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(57)【要約】
【課題】情報を表すホログラムを光ディスクに対して高
精度に記録又は再生できるようにする。
【解決手段】光ディスク１００に情報を記録する際及び
当該光ディスク１００から情報を再生する際、光ピック
アップ２６により赤色光ビームＬｒ１を光ディスク１０
０の第１面１００Ａ側から照射させることにより、反射
透過膜１０４において反射されてなる赤色反射光ビーム
Ｌｒ３及び透過されてなる赤色透過光ビームＬｒ２を安
定的に検出することができるので、それぞれの検出結果
を基に対物レンズ３８の及び対物レンズ５１の位置制御
を常に精度良く行うことができる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一の光源から射出される第１及び第２の光をそれぞれ対応する第１及び第２の対物レ
ンズによりディスク状でなる体積型記録媒体の両面から同一の焦点位置となるよう照射し
定在波を記録する光ディスク装置において、
　他の光源から出射される第３の光が上記体積型記録媒体に設けられた位置決め層により
反射されてなる反射光を基に、上記第１の対物レンズを位置制御する第１の制御手段と、
　上記第３の光が上記位置決め層により透過されてなる透過光を基に上記第２の対物レン
ズを位置制御する第２の制御手段と、
　上記第１及び第２の光に基づき上記体積型記録媒体から出射される光を上記第１又は第
２の対物レンズを介して検出する検出手段と
　を具えることを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
　上記第３の光は、上記第１及び第２の光と異なる波長でなり、
　上記位置決め層は、波長選択性により上記第１及び第２の光を透過させると共に上記第
３の光を反射させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項３】
　上記位置決め層は、
　上記定在波の記録位置を表すトラックが形成され、
　上記第１の制御手段は、
　上記反射光を基に上記トラックを認識した上で上記第１の対物レンズを位置制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項４】
　上記第２の光における光軸方向を変化させる光軸可変手段
　を具え、
　上記第２の制御手段は、
　上記第１及び第２対物レンズにおける焦点位置を合わせるよう上記光軸可変手段により
上記第２の光における光軸方向を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項５】
　上記第１の光及び上記第２の光の収束状態を変化させることにより、当該第１及び第２
の光における焦点の位置を当該第１及び第２の光における光軸方向に移動させる焦点位置
移動手段
　を具えることを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項６】
　第１及び第２の光を第１及び第２の対物レンズにより照射対象の両面から同一の焦点位
置となるようそれぞれ照射する際の焦点位置制御方法において、
　他の光源から出射される第３の光が上記照射対象に設けられた位置決め層により反射さ
れた反射光を基に上記第１の対物レンズを位置制御する第１の制御ステップと、
　上記第３の光が上記位置決め層により透過されてなる透過光を基に上記第２の対物レン
ズを位置制御する第２の制御ステップと
　を具えることを特徴とする焦点位置制御方法。
【請求項７】
　第１及び第２の対物レンズを介して両面から照射される第１及び第２の光により生じる
定在波を記録する記録層と共に位置決め層が設けられた体積型記録媒体において、
　上記位置決め層は、
　上記第１の対物レンズを介して上記位置決め層に照射される第３の光を所定の割合で反
射することにより上記第１の対物レンズを制御するための反射光を生じさせ、且つ上記第
３の光を残りの割合で透過することにより上記第２の対物レンズを制御するための通過光
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を生じさせる
　ことを特徴とする体積型記録媒体。
【請求項８】
　上記体積型記録媒体は、ディスク状でなり、
　上記位置決め層は、上記第１及び第２の光による定在波が記録される際の記録位置を表
すトラックが形成されている
　ことを特徴とする請求項７に記載の体積型記録媒体。
【請求項９】
　上記位置決め層は、
　螺旋状又は同心円状に案内溝が配置されることにより上記トラックが形成されている
　ことを特徴とする請求項８に記載の体積型記録媒体。
【請求項１０】
　上記位置決め層は、
　螺旋状又は同心円状にピットが配置されることにより上記トラックが形成されている
　ことを特徴とする請求項８に記載の体積型記録媒体。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光ディスク装置、焦点位置制御方法及び体積型記録媒体に関し、例えば光ディ
スクにホログラムを記録する光ディスク装置に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光ディスク装置においては、ＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatil
e Disc）及びＢｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標、以下ＢＤと呼ぶ）等、光ディスクに
対して光ビームを照射し、その反射光を読み取ることにより情報を再生するようになされ
たものが広く普及している。
【０００３】
　またかかる従来の光ディスク装置では、当該光ディスクに対して光ビームを照射するこ
とにより、当該光ディスクの局所的な反射率等を変化させることにより、情報の記録を行
うようになされている。
【０００４】
　この光ディスクに関しては、当該光ディスク上に形成される光スポットの大きさは、お
よそλ／ＮＡ（λ：光ビームの波長、ＮＡ:開口数）で与えられ、解像度もこの値に比例
することが知られている。例えば、直径１２０［ｍｍ］の光ディスクにおよそ２５［ＧＢ
］のデータを記録し得るＢＤの詳細については、非特許文献１に示されている。
【０００５】
　ところで光ディスクには、音楽コンテンツや映像コンテンツ等の各種コンテンツ、或い
はコンピュータ用の各種データ等のような種々の情報が記録されるようになされている。
特に近年では、映像の高精細化や音楽の高音質化等により情報量が増大し、また１枚の光
ディスクに記録するコンテンツ数の増加が要求されているため、当該光ディスクのさらな
る大容量化が要求されている。
【０００６】
　そこで、１枚の光ディスク内で記録層を重ねることにより、１枚の光ディスクにおける
記録容量を増加させる手法も提案されている（例えば、非特許文献２参照）。
【０００７】
　一方、光ディスクに対する情報の記録手法として、ホログラムを用いた光ディスク装置
も提案されている（例えば、非特許文献３参照）。
【０００８】
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　例えば図１に示すように、光ディスク装置１は、照射された光強度によって屈折率が変
化するフォトポリマ等でなる光ディスク８中に、光学ヘッド７から一旦光ビームを集光し
、その後光ディスク８の裏面側（図１では下側）に設けられた反射装置９を用いて、もう
一度逆方向から光ビームを同一焦点位置に集光するようになされている。
【０００９】
　光ディスク装置１は、レーザ２からレーザ光でなる光ビームを出射させ、音響光学変調
器３によりその光波を変調し、コリメータレンズ４により平行光に変換する。続いて光ビ
ームは、偏光ビームスプリッタ５を透過し、１／４波長板６により直線偏光から円偏光に
変換されてから、光学ヘッド７へ入射される。
【００１０】
　光学ヘッド７は、情報の記録及び再生を行い得るようになされており、光ビームをミラ
ー７Ａにより反射し、対物レンズ７Ｂにより集光して、スピンドルモータ（図示せず）に
より回転されている光ディスク８に照射する。
【００１１】
　このとき光ビームは、光ディスク８の内部で一旦合焦されてから、当該光ディスク８の
裏面側に配置された反射装置９によって反射され、当該光ディスク８の裏面側から光ディ
スク８の内部における同一焦点に集光される。因みに反射装置９は、集光レンズ９Ａ、シ
ャッタ９Ｂ、集光レンズ９Ｃ及び反射ミラー９Ｄにより構成されている。
【００１２】
　この結果、図２（Ａ）に示すように、光ビームの焦点位置に定在波が生じ、全体的に２
つの円錐体を互いの底面同士で貼り合わせたような形状でなる、光スポットサイズの小さ
なホログラムでなる記録マークＲＭを形成する。かくしてこの記録マークＲＭが情報とし
て記録される。
【００１３】
　光ディスク装置１は、光ディスク８の内部にこの記録マークＲＭを複数記録する際、当
該光ディスク８を回転させ各記録マークＲＭを同心円状又は螺旋状のトラックに沿って配
置することにより一つのマーク記録層を形成し、さらに光ビームの焦点位置を調整するこ
とにより、マーク記録層を複数層重ねるように各記録マークＲＭを記録することができる
。
【００１４】
　これにより光ディスク８は、内部に複数のマーク記録層を有する多層構造となる。例え
ば光ディスク８は、図２（Ｂ）に示すように、記録マークＲＭ間の距離（マークピッチ）
ｐ１が１．５［μｍ］、トラック間の距離（トラックピッチ）ｐ２が２［μｍ］、層間の
距離ｐ３が２２．５［μｍ］となっている。
【００１５】
　また光ディスク装置１は、記録マークＲＭが記録されたディスク８から情報を再生する
場合、反射装置９のシャッタ９Ｂを閉じ、光ディスク８の裏面側から光ビームを照射しな
いようにする。
【００１６】
　このとき光ディスク装置１は、光学ヘッド７によって光ディスク８中の記録マークＲＭ
へ光ビームを照射し、当該記録マークＲＭから発生する再生光ビームを当該光学ヘッド７
へ入射させる。この再生光ビームは、１／４波長板６により円偏光から直線偏光に変換さ
れ、偏光ビームスプリッタ５により反射される。さらに再生光ビームは、集光レンズ１０
により集光され、ピンホール１１を介してフォトディテクタ１２へ照射される。
【００１７】
　光ディスク装置１は、このときフォトディテクタ１２により再生光ビームの光量を検出
し、その検出結果を基に情報を再生する。
【非特許文献１】Y.Kasami,Y.Kuroda, K.Seo, O.Kawakubo, S.Takagawa, M.Ono, and M.Y
amada, Jpn. J. Appl.Phys., 39, 756(2000)
【非特許文献２】I.Ichimura etal, Technical Digest of ISOM’04, pp52,Oct.11-15, 2
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005, Jeju Korea
【非特許文献３】R. R. McLeod etal.,“Microholographicmultilayer optical disk dat
a storage,” Appl. Opt., Vol. 44, 2005, pp3197
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　ところで、従来のＣＤ、ＤＶＤ又はＢＤに対応した光ディスク装置では、回転される光
ディスクに面ブレや偏心等が生じる可能性があるものの、光ビームの検出結果等を基にフ
ォーカス制御やトラッキング制御等の各種制御を行うことにより、目標とするトラックに
対して光ビームを正確に照射し得るようになされている。
【００１９】
　しかしながら、図１に示した光ディスク装置１は、かかるフォーカス制御やトラッキン
グ制御等を具体的に行い得るような構成を有していないため、光ディスクに生じ得る面ブ
レや偏心等に対応することができない。
【００２０】
　すなわち光ディスク装置１は、光ディスク８中の所望の位置に光ビームの焦点を正確に
合わせることができず、情報の記録や再生を正しく行い得ない可能性がある、という問題
があった。
【００２１】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、情報を表すホログラムを光ディスクに対
して高精度に記録又は再生し得る光ディスク装置、ホログラムの記録又は再生に用いる光
の焦点位置を高精度に制御し得る焦点位置制御方法、及び情報を表すホログラムを高精度
に記録させ得る体積型記録媒体を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　かかる課題を解決するため本発明の光ディスク装置においては、同一の光源から射出さ
れる第１及び第２の光をそれぞれ対応する第１及び第２の対物レンズによりディスク状で
なる体積型記録媒体の両面から同一の焦点位置となるよう照射し定在波を記録する光ディ
スク装置において、他の光源から出射される第３の光が体積型記録媒体に設けられた位置
決め層により反射されてなる反射光を基に、第１の対物レンズを位置制御する第１の制御
手段と、第３の光が位置決め層により透過されてなる透過光を基に第２の対物レンズを位
置制御する第２の制御手段と、第１及び第２の光に基づき体積型記録媒体から出射される
光を第１又は第２の対物レンズを介して検出する検出手段とを設けるようにした。
【００２３】
　これにより、第１及び第２の光に影響されることなく、体積型記録媒体における位置決
め層からの反射光を基に位置制御された第１の対物レンズにより、第１の光における焦点
位置を所望位置に合わせ得ると共に、位置決め層を透過した透過光を基に位置制御された
第２の対物レンズにより、第２の光における焦点位置を所望位置に合わせることができる
。
【００２４】
　また本発明の焦点位置制御方法においては、第１及び第２の光を第１及び第２の対物レ
ンズにより照射対象の両面から同一の焦点位置となるようそれぞれ照射する際の焦点位置
制御方法において、他の光源から出射される第３の光が照射対象に設けられた位置決め層
により反射された反射光を基に第１の対物レンズを位置制御する第１の制御ステップと、
第３の光が位置決め層により透過されてなる透過光を基に第２の対物レンズを位置制御す
る第２の制御ステップとを設けるようにした。
【００２５】
　これにより、第１及び第２の光に影響されることなく、照射対象における位置決め層か
らの反射光を基に位置制御された第１の対物レンズにより、第１の光における焦点位置を
所望位置に合わせ得ると共に、位置決め層を透過した透過光を基に位置制御された第２の
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対物レンズにより、第２の光における焦点位置を所望位置に合わせることができる。
【００２６】
　また本発明の体積型記録媒体においては、第１及び第２の対物レンズを介して両面から
照射される第１及び第２の光により生じる定在波を記録する記録層と共に位置決め層が設
けられた体積型記録媒体において、位置決め層は、第１の対物レンズを介して位置決め層
に照射される第３の光を所定の割合で反射することにより第１の対物レンズを制御するた
めの反射光を生じさせ、且つ第３の光を残りの割合で透過することにより第２の対物レン
ズを制御するための通過光を生じさせるようにした。
【００２７】
　これにより、所定の光ディスク装置によって記録層に定在波が記録される際、第１及び
第２の光に影響されることなく、位置決め層からの反射光を基に位置制御された第１の対
物レンズにより、第１の光における焦点位置を所望位置に合わせさせ得ると共に、位置決
め層を透過した透過光を基に位置制御された第２の対物レンズにより、第２の光における
焦点位置を所望位置に合わせさせることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、第１及び第２の光に影響されることなく、体積型記録媒体における位
置決め層からの反射光を基に位置制御された第１の対物レンズにより、第１の光における
焦点位置を所望位置に合わせ得ると共に、位置決め層を透過した透過光を基に位置制御さ
れた第２の対物レンズにより、第２の光における焦点位置を所望位置に合わせることがで
き、かくして情報を表すホログラムを光ディスクに対して高精度に記録又は再生し得る光
ディスク装置を実現できる。
【００２９】
　また本発明によれば、第１及び第２の光に影響されることなく、照射対象における位置
