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(57) Abstract: Provided is an
optical head by which influen㏄ of
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optical disc can be redu㏄d ㎝d excelle仇
servo signal and a reproduction signal
can be obtained. The optical head is
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recording layer; a second optical system
which re㏄ives and transmits reflection
light reflected by the first r㏄ording layer
when light is being collected to the first
re㏄rding layer and 眈ray Ii団it refl㏄ted
by the second recording layer; a light
re㏄iv面g element; ㎝d an operat面g
section. Each light receiving region of

を the light re㏄iving element outputs a
signal corresponding to a quantity of
light entered through the s㏄ond optical
system. The reflection light and the
s廿ay Ii団it entered the s㏄ond optic山
sy眈em inter低 re with e㏄h other, ㎝d
first and second light receiving region
groups of the light re㏄iving element
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c by light qua tiゆ flue血ation caused by
the interference. The operating section
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of the s㏄ond signal group outputted from the s㏄ond light r㏄eiv面g region group, and a focus error signal is generated.

(57) . 多層光子ィスクの非再生層からの反射光による干渉の影響を低減 し、良好なサ一ボ信号や再生信号を
ことが可能な光学 ツ ドを提供する。 光学 ツ ドは、光源からの光を第 または第 2 13録層に集光する第
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光学ヘッド
行技 庁分野

０００1 本発明は、光ディスクまたは光カードなどの光記録媒体上に情報を記録し、記録さ

れた情報を再生しまたは消去するための装置に関する。

０００2 本発明は特に、複数の情報記録層を有する光ディスクに対して、正確な記録動作

および または再生動作が可能な光学ヘッドおよび光ディスク装置に関する。

背景 行技 庁

０００3 近年、光ディスクには大容量の情報を表す信号を高密度で記録できるため、オー

ディオ、ビデオ、コンピュータ等の多くの分野において利用が進められている。そして

、さらなる記録容量の増加が望まれており、現在までに様々な検討がなされている。

記録容量を増加する方法のひとつとして、情報記録層を複数設ける技術が開発され

ている。

０００4 しかし、このよぅな多層光ディスクには、再生を〒ぅ所望の記録層 (以後、再生層)か

らの反射光に、再生層以外の記録層 (以後、非再生層)からの反射光が混入し、サ一

ボ制御が不安定になるとレづ課題がある。

０００5 例えば、多層光ディスクの情報記録層の間隔が、フォーカスエラー信号 (以後、

信号)のs字曲線の最大および最小のピーク振幅間のフォーカスずれ量 (以後、s字

間隔) と比較的近い場合には、再生層で反射した光から得られるs字曲線の信号と非

再生層で反射した光によるs字曲線の信号とが重なる。すなわち、 f 号には非再

生層からの反射光の影響が含まれることになる。その結果、対物レンズの制御が正確

に行われず、所望の記録層に光スポットが集光できなくなることがある。

０００6 このとき、多層光ディスクの層間隔に対して 字間隔を十分狭くすると、上述の課題

はある程度解決されるが、光の焦点をフォーカス制御可能な状態まで再生層近傍ま

で移動させることが困難になる。さらに記録再生時に振動などの外乱によりフォーカ

スサーボが外れやすくなるとレづ新たな課題が生じる。また、s字間隔をある程度確保

し、層間隔を広げると光ディスク表面から最も奥の記録層までの厚さが厚くなり、開口



０００7 このょぅな課題を解決するため、特許文献 は、非点収差法にょるS字間隔の狭い

f 号とS S 法 (スポットサイズ検出法) にょるS字間隔の広い 信号を検出して利

用する技術を開示している。具体的には、特許文献 の光ディスク装置は、S S 法に

ょるS字間隔の広い 信号を用いることにょり、光の焦点をフォーカス制御可能な状

態まで安定して再生層近傍まで移動させる。その後、非再生層の影響を受け難いS

字間隔の狭い 信号を用いて、それぞれの層でフォーカスサーボを行ぅ。

特許文献1 特開2００2 9０ 32号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 しかしながら、特許文献 に示される光学ヘッドは、再生層反射光と非再生層反射

光との干渉の影響を考慮していないれづ課題がある。

０００9 多層光ディスクにレーザ光を照射すると、再生層反射光と非再生層反射光とが光

学ヘッドの受光素子上で干渉して明暗の分布を形成する。したがって、受光素子上

で光束を分割して f 号を検出すると、その f 号には不要な迷光に起因するオ

フセットが重畳される。これでは精度の高いフォーカスサーボが実現できない。

００1０ また、光ディスクの各記録層の層間隔は面内でばらつきがあり、光ディスクを回転さ

せると、反射経路の光学長が変化するため、再生層反射光と非再生層反射光の位

相差が変動して受光素子上の明暗分布を変動させる。したがって、この干渉にょり発

生したオフセットは光ディスクの回転にょり変動するため、著しくサ一ボが不安定にな

る。

００11 以下、図面を参照しながら従来技術の課題を説明する。

００12 図68は一般的な光学ヘッド5 の構成を示す。以下、光学ヘッド5 において、多層

光ディスク52から情報を再生する際の光の経路を説明する。

００13 光学ヘッド5 の半導体レーザ53から出射された光は、偏光ビームスプリッタ54、

4波長板5 5、コリメートレンズ56、ミラー57、対物レンズ58を経由して、多層光ディ

スク52の所望の記録面に集光される。多層光ディスク52で反射した光は、再び対物

レンズ58、ミラー57、コリメートレンズ56 4波長板55を経由し、偏光ビームスプリ



、ソタ54に入射する。偏光ビームスプリッタ54で反射された光は非点収差発生素子59

へ導かれ、非点収差を付与された後、ホログラム素子6０により、０次光および土 次

光に分岐される。

００14 ホログラム素子6０を透過した光を4分割受光素子6 で受光し演算することにより、

f 号の検出が行われる。このとき、受光素子6 上の受光部には光ディスク52の

再生層からの反射光だけでなく、非再生層からの反射光も同じ経路で人射し、再生

層反射光と干渉するため、受光スポットに干渉縞による明暗分布が生じる。これは積

層された情報記録層の数が多くなるほど顕著になる。非再生層の各々から 回反射

して受光素子に到達する光のみならず、非再生層の各々において複数回反射して

受光素子に到達する光も存在するためである。

００15 たとえば図69 (a)～(e) は6層光ディスクにおける再生層 2で反射した光と干渉す

る光の経路の例を示す。光は図の左上側から人射するとして光の経路を記載してい
る。図69 (a) は再生層 2で反射した光を波線で示し、非再生層 3で反射した

光を実線で示している。図8 b ～(e) は3回反射迷光を実線で示し、再生層で反射

する光を波線で示している。

００16 図69 (a) で示した 回反射の迷光は、受光素子上ではデフオーカスした受光スポッ
トとなるが、反射光量は再生層反射光と同等であるため、層間隔が離れていなけれ

ば干渉による影響は大きい。

００17 一方、図69 (b)～(e) に示す3回反射迷光の光量は、再生層での反射光に比べれ

ば数 程度であるが、各層間隔の差が近い場合には高い干渉性を持つため、影響

は無視できない。例えば、図69 (b) に示すよぅに、 2層と 3層との間隔が 3層と 4

層との間隔と近い場合、3回反射した迷光は再生層反射光とほぼ同一の光路を通る

ため、干渉の影響を大きく受ける。

００18 図7０は受光素子6 上の受光領域6 a～6 dと受光スポット7 および72との関係

を示している。受光スポット7 は再生層で反射した光に対応し、受光スポット72は非

再生層で反射した光を示す。

００ 9 受光スポット7 および72には、受光部の分割線に対して45度の方向に非点収差

が与えられている。例えば、 45度方向成分の集光位置は、ホログラム素子6０から



見て受光素子6 より手前になるよぅに非点収差が与えられている。また、 度方

向成分の集光位置は、ホログラム素子6０から見て受光素子6 より奥になるよぅに非

点収差が与えられている。その結果、受光スポット7 の位相分布は、 45度方向は

端に行くほど位相が進み、 度方向は端に行くほど位相が遅れる。

００2０ 一方、受光スポット72は、受光素子6 上ではぼけて広がった光となるため、位相の

分布はほぼ一様となる。

００2 1 図7 ( )～( ) は、このよぅな位相分布を持つ受光スポット7 と72が干渉したとき

の干渉縞の模様を模式的に示す。この図において斜線部は干渉縞であり、受光スポ

、ソトの他の部分より明るレ亡とを示している。

００22 図7 ( )～( ) に示す干渉縞の違いは、再生層反射光と非再生層反射光との位

相差と対応しており、図7 ( ) は再生層反射光の中央付近の位相と非再生層反射

光の位相が 几 2程度離れているときの明暗分布を示す。図7 (C) は中央付近の

位相差が比較的小 、刮 ときの明暗分布を示す。図7 ( )および ( ) は再生層反射

光の 45度方向または 度方向の位相と、非再生層からの反射光の位相とが比

較的近いときの明暗分布を示す。

００23 図7０および図7 において、受光領域6 aから受光領域6 cに向かぅ方向が光ディ

スク52の情報トラックに光学的に対応する方向である。受光領域の参照符号を用い
て表現すると、 f 号は以下の式によって得られる。

００24 二 (6 a 6 d) b 6 c)

