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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板の厚さがｔ1であるＤＶＤに対して光束を照射することで情報の記録又は再生
を行うようになっている波長λ1の第１光源と、透明基板の厚さがｔ2（ｔ1＜ｔ2）である
ＣＤに対して光束を照射することで情報の記録又は再生を行うようになっている波長λ2

（λ1＜λ2）である第２光源と、前記第１光源及び前記第２光源から出射された光束を、
前記ＤＶＤ及び前記ＣＤの透明基板を介して情報記録面に集光させる対物レンズを含む集
光光学系と、を有する光ピックアップ装置用の対物レンズにおいて、
　前記対物レンズが、光学ガラスから形成されており、
　前記対物レンズは、それぞれ回折構造を有する２つの前記光学機能面を有し、光軸に近
い前記光学機能面は、それを通過する光束を利用して、前記ＤＶＤ及び前記ＣＤに対して
情報の記録又は再生を行う際における球面収差を補正するように設計され、外側の前記光
学機能面では、前記ＤＶＤにおける球面収差を補正するとともに、前記ＣＤではオーバー
の球面収差を発生させることを特徴とする光ピックアップ装置用の対物レンズ。
【請求項２】
　前記各光学機能面を通過する光束は、前記対物レンズの何れかの面で前記回折構造を通
過し、外側の前記光学機能面の回折構造の回折ピッチが５μｍ以上４０μｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズ。
【請求項３】
　前記ＣＤに対して情報の記録又は再生を行う際に発生するオーバーの球面収差は、光軸
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側から周辺に向かって増加させることを特徴とする請求項１又は２に記載の光ピックアッ
プ装置用の対物レンズ。
【請求項４】
　前記ＣＤに対して情報の記録又は再生を行う際に発生する球面収差が、前記光学機能面
の境界部分で不連続であり、球面収差の不連続量が１０μｍ以上３０μｍ以下であること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の光ピックアップ装置用の対物レンズ。
【請求項５】
　内側の前記光学機能面において、前記ＤＶＤ及び前記ＣＤに対して、同じ次数の回折光
を用いて情報の記録又は再生を行うことを特徴とする請求頁１乃至４のいずれかに記載の
光ピックアップ装置用の対物レンズ。
【請求項６】
　前記ＤＶＤに対して情報の記録又は再生を行う際に、外側の前記光学機能面の回折構造
で発生する最も強度の高い回折光の回折次数ｎotと、内側の前記光学機能面の回折構造で
発生する最も強度の高い回折光の回折次数ｎinとは、
　｜ｎot｜≧｜ｎin｜
を満たすことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の光ピックアップ装置用の対
物レンズ。
【請求項７】
　前記回折構造は、鋸歯状の回折輪帯が形成され、外側と内側の光学機能面に形成された
回折輪帯の設計基準波長が異なることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の光
ピックアップ装置用の対物レンズ。
【請求項８】
　前記対物レンズにおける前記ＤＶＤに対して情報の記録又は再生を行う際の結像倍率ｍ
１が、－１／４≦ｍ１≦１／８を満たすことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記
載の光ピックアップ装置用の対物レンズ。
【請求項９】
　前記対物レンズにおける前記ＣＤに対して情報の記録又は再生を行う際の結像倍率ｍ２
が、０．９８ｍ１≦ｍ２≦１．０２ｍ１を満たすことを特徴とする請求項１乃至８のいず
れかに記載の光ピックアップ装置用の対物レンズ。
【請求項１０】
　前記ＤＶＤに対して情報の記録又は再生を行う際の開口絞りの大きさと、前記ＣＤに対
して情報の記録又は再生を行う際の開口絞りの大きさとが同じであることを特徴とする請
求項１乃至９のいずれかに記載の光ピックアップ装置用の対物レンズ。
【請求項１１】
　前記ＤＶＤに対して情報の記録又は再生を行う際の必要開口数ＮＡ１は、ＮＡ１≧０．
６０を満たすことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載の光ピックアップ装置
用の対物レンズ。
【請求項１２】
　前記第１光源の波長λ1は６７０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１乃至１１の
いずれかに記載の光ピックアップ装置用の対物レンズ。
【請求項１３】
　透明基板の厚さがｔ1であるＤＶＤに対して光束を照射することで情報の記録又は再生
を行うようになっている波長λ1の第１光源と、透明基板の厚さがｔ2（ｔ1＜ｔ2）である
ＣＤに対して光束を照射することで情報の記録又は再生を行うようになっている波長λ2

（λ1＜λ2）である第２光源と、前記第１光源及び前記第２光源から出射された光束を、
前記ＤＶＤ及び前記ＣＤの透明基板を介して情報記録面に集光させる対物レンズを含む集
光光学系と、を有する光ピックアップ装置において、
　前記対物レンズが、光学ガラスから形成されており、
　前記対物レンズは、それぞれ回折構造を有する２つの前記光学機能面を有し、光軸に近
い前記光学機能面は、それを通過する光束を利用して、前記ＤＶＤ及び前記ＣＤに対して
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情報の記録又は再生を行う際における球面収差を補正するように設計され、外側の前記光
学機能面では、前記ＤＶＤにおける球面収差を補正するとともに、前記ＣＤではオーバー
の球面収差を発生させることを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項１４】
　前記第１の光源から射出された波長λ1の光線は透過し、前記第２の光源から射出され
た波長λ2の光線は遮蔽する波長選択性絞りを有する請求項１３に記載の光ピックアップ
装置。
【請求項１５】
　前記対物レンズの少なくとも片面には、ほぼ全面回折構造が用いられるか、あるいは２
つ以上の光学的機能面が形成されていることを特徴とする請求項１３又は１４に記載の光
ピックアップ装置。
【請求項１６】
　前記ＤＶＤに対する情報の記録又は再生時の結像倍率ｍ１と、前記ＣＤに対する情報の
記録又は再生時の結像倍率ｍ２とが、０．９８ｍ１≦ｍ２≦１．０２ｍ１であることを特
徴とする請求項１３乃至１５のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ピックアップ装置に使用される対物レンズ及び光ピックアップ装置に関し、