決め層からの反射光を基に位置制御された第１の対物レンズにより、第１の光における焦
点位置を所望位置に合わせ得ると共に、位置決め層を透過した透過光を基に位置制御され
た第２の対物レンズにより、第２の光における焦点位置を所望位置に合わせることができ
、かくしてホログラムの記録又は再生に用いる光の焦点位置を高精度に制御し得る焦点位
置制御方法を実現できる。
【００３０】
　さらに本発明によれば、所定の光ディスク装置によって記録層に定在波が記録される際
、第１及び第２の光に影響されることなく、位置決め層からの反射光を基に位置制御され
た第１の対物レンズにより、第１の光における焦点位置を所望位置に合わせさせ得ると共
に、位置決め層を透過した透過光を基に位置制御された第２の対物レンズにより、第２の
光における焦点位置を所望位置に合わせさせることができ、かくして情報を表すホログラ
ムを高精度に記録させ得る体積型記録媒体を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００３２】
（１）第１の実施の形態
（１－１）光ディスクの構成
　まず、第１の実施の形態における体積型記録媒体としての光ディスク１００について説
明する。図３に外観図を示すように、光ディスク１００は、全体として従来のＣＤ、ＤＶ
Ｄ及びＢＤと同様に直径約１２０［ｍｍ］の円盤状に構成されており、中央部分に孔部１
００Ｈが形成されている。
【００３３】
　また光ディスク１００は、図４（Ａ）に断面図を示すように、情報を記録するための記
録層１０１を中心に有しており、基板１０２及び１０３により当該記録層１０１を両面か
ら挟むように構成されている。
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【００３４】
　因みに記録層１０１の厚さｔ１は約０．３［ｍｍ］、基板１０２及び１０３の厚さｔ２
及びｔ３はいずれも約０．６［ｍｍ］となるようになされている。
【００３５】
　基板１０２及び１０３は、例えばポリカーボネイトやガラス等の材料により構成されて
おり、いずれも一面から入射される光をその反対面へ高い透過率で透過させるようになさ
れている。また基板１０２及び１０３は、ある程度の強度を有しており、記録層１０１を
保護する役割も担うようになされている。
【００３６】
　因みに光ディスク１００は、厚さ方向に関して記録層１０１を中心としたほぼ対称な構
造となっており、全体として経年変化等による反りや歪み等の発生を極力抑えるようにも
配慮されている。なお基板１０２及び１０３の表面については、無反射コーティングによ
り不要な反射が防止されるようになされていても良い。
【００３７】
　記録層１０１は、光ディスク８（図１）と同様、照射された光強度によって屈折率が変
化するフォトポリマ等でなり、波長４０５［ｎｍ］でなる青色光ビームに反応するように
なされている。図４（Ａ）に示したように、比較的強い強度でなる２本の青色光ビームＬ
ｂ１及びＬｂ２が記録層１０１内において干渉した場合、当該記録層１０１には定在波が
生成されることになり、図２（Ａ）に示したようなホログラムとしての性質を有する干渉
パターンが形成される。
【００３８】
　さらに記録層１０１は、波長４０５［ｎｍ］でなる青色光ビームに関して、基板１０２
及び１０３と同等の屈折率を呈するようになされており、記録層１０１と基板１０３との
境界面等において当該青色光ビームを殆ど屈折させないようになされている。
【００３９】
　また光ディスク１００は、記録層１０１と基板１０２との境界面に位置決め層としての
反射透過膜１０４を有している。反射透過膜１０４は、誘電体多層膜等でなり、波長４０
５［ｎｍ］でなる青色光ビームＬｂ１、Ｌｂ２及び青色再生光ビームＬｂ３を透過すると
共に、波長６６０［ｎｍ］でなる赤色光ビームを約５０％の割合で透過し、約５０％の割
合で反射するといった波長選択性を有している。
【００４０】
　また反射透過膜１０４は、トラッキングサーボ用の案内溝を形成しており、具体的には
、一般的なＢＤ－Ｒ（Recordable）ディスク等と同様のランド及びグルーブにより螺旋状
のトラックを形成している。このトラックには、所定の記録単位ごとに一連の番号でなる
アドレスが付されており、情報を記録又は再生するトラックを当該アドレスにより特定し
得るようになされている。
【００４１】
　なお反射透過膜１０４（すなわち記録層１０１と基板１０２との境界面）には、案内溝
に代えてピット等が形成され、或いは案内溝とピット等とが組み合わされていても良い。
【００４２】
　この反射透過膜１０４は、基板１０２側から赤色光ビームＬｒ１が照射された場合、そ
の約半分を基板１０３側へ透過すると共に、その約半分を当該基板１０２側へ反射する。
以下、このとき透過された光ビームを赤色透過光ビームＬｒ２と呼び、また反射された光
ビームを赤色反射光ビームＬｒ３と呼ぶ。
【００４３】
　この赤色反射光ビームＬｒ３は、例えば光ディスク装置において、目標とするトラック
（以下、これを目標トラックと呼ぶ）に対して、所定の対物レンズＯＬ１により集光され
た赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒを合わせるための、当該対物レンズＯＬ１の位置制御（
すなわちフォーカス制御及びトラッキング制御）に用いられることが想定されている。
【００４４】
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　因みに以下では、光ディスク１００の基板１０２側の面を第１面１００Ａと呼び、当該
光ディスク１００の基板１０３側の面を第２面１００Ｂと呼ぶ。
【００４５】
　実際上、光ディスク１００に情報が記録されるとき、図４（Ａ）に示したように、位置
制御された対物レンズＯＬ１により赤色光ビームＬｒ１が集光され、反射透過膜１０４の
目標トラックに合焦される。
【００４６】
　また、当該赤色光ビームＬｒ１と光軸Ｌｘを共有し当該対物レンズＯＬ１により集光さ
れた青色光ビームＬｂ１が、基板１０２及び反射透過膜１０４を透過し、記録層１０１内
における当該目標トラックの裏側（すなわち基板１０３側）に相当する位置に合焦される
。このとき青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１は、対物レンズＯＬ１を基準として、共通の
光軸Ｌｘ上における焦点Ｆｒよりも遠方に位置することになる。
【００４７】
　さらに、青色光ビームＬｂ１と同一波長でなり光軸Ｌｘを共有する青色光ビームＬｂ２
が、当該青色光ビームＬｂ１の反対側（すなわち基板１０３側）から、対物レンズＯＬ１
と同等の光学特性を有する対物レンズＯＬ２により集光され、照射されるようになされて
いる。このとき当該青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２は、当該対物レンズＯＬ２が位置制
御されることにより、青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１と同一の位置となるようになされ
ている。
【００４８】
　この結果、光ディスク１００には、記録層１０１内における目標トラックの裏側に相当
する焦点Ｆｂ１及びＦｂ２の位置に、青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２による定在波が生成
され、比較的小さい干渉パターンでなる記録マークＲＭが記録される。
【００４９】
　このとき記録層１０１内には、いずれも収束光でなる青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２が
重なり、且つ所定強度以上となった部分に定在波が生じ、記録マークＲＭが形成される。
このため記録マークＲＭは、図２（Ａ）に示したように、全体的に２つの円錐体を互いの
底面同士で貼り合わせたような形状となり、中央部（底面同士を貼り合わせた部分）が僅
かにくびれている。
【００５０】
　因みに、記録マークＲＭに関して、中央部におけるくびれ部分の直径ＲＭｒについては
、青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２の波長をλ［ｍ］、対物レンズＯＬ１及びＯＬ２の開口
数をＮＡとすると、次に示す（１）式により求められる。
【００５１】
【数１】

【００５２】
　また記録マークＲＭの高さＲＭｈに関しては、対物レンズＯＬ１及びＯＬ２の屈折率を
ｎとすると、次に示す（２）式により求められる。
【００５３】
【数２】

【００５４】
　例えば、波長λを４０５［ｎｍ］、開口数ＮＡを０．５、屈折率ｎを１．５とすると、
（１）式より直径ＲＭｒ＝０．９７［μｍ］、（２）式より高さＲＭｈ＝９．７２［μｍ
］となる。
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【００５５】
　さらに光ディスク１００は、記録層１０１の厚さｔ１（＝０．３［ｍｍ］）が記録マー
クＲＭの高さＲＭｈよりも充分に大きくなるよう設計されている。このため光ディスク１
００は、記録層１０１内における記録反射膜１０４からの距離（以下、これを深さと呼ぶ
）が切り換えられながら記録マークＲＭが記録されることにより、図２（Ｂ）に示したよ
うな、複数のマーク記録層を当該光ディスク１００の厚さ方向に重ねた多層記録を行い得
るようになされている。
【００５６】
　この場合、光ディスク１００の記録層１０１内において、青色光ビームＬｂ１及びＬｂ
２の焦点Ｆｂ１及びＦｂ２の深さが調整されることにより、記録マークＲＭの深さが変更
されることになる。例えば光ディスク１００は、記録マークＲＭ同士の相互干渉等を考慮
してマーク記録層同士の距離ｐ３が約１５［μｍ］に設定されれば、記録層１０１内に約
２０層のマーク記録層を形成することができる。なお距離ｐ３については、約１５［μｍ
］とする以外にも、記録マークＲＭ同士の相互干渉等を考慮した上で他の種々の値として
も良い。
【００５７】
　一方、光ディスク１００は、情報が再生されるとき、図４（Ｂ）に示すように、当該情
報を記録したときと同様に、対物レンズＯＬ１により集光された赤色光ビームＬｒ１が反
射透過膜１０４の目標トラックに合焦されるよう、当該対物レンズＯＬ１が位置制御され
るようになされている。
【００５８】
　また光ディスク１００は、同一の対物レンズＯＬ１を介し基板１０２及び反射透過膜１
０４を透過した青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１が、記録層１０１内における当該目標ト
ラックの「裏側」に相当し、かつ第１の目標深さとなる位置（以下、これを第１目標マー
ク位置ＰＳ１と呼ぶ）に合焦されるようになされている。
【００５９】
　このとき第１目標マーク位置ＰＳ１に記録されている記録マークＲＭ（以下、これを第
１記録マークＲＭ１と呼ぶ）は、ホログラムとしての性質により、青色再生光ビームＬｂ
３を発生する。この青色再生光ビームＬｂ３は、第１記録マークＲＭ１の記録時に照射さ
れた青色光ビームＬｂ２と同等の光学特性を有しており、当該青色光ビームＬｂ２と同じ
方向へ、すなわち記録層１０１内から基板１０２側へ発散しながら進むことになる。
【００６０】
　かかる構成に加えて、光ディスク１００は、赤色光ビームＬｒ１が反射透過膜１０４に
おいて透過されてなる赤色透過光ビームＬｒ２を基に、対物レンズＯＬ２が位置制御され
るようになされている。
【００６１】
　また光ディスク１００は、対物レンズＯＬ２を介し基板１０３を透過した青色光ビーム
Ｌｂ２の焦点Ｆｂ２が、記録層１０１内における当該目標トラックの「裏側」に相当し、
かつ第１の目標深さと異なる第２の目標深さとなる位置（以下、これを第２目標マーク位
置ＰＳ２と呼ぶ）に合焦されるようになされている。
【００６２】
　このとき第２目標マーク位置ＰＳ２に記録されている記録マークＲＭ（以下、これを第
２記録マークＲＭ２と呼ぶ）は、第１記録マークＲＭと同様、ホログラムとしての性質に
より、青色再生光ビームＬｂ４を発生する。この青色再生光ビームＬｂ４は、第２記録マ
ークＲＭ２の記録時に照射された青色光ビームＬｂ１と同等の光学特性を有しており、当
該青色光ビームＬｂ１と同じ方向へ、すなわち記録層１０１内から基板１０３側へ発散し
ながら進むことになる。
【００６３】
　このように光ディスク１００は、情報が記録される場合、位置制御用の赤色光ビームＬ
ｒ１、情報記録用の青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２が用いられることにより、記録層１０
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１内において焦点Ｆｂ１及びＦｂ２が重なる位置、すなわち反射透過膜１０４における目
標トラックの裏側となり且つ目標深さとなる目標マーク位置に、当該情報として記録マー
クＲＭが形成されるようになされている。
【００６４】
　また光ディスク１００は、記録済みの情報が再生される場合、位置制御用の赤色光ビー
ムＬｒ１及び赤色透過光ビームＬｒ２並びに情報再生用の青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２
が用いられることにより、焦点Ｆｂ１及びＦｂ２の位置、すなわち第１目標マーク位置Ｐ
Ｓ１及び第２目標マーク位置ＰＳ２にそれぞれ記録されている第１記録マークＲＭ１及び
第２記録マークＲＭ２から、青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４をそれぞれ発生させるよ
うになされている。
【００６５】
（１－２）光ディスク装置の構成
　次に、上述した光ディスク１００に対応した光ディスク装置２０について説明する。光
ディスク装置２０は、図５に示すように、制御部２１により全体を統括制御するようにな
されている。
【００６６】
　制御部２１は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）を中心に構成されてお
り、図示しないＲＯＭ（Read Only Memory）から基本プログラムや情報記録プログラム等
の各種プログラムを読み出し、これらを図示しないＲＡＭ（Random Access Memory）に展
開することにより、情報記録処理等の各種処理を実行するようになされている。
【００６７】
　例えば制御部２１は、光ディスク１００が装填された状態で、図示しない外部機器等か
ら情報記録命令、記録情報及び記録アドレス情報を受け付けると、駆動命令及び記録アド
レス情報を駆動制御部２２へ供給すると共に、記録情報を信号処理部２３へ供給する。因
みに記録アドレス情報は、光ディスク１００の記録層１０１又は反射透過膜１０４に付さ
れたアドレスのうち、記録情報を記録すべきアドレスを示す情報である。
【００６８】
　駆動制御部２２は、駆動命令に従い、スピンドルモータ２４を駆動制御することにより
光ディスク１００を所定の回転速度で回転させると共に、スレッドモータ２５を駆動制御
することにより、光ピックアップ２６を移動軸２５Ａ及び２５Ｂに沿って光ディスク１０
０の径方向（すなわち内周方向又は外周方向）における記録アドレス情報に対応した位置
へ移動させる。
【００６９】
　信号処理部２３は、供給された記録情報に対して所定の符号化処理や変調処理等の各種
信号処理を施すことにより記録信号を生成し、これを光ピックアップ２６へ供給する。
【００７０】
　光ピックアップ２６は、図６に示すように、側面略コ字状に構成されており、図４（Ａ
）及び（Ｂ）に示したように、光ディスク１００に対して両面から焦点を合わせて光ビー
ムを照射し得るようになされている。
【００７１】
　光ピックアップ２６は、駆動制御部２２（図５）の制御に基づいてフォーカス制御及び
トラッキング制御を行うことにより、光ディスク１００の記録層１０１又は反射透過膜１
０４における記録アドレス情報により示されるトラック（以下、これを目標トラックと呼
ぶ）に光ビームの照射位置を合わせ、信号処理部２３からの記録信号に応じた記録マーク
ＲＭを記録するようになされている（詳しくは後述する）。
【００７２】
　また制御部２１は、例えば外部機器（図示せず）から情報再生命令及び当該記録情報の
アドレスを示す再生アドレス情報を受け付けると、駆動制御部２２に対して駆動命令を供
給すると共に、再生処理命令を信号処理部２３へ供給する。
【００７３】
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　駆動制御部２２は、情報を記録する場合と同様、スピンドルモータ２４を駆動制御する
