構成図。
【図１２】本発明による実施形態のホログラムディスクの情報を記録再生する記録再生装
置のピックアップの概略を示す構成図。
【図１３】本発明による実施形態のホログラムディスクの情報を記録再生する記録再生装
置のピックアップの概略を示す構成図。
【図１４】本発明による実施形態のホログラムディスクの情報を記録再生する記録再生装
置のピックアップにおける光検出器を示す平面図。
【図１５】本発明による他の実施形態のホログラム記録媒体の記録再生を説明する概略部
分断面図。
【図１６】本発明による他の実施形態のホログラム記録媒体の記録再生を説明する概略部
分断面図。
【図１７】本発明による実施形態のホログラムディスクの情報を記録再生する記録再生装
置のピックアップの概略を示す構成図。
【図１８】本発明による実施形態のホログラムディスクの情報を記録再生する記録再生装
置のピックアップの概略を示す構成図。
【図１９】本発明による実施形態のホログラムディスクの情報を記録再生する記録再生装
置のピックアップの概略を示す構成図。
【図２０】本発明による実施形態のホログラムディスクの情報を記録再生する記録再生装
置のピックアップの概略を示す構成図。
【図２１】本発明による他の実施形態のホログラム記録媒体を示す概略部分斜視図。
【図２２】本発明による他の実施形態のホログラム記録媒体を示す概略部分断面図。
【図２３】本発明による他の実施形態のホログラム記録媒体を示す斜視図。
【図２４】本発明による他の実施形態のホログラムディスクの情報を再生する再生装置の
ピックアップの概略を示す構成図。
【符号の説明】
【００８９】
２…ホログラムディスク
３…基板
４…反射層
５…分離層
６…１／４波長板
７…記録層
８…保護層
２０ａ…光カード
２２…スピンドルモータ
２３…ピックアップ
２４…ピックアップ駆動部
２５…第１レーザ光源駆動回路
２６…空間変調器駆動回路
２７…再生信号検出処理回路
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２８…サーボ信号処理回路
２９…フォーカスサーボ回路
３０…トラッキングサーボ回路
３１…ピックアップ位置検出回路
３２…スライダサーボ回路
３３…回転数検出部
３４…回転位置検出回路
３５…スピンドルサーボ回路
３６…対物レンズ駆動部
５０…制御回路
ＡＳ…非点収差素子
ＧＴ…ガイドトラック
ＬＳ…光スポット
ＴＴＲ…トラック移動領域
ＤＲ…データ領域
ＬＤ１…第１レーザ光源
ＣＬ１…第１コリメータレンズ
ＨＧ…ホログラム
ＨＰ１…第１ハーフミラープリズム
ＰＢＳ１…第１偏光ビームスプリッタ
ＰＳＬＭ…偏光空間変調器
ＳＬＭ…空間変調器
ＣＭＯＳ…像検出センサ
ＨＰ２…第２ハーフミラープリズム
ＰＢＳ２…第２偏光ビームスプリッタ
ＬＤ２…第２レーザ光源
ＣＬ２…第２コリメータレンズ
ＰＢＳ３…第３偏光ビームスプリッタ
ＰＤ…光検出器
ＤＰ…ダイクロイックプリズム
ＯＢ…対物レンズ
ＬＤ３…第３レーザ光源
ＬＤ４…第４レーザ光源
ＰＢＳ１１…第１ダイクロイック偏光ビームスプリッタ
ＨＰ３…第３ハーフミラープリズム
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