００25 以上のよぅな干渉状態において f 号の検出を行ぅと、図7 ( )の状態では正の

オフセットが発生し、反対に図7 ( )の状態では負のオフセットが生じる。したがって

光ディスクを回転させると、光ディスク面内の各記録層の層間隔ばらつきにより再生

層反射光と非再生層反射光の位相差が変動する。それに伴い干渉縞が変化してオ

フセットが変動するために、著しくサ一ボが不安定になる。

００26 ここで干渉により明暗分布が反転する際の層間隔のばらつきの条件を考える。例え

ば、光源から出射し光軸付近を通過した後、多層光ディスクの再生層で反射する光

と、同様に光軸付近を通過し非再生層で反射する光との受光素子上での干渉を考

えると、この2つの光路を通る光の位相差は再生層と非再生層との層間隔で決まる。



００2 7 このため、再生層と非再生層との間を往復する光路内に存在する光波の数が 2

個分ずれると位相差が 几 2 ずれ、明暗が反転することになる。

００2 8 例えば、光源波長０・4 ば 、再生層と非再生層の間の中間層の屈折率 ・6 とする

と、再生層と非再生層の間隔が ・ ずれただけで明暗が逆転することにな

り、これは光デイスクの面内ばらつきとしては十分起こりぅる値である。そのため、光デ

イスクを回転させると、光デイスク面内の層間隔ばらつきにより干渉縞が変ィヒして

信号とフォーカスオフセットが変動し、著しくサ一ボが不安定になる。また、この明暗

分布の変動は、受光領域 6 a ～6 d で受光される信号の和信号である再生信号にも

直接悪影響を与えるため、良好な再生信号を得ることができなくなる。

００2 9 この現象は、 O ・8 以上の対物レンズや波長4 ０5 付近の光源を用いて記録

の高密度ィビを達成した光学ヘッドにおいては特に顕著な課題となる。

００3 ０ なお、上述したホログラム素子6 ０に複数の領域を設け、領域ごとに回折する光の位

相が異なるよぅに構成することによって、フォーカスエラー信号の精度を向上させる方

法も提案されている (たとえば特開2 ００ 277 ０号公報 ) 。当該ホログラム素子を用

いると、受光素子上で複数の位相の光が重なり、異なる位相の多重化により干渉の

均一化を図ることが可能である。

００3 1 しかし、そのよぅなホログラム素子は、回折光同士の干渉の影響を緩和してフォーカ

スエラー信号のぅねりを平均化する機能は有しているに過ぎない。フォーカスエラー

信号に加えてトラッキングエラー信号や再生信号の検出を考慮すると、それら全ての

信号をホログラム回折光で検出することは一般的に効率が悪い。例えば、一般的な

ホログラム素子の土 次回折の回折効率が最大各 3 ０ 程度だとすると、ホログラム素

子に入射する光の6 ０ 程度しか信号検出に使えないことになる。

００3 2 本発明の目的は、多層光デイスクに対して記録再生を行ぅ際に、非再生層からの反

射光による干渉の影響を低減し、良好なサ一ボ信号 (フォーカスエラー信号、トラッキ

ングエラー信号) や再生信号を得ることが可能な光学ヘッドを提供することである。併

せて本発明の目的は、ホログラム素子透過光に対しても適用可能で、サ一ボ信号や

再生信号等を検出するための光量を十分確保できる光学へ、ソドを提供することであ

る。



課題を解決するための手段

００33 本発明による光学ヘッドは、第 記録層および第2記録層を含む複数の記録層を備

えた光ディスクに対して、記録および再生の少なくとも一方を行ぅ。前記光学ヘッドは

、光源と、前記光源からの光を前記第 記録層および前記第2記録層のいずれか一

方に集光する第 光学系と、前記光が前記第 記録層に集光されているときに、前記

第 記録層で反射された反射光および前記第2記録層で反射された迷光を受けて透

過する第2光学系と、複数の受光領域を有する受光素子であって、各受光領域は、

前記第2光学系を介して人射した光の光量に応じた信号を出カする受光素子と、前

記複数の受光領域のぅちの第 受光領域群から出力される第 信号群の和および第

2受光領域群から出力される第2信号群の和を差動演算してフオ一ヵスエラー信号を

生成する演算部とを有している。前記第2光学系に入射した前記反射光および前記

迷光は互いに干渉しており、第 受光領域群および前記第2受光領域群は、干渉に

よって生じる光量の変動の影響を均等に含むよぅに配置されている。

００34 前記第2光学系は非点収差素子を有し、前記非点収差素子は、前記反射光およ

び前記迷光に対して前記受光素子の受光面上の所定の方向に非点収差を与え、前

記複数の受光領域は前記所定の方向に関して非対称に配置され、前記第 受光領

域群は前記所定の方向に配置された少なくとも2つの受光領域によって構成され、

前記第2受光領域群は前記所定の方向と直角な方向に配置された少なくとも2つの

受光領域によって構成されていてもよい。

００35 前記第2光学系は偏光変換素子を有し、前記偏光変換素子は前記反射光および

前記迷光が透過する複数の領域を有しており、互いに隣接する2つの領域は、透過

する光を異なる偏光方向に変換する光学的特性を有していてもよい。

００36 前記第2光学系はさらに非点収差素子を有し、前記非点収差素子は、前記反射光

および前記迷光に対して前記受光素子の受光面上の所定の方向に非点収差を与

え、前記複数の領域は、前記所定の方向に関して対称な複数の分割線を有するよぅ

に配置されていてもよい。

００37 前記複数の分割線の各々は光軸と交わるよぅに構成されていてもよい。

００38 前記複数の領域は、透過する光の偏光方向が互いに直交する少なくとも2つの領



域と、前記少なくとも2つの領域に挟まれた領域とを含んでおり、前記挟まれた領域

は透過する光の偏光方向を連続的に変ィビさせるよぅに構成されていてもよい。

００39 前記互いに隣接する2つの領域は、光軸を中心とした円環状に配置されていてもよ

００4０ 前記複数の領域は、透過する光を任意の偏光方向に変換する光学的特性を有し

ていてもよい。

００41 前記第2光学系は干渉抑制素子を有し、前記干渉抑制素子は、前記反射光およ

び前記迷光の光軸を含む中心部分を透過する第 光路と、前記中心部分の外側の

周辺部分を透過する第2光路とを有し、前記第 光路の光路長と前記第2光路の光

路長とは異なっていてもよい。

００42 前記干渉抑制素子は、前記反射光および前記迷光が人射する面に光学的な段差

を有し、前記段差に起因して前記第 光路の光路長と前記第2光路の光路長とが異

なっていてもよい。

００43 前記第2光学系は光分岐素子を有し、前記光分岐素子は、前記反射光および前

記迷光の光軸を含む中心部分を少なくとも2つの光束に分岐し、前記第 受光領域

群および前記第2受光領域群は、前記少なくとも2つの光束のそれぞれを受光して、

前記第 信号群および前記第2信号群をそれぞれ出力してもよい。

００44 本発明による光ディスク装置は、上述のいずれかの光学ヘッドと、光ディスクを回転

させるモータと、前記光学ヘッドおよび前記モータを制御する制御部とを備えてレめ
。前記制御部は、前記光学ヘッドから出力される前記フォーヵスエラー信号に基づい
て、前記光が継続して前記光ディスクの第 記録層に集光されるよぅに前記光学ヘッ