ことにより光ディスク１００を所定の回転速度で回転させると共に、スレッドモータ２５
を駆動制御することにより光ピックアップ２６を再生アドレス情報に対応した位置へ移動
させる。
【００７４】
　光ピックアップ２６は、駆動制御部２２（図４）の制御に基づいてフォーカス制御及び
トラッキング制御を行うことにより、光ディスク１００の記録層１０１又は反射透過膜１
０４における再生アドレス情報により示されるトラック（すなわち目標トラック）に光ビ
ームの照射位置を合わせ、所定光量の光ビームを照射する。このとき光ピックアップ２６
は、光ディスク１００における記録層１０１の記録マークＲＭから発生される再生光ビー
ムを検出し、その光量に応じた検出信号を信号処理部２３へ供給するようになされている
（詳しくは後述する）。
【００７５】
　信号処理部２３は、供給された検出信号に対して所定の復調処理や復号化処理等の各種
信号処理を施すことにより再生情報を生成し、この再生情報を制御部２１へ供給する。こ
れに応じて制御部２１は、この再生情報を外部機器（図示せず）へ送出するようになされ
ている。
【００７６】
　このように光ディスク装置２０は、制御部２１によって光ピックアップ２６を制御する
ことにより、光ディスク１００の記録層１０１における目標トラックに情報を記録し、ま
た当該目標トラックから情報を再生するようになされている。
【００７７】
（１－３）光ピックアップの構成
　次に、光ピックアップ２６の構成について説明する。図７に模式的に示すように、光ピ
ックアップ２６は、多数の光学部品が設けられており、大きく分けて第１面位置制御光学
系３０及び第２面位置制御光学系５０、並びに第１面情報光学系６０及び第２面情報光学
系８０により構成されている。
【００７８】
（１－３－１）位置制御光学系の構成
　第１面位置制御光学系３０及び第２面位置制御光学系５０は、赤色光ビームＬｒ１及び
赤色透過光ビームＬｒ２を基に、主に対物レンズ３８及び５１の位置制御を行うようにな
されている。
【００７９】
（１－３－１－１）第１面位置制御光学系の構成
　第１面位置制御光学系３０は、光ディスク１００の第１面１００Ａに対して赤色光ビー
ムＬｒ１を照射し、当該光ディスク１００により当該赤色光ビームＬｒ１が反射されてな
る赤色反射光ビームＬｒ３を受光するようになされている。
【００８０】
　図７と対応する図８において、第１面位置制御光学系３０のレーザダイオード３１は、
波長約６６０［ｎｍ］の赤色レーザ光を射出し得るようになされている。実際上レーザダ
イオード３１は、制御部２１（図５）の制御に基づいて発散光でなる所定光量の赤色光ビ
ームＬｒ１を発射し、コリメータレンズ３２へ入射させる。コリメータレンズ３２は、赤
色光ビームＬｒ１を発散光から平行光に変換しスリット３３を介して無偏光ビームスプリ
ッタ３４へ入射させる。
【００８１】
　無偏光ビームスプリッタ３４は、赤色光ビームＬｒ１を反射透過面３４Ａにおいて約５
０％の割合で透過し、補正レンズ３５へ入射させる。補正レンズ３５及び３６は、赤色光
ビームＬｒ１を一度発散させてから収束させ、ダイクロックプリズム３７へ入射させる。
【００８２】
　ダイクロックプリズム３７の反射透過面３７Ｓは、光ビームの波長により透過率及び反
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射率が異なる、いわゆる波長選択性を有しており、赤色光ビームをほぼ１００％の割合で
透過し、青色光ビームをほぼ１００％の割合で反射するようになされている。このためダ
イクロックプリズム３７は、当該反射透過面３７Ｓにおいて赤色光ビームＬｒ１を透過し
、対物レンズ３８へ入射させる。
【００８３】
　対物レンズ３８は、赤色光ビームＬｒ１を集光し、光ディスク１００の第１面１００Ａ
へ向けて照射する。このとき赤色光ビームＬｒ１は、図４（Ａ）に示したように、基板１
０２を透過し反射透過膜１０４において反射され、赤色光ビームＬｒ１と反対方向へ向か
う赤色反射光ビームＬｒ３となる。
【００８４】
　因みに対物レンズ３８は、青色光ビームＬｂ１に最適化されて設計されており、赤色光
ビームＬｒ１に関しては、スリット３３、補正レンズ３５及び３６との光学的な距離等の
関係により、開口数（ＮＡ：Numerical Aperture）が０．４１の集光レンズとして作用す
ることになる。
【００８５】
　この後、赤色反射光ビームＬｒ３は、対物レンズ３８、ダイクロックプリズム３７、補
正レンズ３６及び３５を順次透過して平行光にされた後、無偏光ビームスプリッタ３４へ
入射される。
【００８６】
　無偏光ビームスプリッタ３４は、赤色反射光ビームＬｒ３を約５０％の割合で反射する
ことによりミラー４０へ照射し、当該ミラー４０により当該赤色反射光ビームＬｒ３を再
度反射させた後、集光レンズ４１へ入射させる。
【００８７】
　集光レンズ４１は、赤色反射光ビームＬｒ３を収束させ、シリンドリカルレンズ４２に
より非点収差を持たせた上で当該赤色反射光ビームＬｒ３をフォトディテクタ４３へ照射
する。
【００８８】
　ところで光ディスク装置２０では、回転する光ディスク１００における偏心や面ブレ等
が発生する可能性があるため、第１面位置制御光学系３０に対する目標トラックの相対的
な位置が変動する可能性がある。
【００８９】
　このため、第１面位置制御光学系３０において赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒ（図４（
Ａ））を目標トラックに追従させるには、当該焦点Ｆｒを光ディスク１００に対する近接
方向又は離隔方向であるフォーカス方向及び光ディスク１００の内周側方向又は外周側方
向であるトラッキング方向へ移動させる必要がある。
【００９０】
　そこで対物レンズ３８は、２軸アクチュエータ３８Ａにより、フォーカス方向及びトラ
ッキング方向の２軸方向へ駆動され得るようになされている。
【００９１】
　第１面位置制御光学系３０（図８）では、対物レンズ３８により赤色光ビームＬｒ１が
集光され光ディスク１００の反射透過膜１０４へ照射されるときの合焦状態が、集光レン
ズ４１により赤色反射光ビームＬｒ３が集光されフォトディテクタ４３に照射されるとき
の合焦状態に反映されるよう、各種光学部品の光学的位置が調整されている。
【００９２】
　フォトディテクタ４３は、図９（Ａ）に示すように、赤色反射光ビームＬｒ３が照射さ
れる面上に、格子状に分割された４つの検出領域４３Ａ、４３Ｂ、４３Ｃ及び４３Ｄを有
している。因みに矢印ａ１により示される方向（図中の縦方向）は、赤色光ビームＬｒ１
が反射透過膜１０４（図３）に照射されるときの、トラックの走行方向に対応している。
【００９３】
　フォトディテクタ４３は、検出領域４３Ａ、４３Ｂ、４３Ｃ及び４３Ｄにより赤色反射
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光ビームＬｒ３の一部をそれぞれ検出し、このとき検出した光量に応じて検出信号ＳＤＡ
１、ＳＤＢ１、ＳＤＣ１及びＳＤＤ１をそれぞれ生成して、これらを信号処理部２３（図
４）へ送出する。
【００９４】
　信号処理部２３は、いわゆる非点収差法によるフォーカス制御を行うようになされてお
り、次に示す（３）式に従ってフォーカスエラー信号ＳＦＥ１を算出し、これを駆動制御
部２２へ供給する。
【００９５】
【数３】

【００９６】
　このフォーカスエラー信号ＳＦＥ１は、赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒと光ディスク１
００の反射透過膜１０４とのずれ量を表すことになる。
【００９７】
　また信号処理部２３は、いわゆるプッシュプル法によるトラッキング制御を行うように
なされており、次に示す（４）式に従ってトラッキングエラー信号ＳＴＥ１を算出し、こ
れを駆動制御部２２へ供給する。
【００９８】
【数４】

【００９９】
　このトラッキングエラー信号ＳＴＥ１は、赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒと光ディスク
１００の反射透過膜１０４における目標トラックとのずれ量を表すことになる。
【０１００】
　駆動制御部２２は、フォーカスエラー信号ＳＦＥ１を基にフォーカス駆動信号ＳＦＤ１
を生成し、当該フォーカス駆動信号ＳＦＤ１を２軸アクチュエータ３８Ａへ供給すること
により、赤色光ビームＬｒ１が光ディスク１００の反射透過膜１０４に合焦するよう、対
物レンズ３８をフィードバック制御（すなわちフォーカス制御）する。
【０１０１】
　また駆動制御部２２は、トラッキングエラー信号ＳＴＥ１を基にトラッキング駆動信号
ＳＴＤｒを生成し、当該トラッキング駆動信号ＳＴＤ１を２軸アクチュエータ３８Ａへ供
給することにより、赤色光ビームＬｒ１が光ディスク１００の反射透過膜１０４における
目標トラックに合焦するよう、対物レンズ３８をフィードバック制御（すなわちトラッキ
ング制御）する。
【０１０２】
　このように第１面位置制御光学系３０は、赤色光ビームＬｒ１を光ディスク１００の反
射透過膜１０４に照射し、その反射光である赤色反射光ビームＬｒ３の受光結果を信号処
理部２３へ供給するようになされている。これに応じて駆動制御部２２は、当該赤色光ビ
ームＬｒ１を当該反射透過膜１０４の目標トラックに合焦させるよう、対物レンズ３８の
フォーカス制御及びトラッキング制御（以下、これらをまとめて位置制御とも呼ぶ）を行
うようになされている。
【０１０３】
（１－３－１－２）第２面位置制御光学系の構成
　一方、第２面位置制御光学系５０は、赤色光ビームＬｒ１が光ディスク１００の反射透
過膜１０４（図４（Ａ））を透過してなる赤色透過光ビームＬｒ２を基に、対物レンズ５
１の位置制御を行うようになされている。
【０１０４】
　因みに対物レンズ５１は、２軸アクチュエータ５１Ａと一体に構成されており、当該２
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軸アクチュエータ５１Ａにより、対物レンズ３８と同様、光ディスク１００への近接方向
又は離隔方向であるフォーカス方向と、光ディスク１００の内周側方向又は外周側方向で
あるトラッキング方向との２軸方向へ駆動され得るようになされている。
【０１０５】
　赤色透過光ビームＬｒ２は、光ディスク１００の記録層１０１及び基板１０３を透過し
た後、発散光となり対物レンズ５１へ入射される。赤色透過光ビームＬｒ２は、当該対物
レンズ５１によりほぼ平行光に変換され、ガルバノミラー５２により反射された後、リレ
ーレンズ５３へ入射される。
【０１０６】
　続いて赤色透過光ビームＬｒ２は、リレーレンズ５３の固定レンズ５５によりある程度
収束光に変換され、ダイクロックプリズム５６へ入射させる。
【０１０７】
　ダイクロックプリズム５６の反射透過面５６Ｓは、ダイクロックプリズム３７の反射透
過面３７Ｓと同様に波長選択性を有しており、赤色光ビームをほぼ１００％の割合で反射
し、青色光ビームをほぼ１００％の割合で透過するようになされている。このためダイク
ロックプリズム５６は、反射透過面５６Ｓにおいて赤色透過光ビームＬｒ２を反射し、集
光レンズ５７へ入射させる。
【０１０８】
　集光レンズ５７は、赤色透過光ビームＬｒ２を収束させ、シリンドリカルレンズ５８に
より非点収差を持たせた上でフォトディテクタ５９へ照射する。
【０１０９】
　ところで光ディスク１００は、上述したように面ブレ等を生じる可能性がある。このた
め対物レンズ３８は、上述したように、第１面位置制御光学系３０及び駆動制御部２２（
図４）等により位置制御されるようになされている。
【０１１０】
　このとき赤色透過光ビームＬｒ２の光軸Ｌｘは、対物レンズ３８の移動に伴って変化す
ることになる。ここで対物レンズ５１は、仮に基準となる位置に固定されていた場合、赤
色光ビームについての焦点を赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒ１から外すことになり、図４
（Ａ）に示した青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２を青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１に一
致させ得なくなってしまう。
【０１１１】
　そこで第２面位置制御光学系５０では、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点と
、反射透過膜１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒ１とのずれ量が、集光レンズ
５７により赤色透過光ビームＬｒ２が集光されフォトディテクタ５９へ照射されるときの
照射状態に反映されるよう、各種光学部品の光学的位置が調整されている。
【０１１２】
　フォトディテクタ５９は、図９（Ｂ）に示すように、フォトディテクタ４３と同様、赤
色透過光ビームＬｒ２が照射される面上に、格子状に分割された４つの検出領域５９Ａ、
５９Ｂ、５９Ｃ及び５９Ｄを有している。因みに矢印ａ２により示される方向（図中の縦
方向）は、赤色透過光ビームＬｒ２が照射されるときの、反射透過膜１０４（図４（Ａ）
）におけるトラックの走行方向に対応している。
【０１１３】
　フォトディテクタ５９は、検出領域５９Ａ、５９Ｂ、５９Ｃ及び５９Ｄにより赤色透過
光ビームＬｒ２の一部をそれぞれ検出し、このとき検出した光量に応じて検出信号ＳＤＡ
２、ＳＤＢ２、ＳＤＣ２及びＳＤＤ２をそれぞれ生成して、これらを信号処理部２３（図
４）へ送出する。
【０１１４】
　信号処理部２３は、いわゆる非点収差法によるフォーカス制御を行うようになされてお
り、次に示す（５）式に従ってフォーカスエラー信号ＳＦＥ２を算出し、これを駆動制御
部２２へ供給する。
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【０１１５】
【数５】

【０１１６】
　このフォーカスエラー信号ＳＦＥ２は、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点と
、反射透過膜１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒとの間における、フォーカス
方向に関するずれ量を表すことになる。
【０１１７】
　また信号処理部２３は、プッシュプル信号を用いたトラッキング制御を行うようになさ
れており、次に示す（６）式に従ってトラッキングエラー信号ＳＴＥ２を算出し、これを
駆動制御部２２へ供給する。
【０１１８】
【数６】

【０１１９】
　このトラッキングエラー信号ＳＴＥ２は、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点
と、反射透過膜１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒとの間における、トラッキ
ング方向に関するずれ量を表すことになる。
【０１２０】
　さらに信号処理部２３は、タンジェンシャル制御に必要なタンジェンシャルエラー信号
も生成するようになされている。このタンジェンシャル制御とは、タンジェンシャル方向
（すなわちトラックの接線方向）に関する、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点
と、反射透過膜１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒとのずれを解消するための
制御である。
【０１２１】
　具体的に信号処理部２３は、プッシュプル信号を用いたタンジェンシャル制御を行うよ
うになされており、次に示す（７）式に従ってタンジェンシャルエラー信号ＳＮＥ２を算
出し、これを駆動制御部２２へ供給する。
【０１２２】
【数７】

【０１２３】
　このタンジェンシャルエラー信号ＳＮＥ２は、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する
焦点と、反射透過膜１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒとの間における、タン
ジェンシャル方向に関するずれ量を表すことになる。
【０１２４】
　これに応じて駆動制御部２２は、フォーカスエラー信号ＳＦＥ２を基にフォーカス駆動
信号ＳＦＤ２を生成し、当該フォーカス駆動信号ＳＦＤ２を２軸アクチュエータ５１Ａへ
供給することにより、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点と、反射透過膜１０４