特に１つの対物レンズで透明基板厚さの異なる光情報記録媒体の記録／再生を行なうもの
であり、特に温度特性が良く且つ光源の波長変動に対し許容範囲の広い互換対物レンズ及
び光ピックアップ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＤやＤＶＤなどの光情報記録媒体の情報記録面は、通常、規格によって定められた厚さ
を有する透明基板によって保護されている。光情報記録媒体の記録／再生を行なうために
は、この厚さの透明基板において球面収差等が補正された対物レンズが用いられる。これ
ら光情報記録媒体の記録再生用対物レンズとして様々なものが検討されていて、例えば特
開平６－２５８５７３号公報には対物レンズの両面を非球面とした屈折タイプのものが記
載されている。この対物レンズでは光学系の収差補正のために非球面が導入されている。
【０００３】
図２９は、透明基板厚さが変化した場合の残留収差（球面収差）が発生する様子を表した
図である。球面収差が悪化すると、光情報記録媒体の情報面に形成する光スポット径が所
望のものから変化する。ここで所望のスポット径（ピーク強度の１／ｅ２範囲）とは、対
物レンズの開口数をＮＡ、光源の波長をλ（μｍ）とすると、スポット径（μｍ）＝０．
８３１×λ／ＮＡで近似される。従って、透明基板厚さの異なる光情報記録媒体との互換
性を確保するためには更なる技術が必要となる。
【０００４】
特開２０００－８１５６６号公報には、回折面を対物レンズの非球面に一体化させること
で、ＣＤ又はＤＶＤの使用波長において特定の透明基板厚さの球面収差を補正する技術が
紹介されている。この対物レンズは、屈折系のべース非球面のオーバー球面収差を、回折
部分で発生するアンダー球面収差で補正するものである。この際、回折部分は波長に比例
するパワーを有するので、透明基板の厚いＣＤにおいて球面収差をアンダー方向に補正す
る機能を持つ。従って、屈折部分と回折部分のパワー配分を適切に選ぶと、ＤＶＤ使用時
の光源波長６５０ｎｍで０．６ｍｍの透明基板厚さにおける球面収差を、またＣＤ使用時
の光源波長７８０ｎｍで１．２ｍｍの透明基板厚さにおける球面収差をそれぞれ補正する
ことが可能となる。また、特開平１１－２７４６４６号公報には、プラスチックレンズの
温度変化時の屈折率変化による焦点位置変動を補正する回折面を施した例が記載されてい
る。
【０００５】
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【発明が解決しようとする課題】
これらの対物レンズにおいては、高密度の情報の記録／再生のため光ピックアップ装置の
有限化、短波長化、高ＮＡ化が進むにつれ、温度変化による球面収差変化が増大する傾向
がある。温度変化による球面収差の３次成分の変化量δＳＡ３は、対物レンズの像側開口
数ＮＡ、焦点距離ｆ、結像倍率ｍ、レーザー光源波長λとすると
（δＳＡ３／δＴ）∝ｆ・（１－ｍ）４・ＮＡ４／λ　　　　　　　（１）
で表される。従って、高ＮＡ用対物レンズ、対物レンズの有限度合いが大きくなるほど、
あるいはレーザー光源の短波長化が進むほど温度特性が劣化する傾向がある。［表１］に
、従来の屈折面対物レンズで設計した場合の誤差特性（従来例１）を示してある。尚、こ
れ以降（表のレンズデータ含む）において、１０のべき乗数（例えば ２．５×１０－３

）を、Ｅ（例えば ２．５×Ｅ―３）を用いて表すものとする。
【表１】

【０００６】
このような問題に対して、従来の技術にもあるように、回折を用いて温度特性を改善しよ
うとする手法が考えられる。しかしながら回折面で温度特性を改善しようとすると、次の
ような２つの不具合を生じる。かかる不具合の１つ目は、波長特性に弱くなるということ
である。元々は屈折部分と回折部分とが温度変化による球面収差の発生する方向が逆方向
であり、温度特性をより改善しようとした場合、相対的に回折部分の効きを強めて、屈折
部分だけで発生する球面収差をキャンセルするのであるが、温度変化を伴わない波長変化
時においては、それが残留収差として残ってしまうためである。
【０００７】
２つ目の不具合は、回折の効きを大きくしようとすると回折ピッチが細かくなり回折効率
が低下することである。特に対物レンズの周辺部分に行くほどピッチが細かくなる傾向が
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ある。温度特性を完全の補正した［表１］の従来例２の場合には、回折輪帯の最小ピッチ
が３μｍとなり、該当輪帯では回折効率が８０％程度まで低下してしまう。
【０００８】
　本発明は上記問題点を解決するものであり、温度特性が厳しくなる有限の度合いが強い
あるいは高ＮＡの対物レンズであっても良好な温度特性を確保しつつ、更に、ＤＶＤ系（
ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ＋ＲＡＭ、）とＣＤ系（ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ＋ＲＷ）といった透
明基板厚さの異なる光情報記録媒体の記録／再生を可能とする対物レンズ及び光ピックア
ップ装置を提供することを目的とするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、透明基板の厚さがｔ1である
ＤＶＤに対して光束を照射することで情報の記録又は再生を行うようになっている波長λ

1の第１光源と、透明基板の厚さがｔ2（ｔ1＜ｔ2）であるＣＤに対して光束を照射するこ
とで情報の記録又は再生を行うようになっている波長λ2（λ1＜λ2）である第２光源と
、前記第１光源及び前記第２光源から出射された光束を、前記ＤＶＤ及び前記ＣＤの透明
基板を介して情報記録面に集光させる対物レンズを含む集光光学系と、を有する光ピック
アップ装置用の対物レンズにおいて、
　前記対物レンズが、光学ガラスから形成されており、
　前記対物レンズは、それぞれ回折構造を有する２つの前記光学機能面を有し、光軸に近
い前記光学機能面は、それを通過する光束を利用して、前記ＤＶＤ及び前記ＣＤに対して
情報の記録又は再生を行う際における球面収差を補正するように設計され、外側の前記光
学機能面では、前記ＤＶＤにおける球面収差を補正するとともに、前記ＣＤではオーバー
の球面収差を発生させることを特徴とする。
【００１０】
　対物レンズ材料として温度依存性が小さい光学ガラスを使用することで、温度変化時の
球面収差変化を小さくすることが可能である。従って、対物レンズを回折面で構成した場
合に、従来の対物レンズのように回折の効きを強くしなくても温度特性が改善されるので
、回折輸帯のピッチが小さくならずに済む。更に、対物レンズに複数の光学機能面を設け