ドを制御する。

発明の効果

００45 本発明の光学ヘッドおよびそのよぅな光学ヘッドを備えた光ディスク装置によれば、

多層光ディスクに対して記録再生を〒ぅ際に、記録再生を行っている記録層のフォー

ヵスエラー ( )信号に、他の記録層での反射光が混入し干渉することにより生じる

オフセットを低減するよぅにした極めて良好な光学ヘッド装置を提供することが出来る



図 本実施形態による光学ヘッド の構成を示す図である。

図2 4分割受光素子皿の構成を示す図である。

図3 ( )～( ) は、再生層反射光と非再生層反射光の位相差に応じて変わる受光

素子 上の明暗分布を示す図である。

図4 他の例による境界線28および29の配置を示す図である。

図5恰らに他の例による境界線3０ ～3０ の配置を示す図である。

図6 実施形態2による4分割受光素子の構成を示す図である。

図7 ( )～( ) は、再生層反射光と非再生層反射光の位相差に応じて変わる受光

素子 上の明暗分布を示す図である。

図8 他の例による受光領域の配置を示す図である。

図9 図8に示した受光素子の中央の不感帯部分に、直線3 および直線32で4分割

された受光領域 ～ を付加した受光素子を示す図である。

図1０受光領域 a～ dを有する受光素子を示す図である。

図11 図9の受光素子の変形例を示す図である。

図12 図9の受光素子の変形例を示す図である。

図13 実施形態3による光学ヘッド 3０の構成を示す図である。

図14 偏光変換素子 37の構成を示す図である。

図15 偏光変換素子 37、シリンドリカルレンズ 38および受光素子 39の配置を示

した斜視図である。

図16 再生層2aで反射した光と手前層2bで反射した光とが受光素子 39で受光さ

れる時の光路を示す図である。

図17 実施形態4による光学ヘッド 7０の構成を示す図である。

図18 偏光変換素子 77の構成を示す図である。

図19 偏光変換素子 77、シリンドリカルレンズ 38および受光素子 39の配置を示

した斜視図である。

図2０再生層2aで反射した光と奥層2cで反射した光が受光素子 39で受光される

時の光路を示す図である。



図2 1 実施形態5による光学ヘッド2 ０の構成を示す図である。

図22 偏光変換素子237 の構成を示す図である。

図23 偏光変換素子237 、シリンドリカルレンズ 38および受光素子 39の配置を示

した斜視図である。

図24 再生層2a、手前層2bおよび奥層2cで反射した光が受光素子 39で受光され

る時の光路を示す図である。

図25 偏光変換素子237 の各領域を透過し、シリンドリカルレンズ 38を経た光を受

ける受光素子 39を示す図である。

図26 偏光変換素子 37の他の例を示す図である。

図27 偏光変換素子237 の他の例を示す図である。

図28 実施形態6による光学ヘッド28０の構成を示す図である。

図29 偏光選択素子277 の構成を示す図である。

図3０偏光変換素子237 、シリンドリカルレンズ 38、偏光選択素子277 および受光

素子 3 9の配置を示した斜視図である。

図3 1 実施形態7による光学ヘッド3 ０の構成を示す図である。

図32 偏光変換素子3 7の構成を示す図である。

図33 受光素子 39と再生層2aからの反射光 6との関係を示す図である。

図34 受光素子 39上における再生層2aの手前層2bからの反射光のスポット形状

を示す図である。

図35 反射光束 6および 7が重なった状態を示す図である。

図36 偏光変換素子3 7の他の例を示す図である。

図37 偏光変換素子3 7のさらに他の例を示す図である。

図38 実施形態8による光学ヘッド38０の構成を示す図である。

図39 実施形態8による干渉抑制素子327 の構成を示す上面図である。

図4０干渉抑制素子327 の断面図である。

図41 受光素子 39上での再生層2aからの反射光 6と再生層手前の層2bからの

反射光 7のスポット形状を示す図である。

図42 干渉抑制素子327 を用いなかった場合の、検出スポットの波面を示す図であ



る。

図43 干渉抑制素子327 を用いなかった場合の、検出スポットの波面を示す図であ

る。

図44 干渉抑制素子327 を用いなかった場合の、受光素子 39での光量分布を示

す図である。

図45 干渉抑制素子327 を用いなかった場合の、受光素子 39での光量分布を示

す図である。

図46 実施形態8による干渉抑制素子327 を用いた場合の、検出スポットの波面を示

す図である。

図47 実施形態8による干渉抑制素子327 を用いた場合の、検出スポットの波面を示

す図である。

図48 実施形態8による干渉抑制素子327 を用いた場合の、受光素子 39での光量

分布を示す図である。

図49 実施形態8による干渉抑制素子327 を用いた場合の、受光素子 39での光量

分布を示す図である。

図5０矩形形状の段差部5００を有する干渉抑制素子327 の構成を示す上面図であ

る。

図5 1 矩形形状の段差部5００を有する干渉抑制素子327 の断面図である。

図52 菱形形状の段差部52０を有する干渉抑制素子327 の構成を示す上面図であ

る。

図53 菱形形状の段差部52０を有する干渉抑制素子327 の断面図である。

図54 実施形態9による光学ヘッド54０の構成を示す図である。

図55 実施形態9による干渉抑制素子537 の構成を示す図である。

図56 実施形態 ０による光学ヘッド56０の構成を示す図である。

図57 受光素子5 の構成を示す図である。

図58 受光素子5 上の受光領域および受光スポットの関係を示す図である。

図59 他の例による受光領域の形状・配置を示す図である。

図6０実施形態皿による光学ヘッド6００の構成を示す図である。



図6 1 受光素子6 ０の構成を示す図である。

図62 受光素子6 ０上の受光領域および受光スポットの関係を示す図である。

図63 実施形態5による偏光変換素子237 のさらに他の例を示す図である。

図64 実施形態5による偏光変換素子237 のさらに他の例を示す図である。

図65 実施形態7による偏光変換素子3 7のさらに他の例を示す。

図66 実施形態7による偏光変換素子3 7のさらに他の例を示す。

図67 本発明による光ディスク装置の概略構成を示す図である。

図68 一般的な光学ヘッド5 の構成を示す図である。

図69 (a) ～(e) は6層光ディスクにおける再生層 2で反射した光と干渉する光の経

路の例を示す図である。

図7０受光素子6 上の受光領域6 a～6 dと受光スポット7 および72との関係を

示す図である。

図7 1 ( )～( ) は、位相分布を持つ受光スポット7 と72が干渉したときの干渉縞

の模様を模式的に示す図である。

符号の説明

００47 4分割受光素子

a～ d 受光領域

28 29 境界線

3 32 仮想直線

2 受光スポット

発明を実施するための最良の形態

００48 まず、本発明による光学ヘッドの概要を説明する。

００49 本発明による光学ヘッドは、複数の情報記録層を備えた光ディスクに対して、記録

および再生の少なくとも一方を行ぅことができる。いま、光ディスクに設けられている情

報記録層を、第 記録層と第2記録層とする。

００5０ 光学ヘッドは、光源からの光を第 記録層および第2記録層のいずれか一方に集

光する第 光学系と、光が第 記録層に集光されているときに、第 記録層で反射さ

れた反射光および第2記録層で反射された迷光を受けて透過する第2光学系と、受



光素子と、演算部とを備えている。

００5 1 受光素子は複数の受光領域を有しており、各受光領域は第2光学系を介して人射

した光の光量に応じた信号を出カする。第2光学系に入射した反射光および迷光は

互いに干渉しており、第 受光領域群および第2受光領域群は、干渉によって生じる

光量の変動の影響を均等に含む位置に配置されている。

００52 演算部は、複数の受光領域のぅちの第 受光領域群から出力される第 信号群の

和および第2受光領域群から出力される第2信号群の和を差動演算してフォーヵス

エラー信号を生成する。この演算部は、受光素子から独立した回路として実装されて

もよ 、受光素子に含まれてもよい。

００53 第 受光領域群および第2受光領域群をどのよぅに配置するかについては、大きく

分けて2通りの方法が考えられる。

００54 第 は、第 受光領域群および第2受光領域群を構成する各受光領域の形状およ

び配置関係を調整する方法である。第2光学系を介して受け取る光の明暗分布を考

慮して各受光領域を配置することにより、 f 号を生成する際の差動演算によって

明暗分布の影響が相殺される。これにより、 f 号におけるオフセットの発生が抑制

される。この方法は、いわゆるスポットサイズ法による f 号の検出に際しても有用

である。

００55 第2は、第 受光領域群および第2受光領域群を構成する各受光領域の形状およ

び配置関係を考慮して、第2光学系を介して受け取る光の明暗分布調整する方法で

ある。

００56 たとえば、第2光学系に、上述した反射光と迷光の偏光方向を変更させるための光

学素子を設ければよい。反射光と迷光の偏光方向を直交させる光学素子を設けた場

合には、明暗分布は発生しない。反射光と迷光の偏光方向を任意に、または所定の

規則で相違させる光学素子を設けた場合には、明暗分布の発生の程度を低減でき

る。

００57 または、第2光学系に、光路長を変更するための光学的な段差を有する光学素子

を設けてもよい。反射光と迷光の干渉の影響は、各々の光の中心部分の波面が一致

することにより大きくなる。したがって光学的な段差を設けて互いの中心部分の波面



をずらすことによって、干渉後の強度分布の変動を低減することができる。

００58 結果として、第 受光領域群および第2受光領域群は、干渉によって生じる光量の

変動の影響を均等に含むよぅに配置されることとなる。

００59 以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照しながら説明する。

００6０ (実施形態 )

図 は本実施形態による光学ヘッド の構成を示す。この光学ヘッドは光ディスク装

置に組み込まれて記録または再生を行ぅ際に利用される。

００6 1 光学ヘッド は、半導体レーザ3、偏光ビームスプリッタ4、 4波長板5、コリメート

レンズ6、ミラー7、対物レンズ8、非点収差発生素子9、ホログラム素子 ０、4分割受

光素子皿およびアクチュエータ 2を有する。

００62 図 には2以上の情報記録層を有する多層光ディスク2が記載されているが、これは

説明の便宜のためである。光ディスク2は光学ヘッド の構成要素ではない。光ディス

ク2は、たとえば やブルーレイ・ディスク( )である。以下では であるとする

００63 半導体レーザ3は光源であり、たとえば波長０・4 2 のレーザ光を放射する。

００64 非点収差発生素子9はシリンドリカルレンズなどの透光性材料から構成されている。

非点収差発生素子9は、光ディスク2の情報トラックに光学的に対応する光学ヘッド

内の方向に対して45度方向に非点収差が発生するよぅに配置されている。

００65 ホログラム素子 ０は、情報トラックに対応する方向に対して光束を左右に2分割し

異なる方向に回折させる。4分割受光素子 、ホログラム素子 ０を透過した光のぅ

ちの０次光を受光する位置に配置されている。

００66 特に説明しない構成要素は、その名称によって機能および構成は周知であるため

説明は省略する。

００67 図2は、4分割受光素子皿の構成を示す。受光素子皿は、受光領域 a～ dを

有する。各々は境界線28および29によって区分されている。図2には、受光スポット

2 が円形破線示されている。なお破線の直線3 および3 は、参考のために記載し

ている。直線3 は受光スポット2 の中心を通って光ディスク2の情報トラックと光学的

に対応した方向に引かれている。直線32は受光スポット2 の中心で直線3 と直交し



ている。

００68 図2において、受光領域 aおよび bの境界線28は直線3 の左側に位置して

いる。受光領域 。および dの境界線28は直線3 の右側に位置している。また、

受光領域 および 。の境界線29は直線32の下側に位置している。受光領域皿

bおよび dの境界線29は直線32の上側に位置している。

００69 以上のよぅに構成された光学ヘッド において、多層光ディスク2から情報を再生す

る際の光の経路を、再び図 を参照しながら説明する。

００7０ 半導体レーザ3から出射された光は、偏光ビームスプリッタ4、 4波長板5、コリメ

ータレンズ6、ミラー7、対物レンズ8を経由して、多層光ディスク2の所望の情報記録

層に集光される。多層光ディスク2で反射した光は、再び対物レンズ8、ミラー7、コリメ

ータレンズ6、 4波長板5を経由し、偏光ビームスプリッタ4に入射する。このとき、

反射光の偏光は半導体レーザ3からの出射光の偏光に対して9０度ずれているため

、偏光ビームスプリッタ4で反射され、非点収差発生素子9へ導かれる。非点収差発

生素子9によって非点収差を付与された光は、ホログラム素子 ０に入射し、０次光お

よび土 次光に分岐される。なおこの土 次光に基づいてトラッキングエラー信号が得

られるが、詳細な説明は省略する。

００7 1 また、ホログラム素子 ０を透過した光を4分割受光素子皿で受光し演算することに

より、 f 号の検出が行われる。このとき前述した一般的な光学ヘッドと同様に、そ

の受光スポットは非再生層からの反射光との干渉により明暗分布を生じる。 f 号

は演算回路によって以下の式にしたがって計算される。

００72 二 ( a d) b c)

００73 なお、上述の式における「 a」、「 d」等は、それぞれ受光領域 a d等で受

光された信号を示す。なお、演算回路は、たとえば図57に示す受光領域5 a～5

dと接続された差動演算回路である。演算回路は、受光素子から独立した回路とし

て実装されてもよ 、受光素子に含まれてもよい。本明細書において以下に言及

する演算回路についても同様である。

００74 図3 ( ～( は、再生層反射光と非再生層反射光の位相差に応じて変わる受光

素子 上の明暗分布を示す。図3において斜線部は干渉縞を示しており、受光スポ



、ソトの他の部分より明るレ亡とを示している。なお、この図において非再生層反射光は

図示を省略している。

００75 図3 ( ) は再生層反射光の中央付近の位相と非再生層反射光の位相が 几 2程

度離れているときの明暗分布を示す。図3 C は中央付近の位相差が比較的小 、刮
ときの明暗分布を示す。図3 )および ( ) は再生層反射光の 45度方向または一

45度方向の位相と、非再生層からの反射光の位相とが比較的近いときの明暗分布

を示す。

００76 以上のよぅな明暗分布を生じている受光スポットに基づく f 号の検出を考える。

このとき、図3 ( )および (C)の状態では、干渉縞による明暗分布の影響は、受光領

域 a dと受光領域 b においてほぼ均等であり、 f 号にオフセットを

生じない。

００77 また、図3 の状態において受光スポット左上および右下に発生した干渉縞は、

受光領域 、 dだけでなく、その一部が受光領域 b Cの受光領域にも入る

。よって f 号を演算すると、明暗分布の影響が相殺されてオフセットの発生が抑

制される。同様に図 ( )の状態でも、各受光領域に明部が含まれるため 演算に

より影響が相殺されオフセットの発生が抑制される。

００78 すなわち、図2に示す受光素子皿に関し、受光領域 aおよび dと、受光領域

bおよび eとは、干渉によって生じる光量の変動の影響を均等に含む位置に配置

されているといえる。その結果、 f 号を生成する際の差動演算によって明暗分布

の影響が相殺される。これにより、変動成分を有する干渉によるオフセットを低減した

良好な f 号が得られる。

００79 この f 号のレベルおよび極性に応じて、アクチュエータ 2によって対物レンズ8

を光ディスク2に垂直な方向に(光軸方向) に移動させることにより、半導体レーザ3か

ら出射した光を所定の記録層へ集光するフォーカスサーボが実現される。

００8０ 以上のよぅに、本発明にかかる光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を行ぅ際に、非

再生層からの反射光が受光素子に混入し、再生層からの反射光と干渉することによ

って生じる 信号のオフセットおよびオフセットの変動を低減することができる。

００8 1 なお、本実施形態においては、干渉縞が非点収差の与えられている方向およびそ



の直交方向であるｱ45度方向に対して対称に現れることに注目し、受光領域の形状

をこのｱ45度方向の対称軸に対して非対称の形状にすることを特徴としている。した

がって、各受光領域の形状をｱ45度方向の対称軸に対して反転しても同様の結果

が得られる。

００82 例えば、図2に示す受光素子皿において、左上一右下方向を 度方向、右上

一左下方向を 45度方向とすると、 方向の対称軸に対して受光領域 aおよ

び dを反転し、 45度方向の対称軸に対して受光領域 bおよび を反転させ

ると、受光素子を直線3 に対して反転した場合と同じ形状となる。このよぅな受光素

子においても上述の効果が得られる。

００83 上述の各受光領域の境界線28および29の配置および形状は例である。上述の効

果を得られる境界線28および29の配置および形状は種々設定できる。換言すれば

、境界線によって定まる各受光領域の配置および形状は種々設定できる。図4は、他

の例による境界線28および29の配置を示す。また図5に示す境界線を設けることも

できる。図5は、さらに他の例による境界線3０ ～3０ の配置を示す。さらに境

界線を曲線にしてもよい。上述した種々の境界線によって区画される受光領域を利

用しても同じ効果が得られる。

００84 (実施形態2)

本実施形態と先の実施形態 との相違点は、受光素子皿における受光領域のみ

である。その他の構成要素は同じであるので、同じ参照符号を付し説明を省略する。

００85 図6は本実施形態による4分割受光素子の構成を示す。4分割受光素子は、受光

領域 e～ を有する。受光素子皿は 二 ( e ) f )の演算

により f 号の検出を行ぅ演算回路 (図示せず) に接続されている。

００86 受光領域 e～ は直線3 と直線32で区切られた4つの領域に一つずつ配置

されており、それぞれ、受光領域から直線3 までの間隔と受光領域から直線32まで

の間隔が等しくならないよぅに配置されている。

００87 例えば、受光領域 eは、その右側の境界線と直線3 との間隔をa、その下側の境

界線と直線32との間隔をbとすると、間隔bよりも間隔aのほぅが大きくなるよぅに、ずら

して配置されている。他の受光領域f～も同様にずらして配置されている。



００88 図7 ( )～( ) は、再生層反射光と非再生層反射光の位相差に応じて変わる受光

素子 上の明暗分布を示す。図7の表記の意味は図3と同じである。

００89 図7 ( ) は再生層反射光の中央付近の位相と非再生層反射光の位相が 几 2程

度離れているときの明暗分布を示す。図7 C は中央付近の位相差が比較的小 、刮
ときの明暗分布を示す。図7 )および ( ) は再生層反射光の 45度方向または一