における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒとのずれ量を減少させるよう、対物レンズ５１を
フォーカス制御するようになされている。
【０１２５】
　また駆動制御部２２は、トラッキングエラー信号ＳＴＥ２を基にトラッキング駆動信号
ＳＴＤ２を生成し、当該トラッキング駆動信号ＳＴＤ２を２軸アクチュエータ５１Ａへ供
給することにより、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点と、反射透過膜１０４に
おける赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒとのずれ量を減少させるよう、対物レンズ５１をト
ラッキング制御するようになされている。
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【０１２６】
　さらに駆動制御部２２は、タンジェンシャルエラー信号ＳＮＥ２を基にタンジェンシャ
ル駆動信号ＳＮＤ２を生成し、当該タンジェンシャル駆動信号ＳＮＤ２をガルバノミラー
５２へ供給することにより、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点と、反射透過膜
１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒとのずれ量を減少させるよう、ガルバノミ
ラー５２における反射面５２Ａの角度を調整する、タンジェンシャル制御を行うようにな
されている。
【０１２７】
　このように第２面位置制御光学系５０は、光ディスク１００の第２面１００Ｂから対物
レンズ５１へ入射される赤色透過光ビームＬｒ２を受光し、その受光結果を信号処理部２
３へ供給するようになされている。これに応じて駆動制御部２２は、対物レンズ５１の赤
色光ビームに関する焦点を、反射透過膜１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒと
一致させるよう、対物レンズ５１のフォーカス制御及びトラッキング制御、並びにガルバ
ノミラー５２によるタンジェンシャル制御（以下、これらをまとめて位置制御と呼ぶ）を
行うようになされている。
【０１２８】
（１－３－２）情報光学系の構成
　一方、第１面情報光学系６０及び第２面情報光学系８０は、主に青色光ビームＬｂ１及
びＬｂ２を光ディスク１００へ照射すると共に、青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４を検
出するようになされている。
【０１２９】
（１－３－２－１）第１面における青色光ビームの照射
　図７と対応する図１０において、第１面情報光学系６０のレーザダイオード６１は、波
長約４０５［ｎｍ］の青色レーザ光を射出し得るようになされている。実際上レーザダイ
オード６１は、制御部２１（図５）の制御に基づいて発散光でなる青色光ビームＬｂ０を
発射し、コリメータレンズ６２へ入射させる。コリメータレンズ６２は、青色光ビームＬ
ｂ０を発散光から平行光に変換し、１／２波長板６３へ入射させる。
【０１３０】
　このとき青色光ビームＬｂ０は、１／２波長板６４において偏光方向が所定角度回転さ
れることにより、例えばｐ偏光成分とｓ偏光成分との比率がほぼ５０％ずつとなるように
調整され、アナモプリズム６４により強度分布が整形された後、偏光ビームスプリッタ６
５の面６５Ａに入射される。
【０１３１】
　偏光ビームスプリッタ６５は、反射透過面６５Ｓにおいて、光ビームの偏光方向により
異なる割合で当該光ビームを反射又は透過するようになされている。例えば反射透過面６
５Ｓは、ｓ偏光の光ビームを反射すると共にｐ偏光の光ビームを透過するようになされて
いる。
【０１３２】
　実際上、偏光ビームスプリッタ６５は、反射透過面６５Ｓにより、青色光ビームＬｂ０
のうち約５０％でなるｓ偏光成分を反射して青色光ビームＬｂ１とし、面６５Ｂから１／
４波長板６６へ入射させると共に、残りの５０％でなるｐ偏光成分を透過して青色光ビー
ムＬｂ２とし、面６５Ｄからシャッタ８１へ入射させる。
【０１３３】
　１／４波長板６６は、青色光ビームＬｂ１を直線偏光から円偏光に変換して可動ミラー
６７へ照射し、また当該可動ミラー６７により反射され青色光ビームＬｂ１を円偏光から
直線偏光に変換し、再度偏光ビームスプリッタ６５の面６５Ｂへ入射させる。
【０１３４】
　このとき青色光ビームＬｂ１は、例えば１／４波長板６６によりｓ偏光から左円偏光に
変換され、可動ミラー６７により反射された際に左円偏光から右円偏光に変換された後、
再度１／４波長板６６により右円偏光からｐ偏光に変換される。すなわち青色光ビームＬ
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ｂ１は、面６５Ｂから出射されたときと可動ミラー６７により反射された後に当該面６５
Ｂに入射されるときとで、互いの偏光方向が異なることになる。
【０１３５】
　偏光ビームスプリッタ６５は、面６５Ｂから入射された青色光ビームＬｂ１の偏光方向
（ｐ偏光）に応じて、反射透過面６５Ｓにより当該青色光ビームＬｂ１をそのまま透過さ
せ、面６５Ｃから偏光ビームスプリッタ６８へ入射させるようになされている。
【０１３６】
　この結果、第１面情報光学系６０は、偏光ビームスプリッタ６５、１／４波長板６６及
び可動ミラー６７により、青色光ビームＬｂ１の光路長を引き延ばすことになる。
【０１３７】
　偏光ビームスプリッタ６８の反射透過面６８Ｓは、例えばｓ偏光の光ビームを反射する
と共にｐ偏光の光ビームを透過するようになされている。実際上、偏光ビームスプリッタ
６８は、反射透過面６８Ｓにおいて青色光ビームＬｂ１をそのまま透過させ、１／４波長
板６９により直線偏光（ｐ偏光）から円偏光（右円偏光）に変換させた上で、リレーレン
ズ７０へ入射させる。
【０１３８】
　リレーレンズ７０は、可動レンズ７１により青色光ビームＬｂ１を平行光から収束光に
変換し、収束後に発散光となった当該青色光ビームＬｂ１を固定レンズ７２により再度収
束光に変換し、ダイクロックプリズム３７へ入射させる。
【０１３９】
　ここで可動レンズ７１は、アクチュエータ７１Ａにより青色光ビームＬｂ１の光軸方向
に移動されるようになされている。実際上、リレーレンズ７０は、制御部２１（図５）の
制御に基づきアクチュエータ７１Ａによって可動レンズ７１を移動させることにより、固
定レンズ７２から出射される青色光ビームＬｂ１の収束状態を変化させ得るようになされ
ている。
【０１４０】
　ダイクロックプリズム３７は、青色光ビームＬｂ１の波長に応じて、反射透過面３７Ｓ
により当該青色光ビームＬｂ１を反射し、これを対物レンズ３８へ入射させる。因みに青
色光ビームＬｂ１は、反射透過面３７Ｓにおいて反射されるときに円偏光における偏光方
向が反転され、例えば右円偏光から左円偏光に変換される。
【０１４１】
　対物レンズ３８は、青色光ビームＬｂ１を集光し、光ディスク１００の第１面１００Ａ
へ照射する。因みに対物レンズ３８は、青色光ビームＬｂ１に関しては、リレーレンズ７
０との光学的な距離等の関係により、開口数（ＮＡ）が０．５の集光レンズとして作用す
ることになる。
【０１４２】
　このとき青色光ビームＬｂ１は、図４（Ａ）に示したように、基板１０２及び反射透過
膜１０４を透過し、記録層１０１内に合焦する。ここで当該青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆ
ｂ１の位置は、リレーレンズ７０の固定レンズ７２から出射される際の収束状態により定
められることになる。すなわち焦点Ｆｂ１は、可動レンズ７１の位置に応じて記録層１０
１内の第１面１００Ａ側又は第２面１００Ｂ側へ移動することになる。
【０１４３】
　具体的に第１面情報光学系６０は、可動レンズ７１の移動距離と青色光ビームＬｂ１の
焦点Ｆｂ１の移動距離とがほぼ比例関係となるように設計されており、例えば可動レンズ
７１を１［ｍｍ］移動させると、青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１が３０［μｍ］移動す
るようになされている。
【０１４４】
　実際上、第１面情報光学系６０は、制御部２１（図５）により可動レンズ７１の位置が
制御されることにより、光ディスク１００の記録層１０１内における青色光ビームＬｂ１
の焦点Ｆｂ１（図３（Ｂ））の深さｄ１（すなわち反射透過膜１０４からの距離）を調整
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するようになされている。
【０１４５】
　青色光ビームＬｂ１は、焦点Ｆｂ１に収束した後に発散光となり、記録層１０１及び基
板１０３を透過し、第２面１００Ｂから出射されて、対物レンズ５１へ入射される（詳し
くは後述する）。
【０１４６】
　このように第１面情報光学系６０は、青色光ビームＬｂ１を光ディスク１００の第１面
１００Ａ側から照射して記録層１０１内に当該青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１を位置さ
せ、さらにリレーレンズ７０における可動レンズ７１の位置に応じて、当該焦点Ｆｂ１の
深さｄ１を調整するようになされている。なお、以下では、第１面情報光学系６０内を青
色光ビームＬｂ１が辿る光路を青光路１と呼ぶ。
【０１４７】
（１－３－２－２）第２面における青色光ビームの照射
　図７において、第１面情報光学系６０の偏光ビームスプリッタ６５は、上述したように
、反射透過面６５Ｓにおいてｐ偏光でなる青色光ビームＬｂ０を約５０％の割合で透過し
、これを青色光ビームＬｂ２として面６５Ｄからシャッタ８１へ入射させる。
【０１４８】
　図７と対応する図１１において、第２面情報光学系８０のシャッタ８１は、制御部２１
（図５）の制御に基づいて青色光ビームＬｂ２を遮断又は透過するようになされており、
当該青色光ビームＬｂ２を透過した場合、偏光ビームスプリッタ８２へ入射させる。
【０１４９】
　因みにシャッタ８１としては、例えば青色光ビームＬｂ２を遮断する遮断板を機械的に
動かすことにより青色光ビームＬｂ２を遮断又は透過する機械式シャッタや、液晶パネル
に印加する電圧を変化することにより当該青色光ビームＬｂ２を遮断又は透過する液晶シ
ャッタ等を用いることができる。
【０１５０】
　偏光ビームスプリッタ８２の反射透過面８２Ｓは、例えばｐ偏光の光ビームを約１００
％の割合で透過し、ｓ偏光の光ビームを約１００％の割合で反射するようになされている
。実際上、偏光ビームスプリッタ８２は、ｐ偏光でなる青色光ビームＬｂ２をそのまま透
過させ、ミラー８３により反射させた後、１／４波長板８４により直線偏光（ｐ偏光）か
ら円偏光（左円偏光）に変換させた上で、リレーレンズ５３へ入射させる。
【０１５１】
　リレーレンズ５３は、リレーレンズ７０と同様に構成されており、可動レンズ７１、ア
クチュエータ７１Ａ及び固定レンズ７２とそれぞれ対応する可動レンズ５４、アクチュエ
ータ５４Ａ及び固定レンズ５５を有している。
【０１５２】
　リレーレンズ５３は、可動レンズ５４により青色光ビームＬｂ２を平行光から収束光に
変換し、収束後に発散光となった当該青色光ビームＬｂ２を固定レンズ５５により再度収
束光に変換し、光軸可変手段としてのガルバノミラー５２へ入射させる。
【０１５３】
　またリレーレンズ５３は、リレーレンズ７０と同様、制御部２１（図５）の制御に基づ
きアクチュエータ５４Ａによって可動レンズ５４を移動させることにより、固定レンズ５
５から出射される青色光ビームＬｂ２の収束状態を変化させ得るようになされている。
【０１５４】
　ガルバノミラー５２は、青色光ビームＬｂ２を反射し、対物レンズ５１へ入射させる。
因みに青色光ビームＬｂ２は、反射されるときに円偏光における偏光方向が反転され、例
えば左円偏光から右円偏光に変換される。
【０１５５】
　またガルバノミラー５２は、反射面５２Ａの角度を変化し得るようになされており、制
御部２１（図５）の制御に従い反射面５２Ａの角度を調整することにより、青色光ビーム
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Ｌｂ２の進行方向を調整し得るようになされている。
【０１５６】
　対物レンズ５１は、青色光ビームＬｂ２を集光し、光ディスク１００の第２面１００Ｂ
へ照射する。この対物レンズは、対物レンズ３８と同様の光学特性を有しており、当該青
色光ビームＬｂ２に関して、リレーレンズ５３との光学的な距離等の関係により、開口数
（ＮＡ）が０．５の集光レンズとして作用することになる。
【０１５７】
　このとき青色光ビームＬｂ２は、図４（Ａ）に示したように、基板１０３を透過して記
録層１０１内に合焦する。ここで当該青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２の位置は、リレー
レンズ５３の固定レンズ５５から出射される際の収束状態により定められることになる。
すなわち当該焦点Ｆｂ２は、青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１と同様、可動レンズ５４の
位置に応じて記録層１０１内の第１面１００Ａ側又は第２面１００Ｂ側へ移動することに
なる。
【０１５８】
　具体的に第２面情報光学系８０は、第１面情報光学系６０と同様、可動レンズ５４の移
動距離と青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２の移動距離とがほぼ比例関係となるように設計
されており、例えば可動レンズ５４を１［ｍｍ］移動させると、青色光ビームＬｂ２の焦
点Ｆｂ２が３０［μｍ］移動するようになされている。
【０１５９】
　実際上、第２面情報光学系８０は、制御部２１（図５）によってリレーレンズ７０にお
ける可動レンズ５４の位置と共にリレーレンズ５３における可動レンズ５４の位置が制御
されることにより、光ディスク１００の記録層１０１内における青色光ビームＬｂ２の焦
点Ｆｂ２（図４（Ａ））の深さｄ２を調整するようになされている。
【０１６０】
　このとき光ディスク装置２０では、上述した第２面位置制御光学系５０（図８）の位置
制御により、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点が赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆ
ｒ、すなわち目標トラックを追従するようになされている。
【０１６１】
　このとき対物レンズ５１から照射される青色光ビームＬｂ２の光軸Ｌｘは、対物レンズ
３８から照射される赤色光ビームＬｒ１及び青色光ビームＬｂ１の光軸Ｌｘと一致するこ
とになる。
【０１６２】
　すなわち第２面情報光学系８０は、青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２が記録層１０１内
における目標トラックと対応する位置（すなわち裏側）に合焦するよう、当該青色光ビー
ムＬｂ２を照射することができる。
【０１６３】
　ここで第２面情報光学系８０は、リレーレンズ５３の可動レンズ５４がリレーレンズ７
０の可動レンズ７１と相補的に位置制御されていた場合、青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ
２を青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１に合わせることができる。
【０１６４】
　なお青色光ビームＬｂ２は、焦点Ｆｂ２において合焦した後、発散しながら記録層１０
１、反射透過膜１０４及び基板１０２を透過し、第１面１００Ａから出射されて、対物レ
ンズ３８へ入射されるようになされている。
【０１６５】
　このように第２面情報光学系８０は、青色光ビームＬｂ２を光ディスク１００の第２面
１００Ｂ側から照射して記録層１０１内に当該青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２を位置さ
せ、さらにリレーレンズ５３における可動レンズ５４の位置に応じて、当該焦点Ｆｂ２の
深さｄ２を調整するようになされている。なお、以下では、第２面情報光学系８０内を青
色光ビームＬｂ２が辿る光路を青光路２と呼ぶ。
【０１６６】
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（１－３－２－３）第１面における青色光ビームの受光