て各光学機能面を適宜設計すると、透明基側厚さの異なる光情報記録媒体において必要と
されるスポット径を達成することが可能となり、各光情報記録媒体の記録又は再生を行な
うことができる。ここで、光学的作用を異ならしめる光学機能面とは、屈折面と回折構造
の面とのように全く異なる種類の光学面はもとより、同種の光学面、例えば異なる非球面
係数により形成されることによって異なる機能を非球面や、異なる設計による回折構造を
有する光学面なども含むものである。
【００１５】
　本発明によれば、各光学機能面を、異なる透明基板厚さを有する複数の光情報記録媒体
に対応させることで、それらに対して適切に情報の記録又は再生を行うことができる。
【００１６】
　請求項２に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、前記各光学機能面を通過する
光束は、前記対物レンズの何れかの面（即ち光源側の面又は光情報記録媒体側の面）とで
前記回折構造を通過し、最も外側の前記光学機能面の回折構造の回折ピッチが５μｍ以上
４０μｍ以下であるので、前記対物レンズの製作性を維持しつつ、回折効率の低下を抑制
できる。
【００１７】
　請求項３に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、前記ＣＤに対して情報の記録
又は再生を行う際に発生するオーバーの球面収差を、光軸側から周辺に向かって増加させ
ているので、異なる透明基板厚さを有する複数の光情報記録媒体に対して、適切に情報の
記録又は再生を行うことができる。
【００１８】
　請求項４に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、前記ＣＤに対して情報の記録
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又は再生を行う際に発生する球面収差が、前記光学機能面の境界部分で不連続であり、球
面収差の不連続量が１０μｍ以上３０μｍ以下であるので、球面収差の不連続量が１０μ
ｍ以上であれば、フレアがメインスポットに近づくのを抑制でき、３０μｍ以下であれば
、温度特性を良好に改善することができる。
【００１９】
　請求項５に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、内側の前記光学機能面におい
て、前記ＤＶＤ及び前記ＣＤに対して、同じ次数の回折光を用いて情報の記録又は再生を
行うので、回折効率を高く維持できる。
【００２０】
　請求項６に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、前記ＤＶＤに対して情報の記
録又は再生を行う際に、外側の前記光学機能面の回折構造で発生する最も強度の高い回折
光の回折次数ｎotと、内側の前記光学機能面の回折構造で発生する最も強度の高い回折光
の回折次数ｎinとは、
｜ｎot｜≧｜ｎin｜ （３）
を満たすので、例えば外側の前記光学機能面の回折構造で発生する回折光の効率を低下さ
せることでフレア光の光量を下げ、異なる透明基板厚さを有する複数の光情報記録媒体に
対して、適切に情報の記録又は再生を行うことができる。
【００２１】
　請求項７に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、前記回折構造は、鋸歯状の回
折輪帯が形成され、外側と内側の光学機能面に形成された回折輪帯の設計基準波長が異な
るので、回折効率の点から、ＤＶＤ及びＣＤで利用する内側の光学機能面ではλ1とλ2の
間の設計基準波長とすることが両方の光量バランスを考えると好ましく、外側の光学機能
面においてはＤＶＤでのみ活用するので、設計基準波長をλ1に近くした方が光量的に有
利である。
【００２５】
　請求項８に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、前記対物レンズにおける前記
ＤＶＤに対して情報の記録又は再生を行う際の結像倍率ｍ１が、
－１／４≦ｍ１≦１／８ （４）
を満たすことができる。ここで、結像倍率ｍ１が下限以上であれば、像高特性が良好なも
のとなり、上限以下であれば、対物レンズのワーキングディスタンスを確保できるので好
ましい。
【００２６】
　請求項９に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、前記対物レンズにおける前記
ＣＤに対して情報の記録又は再生を行う際の結像倍率ｍ２が、
０．９８ｍ１≦ｍ２≦１．０２ｍ１ （５）
を満たすことができる。ここで、ｍ１とｍ２が異なった場合、前記対物レンズのＤＶＤと
ＣＤの結像位置をほぼ共通とした場合に、発光点位置ズレが生じるため、信号検出用のセ
ンサーを２つ用意するなど光学系が複雑化する恐れがある。即ち（５）式を満たせば、前
記ＤＶＤと前記ＣＤとで、一つのセンサーで各光情報記録媒体の記録／再生時の信号検出
が可能となる。
【００２７】
　請求項１０に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、前記ＤＶＤに対して情報の
記録又は再生を行う際の開口絞りの大きさと、前記ＣＤに対して情報の記録又は再生を行
う際の開口絞りの大きさとが同じであると、光ピックアップ装置の構成を簡略化すること
ができる。
【００２８】
　請求項１１に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、前記ＤＶＤに対して情報の
記録又は再生を行う際の必要開口数ＮＡ１は、
ＮＡ１≧０．６０ （６）
を満たすと、高密度の情報記録又は再生を行うことができる。
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【００２９】
　請求項１２に記載の光ピックアップ装置用の対物レンズは、前記第１光源の波長λ1は
６７０ｎｍ以下であれば、ＤＶＤなどの高密度な光情報記録媒体を用いることができる。
【００３０】
　本発明の対物レンズによれば、温度変化に対する屈折率変化が少なく、また軸上色収差
を良好とできるので好ましい。尚、以上述べた請求項１乃至１２のいずれかに記載の対物
レンズは、後述する、前記対物レンズを用いた光ピックアップ装置においても、上述と同
様の作用効果を奏する。
【００９８】
　請求項１３に記載の光ピックアップ装置は、透明基板の厚さがｔ1であるＤＶＤに対し
て光束を照射することで情報の記録又は再生を行うようになっている波長λ1の第１光源
と、透明基板の厚さがｔ2（ｔ1＜ｔ2）であるＣＤに対して光束を照射することで情報の
記録又は再生を行うようになっている波長λ2（λ1＜λ2）である第２光源と、前記第１