45度方向の位相と、非再生層からの反射光の位相とが比較的近いときの明暗分布

を示す。

００9０ 以上のよぅな明暗分布を生じている受光スポットに基づく f 号の検出を考える。

このとき、図7 ( )および (C)の状態では、干渉縞による明暗分布の影響は、受光領

域 e と受光領域 f においてほぼ均等であり、 f 号にオフセットを

生じない。

００9 1 また、図7 の状態において受光スポット左上および右下に発生した干渉縞は、

受光領域 。、 の受光領域から外れるため、明暗分布の影響によるオフセットが

低減される。同様に図7 ( )の状態でも、明部の一部が受光領域から外れるためオフ

セットが低減される。

００92 これにより、変動成分を有する干渉によるオフセットを低減した良好な f 号が得

られる。この f 号のレベルおよび極性に応じて、アクチュエータ 2によって対物レ

ンズ8を光ディスク2に垂直な方向に(光軸方向) に移動させることにより、半導体レー

ザ3から出射した光を所定の記録層へ集光するフォーカスサーボが実現される。

００93 実施形態 の構成によれば、受光領域 aの直線32より下側の部分、受光領域

bの直線3 より左側の部分、受光領域 の直線3 より右側の部分、受光領域 d

の直線32より下側の部分において、逆位相の f 号を発生させるため、 振幅を

低下させるれづ副作用が発生していた。しかし本実施形態においては、上述した部

分は光を受けない不感帯として構成したため、実施形態 で得られる効果に加え、

振幅の低下を防ぐことが可能になる。

００94 また、受光信号のゲイン調整に利用される受光領域 e～ の総和信号は、図7

( および (C に示す干渉が発生した状態において差が大きく、また変動するため

問題であった。しかし本実施形態の構成によれば、この総和信号の変動幅も低減で



きる。

００95 本願発明者らは、直線3 と受光領域 。、 との距離、あるいは、直線32と受光

領域 f との距離をW、受光素子 上の受光スポット2 の直径を としたとき、

・０5くW くO・2

とすると効果的であることを見出した。Wを大きくしすぎると、 f 号のS字振幅の低

下を招き、Wが小さすぎると本発明の効果が発揮されない。

００96 なお、本実施形態も各受光領域の形状をｱ45度方向の対称軸に対して反転して

も同様な効果が得られる。図8は、他の例による受光領域の配置を示す。図8に示す

受光領域は、図6において、例えば左上一右下方向を 度方向としたときにおい
て、この 方向の対称軸に対して受光領域 e を反転すると得られる。

００97 本願発明者らはさらに、受光領域 。、 fと受光領域 の間の幅をWとし

たとき、

・ くW く ・4

とすると効果的であることを見出した。

００98 さらに、干渉縞がｱ45度方向の対称軸に対して対称に現れることを利用すると、多

くの変形例を得ることができる。

００99 図9は、図8に示した受光素子の中央の不感帯部分に、直線3 および直線32で4

分割された受光領域 ～ を付加した受光素子を示す。干渉縞による明暗分布

はｱ45度方向の対称軸に対して対称に現れるため、受光領域皿辻受光領域 の

領域の明暗分布は同じになる。同様に受光領域皿 と受光領域 の領域の明暗分

布も同じであるため、 f 号の演算において ( )および ( を加え

ても f 号のオフセット低減効果は変わらない。つまり、 f 号の演算は以下の式

で求められる。

０1００ 二 ( e ) f 1 )

０1０1 これは、上記した式の受光領域群に対応する受光領域群を設けても同じ効果が得

られることを意味する。たとえば図 ０は、受光領域 a～ dを有する受光素子を示

す。たとえば、受光領域 aは、図9の受光領域 e、 および に対応する。図

０に示す受光素子でも同様の オフセット低減効果が得られる。



０1０2 また図 、図9の受光素子の変形例を示す。図皿に示す受光素子は、図9の受

光素子において、受光領域 と受光領域 をｱ45度方向の対称軸

に対して反転させて得られる。図皿の受光素子によっても上述した効果と同様の効

果が得られる。

０1０3 また、図9の受光領域 ～ はさらに細かく分割してもよい。受光スポット中心に

対して点対称の位置にある領域同士で減算が行われる関係になるよぅに構成されれ

ば良い。さらに、図 2に示すよぅなものでもよい。図 2は図9の受光素子の変形例を

示す。

０1０4 なお、図 ０～図 2に示す変形例は、総和信号の変動を抑制する効果は無くなる

が、全光束を受光できるため、 信号等の信号検出を兼用する場合に有利である。

０1０5 本発明にかかる光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を行ぅ際に、非再生層からの

反射光が受光素子に混入し干渉することにより生じる f 号のオフセットを低減する

ことができる。

０1０6 これにより、多層光ディスクの層間隔が狭くても安定したサ一ボ動作が可能な光学

ヘッドを提供できる。

０1０7 (実施形態3)

図 3は本実施形態による光学ヘッド 3０の構成を示す。この光学ヘッドもまた光デ

ィスク装置に組み込まれて記録または再生を行ぅ際に利用される。光学ヘッド 3０の

構成要素のぅち、図 に示す光学ヘッド と同じ機能を有する構成要素には同じ参照

符号を付し、その説明は省略する。

０1０8 光学ヘッド 3０は、偏光変換素子 37、シリンドリカルレンズ 38、4分割受光素子

3 9を有する。偏光変換素子 37は、透過する光の一部の偏光を回転させる。

０1０9 図 4は偏光変換素子 37の構成を示す。偏光変換素子 37は、透光性材料から

なる透過領域 37a 、および、斜線で示された偏光回転領域 37bを有する。偏光回

転領域 3 7bは 2波長板として機能する。図 4には、人射光束 4０、および、領

域 3 7 と領域 37bとを分ける境界線 4 も示されている。領域 37bに表示した矢

印は 2波長板の光学軸の方向を示しており、人射偏光方向に対して45度になる

よぅ構成されている。



０1 1０ 図 5 は偏光変換素子 3 7 、シリンドリカルレンズ 3 8 および受光素子 3 9 の配置を

示した斜視図である。図 5 には、シリンドリカルレンズ 3 8 の母線 5 、受光素子 3

9 の受光領域を分割する分割線 5 2 および 5 3 、受光領域 39a ～3 9 dおよび光

軸 5 ０が示されている。

０1 1 1 図 5 において、受光素子 3 9 上の分割線 5 2 は光ディスク2 の情報トラックと光学

的に対応した方向に引かれており、分割線 5 3 は分割線 5 2 と直交している。また、

シリンドリ力ルレンズ 3 8 は、その母線 5 が分割線 5 2あるいは 5 3 と略4 5の角度

を成すよぅに配置されている。そして、偏光変換素子 3 7 上の境界線 4 の方向とシ

リンドリカルレンズ 3 8 の母線 5 の方向は一致するよぅに構成されている。

０1 12 また図示していないが、受光素子 3 9 は、 二 (ga gc) の演算によ

り 信号の検出を行ぅ演算回路に接続されており、また 二 g a gb gc gdの

演算により再生信号の検出を行ぅ演算回路に接続されている。

０1 13 また、図示および説明は省略するが、トラッキングエラー信号の検出は、光ディスク

反射光の光路にホログラム素子等を挿入して分岐した光束を用いて行われる。

０1 14 以上のよぅに構成された光学ヘッド 3０において、多層光ディスク2から情報を再生

する際の光の経路を、再び図 3 を参照しながら説明する。

０1 15 半導体レーザ3 から出射された光は、偏光ビームスプリッタ4 、コリメータレンズ6 、

4波長板 5 、対物レンズ8 を経由して、多層光ディスク2 の所望の記録面に集光され

る。多層光ディスク2で反射した光は、再び対物レンズ8 、 4波長板 5 、コリメータレ

ンズ6 を経由し、偏光ビームスプリッタ4 に入射する。反射光の偏光は半導体レーザ3

からの出射光の偏光に対して9０度ずれているため、偏光ビームスプリッタ4 で反射さ

れ、偏光変換素子 3 7 に入射する。

０1 16 この時の入射光の偏光方向を紙面の横方向とすると、図 4 に示す領域 37a を透

過する光の偏光方向は変ィビしないが、領域 3 7 b を透過する光の偏光方向は9 ０度

回転して縦方向となる。

０1 1 7 偏光変換素子 3 7 により、光束の一部の偏光が回転した光は、シリンドリかレレンズ

3 8 で非点収差を付与された後、受光素子 3 9 に導かれる。そして受光素子 3 9 で

受光された信号に基づいて演算が行われることにより、非点収差法による f 号、



および和信号から再生信号が検出される。

０118 このとき、受光素子 3 9には多層光ディスク2の手前層2bあるいは奥層2cからの反

射光も再生層2aからの反射光と同じ経路で人射するため、それぞれの光束は受光

領域上で重なる。

０119 しかしこのとき、本実施形態による光学ヘッドでは、再生層2aからの反射光と、手前

層2bからの反射光は干渉しない。この理由を図 6を参照しながら説明する。

０12０ 図 6は再生層2aで反射した光と手前層2bで反射した光とが受光素子 3 9で受光

される時の光路を示す。図 6 (a) は光軸 5０とシリンドリカルレンズの母線 5 を含

む 断面での光ディスク反射光を示し、図 6 (b) は光軸 5０を含み 断面と直交す

る 断面での光ディスク反射光を示す。図 6では、図 5と同じ構成要素を同じ符号

で示している。図 6 (a) および (b) には、再生層反射光 6 および手前層反射光 6

2が示されている。

０121 手前層反射光 6 2は 断面、 断面において、どちらも受光素子 3 9よりも奥側で

集束する。一方、再生層反射光 6 は 断面では受光素子 3 9よりも奥側の後焦線

の位置で集束し、 断面では受光素子 3 9よりも手前の前焦線の位置で集束する。

０122 このとき 断面について考えると、受光領域 3 9bに到達する光束は、領域 3 7bを

透過して偏光の回転した再生層反射光 6 および領域 37a を透過した手前層反射

光 6 2である。受光領域 3 9dに到達する光束は、領域 37a を透過した再生層反射

光 6 および領域 3 7bを透過して偏光の回転した手前層反射光 6 2である。

０123 干渉は光の波動性から導かれる物理現象である。直交する振動面をもつ直線偏光

どぅしは干渉しないとレづ性質があるため、受光領域 3 9bおよび 3 9d上で重なる再

生層反射光 6 および手前層反射光 6 2は干渉しない。

０124 また 断面に平行な任意の断面についても同様に、受光素子 3 9上では再生層反

射光 6 の偏光方向および手前層反射光 6 2の偏光方向は直交するため干渉しな

０125 したがって、干渉による明暗分布が生じないので、オフセットの発生および変動を

排除した良好な f 号および再生信号が得られる。

０126 以上のよぅに、本発明にかかる光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を行ぅ際に、手



前層2bからの反射光が受光素子に混入しても、干渉の発生を除去できるので、オフ

セット変動の少ない 信号により安定したサ一ボ動作が可能で、良好な再生信号が

得られる光学ヘッドを提供できる。

０127 また、図 4に示す偏光変換素子 3 7の領域 37a と領域 3 7bを透過した光の偏

光が 9０度ずれていれば同様の効果が得られるため、例えば、領域 37a は 度、

領域 3 7bは 45度偏光を回転させる機能を有する素子であってもよい。

０128 また、偏光変換素子 3 7の領域 37a と領域 3 7bを透過した光の偏光は、9０度ず

れた場合に最も効果を発揮するが、9０度ではない場合もそれに応じた効果が得られ

る。

０129 なお、図 4に示す偏光変換素子 3 7の構成は一例である。境界線 4 と線対称な

領域を通過する光束同士の偏光方向が直交するよぅに偏光変換素子 3 7が構成さ

れていれば上述の効果が得られる。

０13０ 例えば図26は、偏光変換素子 3 7の他の例を示す。図26では、斜線部を透過す
ると光の偏光方向は回転する。新たに、境界線 4 と線対称な折れ曲がった境界線