　ところで光ディスク１００は、第２面情報光学系８０の対物レンズ５１から第２面１０
０Ｂへ照射される青色光ビームＬｂ２を透過し、第１面１００Ａから発散光として出射す
るようになされている（詳しくは後述する）。因みに青色光ビームＬｂ２は、円偏光（例
えば右円偏光）となる。
【０１６７】
　このとき第１面情報光学系６０では、図１１に示すように、青色光ビームＬｂ２が対物
レンズ３８によりある程度収束された後、ダイクロックプリズム３７により反射され、リ
レーレンズ７０へ入射される。因みに青色光ビームＬｂ２は、反射透過面３７Ｓにおいて
反射される際、円偏光における偏光方向が反転され、例えば右円偏光から左円偏光に変換
される。
【０１６８】
　続いて青色光ビームＬｂ２は、リレーレンズ７０の固定レンズ７２及び可動レンズ７１
によって平行光に変換され、さらに１／４波長板６９により円偏光（左円偏光）から直線
偏光（ｐ偏光）に変換された上で、偏光ビームスプリッタ６８へ入射される。
【０１６９】
　偏光ビームスプリッタ６８は、青色光ビームＬｂ２の偏光方向に応じて反射透過面６８
Ｓにより当該青色光ビームＬｂ２を反射し、集光レンズ７３へ入射させる。集光レンズ７
３は、青色光ビームＬｂ２を集光し、ピンホール板７４を介してフォトディテクタ７５へ
照射させる。
【０１７０】
　ここで図１２（Ａ）に示すように、ピンホール板７４は、孔部７４Ｈが集光レンズ７３
（図１０）により集光される青色再生光ビームＬｂ３の焦点から離隔されるよう配置され
ているため、当該青色光ビームＬｂ２をほぼ遮断することになる。この結果、フォトディ
テクタ７５は、青色光ビームＬｂ２の光量を殆ど検出することがない。
【０１７１】
　一方、光ディスク１００は、記録層１０１に第１記録マークＲＭ１が記録されていた場
合、上述したように、青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１が当該第１記録マークＲＭ１に合
焦されると、ホログラムとしての性質により、当該第１記録マークＲＭ１から青色再生光
ビームＬｂ３を発生することになる。
【０１７２】
　この青色再生光ビームＬｂ３は、ホログラムの原理上、当該第１記録マークＲＭ１が記
録された際に青色光ビームＬｂ１の他に照射されていた光ビーム、すなわち青色光ビーム
Ｌｂ２を再現したものとなる。従って青色再生光ビームＬｂ３は、第１面情報光学系６０
内において青色光ビームＬｂ２と同様の光路を経ることにより、最終的にフォトディテク
タ７５へ照射される。
【０１７３】
　この場合、図１２（Ａ）に示したように、ピンホール板７４は、集光レンズ７３（図１
０）により集光される青色再生光ビームＬｂ３の焦点を孔部７４Ｈ内に位置させるよう配
置されているため、当該青色再生光ビームＬｂ３をそのまま通過させることになる。
【０１７４】
　この結果、フォトディテクタ７５は、青色光ビームＬｂ２の影響を受けることなく、青
色再生光ビームＬｂ３の光量に応じた検出信号ＳＤ３を生成し、これを信号処理部２３（
図５）へ供給するようになされている。
【０１７５】
　この場合、再生検出信号ＳＤ３は、光ディスク１００に記録マークＲＭとして記録され
ている情報を表すものとなる。このため信号処理部２３は、再生検出信号ＳＤ３に対して
所定の復調処理や復号化処理等を施すことにより再生情報を生成し、この再生情報を制御
部２１へ供給するようになされている。
【０１７６】
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　このように第１面情報光学系６０は、光ディスク１００の第１面１００Ａから対物レン
ズ３８へ入射される青色再生光ビームＬｂ３を受光し、その受光結果を信号処理部２３へ
供給するようになされている。なお、以下では、第１面情報光学系６０内を青色再生光ビ
ームＬｂ３が辿る光路を青光路３と呼ぶ。
【０１７７】
（１－３－２－４）第２面における青色光ビームの受光
　ところで第１面情報光学系６０（図１０）の対物レンズ３８から照射された青色光ビー
ムＬｂ１は、上述したように、光ディスク１００の記録層１０１内において一度収束した
後、発散光となり対物レンズ５１へ入射される。
【０１７８】
　このとき第２面情報光学系８０では、青色光ビームＬｂ１が対物レンズ５１によりある
程度収束された後、ガルバノミラー５２により反射されて、リレーレンズ５３へ入射され
る。因みに青色光ビームＬｂ１は、反射面７８Ｓにおいて反射される際、円偏光における
偏光方向が反転され、例えば左円偏光から右円偏光に変換される。
【０１７９】
　続いて青色光ビームＬｂ１は、リレーレンズ５３の固定レンズ５５を介してダイクロッ
クプリズム５６の面５６Ａに入射される。ここでダイクロックプリズム５６は、反射透過
面５６Ｓの波長選択性により、青色光ビームＬｂ１を透過し、面５４Ｃから出射させて可
動レンズ５４へ入射させる。
【０１８０】
　その後青色光ビームＬｂ１は、可動レンズ５４によって平行光に変換され、さらに１／
４波長板８４により円偏光（右円偏光）から直線偏光（ｓ偏光）に変換された後、ミラー
８３により反射されてから、偏光ビームスプリッタ８２へ入射される。
【０１８１】
　偏光ビームスプリッタ８２は、青色光ビームＬｂ１の偏光方向に応じて当該青色光ビー
ムＬｂ１を反射し、集光レンズ８５へ入射させる。集光レンズ８５は、青色光ビームＬｂ
１を収束させ、ピンホール板８６を介してフォトディテクタ８７へ照射する。
【０１８２】
　ここで図１２（Ｂ）に示すように、ピンホール板８６は、孔部８６Ｈが集光レンズ８５
（図１１）により集光される再生光ビームＬｂ１の焦点から離隔されるよう配置されてい
るため、当該青色光ビームＬｂ１をほぼ遮断することになる。この結果、フォトディテク
タ８７は、青色光ビームＬｂ１の光量を殆ど検出することがない。
【０１８３】
　一方、光ディスク１００は、記録層１０１に第２記録マークＲＭ２が記録されていた場
合、上述したように、青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２が当該第２記録マークＲＭ２に合
焦されると、ホログラムとしての性質により、当該第２記録マークＲＭ２から青色再生光
ビームＬｂ４を発生することになる。
【０１８４】
　この青色再生光ビームＬｂ４は、ホログラムの原理上、当該第２記録マークＲＭ２が記
録された際に青色光ビームＬｂ２の他に照射されていた光ビーム、すなわち青色光ビーム
Ｌｂ１を再現したものとなる。従って青色再生光ビームＬｂ４は、第２面情報光学系８０
内において青色光ビームＬｂ１と同様の光路を経ることにより、最終的にフォトディテク
タ８７へ照射される。
【０１８５】
　この場合、図１２（Ｂ）に示したように、ピンホール板８６は、集光レンズ８５（図１
１）により集光される青色再生光ビームＬｂ４の焦点を孔部８６Ｈ内に位置させるよう配
置されているため、当該青色再生光ビームＬｂ４をそのまま通過させることになる。
【０１８６】
　この結果、フォトディテクタ８７は、フォトディテクタ７５の場合と同様、青色光ビー
ムＬｂ１の影響を受けることなく、青色再生光ビームＬｂ４の光量に応じた検出信号ＳＤ
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４を生成し、これを信号処理部２３（図５）へ供給するようになされている。
【０１８７】
　この場合、再生検出信号ＳＤ４は、光ディスク１００に記録マークＲＭとして記録され
ている情報を表すものとなる。このため信号処理部２３は、再生検出信号ＳＤ４に対して
所定の復調処理や復号化処理等を施すことにより再生情報を生成し、この再生情報を制御
部２１へ供給するようになされている。
【０１８８】
　このように第２面情報光学系８０は、光ディスク１００の第２面１００Ｂから対物レン
ズ５１へ入射される青色再生光ビームＬｂ４を受光し、その受光結果を信号処理部２３へ
供給するようになされている。なお、以下では、第２面情報光学系８０内を青色再生光ビ
ームＬｂ２が辿る光路を青光路４と呼ぶ。
【０１８９】
（１－３－３）光路長の調整
　ところで光ディスク装置２０の光ピックアップ２６は、情報を記録する際、上述したよ
うに、偏光ビームスプリッタ６５（図９）により、青色光ビームＬｂ０から青色光ビーム
Ｌｂ１及びＬｂ２を分離し、光ディスク１００の記録層１０１内で当該青色光ビームＬｂ
１及びＬｂ２を互いに干渉させることにより、当該記録層１０１内の目標マーク位置に記
録マークＲＭを記録させるようになされている。
【０１９０】
　この青色光ビームＬｂ０を出射するレーザダイオード６１は、一般的なホログラムの形
成条件に従い、光ディスク１００の記録層１０１にホログラムとしての記録マークＲＭが
正しく記録されるために、当該青色光ビームＬｂ０のコヒーレント長をホログラムサイズ
（すなわち記録マークＲＭの高さＲＭｈ）以上とする必要がある。
【０１９１】
　実際上レーザダイオード６１では、一般的なレーザダイオードと同様、このコヒーレン
ト長が、当該レーザダイオード６１内に設けられた共振器（図示せず）の長さに当該共振
器の屈折率を乗じた値にほぼ相当するため、およそ１００［μｍ］から１［ｍｍ］程度で
あると考えられる。
【０１９２】
　一方、光ピックアップ２６では、青色光ビームＬｂ１が第１面情報光学系６０（図１０
）内の光路を通り、光ディスク１００の第１面１００Ａ側から照射されると共に、青色光
ビームＬｂ２が第２面情報光学系８０（図１１）内の光路を通り、光ディスク１００の第
２面１００Ｂ側から照射される。すなわち光ピックアップ２６では、青色光ビームＬｂ１
及びＬｂ２の光路が互いに異なっているため、その光路長（すなわちレーザダイオード６
１から目標マーク位置までの光路の長さ）に差が生じることになる。
【０１９３】
　さらに光ピックアップ２６では、上述したように、リレーレンズ７０及び５３における
可動レンズ７１及び５４の位置を調整することにより、光ディスク１００の記録層１０１
内における目標マーク位置の深さ（目標深さ）を変更するようになされている。このとき
光ピックアップ２６は、目標マーク位置の深さを変更することにより、結果的に青色光ビ
ームＬｂ１及びＬｂ２の光路長をそれぞれ変化させることになる。
【０１９４】
　しかしながら、光ピックアップ２６において干渉パターンが形成されるには、一般的な
ホログラムの形成条件により、当該青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２における光路長の差が
コヒーレント長（すなわちおよそ１００［μｍ］から１［ｍｍ］）以下となる必要がある
。
【０１９５】
　そこで制御部２１（図５）は、可動ミラー６７の位置を制御することにより、青色光ビ
ームＬｂ１の光路長を調整するようになされている。この場合、制御部２１は、リレーレ
ンズ７０における可動レンズ７１の位置と第１目標マーク位置の深さとの関係を利用し、
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当該可動レンズ７１の位置に応じて可動ミラー６７を移動させることにより、当該青色光
ビームＬｂ１の光路長を変化させるようになされている。
【０１９６】
　この結果、光ピックアップ２６では、青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２における光路長の
差をコヒーレント長以下に抑えることができ、記録層１０１内の第１目標マーク位置ＰＳ
１に良好なホログラムでなる第１記録マークＲＭ１を記録することができる。
【０１９７】
　このように光ディスク装置２０の制御部２１は、可動ミラー６７の位置を制御すること
により、光ピックアップ２６内の青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２における光路長の差をコ
ヒーレント長以下に抑え、この結果として光ディスク１００の記録層１０１内における目
標マーク位置に良好な記録マークＲＭを記録し得るようになされている。
【０１９８】
（１－４）情報の記録及び再生
（１－４－１）光ディスクに対する情報の記録
　光ディスク１００に情報を記録する場合、光ディスク装置２０の制御部２１（図５）は
、上述したように、外部機器（図示せず）等から情報記録命令、記録情報及び記録アドレ
ス情報を受け付けると、駆動命令及び記録アドレス情報を駆動制御部２２へ供給すると共
に、記録情報を信号処理部２３へ供給する。
【０１９９】
　このとき駆動制御部２２は、光ピックアップ２６の第１面位置制御光学系３０（図８）
により赤色光ビームＬｒ１を光ディスク１００の第１面１００Ａ側から照射させ、その反
射光である赤色反射光ビームＬｒ３の検出結果を基に、対物レンズ３８のフォーカス制御
及びトラッキング制御（すなわち位置制御）を行うことにより、赤色光ビームＬｒ１の焦
点Ｆｒを記録アドレス情報に対応した目標トラックに追従させる。
【０２００】
　このとき青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１は、位置制御された対物レンズ３８によって
集光されることにより、目標トラックの裏側に位置することになる。
【０２０１】
　さらに制御部２１は、リレーレンズ７０における可動レンズ７１の位置を調整すること
により、当該焦点Ｆｂ１（図４（Ａ））の深さｄ１を目標深さに調整する。この結果、青
色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１は、第１目標マーク位置ＰＳ１に合わされる。
【０２０２】
　一方、制御部２１は、第２面情報光学系８０（図１１）のシャッタ８１を制御して青色
光ビームＬｂ２を透過させ、当該青色光ビームＬｂ２を光ディスク１００の第２面１００
Ｂ側から照射させる。
【０２０３】
　また制御部２１は、第２面位置制御光学系５０（図８）により光ディスク１００の第１
面１００Ａ側から出射される赤色透過光ビームＬｒ２の検出結果を基に、対物レンズ５１
のフォーカス制御及びトラッキング制御、並びにガルバノミラー５２によるタンジェンシ
ャル制御を行うことにより、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点を、反射透過膜
１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒと一致させる。
【０２０４】
　このとき青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２は、位置制御された対物レンズ５１によって
集光されることにより、青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１と同様、目標トラックの裏側に
位置することになる。
【０２０５】
　また制御部２１は、リレーレンズ７０における可動レンズ７１の位置に合わせてリレー
レンズ５３における可動レンズ５４の位置を調整することにより、青色光ビームＬｂ２（
図４（Ａ））の深さｄ２を調整する。この結果、青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２は、第
２目標マーク位置ＰＳ２に合わされる。
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【０２０６】
　ここで制御部２１は、リレーレンズ７０及び５３の可動レンズ７１及び５４の位置を互
いに相補的な位置に調整することにより、青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２を青色光ビー
ムＬｂ１における焦点Ｆｂ１に合わせる。
【０２０７】
　そのうえ制御部２１は、リレーレンズ７０における可動レンズ５４の位置に応じて可動
ミラー６７の位置を調整し、青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２における光路長の差をコヒー
レント長以下に抑える。
【０２０８】
　かくして光ディスク装置２０の制御部２１は、光ディスク１００の記録層１０１内の第
１目標マーク位置ＰＳ１に対して、青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２の干渉による第１記録
マークＲＭ１を良好に形成させることができる。
【０２０９】
　ここで信号処理部２３（図４）は、外部機器（図示せず）等から供給される記録情報を
基に、例えば値「０」又は「１」のバイナリデータを表す記録信号を生成する。これに応
じてレーザダイオード６１は、例えば記録信号が値「１」である時に青色光ビームＬｂ０