光源及び前記第２光源から出射された光束を、前記ＤＶＤ及び前記ＣＤの透明基板を介し
て情報記録面に集光させる対物レンズを含む集光光学系と、を有する光ピックアップ装置
において、
　前記対物レンズが、光学ガラスから形成されており、
　前記対物レンズは、それぞれ回折構造を有する２つの前記光学機能面を有し、光軸に近
い前記光学機能面は、それを通過する光束を利用して、前記ＤＶＤ及び前記ＣＤに対して
情報の記録又は再生を行う際における球面収差を補正するように設計され、外側の前記光
学機能面では、前記ＤＶＤにおける球面収差を補正するとともに、前記ＣＤではオーバー
の球面収差を発生させることを特徴とする。温度変化に対する屈折率変化が少ない材料を
対物レンズに用い、且つ前記遮蔽する部材により前記ＣＤに対する照射量を制限すること
で、異なる透明基板厚さを有する複数の光情報記録媒体に対して、適切に情報の記録又は
再生を行うことができる。
【００９９】
　請求項１４に記載の光ピックアップ装置は、前記第１の光源から射出された波長λ1の
光線は透過し、前記第２の光源から射出された波長λ2の光線は遮蔽する波長選択性絞り
を有すると、簡素な構成となるので好ましい。
【０１００】
　請求項１５に記載の光ピックアップ装置は、前記対物レンズの少なくとも片面には、ほ
ぼ全面回折構造が用いられるか、あるいは２つ以上の光学的機能面が形成されているので
、異なる透明基板厚さを有する複数の光情報記録媒体に対して、適切に情報の記録又は再
生を行うことができる。
【０１０１】
　請求項１６に記載の光ピックアップ装置は、前記ＤＶＤに対する情報の記録又は再生時
の結像倍率ｍ１と、前記ＣＤに対する情報の記録又は再生時の結像倍率ｍ２とが、
０．９８ｍ１≦ｍ２≦１．０２ｍ１ （５）
であることを特徴とする。
【０１０２】
本明細書中、「光学機能面」について、球面収差で表した時、
（ａ）ｈを境にして不連続である場合（図１（ａ））、
（ｂ）ｈで連続であるが、１次微分が不連続である場合（図１（ｂ））、
（ｃ）ある波長において、ｈで不連続である場合（図１（ｃ））、
のいずれかが該当すると、ｈを境にして異なる光学機能面が存在するものとする。
【０１０３】
又、上記条件で分割される各光束が通過する領域を、１つの「光学機能面」と見なす。そ
のため、レンズの１つの面に着目した時、屈折部分と回折部分（回折構造）とが存在する
場合には、屈折部分と回折部分との境界部を境にして別々の「光学機能面」とする（図２
（ａ）及び（ｃ）参照）。更に、回折構造が全面にわたって形成されていても、異なる目
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的で設計された回折構造を混在させる場合にも、上記（ｃ）の条件から、別々の「光学機
能面」と見なすものとする（図２（ｂ）参照）。又、片方の面に同一の非球面係数で表さ
れた非球面が形成されていても、もう一方の面に不連続部分を形成した場合にも、別々の
光学面と見なすものとする。
【０１０４】
尚、「最も外側の光学機能面」とは、有効径内で最も外側の光学機能面であることを指す
が、その領域内の一部領域において光情報記録媒体の記録又は再生に実質影響のない範囲
で別の光学面を設けても本発明に影響を与えるものではなく、たとえそのような一部光学
面が有効径内に存在していたとしても、その一部光学面は無視し、ないものと考えるべき
であり、他の光学機能面についても同様である。
【０１０５】
更に、「温度特性を補正する」とは、温度変化により光源波長変化及び対物レンズ屈折率
変化が生じても、温度変化に対する球面収差の変化（ＳＡ１／δＴ）が、｜ δＳＡ１／
δＴ ｜ ≦ ０．０００５λｒｍｓ／℃（ここで、λは光源波長）を満たしていることを
指す。
【０１０６】
更に、「球面収差を補正」するとは、回折限界性能以下に補正することをいい、波面収差
を求めたとき、０．０７λｒｍｓ以下（ここでは、λは光源波長）を満たしていることを
指す。
【０１０７】
「アンダーな球面収差もしくは／オーバーな球面収差」については、図３に示すように、
近軸像点位置を原点とする球面収差において、近軸像点よりも手前側で光軸と交わる場合
を「アンダー」、近軸像点よりも遠い位置で光軸と交わる場合を「オーバー」とする。
【０１０８】
本明細書中で用いる「回折構造」又は「回折輪帯」とは、対物レンズの表面に、レリーフ
を設けて、回折によって光束を集光あるいは発散させる作用を持たせた部分のことをいう
。レリーフの形状としては、例えば、図２（ｂ）に示すように、対物レンズＯＬの表面に
、光軸を中心とする略同心円状の輪帯として形成され、光軸を含む平面でその断面をみれ
ば各輪帯は鋸歯のような形状が知られているが、そのような形状を含むものであり、その
ような形状を特に「回折輪帯」という。
【０１０９】
本明細書中において、対物レンズとは、狭義には光ピックアップ装置に光情報記録媒体を
装填した状態において、最も光情報記録媒体側の位置で、これと対向すべく配置される集
光作用を有するレンズを指し、広義にはそのレンズと共に、アクチュエータによって少な
くともその光軸方向に作動可能なレンズ群を指すものとする。ここで、かかるレンズ群と
は、少なくとも１枚以上（例えば２枚）のレンズを指すものである。従って、本明細書中
において、対物レンズの光情報記録媒体側（像側）の開口数ＮＡとは、対物レンズの最も
光情報記録媒体側に位置するレンズ面の開口数ＮＡを指すものである。また、本明細書中
では必要開口数ＮＡは、それぞれの光情報記録媒体の規格で規定されている開口数、ある
いはそれぞれの光情報記録媒体に対して、使用する光源の波長に応じ、情報の記録または
再生をするために必要なスポット径を得ることができる回折限界性能の対物レンズの開口
数を示す。
【０１１０】
本明細書中において、第２の光情報記録媒体とは、例えば、CD-R, CD-RW, CD-Video, CD-
ROM等の各種ＣＤ系の光ディスクをいい、第１の光情報記録媒体とは、DVD-ROM, DVD-RAM,
 DVD-R, DVD-RW,DVD-Video等の各種ＤＶＤ系の光ディスクを意味するものである。更に、
本明細書中で透明基板の厚さｔといった時は、ｔ＝０を含むものである。
【０１１１】
【発明の実施の形態】
以下図面を参照して、本発明をさらに詳細に説明する。
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（第１の実施の形態）
第１の実施の形態について説明する。図４が本実施の形態の対物レンズを含む光ピックア
ップ装置の概略構成図である。この光ピックアップ装置は、ＤＶＤ（第１の光情報記録媒
体）用である波長λ１の第１の光源１０１、ＣＤ（第２の光情報記録媒体）用である波長
λ２の第２の光源１０２と、各光源１０１，１０２からの光束経路を一致させるビームス