4 2および 4 3が設けられている。境界線 4 ～4 3によって区画される6領域は、

境界線 4 に関して対称な3組に分けられる。各組を透過する光束同士の偏光方向

は直交するため、上述の効果が得られる。なお、各境界線 4 ～4 3は、人射光束

4０の光軸と交わるよぅに構成されている。これにより、迷光がデフォーカスして光束径

が比較的大きな状態で入射光束 4０に重なっても再生層反射光 (f 号光) と迷光と

の偏光変換の境界は一致する。

０131 また、偏光変換素子 3 7は偏光ホログラムであってもよい。偏光ホログラムは複数の

領域を有しており、それらの領域を設けることにより、回折する光の偏光成分を変ィビさ

せることが可能である。例えば偏光ホログラムに、人射偏光の 45度成分が回折す

る領域と 度成分が回折する領域を設けることにより、回折光の干渉を防ぐことが

可能である。また、透過光も偏光の分布を持つため干渉の影響を低減できる。

０132 また、本実施形態では、光アイソレータの構成を利用しているため偏光変換素子は

偏光ビームスプリッタと受光素子の間に配置しているが、偏光ビームスプリッタを用い

ない構成であれば、偏光変換素子は、半導体レーザと対物レンズの間の出射光路中



に配置しても構わない。

０ 33 (実施形態4

本実施形態と先の実施形態3との相違点は、偏光変換素子のみである。その他の

構成要素は同じであるので、同じ参照符号を付し説明を省略する。

０134 図 7は本実施形態による光学ヘッド 7０の構成を示す。この光学ヘッドもまた光デ

ィスク装置に組み込まれて記録または再生を行ぅ際に利用される。図 7では、奥層2

cで反射した光束が波線で示されている。また図 7では、奥層反射光の前焦線の集

光位置 2 3および再生層反射光の前焦線の集光位置 24 が示されている。

０135 偏光変換素子 77は集光位置23と集光位置24の間に配置されている。

０136 図 8は偏光変換素子 77の構成を示す。偏光変換素子 77は、透光性材料から

なる透過領域 77a 、および、斜線で示された偏光回転領域 77b を有する。偏光回

転領域 77b は 2波長板として機能する。図 8には、人射光束 8０、および、領

域 7 7 と領域 77b とを分ける境界線 8 も示されている。領域 77b に表示した矢

印は 2波長板の光学軸の方向を示しており、人射偏光方向に対して4 5度になる

よぅ構成されている。

０137 図 9は偏光変換素子 77、シリンドリカルレンズ 38および受光素子 3 9の配置を

示した斜視図である。シリンドリカルレンズ 38は、その母線 5 が受光素子 3 9の

分割線 5 2あるいは 5 3と略4 5の角度を成すよぅに配置されている。そして、偏光変

一致するよぅに構成されている。

０138 以上のよぅに構成された光学ヘッド 7０において、多層光ディスク2から情報を再生

する際の光の経路を、再び図 7を参照しながら説明する。ただし、光源3から光ディ

スク2までの経路、および、光ディスク2からの反射光が偏光ビームスプリッタ4で反射

される経路までは、図 7で説明した経路と同じであるため、説明を省略する。

０139 光ディスク2からの反射光は偏光ビームスプリッタ4で反射し、シリンドリカルレンズ

38 に入射する。そしてシリンドリかレレンズ 38で非点収差を付与された後、偏光変

換素子 7 7に入射する。偏光変換素子 77に入射した光のぅち、シリンドリカルレン

ズ 38の母線に平行な境界線 8 で分けられた偏光回転領域 77b に入射した光の



偏光方向は9０度回転する。偏光変換素子 77を透過した光は、その後受光素子 3

9に導かれる。そして受光素子 3 9で受光された信号に基づいて演算が行われること

により、非点収差法による 信号、および和信号から再生信号が検出される。

０14０ 図2０は再生層2aで反射した光と奥層2cで反射した光が受光素子 3 9で受光され

る時の光路を示す。図2０(a) は光軸 5０とシリンドリかレレンズの母線 5 を含む

断面での光ディスク反射光を示し、図2０(b) は光軸 5０を含み 断面と直交する 断

面での光ディスク反射光を示す。図2０では、図 9と同じ構成要素を同じ符号で示し

ている。図2０(a) および (b) には、再生層反射光 6 および手前層反射光2０8が示

されている。

０14 1 奥層反射光2０8は 断面、 断面において、どちらも受光素子 3 9よりも手前で集

束する。一方、再生層反射光 6 は 断面では受光素子 3 9よりも奥側の後焦線の

位置で集束し、 断面では受光素子 3 9よりも手前の前焦線の位置で集束する。

０142 このとき 断面について考えると、受光領域 3 9bに到達する光束は、領域 77b を

透過して偏光の回転した再生層反射光 6 および領域 77a を透過した奥層反射光

2０8である。受光領域 3 9dに到達する光束は、領域 77a を透過した再生層反射光

6 および領域 77b を透過して偏光の回転した奥層反射光2０8である。このぅち、

受光領域 3 9bおよび 3 9d上で重なる再生層反射光 6 および奥層反射光2０8は

偏光方向が直交するため干渉しない。

０143 また 断面に平行な任意の断面についても同様に、受光素子 3 9上では再生層反

射光 6 の偏光方向および奥層反射光2０8の偏光方向は直交するため、再生層反

射光 6 および奥層反射光2０8は干渉しない。

０144 また、この構成では、先の実施形態3と同じ理由で、再生層反射光 6 と手前層反

射光も偏光が直交するため干渉しない。

０145 したがって、手前層反射光および奥層反射光のどちらの迷光が混入しても、再生層

反射光と干渉しないので、オフセットの発生および変動を排除した良好な f 号お

よび再生信号が得られる。

０146 以上のよぅに、本発明にかかる光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を行ぅ際に、手

前層および奥層からの反射光が受光素子に混入し干渉することにより生じる f 号



のオフセットを排除することができ、安定したサ一ボ動作が可能で、良好な再生信号

が得られる光学ヘッドを提供できる。

０147 なお、偏光変換素子 77は奥層反射光の集光位置と再生層反射光の集光位置と

の間に配置されていれば、上述の効果を得ることができる。よってシリンドリカルレン

ズ 38の位置は光路上の偏光変換素子 77の前後のいずれに配置してもよい。

０148 (実施形態5)