を出射し、記録信号が値「０」である時に青色光ビームＬｂ０を出射しないようになされ
ている。
【０２１０】
　これにより光ディスク装置２０では、記録信号が値「１」のときには光ディスク１００
の記録層１０１内の第１目標マーク位置ＰＳ１に第１記録マークＲＭ１を形成し、当該記
録信号が値「０」のときには当該第１目標マーク位置ＰＳ１に当該第１記録マークＲＭＲ
Ｍ１を形成しないことになるため、当該第１記録マークＲＭ１の有無により当該第１目標
マーク位置ＰＳ１に記録信号の値「１」又は「０」を記録することができ、結果的に記録
情報を光ディスク１００の記録層１０１に記録することができる。
【０２１１】
（１－４－２）光ディスクからの情報の再生
　光ディスク１００から情報を再生する場合、光ディスク装置２０の制御部２１（図５）
は、情報の記録時と同様に、光ピックアップ２６の第１面位置制御光学系３０（図８）に
より赤色光ビームＬｒ１を光ディスク１００の第１面１００Ａ側から照射させ、その反射
光である赤色反射光ビームＬｒ３の検出結果を基に、駆動制御部２２により対物レンズ３
８のフォーカス制御及びトラッキング制御（すなわち位置制御）を行わせる。
【０２１２】
　また制御部２１は、第２面位置制御光学系５０（図８）により光ディスク１００の第１
面１００Ａ側から出射される赤色透過光ビームＬｒ２の検出結果を基に、対物レンズ５１
のフォーカス制御及びトラッキング制御、並びにガルバノミラー５２によるタンジェンシ
ャル制御を行うことにより、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点を、反射透過膜
１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒ１と一致させる。
【０２１３】
　さらに制御部２１は、第１面情報光学系６０（図１０）により青色光ビームＬｂ１を光
ディスク１００の第１面１００Ａ側から照射させる。このとき青色光ビームＬｂ１の焦点
Ｆｂ１は、位置制御された対物レンズ３８によって集光されることにより、目標トラック
の裏側に位置することになる。
【０２１４】
　さらに制御部２１は、リレーレンズ７０における可動レンズ７１の位置を調整すること
により、青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１を第１目標マーク位置ＰＳ１に合わせる。
【０２１５】
　因みに制御部２１は、再生時におけるレーザダイオード６１の出射パワーを抑えること
により、青色光ビームＬｂ１による記録マークＲＭの誤消去を防止するようになされてい
る。
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【０２１６】
　そのうえ制御部２１は、第２面情報光学系８０（図１０）により青色光ビームＬｂ２を
光ディスク１００の第２面１００Ｂ側から照射させる。このとき青色光ビームＬｂ２の焦
点Ｆｂ２は、位置制御された対物レンズ５１によって集光されることにより、目標トラッ
クの裏側に位置することになる。
【０２１７】
　さらに制御部２１は、リレーレンズ５３における可動レンズ５４の位置をリレーレンズ
７０における可動レンズ７１の位置と独立に調整することにより、青色光ビームＬｂ２の
焦点Ｆｂ２を第１目標マーク位置ＰＳ１と異なる第２目標マーク位置ＰＳ２に合わせる。
【０２１８】
　すなわち光ピックアップ２６は、光ディスク１００の記録層１０１内における第１目標
マーク位置ＰＳ１及び第２目標マーク位置ＰＳ２に対して、いわゆる参照光としての青色
光ビームＬｂ１及びＬｂ２を両面から照射する。これに応じて、第１目標マーク位置ＰＳ
１及び第２目標マーク位置ＰＳ２に第１記録マークＲＭ１及び第２記録マークＲＭ２がそ
れぞれ記録されていた場合、ホログラムとしての作用により、青色再生光ビームＬｂ３及
びＬｂ４を第１面１００Ａ側及び第２面１００Ｂ側へそれぞれ発生させる。
【０２１９】
　このとき光ディスク装置２０は、第１面情報光学系６０及び第２面情報光学系８０によ
って青色再生光ビームＬｂ３及び青色再生光ビームＬｂ４の光量をそれぞれ検出すること
により、検出信号ＳＤ３及びＳＤ４をそれぞれ生成する。
【０２２０】
　一方光ディスク装置２０は、第１目標マーク位置ＰＳ１に第１記録マークＲＭ１が記録
されていなかった場合、当該第１目標マーク位置ＰＳ１からは青色再生光ビームＬｂ３が
発生しないため、第１面情報光学系６０により、当該青色再生光ビームＬｂ３を受光しな
かったことを示す検出信号ＳＤ３を生成することになる。
【０２２１】
　同様に光ディスク装置２０は、第２目標マーク位置ＰＳ２に第２記録マークＲＭ２が記
録されていなかった場合、当該第２目標マーク位置ＰＳ２からは青色再生光ビームＬｂ４
が発生しないため、第２面情報光学系８０により、当該青色再生光ビームＬｂ４を受光し
なかったことを示す検出信号ＳＤ４を生成することになる。
【０２２２】
　その後信号処理部２３は、検出信号ＳＤ３及びＳＤ４に対してそれぞれ上述した復調処
理や復号化処理等の各種信号処理を施すことによりそれぞれ再生情報を生成し、これら再
生情報を制御部２１へ供給する。
【０２２３】
　制御部２１は、所定の情報統合処理によって複数の再生情報を一つの再生情報に統合し
た上で外部機器（図示せず）へ送出するようになされている。この結果、光ディスク装置
２０は、青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４によりそれぞれ通常の再生速度で再生するだ
けで、見かけ上、２倍の再生速度を得ることができる。
【０２２４】
　なお光ディスク装置２０は、例えば液晶パネル８１を制御して青色光ビームＬｂ２を遮
断することにより、敢えて青色光ビームＬｂ１および青色再生光ビームＬｂ３により得ら
れる１系統の再生情報のみを基に情報を再生するようにしても良い。
【０２２５】
（１－５）動作及び効果
　以上の構成において第１の実施の形態による光ディスク装置２０の制御部２１は、光デ
ィスク１００に情報を記録する際及び当該光ディスク１００から情報を再生する際、光ピ
ックアップ２６の第１面位置制御光学系３０（図８）により赤色光ビームＬｒ１を光ディ
スク１００の第１面１００Ａ側から照射させ、その反射光である赤色反射光ビームＬｒ３
の検出結果を基に、対物レンズ３８のフォーカス制御及びトラッキング制御（すなわち位
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置制御）を行うことにより、赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒを記録アドレス情報に対応し
た目標トラックに追従させる。
【０２２６】
　また制御部２１は、第２面位置制御光学系５０（図８）により、光ディスク１００の第
１面１００Ａ側から出射される赤色透過光ビームＬｒ２の検出結果を基に、対物レンズ５
１のフォーカス制御及びトラッキング制御、並びにガルバノミラー５２によるタンジェン
シャル制御を行うことにより、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点を、反射透過
膜１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒと一致させる。
【０２２７】
　さらに制御部２１は、光ディスク１００に対して情報を記録する際、２本の青色光ビー
ムＬｂ１（図１０）及びＬｂ２（図１１）を用い、リレーレンズ７０及び５３の可動レン
ズ７１及び５４の位置を相補的に制御し、当該青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２の焦点Ｆｂ
１及びＦｂ２をいずれも第１目標マーク位置ＰＳ１に合わせることにより（図４（Ａ））
、光ディスク１００の記録層１０１内に第１記録マークＲＭ１を形成する。
【０２２８】
　一方、制御部２１は、光ディスク１００から情報を再生する際、リレーレンズ７０及び
５３の可動レンズ７１及び５４の位置を互いに独立して制御し、２本の青色光ビームＬｂ
１及びＬｂ２の焦点Ｆｂ１及びＦｂ２を互いに異なる第１目標マーク位置ＰＳ１及び第２
目標マーク位置ＰＳ２にそれぞれ合わせることにより（図４（Ｂ））、光ディスク１００
の記録層１０１内において深さｄ１及びｄ２に位置する第１記録マークＲＭ１及び第２記
録マークＲＭ２からそれぞれ青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４を発生させる。
【０２２９】
　このとき制御部２１は、フォトディテクタ７５及び８７によりそれぞれ青色再生光ビー
ムＬｂ３及びＬｂ４の光量を検出し、所定の信号処理を施して得られた２系統の再生信号
を統合することにより、２倍の再生速度でなる一つの再生信号を生成する。
【０２３０】
　従って光ディスク装置２０の制御部２１は、情報の記録時及び再生時のいずれにおいて
も、一定の光量で出射される赤色光ビームＬｒ１に基づく赤色反射光ビームＬｒ３及び赤
色透過光ビームＬｒ２を用いることにより、対物レンズ３８及び５１の位置制御を安定的
に行うことができる。
【０２３１】
　これにより光ディスク装置２０は、記録マークＲＭを記録及び再生する際の位置精度を
高めることができるので、情報の記録精度及び再生精度を高めることができる。
【０２３２】
　特に光ディスク１００の反射透過膜１０４は、波長選択性を有するため、赤色光ビーム
Ｌｒ１を約半分の割合で安定的に反射すると共に約半分の割合で安定的に透過させること
ができ、さらに青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２並びに青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４
を高い透過率で透過させることができる。
【０２３３】
　このため光ディスク装置２０は、光ディスク１００から安定した位置制御を行い得る赤
色反射光ビームＬｒ３及び赤色透過光ビームＬｒ２を検出でき、また十分な光量の青色光
ビームＬｂ１及びＬｂ２を記録層１０１へ到達させることができ、さらに十分な光量でな
る青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４を検出することができるので、対物レンズ３８及び
５１の位置制御並びに情報の記録及び再生を安定的且つ高精度に行うことができる。
【０２３４】
　ここで、本願発明と同一発明者及び同一出願人による特許出願（特願２００６－２４９
８０４）のように、光ディスク１００を透過した後の青色光ビームＬｂ１を受光して対物
レンズ５１の位置制御を行う場合、例えば記録すべき符号が値「０」であり記録マークＲ
Ｍを形成しないときには青色光ビームＬｂ１が照射されないために、一時的に対物レンズ
５１の位置制御を行い得なくなってしまう。特に値「０」が暫く連続するような場合には
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、対物レンズ５１の位置制御を長期間行い得ないために、当該対物レンズ５１が理想的な
位置から大きく外れてしまう可能性もあった。
【０２３５】
　これに対して本願発明の光ディスク装置２０は、所定光量で照射される位置制御専用の
赤色光ビームＬｒ１に基づく赤色透過光ビームＬｒ２を用いて対物レンズ５１の位置制御
を行うため、記録する符号等の影響を受けることなく、常時安定的な位置制御を行うこと
ができる。
【０２３６】
　以上の構成によれば、第１の実施の形態による光ディスク装置２０の制御部２１は、光
ディスク１００に情報を記録する際及び当該光ディスク１００から情報を再生する際、光
ピックアップ２６により赤色光ビームＬｒ１を光ディスク１００の第１面１００Ａ側から
照射させることにより、反射透過膜１０４において反射されてなる赤色反射光ビームＬｒ
３及び透過されてなる赤色透過光ビームＬｒ２を安定的に検出することができるので、そ
れぞれの検出結果を基に対物レンズ３８の及び対物レンズ５１の位置制御を常に精度良く
行うことができる。
【０２３７】
（２）第２の実施の形態
（２－１）光ディスクの構成
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態における光ディスク１００（図３及び図４）
をそのまま用いるものの、記録マークＲＭの記録方式が第１の実施の形態と異なっている
。
【０２３８】
　すなわち第２の実施の形態では、事前のフォーマット処理として、第１面１００Ａ側及
び第２面１００Ｂ側の双方から波長４０５［ｎｍ］でなる青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２
が全体的に照射されることにより、図１３（Ａ）に模式的に示すように、記録層１０１内
には、ほぼ全体に渡って一様にホログラムが形成されるようになされている。
【０２３９】
　この記録層１０１に対して、所定の強度でなる青色光ビームＬｂ１を集光して照射した
場合、図１３（Ｂ）に模式的に示すように、当該青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１近傍に
おけるホログラムが破壊され、ホログラムが破壊された部分でなる記録マークＲＭが形成
される。
【０２４０】
　この結果、図１３（Ｃ）に模式的に示すように、記録媒体１０１のうち記録マークＲＭ
が形成されていない箇所に対して、フォーマット時と同波長の青色光ビームＬｂ１が照射
された場合、ホログラムとしての性質により、当該青色光ビームＬｂ１の照射箇所から再
生光ビームＬｂ３が発生する。
【０２４１】
　一方、記録マークＲＭが記録された箇所は、ホログラムが破壊されていることから、青
色光ビームＬｂ１が照射されても、ホログラムとしての性質を呈さないこととなり、青色
再生光ビームＬｂ３は発生しない。
【０２４２】
　そこで、例えば情報を２進数表示したときの値「０」及び「１」を、それぞれ「記録マ
ークＲＭなし（すなわちホログラム未破壊）」及び「記録マークＲＭあり（すなわちホロ
グラム破壊済み）」に割り当てることにより、記録媒体Ｍに対して情報を記録し、また再
生することが可能となる。因みにこの場合、第１の実施の形態と比較して、ホログラムの
有無、すなわち青色再生光ビームの有無に対して、値「０」又は「１」が反対に対応付け
られている。
【０２４３】
　このようにホログラムを利用した情報の記録及び再生では、予めフォーマットされるこ
とにより全体的にホログラムが形成された上で、情報の記録及び再生のいずれにおいても
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、青色光ビームＬｂ１のように１本の光ビームが用いられるようになされている。
【０２４４】
（２－２）光ディスク装置の構成
　次に、本実施の形態における光ディスク装置１２０について説明する。光ディスク装置
１２０は、図６に示した第１の実施の形態における光ディスク装置２０と比較して、制御
部２１に代えて制御部１２１を有し、光ピックアップ２６に代えて光ピックアップ１２６
を有している点が異なるものの、他はほぼ同様に構成されている。
【０２４５】
　制御部１２１は、制御部２１と同様、図示しないＣＰＵを中心に構成されており、図示
しないＲＯＭから基本プログラムや情報記録プログラム等の各種プログラムを読み出し、
これらを図示しないＲＡＭに展開することにより、情報記録処理等の各種処理を実行する
ようになされている。
【０２４６】
　また光ディスク装置１２０は、第１の実施の形態における光ディスク装置２０と同様、
制御部１２１によって光ピックアップ１２６を制御することにより、光ディスク２００の
記録層１０１における目標トラックに対応する位置に情報を記録し、また当該目標トラッ
クに対応する位置から情報を再生するようになされている。
【０２４７】
（２－３）光ピックアップの構成
　次に、光ピックアップ１２６の構成について説明する。光ピックアップ１２６は、図７
との対応部分に同一符号を付した図１４に示すように、光ピックアップ２６におけるレー
ザダイオード６１と同等のレーザダイオード１８１が追加されている点が大きく異なって
いる。
【０２４８】
　すなわち光ピックアップ１２６は、光ピックアップ２６（図７）と比較して、第１面位
置制御光学系３０及び第２面位置制御光学系５０については同様であるものの、第１面情
報光学系６０及び第２面情報光学系８０に代えて、第１面情報光学系１６０及び第２面情
報光学系１８０を有している。
【０２４９】
（２－３－１）第１面における青色光ビームの照射
　第１の実施の形態と同様、第１面情報光学系６０のレーザダイオード６１は、波長約４