プリッタ１０３と、各光束を集光させる対物レンズ１０５と、対物レンズ１０５への入射
光束系を決定する絞り１０４と、対物レンズ１０５を駆動させるアクチュエータ（不図示
）と、光情報記録媒体ＯＲＭの反射光を検知するセンサー（不図示）から構成される。
【０１１２】
ＤＶＤ／ＣＤいずれかを記録又は再生する場合には、発光する光源１０１又は１０２を適
宜選択する。対物レンズ１０５へは、発散光束が入射し横倍率が有限となるので、前述し
たように無限光束が入射する場合よりも温度変化による収差劣化が悪くなる。
【０１１３】
図５が対物レンズ１０５の要部断面図である。対物レンズ１０５は、両面非球面１０５Ａ
、１０５Ｂで構成されており、且つ光源側の面１０５Ａには３つの光学離能面１０５ａ、
１０５ｂ、１０５ｃを形成している。最も内側の光学機能面１０５ａと最も外側の光学機
能面１０５ｃは、同じ非球面係数で表される屈折面である。また、中間の光学機能面１０
５ｂは、両隣の光学機能面１０５ａ、１０５ｂとは異なる非球面係数で示される屈折面で
あり、球面収差補正が両隣と異なっている。また、対物レンズの硝材（例えばガラス）の
屈折率温度依存性が低い方が好ましく、
｜ｄｎ／ｄＴ｜≦　１０．０×１０－６（／℃）　　　　　　　　　（２）
であると良い。かかる場合には、温度特性を改善するための回折構造などを用いなくても
温度特性が良好となる。ここで、各光学機能面１０５ａ、１０５ｂ、１０５ｃが、境界部
分で段差をもって形成されること良く、中間の光学機能面１０５ｂにおいて、光軸に近い
境界部分よりも光軸から遠い境界部分の段差の方が大きいと良い。
【０１１４】
ここで、ＤＶＤ、ＣＤのいずれに対しても記録又は再生できるようにする互換設計につい
て説明する。まず、内側と外側の光学機能面１０５ａ、１０５ｃを通過する光束に対して
は、ＤＶＤ使用時を想定して球面収差補正を行なえばよい。ただし、これらの光学機能面
１０５ａ、１０５ｃを通過する光束は、ＣＤ使用時には基板厚さの違いからオーバーの球
面収差が発生するので、通常はＣＤの記録又は再生には不適である。そのため中間の光学
機能面１０５ｂを次のように構成する。
【０１１５】
図６は、本実施の形態に関する球面収差の設計例（目標特性）を示す図である。図６によ
れば、ＣＤ使用時においては、最も内側の光学機能面１０５ａを通過する光束は無収差で
はない。ただし、近軸像点から＋１０μｍほどデフォーカスした位置において、光束径を
絞っていくと残留収差がマレシャルの限界値よりも小さな残留収差である状態を確保でき
る。しかし、光情報記録媒体の記録面で形成するスポット径としては不十分であるため、
ＣＤでスポット径を絞り込ませるＣＤ専用領域である中間の光学機能面１０５ｂを形成す
る。具体的には、前記デフォーカス位置で光情報記録媒体に形成する光スポットの近傍に
集光させるように中間の光学機能面１０５ｂを形成するとよく、ＤＶＤ透明基板厚さｔ１
とＣＤ透明基板厚さｔ２との間の仮想透明基板厚さｔｃ（ｔｃ≒（ｔ１＋ｔ２）／２）で
球面収差設計すれば良い。
【０１１６】
ＣＤ使用時は、外側の光学機能面１０５ｃを通過する光束はフレアー光となるが、メイン
スポット径の大きさの約１０倍ほど離れた位置に存在するようになる。ＤＶＤ使用時では
中間の光学機能面を通過する光束がフレアー光となるが、やはりメインスポット径の大き
さの数倍の距離を隔てた外側一帯に存在するようになる。従って、これらフレアー光が、
図示していないセンサー素子上に入射しなければ、あるいは電気的に実使用上間題ないレ
ベルであれば、絞り径はＤＶＤとＣＤとで同じとしておく事も可能となる。
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【０１１７】
また光源１０１，１０２の波長変動に対しては、対物レンズ１０５を屈折面で構成してい
るため、波長によりパワーが変化する回折構造を設けた対物レンズに比べると安定性に優
れる。それでも、硝材の分散値が大きくなるほど屈折率の波長依存性が弱まるので好まし
いといえる。
【０１１８】
このように本実施の形態の対物レンズ１０５は、温度特性がより厳しくなる仕様下におい
ても、温度特性及び波長特性を良好に補正しつつ、基板厚さの異なるＤＶＤとＣＤとの双
方に対して適切に情報の記録又は再生を行うことができる。
【０１１９】
なお本発明は本実施の形態に限定されるものではない。対物レンズを貼り合せレンズで構
成しても良いし、図７のようにガラスレンズ１０５’の表面に紫外線硬化樹脂で非球面１
０５Ｓを構成してもよい。このように異なる硝材で対物レンズを構成する場合には、パワ
ーの強い硝材（ここでは１０５’）について、少なくとも
｜ｄｎ／ｄＴ｜≦１０．０×１０－６（／℃）　　　　　　　　　　（２）
とする必要がある。
【０１２０】
加工を考えると、紫外線硬化樹脂の表面１０５側に、上記３つの光学機能面１０５ａ、１
０５ｂ，１０５ｃを設けるのが好ましい。かかる場合、同じ光源波長でＤＶＤとＣＤとを
記録／再生する場合にも適用可能である。また光学機能面は３つ以上であっても、同様の
効果は十分に達成可能である。また、対物レンズの横倍率がより温度特性が緩くなる、例
えば無限倍率のものに対しても適用可能である。場合によっては、図８に示すように、Ｃ
Ｄ使用時の外側光学機能面１０５ｃを通過する光束を制限するような波長選択性絞り（制
限部材）１０４’を設けておいても良い。
【０１２１】
（第２の実施の形態）
次に、第２の実施の形態について説明する。図９は、第２の実施の形態にかかる対物レン
ズの要部断面図である。本実施の形態は、対物レンズに互換を達成させるための回折構造
を持たせたことが第１の実施の形態と異なるものであり、第１の実施の形態との重複箇所
については説明を省略する。
【０１２２】
対物レンズ２０５は両面非球面２０５Ａ、２０５Ｂのうち、図９（ａ）に示すように光源
側の非球面２０５Ａに回折構造２０５Ｄが一体形成されている。そして、この回折構造２
０５Ｄは、２つの光学機能面２０５ａ、２０５ｃで構成されており、ＣＤ使用時の開口数
ＮＡを規定する光線付近のある高さを境にして、図９（ｂ）のように設計思想が異なった
回折面となっている。
【０１２３】
すなわち、内側の光学機能面２０５ａは、ＤＶＤとＣＤの透明基板厚に対する収差補正の
ための回折構造を有し、外側の光学機能面２０５ｂはＤＶＤにおける透明基板厚さに対す
る収差補正をし且つＣＤにおいてフレアー光となるような回折構造を有している。図１０
は、本実施の形態に関する球面収差の設計例（目標特性）を示す図である。
【０１２４】
本実施の形態においても、対物レンズ２０５の硝材の屈折率温度依存性が低い方が好まし
く、
｜ｄｎ／ｄＴ｜≦１０．０×１０－６（／℃）とすると良い。　　　（２）
この範囲を外れると、回折構造２０５Ｄにおいて温度補正用に回折の効きを強める必要が