本実施形態と先の実施形態3との相違点は、偏光変換素子のみである。その他の

構成要素は同じであるので、同じ参照符号を付し説明を省略する。

０149 図2 は本実施形態による光学ヘッド2 ０の構成を示す。この光学ヘッドもまた光デ

ィスク装置に組み込まれて記録または再生を行ぅ際に利用される。図2 では、奥層2

cで反射した光束が波線で示されている。偏光変換素子237 は受光素子 39から見

て、奥層反射光の集光位置 23よりも離れた位置に配置されている。

０15０ 図22は偏光変換素子237 の構成を示す。偏光変換素子237 は、斜線で示された

偏光回転領域237 および237b と、透光性材料からなる透過領域237。および237

dとを有する。偏光回転領域237a および237b は 2波長板として機能する。図22

には、人射光束22０、および、領域237a ～237 dをそれぞれ分ける境界線22 およ

び222 も示されている。領域237a および237b に表示した矢印は 2波長板の光

学軸の方向を示しており、人射偏光方向に対して45度になるよぅ構成されている。

０151 領域237 と237 d、および、領域237b と237。はそれぞれ、境界線22 に関して対

称に配置されている。

０152 図23は、偏光変換素子237 、シリンドリカルレンズ 38および受光素子 39の配置

を示した斜視図である。シリンドリカルレンズ 38は、その母線 5 が受光素子 39の

分割線 5 2あるいは 53と略45の角度を成すよぅに配置されている。そして、偏光変

換素子237 上の境界線22 とシリンドリカルレンズ 38の母線 5 の方向は一致する

よぅに構成されている。

０153 以上のよぅに構成された光学ヘッド2 ０において、多層光ディスク2から情報を再生

する際の光の経路を、再び図2 を参照しながら説明する。ただし、光源3から光ディ

スク2までの経路、および、光ディスク2からの反射光が偏光ビームスプリッタ4で反射



される経路までは、図 7で説明した経路と同じであるため、説明を省略する。

０154 光ディスク2からの反射光は偏光ビームスプリッタ4で反射し、偏光変換素子237 に

入射する。偏光変換素子237 に入射した光のぅち、斜線で示した領域237a および2

37bを通過した光の偏光方向は9０度回転する。偏光変換素子237 を透過した光は

シリンドリカルレンズ 38に入射し、シリンドリカルレンズ 38で非点収差を付与された

後、受光素子 39に導かれる。そして受光素子 39で受光された信号に基づいて演

算が行われることにより、非点収差法による f 号、および和信号から再生信号が

検出される。

０155 図24は再生層2a、手前層2bおよび奥層2cで反射した光が受光素子 39で受光さ

れる時の光路を示す。図24 (a) は光軸 5０とシリンドリカルレンズ 38の母線 5 とを

含む 断面での光ディスク反射光を示し、図24 (b) は光軸 5０を含み 断面と直交

する 断面での光ディスク反射光の様子を示す。図24では、図23と同凶薄成要素を

同じ符号で示している。図24 (a) および (b) には、再生層反射光46、手前層反射光

47および奥層反射光48が示されている。

０156 図25は、偏光変換素子237 の各領域を透過し、シリンドリカルレンズ 38を経た光

を受ける受光素子 39を示す。受光素子 39には、破線で囲まれた領域 ～ が示

されている。すなわち、受光領域 39bの左下および受光領域 39c の左上の領域を

領域、受光領域 39a の右下および受光領域 39dの右上の領域を 領域、受光

領域 39a の左上および受光領域 39bの右上の領域をC領域、受光領域 39c の

右下および受光領域 39dの左下の領域を 領域とする。

０157 手前層反射光247 は図24 (a) および (b) に示す 断面および 断面において、ど

ちらも受光素子 39よりも奥側で集束する。偏光変換素子237 の領域237a を透過し

た光は受光素子 39の 領域、領域237b を透過した光は 領域、領域237 。を透過

した光はC領域、領域237 dを透過した光は 領域に導かれる。したがって、受光素

子 3 9上の 、 領域には偏光が9０度回転した手前層反射光、C、 領域には偏光

の回転していない手前層反射光が導かれる。

０158 また、奥層反射光248 は 断面および 断面において、どちらも受光素子 39より

も手前で集束する。偏光変換素子237 の領域237a を透過した光は受光素子 39の



領域、領域237b を透過した光は 領域、領域237 。を透過した光は 領域、領域2

37dを透過した光はC領域に導かれる。したがって、受光素子 39上の 、 領域に

は偏光が9０度回転した奥層反射光、C、 領域には偏光の回転していない奥層反

射光が導かれる。

０159 一方、再生層反射光246 は 断面では受光素子 39よりも奥側で集束し、 断面で

は受光素子 39よりも手前側で集束する。偏光変換素子237 の領域237a を透過し

た光は受光素子 39の 領域、領域237b を透過した光はC領域、領域237 。を透過

した光は 領域、領域237 dを透過した光は 領域に導かれる。したがって、受光素

子 3 9上の 、 領域には偏光の回転していない再生層反射光、C、 領域には偏

光が 9０度回転した再生層反射光が導かれる。

０16０ 以上から理解されるよぅに、 ～の全領域において、再生層反射光246 の偏光方

向は手前層反射光および奥層反射光の各偏光方向と直交している。よって再生層

反射光246 は手前層反射光および奥層反射光と干渉しない。

０161 したがって、本実施形態においても、手前層反射光および奥層反射光のどちらの

迷光が混入しても、再生層反射光と干渉しないので、オフセットの発生および変動を

排除した良好な f 号および再生信号が得られる。

０162 以上のよぅに、本発明にかかる光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を行ぅ際に、手

前層および奥層からの反射光が受光素子に混入し干渉することにより生じる f 号

のオフセットを排除することができ、安定したサ一ボ動作が可能で、良好な再生信号

が得られる光学ヘッドを提供できる。

０163 また、偏光変換素子を受光素子から離れた光束径の大きな位置に配置できるため

、偏光変換素子の位置精度を厳密に規定する必要はなく有利である。さらに、実施

形態4の構成と比べると、素子を配置する位置の自由度が大きいため、設計上も有

利である。

０164 なお、図22に示す偏光変換素子237 の構成は一例である。境界線22 と線対称な

領域を通過する光束同士の偏光が直交し、かつ境界線222 と線対称な領域を通過

する光束同士の偏光も直交するよぅに偏光変換素子237 が構成されていれば、上述

の効果を得ることができる。



０165 例えば図27は、偏光変換素子237 の他の例を示す。図27では、斜線部を透過す
ると光の偏光方向は回転する。新たに、境界線22 と線対称な折れ曲がった境界線

223 および2243 が設けられている。境界線22 ～224 によって区画される8領域は

、境界線22 に関して対称な4組に分けられる。各組を透過する光束同士の偏光方

向は直交するため、上述の効果が得られる。なお、各境界線22 ～224 は、人射光

束 4０の中心 (光軸) と交わるよぅに構成されている。これにより、迷光がデフオーカス

して光束径が比較的大きな状態で入射光束 4０に重なっても、再生層反射光 ( 号

光) と迷光との偏光変換の境界は一致する。

０166 図6 3および図64は、それぞれ偏光変換素子237 のさらに他の例を示す。図6 3に

示す偏光変換素子237 は、領域63a ～6 3 を有している。各領域に描かれた平行線

(ハッチング線) が延びる方向は、各領域の偏光方向を模式的に示している。領域6 3

aおよび63b の偏光方向と、領域63c および6 3dの偏光方向とは直交するよぅに構成

されている。そして、領域63e ～64 の偏光方向は、領域63a および63b の偏光方向

または領域63c および6 3dの偏光方向に対して45度をなすよぅに構成されている。

０167 透過する光の偏光方向が直交する領域が隣接していると、境界部分での回折の影

響が大きくなる。しかし、図6 3に示す領域6 3。～64 のよぅな、偏光方向を隣接する

領域の偏光方向に対して０度から9０度までの間の偏光方向を有する緩衝的な領域

を設けることにより、境界部分における回折の影響を低減できる。このよぅな趣旨に鑑

みれば、領域63e ～64 の偏光方向は つの方向に限られない。偏光方向が０度か

ら9０度までの間で連続的に変ィビしてもよい。

０168 図64 に示す偏光変換素子237 の構成は、図6 3に関連してした説明の「6 3」を「64

」に読み替えればよい。たとえば「領域63a 」は「領域64a 」のよぅに読み替えればよい

０169 (実施形態6)

本実施形態と先の実施形態5との相違点は、本実施形態には偏光選択素子が追

加されていることのみである。その他の構成要素は同じであるので、同じ参照符号を

付し説明を省略する。

０17０ 図28は本実施形態による光学ヘッド28０の構成を示す。この光学ヘッドもまた光デ



ィスク装置に組み込まれて記録または再生を行ぅ際に利用される。光学ヘッド28０は

、実施形態5による光学ヘッド 7０(図 7) に偏光選択素子277 を加えて構成されて

いる。偏光選択素子277 は、シリンドリカルレンズ 38および受光素子 39の間に配

置されている。

０171 図29は偏光選択素子277 の構成を示す。偏光選択素子277 は、水平方向の偏光

を透過する領域277a および277b と、垂直方向の偏光を透過する領域277c および

277 dとを有する。図29には、領域277a ～277 dをそれぞれ分ける、直交する境界

線29 および292も示されている。

０172 図3０は偏光変換素子237 、シリンドリカルレンズ 38、偏光選択素子277 および受

光素子 39の配置を示した斜視図である。偏光選択素子277 の境界線27 および2

72は、偏光変換素子237 の境界線24 242 と同じ方向になるよぅ構成されている。

偏光選択素子277 の斜線部の2領域は、図29に示す領域277。および277 dを示す

０173 以上のよぅに構成された光学ヘッド28０において、多層光ディスク2から情報を再生

する際の光の経路を、再び図28を参照しながら説明する。ただし、光源3から光ディ
スク2までの経路、および、光ディスク2からの反射光がシリンドリカルレンズ 38を透

過する経路までは、図2 で説明した経路と同じであるため、説明を省略する。

０174 シリンドリカルレンズ 38で非点収差を付与された光は、偏光選択素子277 に入射

する。偏光選択素子277 の領域277a ～277c (図29) に入射した光は、各領域によ

って所定の偏光成分のみからなる光に変換されて受光素子 39に導かれる。そして

受光素子 39で受光された信号に基づいて演算が行われることにより、非点収差法

による f 号、および和信号から再生信号が検出される。

０175 偏光選択素子277 上に到達する光を考える。実施形態5に関する説明に基づけば

、偏光選択素子277 の領域277a および277b には、再生層反射光のぅちの偏光が

回転していない光束が到達し、手前層反射光および奥層反射光のぅちの偏光が回

転した光束が到達する。また、領域277c および277 dには、再生層反射光のぅちの

偏光が回転した光束が到達し、手前層反射光および奥層反射光の偏光が回転して

いない光束が到達する。



０176 偏光が回転していない光束が水平方向の偏光、偏光が回転した光束が垂直方向

の偏光であるため、再生層反射光のみ偏光選択素子77を透過することになる。

０177 本実施形態の構成によれば、迷光である手前層反射光および奥層反射光のいず

れもが受光素子に混入しない。よって、 f 号のオフセットを排除することができ、

良好な f 号および再生信号が得られる。これにより、安定したサ一ボ動作が可能

で、良好な再生信号が得られる光学ヘッドを提供できる。

０178 上述した本発明の実施形態3～6にかかる光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を

行ぅ際に、非再生層からの反射光が再生層反射光と干渉するのを防ぎ、 f 号およ

び再生信号に変動成分を有するオフセットの発生を防ぐことができる。これにより、多

層光ディスクの層間隔が狭くても安定したサ一ボ動作が可能で、良好な再生信号の

得られる光学ヘッドを提供できる。

０179 (実施形態7)

図3 は、本実施形態による光学ヘッド3 ０の構成を示す。この光学ヘッドもまた光

ディスク装置に組み込まれて記録または再生を行ぅ際に利用される。光学ヘッド3 ０

の構成要素のぅち、図 に示す光学ヘッド と同じ機能を有する構成要素には同じ参

照符号を付し、その説明は省略する。

０18０ 光学ヘッド3 ０は、偏光変換素子3 7、シリンドリカルレンズ 38、4分割受光素子

3 9を有する。偏光変換素子3 7は、透過する光の偏光を回転させる。

０181 図3 2は偏光変換素子3 7の構成を示す。偏光変換素子3 7は、 2波長板とし

て機能する偏光回転領域3 7a～3 7dを有する。図3 2 には、再生層2aからの反射

光 6と、手前層2bからの反射光 7とが示されている。ここで領域3 7a 3 7b 3 7

c、3 7dの光学軸は隣接する領域で互いに4 5度ずれるよぅに構成されている。たと

えば、領域3 7aの光学軸を水平とすると、領域3 7bの光学軸はｱ4 5度、領域3 7

cの光学軸は水平または垂直、領域3 7dの光学軸はｱ4 5度に構成されている。

０182 偏光変換素子3 7、シリンドリカルレンズ 3 8および受光素子 3 9の配置関係は、

たとえば図23に示す配置関係と類似する。図23における偏光変換素子237 に代え

て、偏光変換素子3 7を配置すればよい。

０183 図3 3は、受光素子 3 9と再生層2aからの反射光 6との関係を示す。受光素子 3



9上の分割線 3は光ディスク2の情報トラックと光学的に対応した方向に引かれてい
る。分割線 4は分割線 3と直交している。また、シリンドリカルレンズ 38は母線 5