０５［ｎｍ］の青色レーザ光を射出し得るようになされている。実際上レーザダイオード
６１は、図１４と対応する図１５に示すように、制御部２１（図５）の制御に基づいて発
散光でなる青色光ビームＬｂ１を発射し、コリメータレンズ６２へ入射させる。
【０２５０】
　青色光ビームＬｂ１は、コリメータレンズ６２により発散光から平行光に変換され、１
／２波長板６３により偏光方向が所定角度回転されて例えばｓ偏光とされた後、アナモプ
リズム６４により強度分布が整形された上で、偏光ビームスプリッタ６８の面６８Ｃに入
射される。
【０２５１】
　偏光ビームスプリッタ６８は、反射透過面６８Ｓにおいて、光ビームの偏光方向により
異なる割合で当該光ビームを反射又は透過するようになされている。例えば反射透過面６
８Ｓは、ｓ偏光の光ビームを反射すると共にｐ偏光の光ビームを透過するようになされて
いる。
【０２５２】
　実際上、偏光ビームスプリッタ６８は、反射透過面６８Ｓによりｓ偏光でなる青色光ビ
ームＬｂ１を反射し、１／４波長板６９へ入射させる。１／４波長板６９は、青色光ビー
ムＬｂ１を直線偏光（ｓ偏光）から円偏光（右円偏光）に変換させた上で、リレーレンズ
７０へ入射させる。
【０２５３】
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　その後青色光ビームＬｂ１は、第１の実施の形態と同様の光路を経て対物レンズ３８か
ら光ディスク１００の第１面１００Ａへ照射される。
【０２５４】
（２－３－２）第２面における青色光ビームの照射
　第２面情報光学系１８０は、レーザダイオード６１、コリメータレンズ６２、１／２波
長板６３、アナモプリズム６４及び偏光ビームスプリッタ６８とそれぞれ対応するレーザ
ダイオード１８１、コリメータレンズ１８２、１／２波長板１８３、アナモプリズム１８
４及び偏光ビームスプリッタ１８５を有している。
【０２５５】
　図１４と対応する図１６に示すように、レーザダイオード１８１は、青色光ビームＬｂ
２を出射し、コリメータレンズ１８２、１／２波長板１８３及びアナモプリズム１８４を
順次介して偏光ビームスプリッタ１８５へ入射させる。このとき青色光ビームＬｂ２は、
１／２波長板１８３により、例えばｐ偏光とされる。
【０２５６】
　偏光ビームスプリッタ１８５は、反射透過面１８５Ｓにおいて、第１の実施の形態にお
ける偏光ビームスプリッタ８２の反射透過面８２Ｓと同様に、光ビームの偏光方向により
異なる割合で当該光ビームを反射又は透過するようになされている。例えば反射透過面１
８５Ｓは、ｓ偏光の光ビームを反射すると共にｐ偏光の光ビームを透過するようになされ
ている。
【０２５７】
　実際上、偏光ビームスプリッタ１８５は、反射透過面１８５Ｓによりｐ偏光でなる青色
光ビームＬｂ２を透過し、１／４波長板８４へ入射させる。１／４波長板８４は、青色光
ビームＬｂ２を直線偏光（ｐ偏光）から円偏光（左円偏光）に変換させた上で、リレーレ
ンズ５３へ入射させる。
【０２５８】
　その後青色光ビームＬｂ２は、第１の実施の形態と同様の光路を経て対物レンズ５１か
ら光ディスク１００の第２面１００Ｂへ照射される。因みに青色光ビームＬｂ２は、第１
の実施の形態と同様、円偏光（例えば右円偏光）となる。
【０２５９】
（２－３－３）第１面における青色光ビームの受光
　光ディスク１００は、記録層１０１に第１記録マークＲＭ１が記録されておらずホログ
ラムが残されている場合、上述したように、青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１が第１目標
マーク位置ＰＳ１に合焦されると、ホログラムとしての性質により、当該第１目標マーク
位置ＰＳ１から青色再生光ビームＬｂ３を発生することになる。
【０２６０】
　この青色再生光ビームＬｂ３は、最終的にフォトディテクタ７５へ照射される。フォト
ディテクタ７５は、青色再生光ビームＬｂ３の光量に応じた検出信号ＳＤ３を生成し、信
号処理部２３（図５）へ供給する。信号処理部２３は、再生検出信号ＳＤ３に対して所定
の復調処理や復号化処理等を施すことにより再生情報を生成し、この再生情報を制御部２
１へ供給するようになされている。
【０２６１】
（２－３－４）第２面における青色光ビームの受光
　一方、光ディスク１００は、記録層１０１に第２記録マークＲＭ２が記録されておらず
ホログラムが残されている場合、上述したように、青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２が第
２目標マーク位置ＰＳ２に合焦されると、ホログラムとしての性質により、当該第２目標
マーク位置ＰＳ２から青色再生光ビームＬｂ４を発生することになる。
【０２６２】
　この青色再生光ビームＬｂ４は、最終的にフォトディテクタ８７へ照射される。フォト
ディテクタ８７は、青色再生光ビームＬｂ４の光量に応じた検出信号ＳＤ４を生成し、信
号処理部２３（図５）へ供給する。信号処理部２３は、再生検出信号ＳＤ４に対して所定
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の復調処理や復号化処理等を施すことにより再生情報を生成し、この再生情報を制御部２
１へ供給するようになされている。
【０２６３】
（２－４）情報の記録及び再生
（２－４－１）光ディスクに対する情報の記録
　光ディスク１００に情報を記録する場合、光ディスク装置１２０の制御部１２１（図５
）は、上述したように、外部機器（図示せず）等から情報記録命令、記録情報及び記録ア
ドレス情報を受け付けると、駆動命令及び記録アドレス情報を駆動制御部２２へ供給する
と共に、記録情報を信号処理部２３へ供給する。
【０２６４】
　このとき駆動制御部２２は、第１の実施の形態と同様、光ピックアップ１２６の第１面
位置制御光学系３０（図８）により赤色光ビームＬｒ１を光ディスク１００の第１面１０
０Ａ側から照射させ、その反射光である赤色反射光ビームＬｒ３の検出結果を基に、対物
レンズ３８のフォーカス制御及びトラッキング制御（すなわち位置制御）を行うことによ
り、赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒを記録アドレス情報に対応した目標トラックに追従さ
せる。
【０２６５】
　このとき青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１は、位置制御された対物レンズ３８によって
集光されることにより、目標トラックの裏側に位置することになる。
【０２６６】
　さらに制御部１２１は、リレーレンズ７０における可動レンズ７１の位置を調整するこ
とにより、当該焦点Ｆｂ１（図４（Ａ））の深さｄ１を目標深さに調整する。この結果、
青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１は、第１目標マーク位置ＰＳ１に合わされる。
【０２６７】
　また制御部１２１は、第２面位置制御光学系５０（図８）により光ディスク１００の第
１面１００Ａ側から出射される赤色透過光ビームＬｒ２の検出結果を基に、対物レンズ５
１のフォーカス制御及びトラッキング制御、並びにガルバノミラー５２によるタンジェン
シャル制御を行うことにより、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点を、反射透過
膜１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒと一致させる。
【０２６８】
　このとき青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２は、位置制御された対物レンズ５１によって
集光されることにより、青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１と同様、目標トラックの裏側に
位置することになる。
【０２６９】
　また制御部１２１は、リレーレンズ７０における可動レンズ７１の位置と独立してリレ
ーレンズ５３における可動レンズ５４の位置を調整することにより、青色光ビームＬｂ２
（図４（Ａ））の深さｄ２を調整する。この結果、青色光ビームＬｂ２の焦点Ｆｂ２は、
第２目標マーク位置ＰＳ２に合わされる。
【０２７０】
　この第２の実施の形態では、制御部１２１は、情報の記録時においてもリレーレンズ７
０及び５３の可動レンズ７１及び５４の位置を互いに独立して調整するようになされてい
る。
【０２７１】
　この結果、光ディスク装置１２０の制御部１２１は、光ディスク１００の記録層１０１
内において、青色光ビームＬｂ１により第１目標マーク位置ＰＳ１に第１記録マークＲＭ
１を形成させることができると共に、これと並行して青色光ビームＬｂ２により第２目標
マーク位置ＰＳ２に第２記録マークＲＭ２を形成させることができる。
【０２７２】
　ところで信号処理部２３は、所定のデータ分割処理により記録情報を第１分割記録情報
及び第２分割記録情報に分割し、各分割記録情報を構成するバイナリデータ（すなわち値



(31) JP 2008-251133 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

「０」又は「１」）に対応する記録信号をそれぞれ生成して、レーザダイオード６１及び
１８１へそれぞれ供給するようになされている。
【０２７３】
　すなわちレーザダイオード６１は、第１分割記録情報が値「０」である時には青色光ビ
ームＬｂ１を出射せず、第１分割記録情報が値「１」である時には青色光ビームＬｂ１を
出射する。同様にレーザダイオード１８１は、第２分割記録情報が値「０」である時には
青色光ビームＬｂ２を出射せず、第２分割記録情報が値「１」である時には青色光ビーム
Ｌｂ２を出射する。
【０２７４】
　これにより光ディスク装置１２０は、光ディスク１００の記録層１０１内における第１
目標マーク位置ＰＳ１に対し、第１分割記録情報が値「０」である時には何ら記録せずホ
ログラムを残し、第１分割記録情報が値「１」のときには第１記録マークＲＭ１を記録す
ることができ、これと並行して、第２目標マーク位置ＰＳ２に対し、第２分割記録情報が
値「０」である時には何ら記録せずホログラムを残し、第２分割記録情報が値「１」のと
きには第２記録マークＲＭ２を記録することができる。
【０２７５】
　因みに制御部１２１は、例えば光ディスク１００のＴＯＣ（Table of Contents）等に
、情報を２つの記録マーク層に分割して記録していること（以下、これを分割記録と呼ぶ
）及びマーク記録層の対応に関する情報等を管理情報として記録しておくようになされて
いる。
【０２７６】
　このように光ディスク装置１２０は、光ディスク１００の記録層１０１内において目標
トラックに対応する２箇所の位置、すなわち第１目標マーク位置ＰＳ１及び第２目標マー
ク位置ＰＳ２に対し、記録情報を分割した２系統の分割記録情報として、互いに独立した
第１記録マークＲＭ１及び第２記録マークＲＭ２を同時に記録し得るようになされている
。
【０２７７】
（２－４－２）光ディスクからの情報の再生
　光ディスク装置１２０の制御部１２１（図５）は、光ディスク１００から情報を再生す
る場合、情報の記録時と同様に、第１面位置制御光学系３０（図１４）により赤色光ビー
ムＬｒ１を光ディスク１００の第１面１００Ａ側から照射させ、その反射光である赤色反
射光ビームＬｒ３の検出結果を基に、駆動制御部２２により対物レンズ３８のフォーカス
制御及びトラッキング制御（すなわち位置制御）を行わせる。
【０２７８】
　また制御部１２１は、第２面位置制御光学系５０（図１４）により光ディスク１００の
第１面１００Ａ側から出射される赤色透過光ビームＬｒ２の検出結果を基に、対物レンズ
５１のフォーカス制御及びトラッキング制御、並びにガルバノミラー５２によるタンジェ
ンシャル制御を行うことにより、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点を、反射透
過膜１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒ１と一致させる。
【０２７９】
　ここで第１面情報光学系１６０及び第２面情報光学系１８０（図１５及び図１６）は、
第１の実施の形態における情報光学系６０と同様、リレーレンズ７０における可動レンズ
７１の位置を調整することにより、青色光ビームＬｂ１の焦点Ｆｂ１を第１目標マーク位
置ＰＳ１に合わせ、同時にリレーレンズ５３における可動レンズ５４の位置をリレーレン
ズ７０における可動レンズ７１の位置と独立に調整して青色光ビームＬ２１の焦点Ｆｂ２
を第２目標マーク位置ＰＳ２に合わせることにより、当該第１目標マーク位置ＰＳ１及び
第２目標マーク位置ＰＳ２から、第１記録マークＲＭ１及び第２記録マークＲＭ２の有無
に応じて、それぞれ青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４を同時に発生させる。
【０２８０】
　また第１面情報光学系１６０及び第２面情報光学系１８０は、フォトディテクタ７５及
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び８７により青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４の光量をそれぞれ検出し、このとき検出
した光量に応じて検出信号ＳＤ３及びＳＤ４をそれぞれ生成し、これらを信号処理部２３
（図６）へ供給する。
【０２８１】
　このように光ピックアップ１２６は、いわゆる参照光としての青色光ビームＬｂ１及び
Ｌｂ２を、光ディスク１００の記録層１０１内における第１目標マーク位置ＰＳ１及び第
２目標マーク位置ＰＳ２にそれぞれ合焦させることにより、第１記録マークＲＭ１又は第
２記録マークＲＭ２が記録されていない場合に青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４をそれ
ぞれ発生させ、フォトディテクタ７５及び８７によりそれぞれの光量を検出し、検出信号
ＳＤ３及びＳＤ４を生成し得るようになされている。
【０２８２】
　これにより光ディスク装置１２０では、光ディスク１００の記録層１０１内の第１目標
マーク位置ＰＳ１及び第２目標マーク位置ＰＳ２に第１記録マークＲＭ１又は第２記録マ
ークＲＭ２が記録されているか否かに応じて、それぞれ情報として値「１」又は「０」の
いずれが記録されているかを独立して認識することができる。
【０２８３】
　また制御部１２１は、光ディスク１００に情報の分割記録が行われていた場合、第１の
実施の形態と同様、所定の情報統合処理によって２種類の再生情報を一つの再生情報に統
合した上で外部機器（図示せず）へ送出するようになされている。この結果、光ディスク
装置１２０は、第１の実施の形態と同様、青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４によりそれ
ぞれ通常の再生速度で再生するだけで、見かけ上、２倍の再生速度を得ることができる。
【０２８４】
　なお光ディスク装置１２０は、例えば制御部１２１の制御により、レーザダイオード７
１から青色光ビームＬｂ２を出射させないことにより、敢えて青色光ビームＬｂ１および
青色再生光ビームＬｂ３により得られる１系統の再生情報のみを基に情報を再生するよう
にしても良い。
【０２８５】
（２－５）動作及び効果
　以上の構成において、第２の実施の形態による光ディスク装置１２０の制御部１２１は
、第１の実施の形態と同様、光ディスク１００に情報を記録する際及び当該光ディスク１
００から情報を再生する際、光ピックアップ２６の第１面位置制御光学系３０（図１４）
により赤色光ビームＬｒ１を光ディスク１００の第１面１００Ａ側から照射させ、その反
射光である赤色反射光ビームＬｒ３の検出結果を基に、対物レンズ３８のフォーカス制御
及びトラッキング制御（すなわち位置制御）を行うことにより、赤色光ビームＬｒ１の焦
点Ｆｒを記録アドレス情報に対応した目標トラックに追従させる。
【０２８６】
　また制御部１２１は、第２面位置制御光学系５０（図１４）により、光ディスク１００
の第１面１００Ａ側から出射される赤色透過光ビームＬｒ２の検出結果を基に、対物レン
ズ５１のフォーカス制御及びトラッキング制御、並びにガルバノミラー５２によるタンジ
ェンシャル制御を行うことにより、対物レンズ５１の赤色光ビームに関する焦点を、反射
透過膜１０４における赤色光ビームＬｒ１の焦点Ｆｒと一致させる。
【０２８７】