生じ、結果として回折ピッチが狭まり回折効率が低下する傾向となる。
【０１２５】
なお本発明は本実施の形態に限定されるものではない。対物レンズを貼り合せレンズで構
成しても良いし、図１１のように対物レンズの表面に紫外線効果樹脂等で非球面２０５Ｓ



(11) JP 4775612 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

を構成してもよい。この場合に、紫外線硬化樹脂の表面に上記２つの光学機能面２０５ａ
、２０５ｂを設けると良い。貼り合せ部分に回折構造を設けようとすると材料の相対屈折
率差が小さくなるので、同じ回折効果を得ようとすると個々の回折の深さを深くする必要
があるためである。対物レンズ２０５の両面に回折構造を設けて良く、また回折部分が外
側と内側とで互い違いの面に回折面を設けても良い。また３つ以上の光学機能面で構成し
ても同様の機能を有するものを形成することは可能である。また、図１２の光ピックアッ
プ装置例に示すように、第２の光源１０２の発散角度特性を考慮して、第２の光源１０２
と対物レンズ２０５との問にカップリングレンズ２０６を片方の光情報記録媒体（ここで
はＣＤ）で使用しても構わない。また、対物レンズ２０５単体でみた場合の横倍率が、Ｄ
ＶＤとＣＤとで一致しない光学系にも適用可能である。
【０１２６】
（第３の実施の形態）
次に、第３の実施の形態について説明する。本実施の形態は、対物レンズに回折構造を形
成するのであるが、各機能面の設計が第２の実施の形態と異なるものであり、第２の実施
の形態との重複箇所については説明を省略する。
【０１２７】
図１３は、本実施の形態の対物レンズの要部断面図であり、対物レンズ３０５の材料の屈
折率温度特性ｄｎ／ｄＴの値が、
｜ｄｎ／ｄＴ｜≦１０．０×１０－６（／℃）である。　　　　　　（２）
対物レンズ３０５は、両面非球面の屈折面３０５Ａ、３０５Ｂで構成されているが、対物
レンズ３０５の光源側の面３０５Ａに回折構造３０５Ｄが一部領域に形成されている。こ
こで対物レンズ３０５は、３つの光学機能面３０５ａ、３０５ｂ、３０５ｃで構成されて
おり、更にＣＤ使用時の開口数ＮＡを規定する光線付近の一部を回折構造にしており、従
ってＤＶＤとＣＤの両方で活用できるような回折構造としている。この両隣の光学機能面
３０５ａ、３０５ｃは、屈折面で構成されており、主にＤＶＤにおいて球面収差の補正を
行う非球面となっている。内側の光学機能面３０５ａはＣＤ用に設計されていないが、中
間の光学機能面３０５ｂにおける球面収差とをつなぎ合せることで、ＣＤにおいても光デ
ィスク面上でスポット径を絞り込むことができる。図１４が本実施の形態の球面収差設計
例（目標特性）を示す図である。
【０１２８】
なお本発明は本実施の形態に限定されるものではない。対物レンズ３０５を貼り合せレン
ズで構成しても良いし、ガラスレンズの表面に紫外線硬化樹脂で非球面を構成してもよい
。この場合には紫外線硬化樹脂の表面側に上記３つの光学機能面を設けるのが好ましい。
【０１２９】
（第４の実施の形態）
次に第４の実施の形態について説明する。本実施の形態は、対物レンズに回折構造を形成
するのであるが、各機能面の設計が第２、第３の実施の形態と異なるものであり、各実施
の形態との重複箇所については説明を省略する。
【０１３０】
図１５は、本実施の形態の対物レンズの要部構成図であり、対物レンズ材料の屈折率温度
特性ｄｎ／ｄＴの値が、
｜ｄｎ／ｄＴ｜≦１０．０×１０－６（／℃）　　　　　　　　　　（２）
である。対物レンズ４０５は、両面非球面の屈折面４０５Ａ、４０５Ｂで構成されている
が、対物レンズ４０５の光源側の面４０５Ａに回折構造４０５Ｄが一部領域で形成されて
いる。ここで対物レンズ４０５は、３つの光学機能面４０５ａ、４０５ｂ、４０５ｃで構
成されており、ＣＤ使用時の開口数ＮＡを規定する光線付近の一部を回折構造４０５Ｄに
しており、ＤＶＤとＣＤの両方で活用できるような回折構造としている。外側の光学機能
面４０５ｃには回折面が形成され、ＤＶＤにおいては球面収差補正がされ、ＣＤにおいて
はフレアとなるような回折構造が形成される。図１６は、本実施の形態の球面収差設計例
（目標特性）を示す図である。
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【０１３１】
なお本発明は本実施の形態に限定されるものではない。対物レンズを貼り合せレンズで構
成しても良いし、ガラスレンズの表面に紫外線硬化樹脂で非球面を構成してもよい。この
場合には紫外線硬化樹脂の表面側に上記３つの光学機能面を設けるのが好ましい。
【０１３２】
以下、本発明の実施例について説明する。
（実施例１）
本実施例は上述した第１の実施の形態に関連した対物レンズに関しての実施例である。［
表２］にレンズデータを示す。
【表２】
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【０１３３】
各面は非球面によって構成され、各々の非球面は［数１］で表される非球面形状を有して
いる。
【数１】
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ただし、Ｚは光軸方向の軸で、ｈは光軸と垂直方向の軸、ｒは近軸曲率半径、κは円錐係
数、Ａは非球面係数、Ｐは非球面のべき数である。更に、対物レンズの光源側の非球面に
は３つの光学機能面が存在し、各々［数１］で表すことのできる非球面である。
【０１３４】
本実施例が適用できるのは、ＤＶＤ、ＣＤ共に各光源からの発散光束が直接対物レンズに
入射するという簡単な光学系の場合である。対物レンズ硝材の屈折率温度依存性ｄｎ／ｄ
Ｔが－５．８×１０－６（／℃）のものを使用した。ＮＡ、波長ＤＶＤ使用時の温度特性
その他を［表１］に示す。従来例と比べて、温度特性及び波長特性が共に改善されている
ことが確認できる。
【０１３５】
３つの光学機能面を形成した本実施例の球面収差図が図１７である。図１８がこの対物レ
ンズにＤＶＤ側でＮＡ０．６０相当の光束を制限する固定絞りを用いてガウシアン分布の
光束が入射した場合のＰＳＦをシミュレーションしたものであり、光情報記録媒体の情報
記録面におけるスポット形状を示している。ＣＤにおける絞り径はＤＶＤと同じ開口径の
光束を入射させた場合のシミュレーション結果である。これから解るように記録面におい
て要求されるスポット径（０．８３１×λ／ＮＡ（μｍ））を満足している。
【０１３６】
内側の光学機能面では、ＤＶＤでは０．０２λ１ｒｍｓ程度の残留球面収差を意識的に発
生させている。このような設計を行なうとＣＤにおける残留球面収差を低減可能となる。
本実施例では、この中間の光学機能面を通過した光束はｔｃ＝１．０ｍｍの仮想透明基板
厚さ光情報記録媒体に対して球面収差を補正していて、ＣＤの近軸像点から１０μｍ程オ