(図23) が分割線 3あるいは 4と略45の角度を成すよぅに配置されている。また、偏

光変換素子3 7上の境界線は光ディスク2の反射光束の中心に対し同心円状に構

成されている。

０184 なお、 f号の検出を行ぅ演算回路 (図示せず) は、 二 ( 39a 39c) 3

gb 3 9d)の演算を行って 信号を検出する。この演算回路は、たとえば図5 7に

示す受光領域5 a～5 dと接続された差動演算回路によって実現される。また、

再生信号の検出を行ぅ演算回路 (図示せず) は、 二 39a 3 9b 39c 3 9

dの演算を行って再生信号を検出する。なお、これらの説明で用いている「 39a 」、「

3 9d」等は、それぞれ受光領域 39a 3 9d等で受光された信号を示す。また、トラ

、ソキングエラー信号の検出を行ぅ演算回路 (図示せず) は、光ディスク反射光の光路

信号を検出する。

０185 以上のよぅに構成された光学ヘッド3 ０において、多層光ディスク2から情報を再生

する際の光の経路を説明する。ただし、光源3から光ディスク2までの経路、および、

光ディスク2からの反射光が偏光ビームスプリッタ4で反射される経路までは、図 7で

説明した経路と同じであるため、説明を省略する。

０186 図3 に示すよぅに、光ディスク2からの反射光は偏光ビームスプリッタ4で反射し、

偏光変換素子3 7に入射する。図3 2を参照すると、偏光変換素子3 7への入射光

の偏光方向を紙面の横方向とすると、領域3 7a 3 7cを透過する光の偏光方向は

変わらないが、領域3 7b 3 7dを透過する光の偏光は9０度回転して縦方向となる

０187 偏光変換素子3 7により、光束の一部の偏光が回転した光は、シリンドリかレレンズ

3 8で非点収差を付与された後、受光素子 3 9に導かれ、受光された信号を演算す

ることにより、非点収差法による 信号、および和信号から再生信号が検出される。

０188 このとき、受光素子 3 9には、手前層2b 2cからの反射光も再生層2aからの反射

光と同じ経路で人射するため、それぞれの光束は受光領域上で重なる。



０189 先に説明した図3 3は、受光素子 3 9上における再生層2aからの反射光のスポット

形状を示している。再生層2aからの反射光は、図3 2において波線 6によって示され

ている。図3 3に示すよぅに、受光素子 3 9上での反射光 6には、横方向 (受光領域

39a および 3 9bが並ぶ方向) の偏光 6aおよび 6cと、縦方向 (受光領域 39a お

よび 3 9dが並ぶ方向) の偏光 6bとが含まれている。

０19０ 図34は、受光素子 3 9上における再生層2aの手前層2bからの反射光のスポット

形状を示している。手前層2bからの反射光は、図3 2において波線 7によって示され

ている。図34に示すよぅに、受光素子 3 9上での反射光 6には、上述した横方向の

偏光 7aおよび 7cと、上述の縦方向の偏光 7bおよび 7dとが含まれている。

０191 図3 5は、反射光束 6および 7が重なった状態を示している。偏光変換素子3 7

の領域パターンは、図3 5に示すよぅに偏光 6aおよび 6bと偏光 7aとが重なり、か

つ、偏光 6cと偏光 7bとが重なるよぅに設計されている。

０192 これにより、再生層2aからの反射光 6bおよび 6cの領域の光は、再生層の手前

層2bからの反射光と偏光方向が直交するため、干渉が起こらなくなる。したがって、

干渉する領域が減少するため、 f 号の光量および f 号のオフセットの発生お

よび変動を低減した良好な信号が得られる。

０193 以上のよぅに、本実施形態による光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を行ぅ際に、

手前層2bからの反射光が受光素子に混入しても、干渉の発生を低減できるので、光

量変動の少ない 信号より良好な再生信号と、オフセット変動の少ない 信号によ

り安定したサ一ボ動作が可能な光学ヘッドを提供できる。

０194 なお、本実施形態における偏光変換素子3 7は、4つの領域3 7a～3 7dに分割

されるとしたが、分割数は任意である。ディスクの層間距離や光学ヘッドの光学倍率

等により変更してもよい。

０195 図36は、偏光変換素子3 7の他の例を示す。矢印は偏光変換素子を透過した後

の偏光方向を示している。破線は上述の再生層2aからの反射光 6を示す。図36の

矢印によって示されるよぅに、偏光変換素子3 7は、中心から外周に向かって、所定

の規則にしたがって偏光方向を変化させる光学的特性を有していてもよい。

０196 図3 7は、偏光変換素子3 7のさらに他の例を示す。矢印および破線は図36と同



義である。図36の例とは逆に、偏光変換素子3 7は、不規則に光学軸を変ィビさせる

光学的特性を有していてもよい。

０197 図6 5および図66も同様に、偏光変換素子3 7のさらに他の例を示す。これらの図

でも、矢印の方向は偏光変換素子3 7の偏光方向を示している。

０198 図36 に示す偏光変換素子3 7と比較すると、図6 5の偏光変換素子3 7は人射す

る反射光の半径方向の位置に応じて偏光方向が変ィビすることはない。すなわち反射

光の半径方向には偏光方向が変ィビする境界はない。

０199 一方、図6 5に示す偏光変換素子3 7では、反射光の光軸を中心として4 5度単位

で偏光方向が変ィビする。図6 5において、たとえば非点収差が左 ( 3 5度とすの
の方向から右上の方向 ( 45度とする) の方向に与えられるとすると、偏光変換素子

3 7の中心位置を基準として、ｱ 9０度方向に位置する領域の偏光方向と、０度およ

び 8０度方向に位置する領域の偏光方向とは直交する。そして、それらの領域の間

に挟まれた領域 (すなわちそれらの領域に隣接する領域)では、偏光方向も間の値 (

図6 5では中間値 (4 5度) ) に設定されている。なお、図6 6に示す偏光変換素子3 7

についても同様である。隣接する領域同士の偏光方向は反射光の光軸を中心として

4 5度単位で変ィビする。

０2００ ただし、図6 5および図66に示す偏光変換素子3 7では、当該隣接する領域の偏

光方向は つの方向に限られない。偏光方向が反射光の周の接線方向に連続的に

変ィビしてもよい。

０2０1 (実施形態8)

本実施形態と先の実施形態7との相違点は、偏光変換素子に代えて干渉抑制素

子を設けたことにある。その他の構成要素は同じであるので、同じ参照符号を付し説

明を省略する。

０2０2 図38は本実施形態による光学ヘッド38０の構成を示す。この光学ヘッドもまた光デ

イスク装置に組み込まれて記録または再生を行ぅ際に利用される。光学ヘッド38０は

いる。

０2０3 図3 9は、本実施形態による干渉抑制素子327 の構成を示す上面図である。干渉



抑制素子327 は、光路長を変更させる段差部39０を有している。図4０は、干渉抑制

素子327 の断面図である。段差部39０は、物理的な窪みとして形成されている。図3

9に示されるよぅに、段差部39０の大きさは、破線で示される上述の再生層2aからの

反射光 6のスポットサイズよりも 、さい。

０2０4 図4 は受光素子 39上での再生層2aからの反射光 6と再生層手前の層2bから

の反射光 7のスポット形状を示す。

０2０5 図42および図43は干渉抑制素子327 を用いなかった場合の、検出スポットの波面

を示す。

０2０6 図44および図45は干渉抑制素子327 を用いなかった場合の、受光素子 39での

光量分布を示す。

０2０7 図46および図47は本実施形態による干渉抑制素子327 を用いた場合の、検出ス

ポットの波面を示す。

０2０8 図48および図49は本実施形態による干渉抑制素子327 を用いた場合の、受光素

子 3 9での光量分布を示す。

０2０9 まず、干渉抑制素子327 を用いなかった場合における干渉の問題を、図を参照し

ながら説明する。

０2 1０ 再生層2aからの反射光 6および再生層の手前の層2bからの反射光 7は図38の

シリンドリカルレンズ 38を透過し、受光素子 39に入射し、図4 に示すよぅな検出ス

ポット 6および 7を形成する。このとき、受光素子 39上での45度方向および

度方向の検出スポットの波面は、図42および図43に示すよぅな形になる。受光素子

3 9上ではこのふたつの波面が重なった検出スポットとなっているため、受光素子 3

9上での光量分布は図44および図45のよぅになる。

０2 11 ここで、図44および図45の最大と最小は、再生層2aと手前の層2bとの層間距離が

変ィビしたときに、受光素子 39で検出される光量の積分値が最大と最小になるときの

光量分布を表している。受光素子 39の各受光領域の一辺の大きさが OO とする

と、図44および図45の最大を表した曲線の積分値と最小を表した曲線の積分値の

差が受光量の変動になる。すなわち、再生信号である 信号の変動になる。一方、

図44の最大を表した曲線の積分値と図45の最大を表した曲線の積分値の差が受光



素子 3 9での光量最大時のフォーカスオフセット( ) となる。また図44の最小を表し

た曲線の積分値と図45の最小を表した曲線の積分値の差が受光素子 39での光量

最小時のフォーカスオフセット(2) となる。そしてこの ( ) と(2) との差がディスクの回

転等により発生するフォーカスオフセットの変動となる。

０2 12 本実施形態による干渉抑制素子327 を利用すると、この光量分布の最大と最小の

差を小さくし、干渉による光量変動を低減することが可能になる。

０2 13 本実施形態による干渉抑制素子327 は、白板による位相段差板として設けることが

できる。干渉抑制素子327 は、図39および図4０に示すよぅに再生層からの反射光

6の光束径の中心付近にシリンドリカルレンズ 38の母線の方向に傾いた楕円形状

の段差部39０をしている。

０2 14 例えば、反射光 6の干渉抑制素子327 上での光束径を ・2mmとする。このとき、

段差部39０の楕円形状の短径を m、長径を 2０mとし、段差を ・ mとする。

０2 15 このよぅな干渉抑制素子327 を透過した反射光の特性を説明する。まず、

7の波面を検討する。図4 に示す45度方向および 度方向についての反射光

6および 7の波面は、それぞれ図46および図47のよぅになる。図46および図47に

おいて、スポット半径位置０周辺の波形に段差が生じている曲線が、反射光 6の波

面に対応する。図46および図47から理解されるよぅに、干渉の影響の大きい中心部

分の波面をずらすことによって、干渉後の強度分布の変動を低減する効果が認めら

れる。

０2 16 図48および図49は、干渉抑制素子327 を用いた場合の受光素子 39での受光量

の強度分布を示す。干渉抑制素子327 を用いなかった場合の光量分布を示す図44

および図45と比べると、受光素子 39で検出される光量が最大と最小のときで中心

付近の光強度の差が小さくなっていることがわかる。この効果により、受光素子 39で

検出する光量の最大値と最小値の差が小さくなる。また、段差部39０の形状を楕円

にすることにより、受光素子 39の45度方向と 度方向での波面の差による干渉

パターンの違いによる光量変動を抑制することが可能になっている。この効果を得る

ために、楕円率は 5～4 5の範囲で設定することが望ま 、。



０2 17 干渉後の光量変動が減少するため、 信号の光量および f 号のオフセットの

発生および変動を低減した良好な信号が得られる。

０2 18 以上のよぅに、本実施形態による光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を行ぅ際に、

手前層2bからの反射光が受光素子に混入しても、再生層2aからの反射光との干渉

の発生を低減できるので、光量変動の少ない 信号より良好な再生信号と、オフセ

、ソト変動の少ない 信号により安定したサ一ボ動作が可能な光学ヘッドを提供でき

る。

０2 19 なお、本実施形態における干渉抑制素子327 の楕円形状の大きさは深さとの関係

で自由に設定可能である。また、干渉抑制素子327 は楕円形状の段差を有してレめ
としたが、図5０および図5 に示す矩形形状の段差部5００や、図52および図53に示

す菱形形状の段差部52０を設けても同様の効果が得られる。段差部5００の矩形形

状のサイズと再生層2aからの反射光 6のスポットサイズ、および、段差部52０の菱形

形状のサイズと再生層2aからの反射光 6のスポットサイズとの関係は、図5０および

図52に示すとおりである。

０22０ (実施形態9)

図33から図35を参照しながら説明したよぅに、実施形態7における偏光変換素子3

7を用いると、再生層2aおよび再生層の手前の層2bからの反射光 6および反射光

7の中心付近以外の領域は偏光方向が互いに直交するために干渉は起こらない。

しかし、中心付近は同じ偏光方向なるため干渉が起こり、受光素子 39で若干の光

量の変動が発生し得る。

０22 1 そこで本実施形態による光学ヘッドは、実施形態7および8の特徴を組み合わせる

ことによって、上述した光量の変動を防止する。本実施形態と先の実施形態7との相

違点は、干渉抑制素子の構成にある。その他の構成要素は同じであるので、同じ参

照符号を付し説明を省略する。

０222 図54は本実施形態による光学ヘッド54０の構成を示す。この光学ヘッドもまた光デ

ィスク装置に組み込まれて記録または再生を行ぅ際に利用される。光学ヘッド54０は

いる。



０223 図55は本実施形態による干渉抑制素子537 の構成を示す。干渉抑制素子537 は

、実施形態7における偏光変換素子3 7の中心付近にシリンドリカルレンズ 38の母

線の方向に傾いた楕円形状の段差部55０を有している。干渉抑制素子537 の断面

は、図4０に示される断面と同じである。

０224 本実施形態では、段差部55０によって実施形態8において説明した波面の位相の

ずれを生じさせることにより、中心付近での干渉による光量の変動を低減させることが

できる。これにより、 f 号の光量および f 号のオフセットの発生および変動をよ

り低減した良好な信号が得られる。

０225 以上のよぅに、本実施形態にかかる光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を行ぅ際に

、手前層2bからの反射光が受光素子に混入しても、干渉の発生を低減できるので、

光量変動の少ない 信号より良好な再生信号と、オフセット変動の少ない 信号

により安定したサ一ボ動作が可能な光学ヘッドを提供できる。

０226 なお、本実施形態による干渉抑制素子537 は、実施形態7および8で説明した構成

の任意の組み合わせによって実現でき、同じ効果が得られる。

０227 実施形態7から9に記載の光学ヘッドによれば、多層光ディスクの再生を行ぅ際に、

非再生層からの反射光が再生層反射光と干渉するのを防ぎ、 f 号および再生信

号に変動成分を有するオフセットが発生するのを防ぐことができる。これにより、多層

光ディスクの層間隔が狭くても安定したサ一ボ動作が可能で、良好な再生信号を得

ることができる。

０228 (実施形態 ０)