　さらに制御部１２１は、光ディスク１００に対して情報を記録する際、２本の青色光ビ
ームＬｂ１（図１５）及びＬｂ２（図１６）を用い、リレーレンズ７０及び５３の可動レ
ンズ７１及び５４の位置を互いに独立して制御し、当該青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２の
焦点Ｆｂ１及びＦｂ２をそれぞれ第１目標マーク位置ＰＳ１及び第２目標マーク位置ＰＳ
２に合わせることにより（図４（Ｂ））、光ディスク１００の記録層１０１内に第１記録
マークＲＭ１及び第２記録マークＲＭ２を並行して形成する。
【０２８８】
　また制御部１２１は、光ディスク１００から情報を再生する際、リレーレンズ７０及び
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５３の可動レンズ７１及び５４の位置を互いに独立して制御し、２本の青色光ビームＬｂ
１及びＬｂ２の焦点Ｆｂ１及びＦｂ２を互いに異なる第１目標マーク位置ＰＳ１及び第２
目標マーク位置ＰＳ２にそれぞれ合わせることにより（図４（Ｂ））、光ディスク１００
の記録層１０１内において深さｄ１及びｄ２に位置する第１記録マークＲＭ１及び第２記
録マークＲＭ２からそれぞれ青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４を発生させる。
【０２８９】
　従って光ディスク装置１２０の制御部１２１は、第１の実施の形態と同様、情報の記録
時及び再生時のいずれにおいても、一定の光量で出射される赤色光ビームＬｒ１に基づく
赤色反射光ビームＬｒ３及び赤色透過光ビームＬｒ２を用いることにより、対物レンズ３
８及び５１の位置制御を安定的に行うことができ、記録マークＲＭを記録及び再生する際
の位置精度を高めて情報の記録精度及び再生精度を高めることができる。
【０２９０】
　また光ディスク１００の反射透過膜１０４は、第１の実施の形態と同様、波長選択性を
有するため、赤色光ビームＬｒ１を約半分の割合で安定的に反射すると共に約半分の割合
で安定的に透過させることができ、さらに青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２並びに青色再生
光ビームＬｂ３及びＬｂ４を常に高い透過率で透過させることができる。
【０２９１】
　このため光ディスク装置１２０は、第１の実施の形態と同様、光ディスク１００から安
定した位置制御を行い得る赤色反射光ビームＬｒ３及び赤色透過光ビームＬｒ２を検出で
き、また十分な光量の青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２を記録層１０１へ到達させることが
でき、さらに十分な光量でなる青色再生光ビームＬｂ３及びＬｂ４を検出することができ
るので、対物レンズ３８及び５１の位置制御並びに情報の記録及び再生を安定的且つ高精
度に行うことができる。
【０２９２】
　以上の構成によれば、第２の実施の形態による光ディスク装置１２０の制御部１２１は
、第１の実施の形態と同様、光ディスク１００に情報を記録する際及び当該光ディスク１
００から情報を再生する際、光ピックアップ１２６により赤色光ビームＬｒ１を光ディス
ク１００の第１面１００Ａ側から照射させることにより、反射透過膜１０４において反射
されてなる赤色反射光ビームＬｒ３及び透過されてなる赤色透過光ビームＬｒ２を安定的
に検出することができるので、それぞれの検出結果を基に対物レンズ３８の及び対物レン
ズ５１の位置制御を常に精度良く行うことができる。
【０２９３】
（３）他の実施の形態
　なお上述した第２の実施の形態においては、光ディスク１００に対してフォーマットと
して予めホログラムを全面に形成しておき、記録マークＲＭを記録して当該ホログラムを
破壊することにより情報の記録を行うようにした場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、例えば図１７（Ａ）に示すように、一様な屈折率を持つフォトポリマでなる記録
層に対して光ビームを集光することによりその屈折率又は反射率が変化して記録マークＲ
Ｍを形成し、図１７（Ｂ）に示すように、光ビームの屈折率又は反射率の変化を基に記録
マークＲＭの有無を検出し得る光ディスク等、１本の光ビームにより記録マークＲＭの記
録及び再生を行い得るとともに記録層内に複数のマーク記録層を重ねて形成し得る種々の
光ディスクを用いるようにしても良い。
【０２９４】
　この場合、光ディスクに照射する光ビームは、光ディスクの種類や記録方式等に合わせ
て適宜光量や照射時間等が調整されていれば良い。
【０２９５】
　また上述した第２の実施の形態においては、２系統の青光路を介して２本の青色再生光
ビームＬｂ３及びＬｂ４を発生させ、このとき得られた２系統の再生信号を統合して２倍
の再生速度でなる一つの再生信号を生成するようにした場合について述べたが、本発明は
これに限らず、例えば３系統や４系統以上の青光路を設けるようにし、３本又は４本以上
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の青色再生光ビームを発生させて得られる３系統又は４系統以上の再生信号を統合して３
倍や４倍以上の再生速度を得られるようにしても良い。
【０２９６】
　この場合、各青光路にエキスパンダを設けて光ディスク１００へ照射する青色光ビーム
Ｌｂの焦点Ｆｂがそれぞれ異なる位置（深さ）となるように調整し得るようにし、またフ
ォトディテクタの直前に設けたピンホール板により所望の青色再生光ビームのみの光量を
検出し得るようにすれば良い。
【０２９７】
　さらに上述した第１及び第２実施の形態においては、異なるマーク記録層に異なる情報
を記録するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば図１８に示
すように、記録層１０１内において、対応する２つのマーク記録層、すなわちマスタレイ
ヤＹＳ１、ＹＳ２、…及びミラーレイヤＹＲ１、ＹＲ２、…にそれぞれ同一の情報を記録
しておき、再生時に対応するマスタレイヤＹＳ及びミラーレイヤＹＲから情報を順次読み
出し、制御部２１及び１２１等において比較訂正処理を行うようにしても良い。
【０２９８】
　これにより、例えばマスタレイヤＹＳ又はミラーレイヤＹＲのいずれか一方におけるホ
ログラム（すなわちフォーマットされた状態）や記録マークＲＭ等が何らかの要因により
破壊され、或いはディスク１００のディフェクト等の存在により、検出信号ＳＤ３又はＳ
Ｄ４が異常な再生情報を表すものであったとしても、比較訂正処理において正しい情報に
訂正できる可能性を高めることができる。
【０２９９】
　さらに上述した第１及び第２実施の形態においては、リレーレンズ７０及び５３により
、光ディスク１００内における目標マーク位置の深さ（すなわち反射透過膜１０４からの
距離）を調整するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば単一
の集光レンズを移動させることにより当該目標マーク位置の深さを変更し、或いは対物レ
ンズ３８及び５１のフォーカス制御を行うことにより当該目標マーク位置の深さを変更す
るなど、他の手法により当該目標マーク位置の深さを変更するようにしても良い。
【０３００】
　さらに上述した第１及び第２実施の形態においては、赤色光ビームＬｒ１と青色光ビー
ムＬｂ１との光軸を一致させるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、例えば赤色光ビームＬｒ１と青色光ビームＬｂ１との光軸を所定角度傾け、光ディスク
１００の第１面１００Ａ又は第２面１００Ｂから見て目標トラックと目標マーク位置とを
意図的に一致させない（すなわちオフセットを設ける）ようにしても良い。
【０３０１】
　さらに上述した第１及び第２の実施の形態においては、第１面位置制御光学系３０（図
７及び図１４）において、非点収差法によりフォーカスエラー信号を生成するようにした
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばナイフエッジ法やフーコー法等の
他の手法によってフォーカスエラー信号を生成するようにしても良い。第２面位置制御光
学系５０（図７及び図１４）におけるフォーカスエラー信号の生成についても同様である
。
【０３０２】
　また当該第１面位置制御光学系３０におけるトラッキングエラー信号の生成についても
、プッシュプル法に限らず、３ビーム法や差動プッシュプル法等の他の手法により当該ト
ラッキングエラー信号を生成するようにしても良い。また第２面位置制御光学系６０につ
いても同様である。
【０３０３】
　これらの場合、各エラー信号の生成手法に応じて、シリンドリカルレンズ４２及び５８
に代えて回折格子等の光学素子が設けられれば良く、またフォトディテクタ４３及び５９
については、各エラー信号の生成手法に対応した分割パターンで検出領域が分割されてい
れば良く、さらに信号処理部２３は、各エラー信号の生成手法に対応した演算処理を行う
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ことにより各エラー信号を生成すれば良い。
【０３０４】
　さらに上述した第１及び第２実施の形態においては、第１面位置制御光学系３０におい
て、無偏光ビームスプリッタ３４により赤色光ビームＬｒ１を透過させ赤色反射光ビーム
Ｌｒ３を反射させるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば偏
光ビームスプリッタを用い、１／２波長板、１／４波長板等の組み合わせにより光ビーム
の偏光方向を適宜変化させた上で、当該赤色光ビームＬｒ１を透過させ当該赤色反射光ビ
ームＬｒ３を反射させるようにしても良い。第２面位置制御光学系５０についても同様で
ある。
【０３０５】
　さらに上述した第１及び第２の実施の形態においては、光ディスク１００において反射
透過膜１０４を記録層１０１と基板１０２との間に設けるようにした場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、例えば当該反射透過膜１０４を記録層１０１と基板１０３と
の間や、基板１０２の内部又は記録層１０１の内部等のような他の箇所に設けるようにし
ても良い。
【０３０６】
　さらに上述した第１及び第２の実施の形態においては、対物レンズ３８及び５１の位置
制御を行うための光ビーム（これを位置制御光ビームと呼ぶ）を波長約６６０［ｎｍ］の
赤色光ビームとし、記録マークＲＭを形成するための光ビーム（これを記録光ビームと呼
ぶ）を波長約４０５［ｎｍ］の青色光ビームとするようにした場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、位置制御光ビーム及び記録光ビームをそれぞれ任意の波長としても
良い。
【０３０７】
　この場合、反射透過膜１０４としては、位置制御光ビームをその波長に応じて約半分ず
つの割合で反射及び透過し、記録光ビームをその波長に応じて透過する性質を有していれ
ばよい。また記録層１０１は、記録光ビームの波長に反応する材料であれば良い。
【０３０８】
　因みに記録光ビームの波長を変更した場合、上述した（１）式及び（２）式に示したよ
うに、記録マークＲＭのサイズが変化するため、記録マークＲＭ間の距離ｐ１、トラック
間の距離ｐ２及びマーク記録層同士の距離ｐ３についても適宜変更することが好ましい。
【０３０９】
　さらに上述した第１及び第２の実施の形態においては、反射透過膜１０４が波長選択性
を有することにより、波長約６６０［ｎｍ］でなる位置制御光ビームを反射すると共に波
長約４０５［ｎｍ］でなる記録光ビームを透過するようにした場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、例えば反射透過膜１０４が偏光選択性を有するようにし、位置制御
光ビームの偏光方向と記録光ビームの偏光方向とを相違させることにより、位置制御光ビ
ームを反射し記録光ビームを透過するようにしても良い。
【０３１０】
　さらに上述した実施の形態においては、光ディスク１００の直径を約１２０［ｍｍ］、
記録層１０１の厚さｔ１を約０．３［ｍｍ］、基板１０２及び１０３の厚さｔ２及びｔ３
を約０．６［ｍｍ］とするようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、そ
れぞれ他の値であっても良い。この場合、記録層１０１並びに基板１０２及び１０３の厚
さと各材料の屈折率等を考慮した上で、青色光ビームＬｂ１及びＬｂ２の焦点が目標マー
ク位置に合わされるよう、各光学部品の光学特性や配置等が設定されていれば良い。
【０３１１】
　さらに上述した実施の形態においては、第１の焦点位置調整手段としてのエキスパンダ
７０及び制御部２１と、第２の焦点位置調整手段としてのエキスパンダ５３及び制御部２
１と、制御手段としての制御部２１と、第１及び第２の検出手段としてのフォトディテク
タ７５及び８７と、再生信号生成手段としての制御部２１及び信号処理部２３とによって
光ディスク装置としての光ディスク装置２０を構成する場合について述べたが、本発明は
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調整手段と、制御手段と、第１及び第２の検出手段と、再生信号生成手段とによって光デ
ィスク装置を構成するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０３１２】
　本発明は、記録媒体としての光ディスクに音楽コンテンツや映像コンテンツ或いは各種
データ等を大量に記録する光ディスク装置において利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０３１３】
【図１】従来の定在波記録型光ディスク装置の構成を示す略線図である。
【図２】ホログラムの形成の様子を示す略線図である。
【図３】本発明の一実施形態による光ディスクの外観構成を示す略線図である。
【図４】第１の実施の形態による光ディスクの内部構成を示す略線図である。
【図５】本発明の一実施形態による光ディスク装置の構成を示す略線図である。
【図６】光ピックアップの外観構成を示す略線図である。
【図７】第１の実施の形態による光ピックアップの構成を示す略線図である。
【図８】第１の実施の形態による赤色光ビームの光路を示す略線図である。
【図９】フォトディテクタにおける検出領域の構成を示す略線図である。
【図１０】第１の実施の形態による青色光ビームの光路（１）を示す略線図である。
【図１１】第１の実施の形態による青色光ビームの光路（２）を示す略線図である。
【図１２】ピンホールによる光ビームの選別の説明に供する略線図である。
【図１３】第２の実施の形態による情報の記録再生原理を示す略線図である。
【図１４】第２の実施の形態による光ピックアップの構成を示す略線図である。
【図１５】第２の実施の形態による青色光ビームの光路（１）を示す略線図である。
【図１６】第２の実施の形態による青色光ビームの光路（２）を示す略線図である。
【図１７】他の実施の形態による情報の記録再生原理を示す略線図である。
【図１８】ミラーリング記録におけるマーク記録層の構成を示す略線図である。
【符号の説明】
【０３１４】
　２０、１２０……光ディスク装置、２１、１２１……制御部、２２……駆動制御部、２
３……信号処理部、２６、１２６……光ピックアップ、３０……第１面位置制御光学系、
３１、６１、１８１……レーザダイオード、３４……無偏光ビームスプリッタ、３７、５
６……ダイクロックプリズム、３８、５１……対物レンズ、３８Ａ、５１Ａ、５４Ａ、７
１Ａ……アクチュエータ、４３、５９、７５、８７……フォトディテクタ、５０……第２
面位置制御光学系、５２……ガルバノミラー、５３、７０……リレーレンズ、５４、７１
……可動レンズ、６０……第１面情報光学系、６５、６８、８２、１８５……偏光ビーム
スプリッタ、６６……１／４波長板、６７……可動ミラー、７４、８６……ピンホール板
、８０……第２面情報光学系、８１……シャッタ、１００……光ディスク、１０１……記
録層、１０２、１０３……基板、１０４……反射透過膜、Ｌｒ１……赤色光ビーム、Ｌｒ
２……赤色透過光ビーム、Ｌｒ３……赤色反射光ビーム、Ｌｂ０、Ｌｂ１、Ｌｂ２……青
色光ビーム、Ｌｂ３、Ｌｂ４……青色再生光ビーム、Ｆｒ、Ｆｂ１、Ｆｂ２……焦点、Ｒ
Ｍ、ＲＭ１、ＲＭ２……記録マーク。
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