ーバー側のデフォーカス位置でＣＤにおけるスポット形成に利用している。
【０１３７】
［表１］にもあるように、対物レンズの横倍率がｍ＝－１／７、ＮＡ０．６０という温度
特性が厳しい対物レンズにおいて、誤差特性の改善されたＤＶＤ／ＣＤ双方に使用できる
対物レンズが実現できる。
【０１３８】
（実施例２）
本実施例は上述した第１の実施の形態に関連した対物レンズに関しての実施例である。［
表３］にレンズデータを示す。
【表３】
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【０１３９】
本実施例の対物レンズはガラスレンズの片方の表面に紫外線硬化型樹脂で３つの光学機能
面（図９参照）を形成したものである。樹脂自体の屈折率温度依存性は－１．２×１０－

４（／℃）と従来例２と同じである。但し、樹脂部分のパワーを弱めて、もう一方のガラ
スレンズの屈折率温度依存性が＋０．８×１０－６（／℃）と小さいものを使用すること
で、対物レンズトータルとしての温度特性が補正可能とある。ＤＶＤとＣＤとの互換設計
に関しては実施例１と同様であるので説明は省略する。
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【０１４０】
図１９に本実施例の球面収差図を示す。各光情報記録媒体の記録面におけるスポット形状
は図２０のようになる。［表１］にもあるように、対物レンズの横倍率がｍ＝－１／７、
ＮＡ０．６０という温度特性が厳しい対物レンズにおいて、誤差特性の改善されたＤＶＤ
／ＣＤ双方に使用できる対物レンズが実現できる事が確認される。
【０１４１】
（実施例３）
本実施例は上述した第２の実施の形態に関連した実施例である。［表４］にレンズテータ
を示す。
【表４】
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【０１４２】
本実施例の対物レンズは両面非球面であり、片側の非球面の表面に回折構造を一体化させ
たものである。ここで、図９に示すように、この回折構造は光軸からの距離ｈを境に異な
る設計を行ない、それらを繋ぎ合せたものである。すなわち２つの光学機能面を形成して
いる。対物レンズは屈折率温度依存性が－５．７×１０－６（／℃）の硝材で構成される
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。
【０１４３】
内側の光学機能面を通過する光束に対しては、ＤＶＤとＣＤのそれぞれの使用波長、透明
基板厚さに対して球面収差を補正する回折構造を設けている。また、外側の光学機能面は
ＤＶＤにおいては球面収差補正を行ない、ＣＤではわざとオーバーフレアを出す回折構造
を設けている。
【０１４４】
一般に回折構造は、位相差関数ΦＢは単位をラジアンとして数２で表される。
【数２】

そして、２次係数を零でない値にすることにより、回折部分で近軸的なパワーを持たせる
ことが出来る。また、位相差関数の２次以外の係数、例えば４次、６次係数等を零でない
値にすることで球面収差を制御できる。ここで制御できるとは、屈折部分が有する球面収
差を回折部分で逆特性の球面収差を持たせてトータルとして球面収差を補正したり、回折
部分の球面収差を操作してトータルの球面収差を所望のフレアー量にすることを意味する
。従って、温度変化時の球面収差も、屈折部分の球面収差の温度変化と回折部分の球面収
差変化のトータルと考えることが出来る。
【０１４５】
ここで、屈折部分の温度変化については、硝材の屈折率変化の温度依存性を小さくしてい
るので変化量としては小さい。従って、回折部分での球面収差変化によって発生する球面
収差も小さい方が、対物レンズトータルとして温度特性が良くなると言える。ここで、回
折部分での球面収差変化が小さいとは波長依存性を弱めることであり、結果として回折の
効きが弱まり回折輪帯のピッチ（回折構造の回折ピッチ）が広がる。
【０１４６】
内側の光学機能面に形成される回折構造は、ＤＶＤ／ＣＤそれぞれ同次回折光を利用する
方が、非同次回折光を利用する場合に比べて好ましい。本実施例ではＤＶＤ／ＣＤそれぞ
れ１次回折光を利用している。また、外側の光学機能面に対しては、内側の回折次数と同
じにしても良いし、或いは絶対値が増えるような回折次数にしても良い。通常、外側光学
機能面はＣＤでは利用しないため、この機能面では回折効率が最も高くなる基準波長（ブ
レーズ化波長）はＤＶＤに近い波長とすることが好ましい。この際に回折次数の絶対値を
大きくすると、ブレーズ化波長をＤＶＤ近傍に設定した場合にＣＤ側の回折効率を低下さ
せてＣＤフレアを低減することも可能である。尚、本実施例では外側の回折次数も１次を
使用し、ブレーズ化波長に関しては内側で７２０ｎｍ、外側で６６０ｎｍとした。
【０１４７】
図２１が本実施例の球面収差図である。そのスポットプロファイルを図２２に示す。誤差
特性は［表１］のとおりである。この表にもあるように、対物レンズのＮＡ０．６５とい
う温度特性が厳しい対物レンズにおいて、誤差特性の改善されたＤＶＤ／ＣＤ双方に使用
できる対物レンズが実現できる事が確認される。また、回折輪帯のピッチの最小値が従来
例３の回折と比べて大きいことが確認できる。
【０１４８】
（実施例４）
本実施例も上述した第２の実施の形態に関連した実施例である。［表５］にレンズデータ
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を示す。
【表５】

【０１４９】
対物レンズはガラスレンズの片方の表面に紫外線硬化型樹脂で回折構造を有した２つの光
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学機能面を形成したものである。樹脂自体の屈折率温度依存性は－１．２×１０－４（／
℃）と従来例２と同じである。但し、樹脂部分のパワーを弱めて、もう一方のガラスレン
ズの屈折率温度依存性が＋７．４×１０－６（／℃）と小さいものを使用することで、対
物レンズトータルとしての温度特性が補正可能とある。
【０１５０】
ＤＶＤとＣＤ互換設計に関しては実施例３と同様であるので説明は省略する。
図２３に本実施例の球面収差図を示す。各光情報記録媒体の記録面におけるスポット形状
は図２４のようになる。
【０１５１】
［表１］にもあるように、対物レンズのＮＡ０．６５という温度特性が厳しい対物レンズ
において、誤差特性の改善されたＤＶＤ／ＣＤ双方に使用できる対物レンズが実現できる
事が確認される。また、回折輪帯のピッチの最小値が従来例３の回折と比べて大きいこと
が確認できる。
【０１５２】
（実胸例５）
本実施例は上述した第２の実施の形態に関連した実施列である。［表６］にレンズデータ
を示す。
【表６】
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【０１５３】
対物レンズに発散光束が入射する例である。対物レンズはガラスレンズの片方の表面に紫
外線硬化型樹脂で回折構造を有した２つの光学機能面を形成したものである。樹脂自体の
屈折率温度依存性は－１．２×１０－４（／℃）と従来例２と同じである。但し、樹脂部
分のパワーを弱めて、もう一方のガラスレンズの屈折率湿度依存性が＋０．８×１０－６
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（／℃）と小さいものを使用することで、対物レンズトータルとしての温度特性が補正可
能とある。
【０１５４】
回折構造を設けて２つの光洋機能面を形成する考え方や、収差設計思想は実施例３と同じ
であるので説明は省略する。図２５が本実施例の球面収差図であり、各光情報記録媒体の
記録面におけるスポット形状は図２６のようになる。
【０１５５】
［表１］に誤差特性を示す。この表にもあるように、対物レンズの横倍率ｍ１＝－１／７
、ＮＡ０．６０という温度補正が難しい仕様の対物レンズにおいて、誤差特性の改善され
たＤＶＤ／ＣＤ双方に使用できる対物レンズが実現できる事が確認される。また、回折輪
帯のピッチの最小値が従来例３の回折と比べて大きいことが確認できる。
【０１５６】
（実施例６）
本実施例は上述した第２の実施の形態に関連した実施例である。［表７］にレンズデータ
を示す。
【表７】
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【０１５７】
対物レンズに発散光束が入射する例である。対物レンズの屈折率温度依存性が－５．８×
１０－６（／℃）のものを使用した。対物レンズは両面非球面であり、図９にもあるよう
な片側の非球面の表面に回折構造を一体化させ、２つの光学機能面を構成している。収差
設計は実施例３と同様であるので説明は省略する。
図２７が本実施例の球面収差図であり、各光情報記録媒体の記録面におけるスポット形状
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は図２８のようになる。
【０１５８】
［表１］に誤差特性を示す。この表にもあるように、対物レンズの横倍率ｍ１＝－１／７
、ＮＡ０．６０という温度特性が厳しい対物レンズにおいて、誤差特性の改善されたＤＶ
Ｄ／ＣＤ双方に使用できる対物レンズが実現できる事が確認される。また、回折輪帯のピ
ッチの最小値が従来例３の回折と比べて大きいことが確認できる。
【０１５９】
また、上記実施列以外にも次のように構成してもよい。例えば、第３の実施の形態にあげ
たように中間の光学機能面を回折構造とし、その両隣りを第１の実施の形態と同様の屈折
面で構成する。ここで回折構造はＤＶＤの球面収差を補正し、且つＣＤにおいては第１の
実施の形態のＣＤと同様の球面収差となる回折構造とすればよい。図１３にレンズ概要断
面図を、図１４に球面収差例を示す。
【０１６０】
また、第４の実施の形態にあげたように、更に外側の光学機能面回折構造を設けても良い
。この場合にはＤＶＤにおける球面収差補正とＣＤにおけるフレア量制御が可能となる。
図１５にレンズ概要断面図を、図１６に球面収差例を示す。
【０１６１】
更に、いずれの実施例および実施の形態についても、ＣＤで外側の光学機能面を通過する
光束に対して透過率が下がったり遮蔽される構造の絞り、反射防止コートを設けて、ＣＤ
側のフォーカス特性を更に改善できることはいうまでもない。
【０１６２】
【発明の効果】
本発明によれば、温度特性が厳しくなる仕様の対物レンズにおいて、温度特性を保ちつつ
且つ対物レンズに異なる光学機能面を形成することで、透明基板厚さの異なる光情報記録
媒体の記録／再生を可能とする対物レンズ、光ピックアップ装置を提供することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】球面収差が不連続な状態を示す図である。
【図２】光学面領域を説明するための対物レンズの断面図である。
【図３】収差がアンダーかオーバーかを示す図である。
【図４】光ピックアップ装置の概略構成図である。
【図５】第１の実施の形態の対物レンズの要部断面図である。
【図６】第１の実施の形態に関する球面収差の設計例（目標特性）を示す図である。
【図７】第１の実施の形態の変形例にかかる対物レンズの要部断面図である。
【図８】光ピックアップ装置に波長選択性絞りを設けた例を示す図である。
【図９】第２の実施の形態にかかる対物レンズの要部断面図である。
【図１０】第２の実施の形態に関する球面収差の設計例（目標特性）を示す図である。
【図１１】第２の実施の形態の変形例にかかる対物レンズの要部断面図である。
【図１２】光ピックアップ装置にカップリングレンズを設けた例を示す図である。
【図１３】第３の実施の形態にかかる対物レンズの要部断面図である。
【図１４】第３の実施の形態に関する球面収差の設計例（目標特性）を示す図である。
【図１５】第４の実施の形態にかかる対物レンズの要部断面図である。
【図１６】第４の実施の形態に関する球面収差の設計例（目標特性）を示す図である。
【図１７】実施例１の対物レンズの球面収差図でる。
【図１８】実施例１の対物レンズにおける、光情報記録媒体の情報記録面におけるスポッ
ト形状を示している。
【図１９】実施例２の対物レンズの球面収差図でる。
【図２０】実施例２の対物レンズにおける、光情報記録媒体の情報記録面におけるスポッ
ト形状を示している。
【図２１】実施例３の対物レンズの球面収差図でる。
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【図２２】実施例３の対物レンズにおける、光情報記録媒体の情報記録面におけるスポッ
ト形状を示している。
【図２３】実施例４の対物レンズの球面収差図でる。
【図２４】実施例４の対物レンズにおける、光情報記録媒体の情報記録面におけるスポッ
ト形状を示している。
【図２５】実施例５の対物レンズの球面収差図でる。
【図２６】実施例５の対物レンズにおける、光情報記録媒体の情報記録面におけるスポッ
ト形状を示している。
【図２７】実施例６の対物レンズの球面収差図でる。
【図２８】実施例６の対物レンズにおける、光情報記録媒体の情報記録面におけるスポッ
ト形状を示している。
【図２９】透明基板厚さが変化した場合の残留収差（球面収差）が発生する様子を表した
図である。
【符号の説明】
１０１　第１の半導体レーザ（第１の光源）
１０２　第２の半導体レーザ（第２の光源）
１０３　ビームスプリッタ
１０４　絞り
１０５，２０５，３０５，４０５　対物レンズ
ＯＲＭ　光情報記録媒体（ＤＶＤ、ＣＤ）

【図１】 【図２】
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