図56は本実施形態による光学ヘッド56０の構成を示す。この光学ヘッドもまた光デ

ィスク装置に組み込まれて記録または再生を行ぅ際に利用される。光学ヘッド56０の

構成要素のぅち、図 に示す光学ヘッド と同じ機能を有する構成要素には同じ参照

符号を付し、その説明は省略する。

０229 本実施形態においては、光学ヘッド56０は受光素子5 を有している。受光素子5

皿は複数の受光領域を有している。

０23０ 図57は受光素子5 の構成を示す。回折素子 ０の０次光を受光する位置に直交

する2本の分割線を境界線として配置された4分割の受光領域5 ～5 dが構成



され、回折素子 ０の土 次回折光を受光する位置には、受光領域5 a～5 dの

間の分割線に対してｱ45度方向に長い矩形形状の受光領域5 e 5 fが構成さ

れ、 f 号として、

二 (5 a 5 d) b 5 c) (5 e f) (Gは係数)

の演算を行ぅ演算回路に接続されている。

０23 1 受光領域5 e 5 fの形状は、土 次回折光の光束径よりも 心く、土 次回折

光の中央部分の光束を受光するよぅに構成される。より詳細には図58を参照しながら

後述する。

０232 本実施形態においては、通常の非点収差法による f 号検出において生じる、

複数の記録層からの反射光が干渉して出来る明暗分布の影響を低減するため、受

光領域5 e 5 fから得られる信号を信号検出演算に加えている。

０233 以上のよぅに構成された光学ヘッド56０において、多層光ディスク2から情報を再生

する際の光の経路を説明する。ただし、光源3から光ディスク2までの経路、光ディス

ク2からの反射光が偏光ビームスプリッタ4で反射されるまでの経路、および、その後

回折素子 ０に至るまでの経路は、図 で説明した経路と同じであるため、説明を省

略する。

０234 図56に示すよぅに、回折素子 ０に入射した光は回折素子 ０によって０次光および

土 次光に分岐され、それぞれの光束は受光素子5 の所定の受光領域で受光さ

れる。

０235 このとき、受光素子5 上の受光領域には光ディスク2の再生層からの反射光だけ

でなく、非再生層からの反射光も同様の経路で人射するため、受光スポットは干渉に

より明暗分布が生じる。

０236 図58は受光素子5 上の受光領域および受光スポットの関係を示す。再生層で反

射された光は、受光スポット58 82および583 を形成する。非再生層で反射され

た光は、受光スポット584 85および586 を形成する。いずれも回折素子 ０によっ
て０次光、土 次光の3つ光束に分岐されたために3つの受光スポットに分岐されてい
る。

０237 再生層および非再生層からの反射光の干渉によって、光の強度が増加または減少



している明暗部587 588および589が現れる。

０238 非再生層で反射された光の焦点位置は再生層との層間隔分だけずれているため、

非再生層で反射された光の受光スポット584 85および586は45度方向に伸びた

楕円形状になり、干渉による明暗部587 588および589も45度方向に伸びた形に

なる。

０239 また、再生層で反射された光および非再生層反射光のいずれも、光束の中心 (光

軸付近 の位相変化はⅡ、さいため、干渉による明暗部は光束の中央付近の比較的

広い領域にわたって形成される。一方、光束の外周部では干渉によって間隔が比較

的狭い干渉縞ができるが、干渉は実質的には平均ィビされるためその影響は小さい。

０24０ 本実施形態のよぅに光束を3つに分岐させると、明暗部587 588および589の明

暗は再生層と非再生層との層間隔により決定される。よって明暗部587 588および

589の明暗は一致する。

０241 このよぅな明暗分布が生じている受光スポットに対して、

二 (5 a 5 d) 一 (5 b 5 c)

で演算される通常の非点収差法による f 号を適用すると、明暗部588は5 a、5

dの領域に多く含まれるため、干渉による明暗の影響がオフセットとして残ってしま

っ。

０242 一方、本実施形態においては、受光領域5 eおよび受光領域5 fは、土 次回

折光の中央部分に現れる明暗部587 589を検出するよぅに形状および配置が調整

されている。より具体的には、受光領域5 eによって検出される明暗部587の面積

は、受光領域5 aおよび5 d上の明暗部588の合計面積 に概略対応している

。また、受光領域5 fによって検出される明暗部589の面積 、受光領域5 b

および5 c上の明暗部588の合計面積 に概略対応するよぅに構成されている。こ

れらの面積 ～の関係は、 二C である。よって受光領域5 eおよび受光

領域5 fで検出される信号の差は上記のオフセットに対応する。

０243 したがって、下記の演算を行ぅことにより、干渉によるオフセットの影響を低減した

信号が得られる。

０244 二 (5 a 5 d) b 5 c) (5 e f)



０245 この f 号のレベルおよび極性に応じて、アクチュエータ 2によって対物レンズ8

を光ディスク2に垂直な方向に(光軸方向) に移動させることにより、半導体レーザ3か

ら出射した光を所定の記録層へ集光するフォーカスサーボが実現される。

０246 以上のよぅに、本発明にかかる光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を行ぅ際に、非

再生層からの反射光が受光素子に混入し、再生層からの反射光と干渉することによ

って生じる 信号のオフセットおよびオフセットの変動を低減することができる。

０247 なお、本実施形態では、回折格子 ０によって分岐された2光束を検出し、干渉によ

るオフセットを補正するために利用した。各光束の中央部分を利用できればよいため

、その中央部分に対応する光束のみを分岐させる回折格子をもぅけてもよい。

０248 また、分岐された2光束を検出する受光素子の各受光領域の形状・配置は、上述の

例に限られない。例えば つの分岐光を検出し、干渉によるオフセットを補正する場

合には、図59に示す受光素子を利用すればよい。図59は他の例による受光領域の

形状・配置を示す。 つの分岐光は受光領域5 ～5 に入射する。このとき、受

光領域5 ～5 ｱの受光スポットの形状は、受光領域5 a～5 d上の受光ス

ポットの形状と相似または同一である。また、受光領域5 および ｱの受光ス

ポット合計面積と受光領域5 および5 上の受光スポット合計面積との比は、受

の受光スポット合計面積との比に等 、。

０249 よって下記の演算を行ぅことにより、干渉によるオフセットの影響を低減した f 号

が得られる。

０25０ 二 (5 a 5 d) b 5 c) (5 5 )

０25 1 (実施形態 )

図6０は本実施形態による光学ヘッド6００の構成を示す。この光学ヘッドもまた光デ

ィスク装置に組み込まれて記録または再生を行ぅ際に利用される。光学ヘッド6００の

構成要素のぅち、図 に示す光学ヘッド と同じ機能を有する構成要素には同じ参照

符号を付し、その説明は省略する。

０252 光学ヘッド6００は、ホログラム素子6０9および受光素子6 ０を有する。

０253 ホログラム素子6０9は、光軸に対して偏心したレンズ効果を有しており、土 次光の



いずれかに対し、凸レンズまたは凹レンズの作用をするよぅに設定されている。

０254 図6 は受光素子6 ０の構成を示す。受光素子6 ０は複数の受光領域6 ０a～6

fを有する。受光領域6 ０a～6 ０fは、それぞれホログラム素子39の土 次回折光

を受光する位置に配置される。

０255 受光領域6 ０a～6 ０fは、下記演算によって f 号を生成する演算回路 (図示

せず) に接続されている。

０256 二 (6 ０a 6 ０c 6 ０e ０b 6 ０d 6 ０f

０257 以上のよぅに構成された光学ヘッド6００において、多層光ディスク2から情報を再生

する際の光の経路を説明する。ただし、光源3から光ディスク2までの経路、および、

光ディスク2からの反射光が偏光ビームスプリッタ4で反射される経路までは、図 で

説明した経路と同じであるため、説明を省略する。

０258 図6０に示すよぅに、光ディスク2からの反射光は偏光ビームスプリッタ4で反射し、ホ

ログラム素子6０9に入射する。ホログラム素子39は、人射した光を土 次光に分岐す

る。ホログラム素子6０9によって分岐された光の一方は、受光素子6 ０の手前側で

焦点を結び、他方は受光素子6 ０の奥側で焦点を結ぶよぅなレンズ効果が与えられ

る。それぞれの光は受光素子6 ０の所定の受光領域で受光される。

０259 このとき、受光素子6 ０上の受光領域には光ディスク2の再生層からの反射光だけ

でなく、非再生層からの反射光も同じ光路を経て人射するため、受光スポットは干渉

により明暗分布が生じる。

０26０ 図62は受光素子6 ０上の受光領域および受光スポットの関係を示す。再生層で反

射された光は、受光スポット62 および622 を形成する。受光スポット62 を形成する

光束は受光素子6 ０の手前側で焦点を結び、受光スポット622 を形成する光束は受

光素子6 ０の奥側で焦点を結ぶ。

０26 1 非再生層 (光ディスク表面から見て再生層より手前の層)で反射された光は、受光ス

ポット623 および624 を形成する。受光スポット623 および624 の大きさが異なる理由

は、ホログラム素子39のレンズ効果のためである。

０262 再生層および非再生層からの反射光の干渉によって、光の強度が増加または減少

している明暗部625 および626 が現れる。



０263 実施形態 ０と同様、再生層で反射された光および非再生層反射光のいずれも、光

束の中心 (光軸付近)の位相変化は 、さいため、干渉による明暗部は光束の中央付

近の比較的広い領域にわたって形成される。一方、光束の外周部では干渉によって

間隔が比較的狭い干渉縞ができる。

０264 また、明暗部625 および626 の明暗は再生層と非再生層との層間隔により決定され

る。よって明暗部625 および626 の明暗は一致する。

０265 本実施形態では、いわゆるスポットサイズ検出法 (SS 法) により f 号を検出す

る。このとき、3分割受光領域の中央の受光領域の幅 を、再生層に焦点が合ってい
る時の受光スポット62 622 の光束径の ・25倍以上かつ ・6倍以下となるよぅに

構成する。

０266 この条件を検出光学系の倍率 、S字間隔d、対物レンズの開口数 を用いて表

すと

・25く (2 ・d・０) く ・6 となる。

０267 このよぅな明暗分布が生じている受光スポットに対して、以下の式によって f 号

を求めると、 信号に生じるオフセットを低減することができる。

０268 二 (6 ０a 6 ０c 6 ０e ) ０b 6 ０d 6 ０f)

０269 オフセットを低減できる理由は、明暗部625 26の大部分は、それぞれ3分割され

た受光領域のぅち、中央の受光領域6 ０bおよび6 ０eに含まれるため、上記の演算

によって明暗分布の影響を相殺できるためである。

０27０ この f 号のレベルおよび極性に応じて、アクチュエータ 2によって対物レンズ8

を光ディスク2に垂直な方向に(光軸方向) に移動させることにより、半導体レーザ3か

ら出射した光を所定の記録層へ集光するフォーカスサーボが実現される。

０27 1 以上のよぅに、本発明にかかる光学ヘッドは、多層光ディスクの再生を行ぅ際に、非

再生層からの反射光が受光素子に混入し、再生層からの反射光と干渉することによ

って生じる 信号のオフセットおよびオフセットの変動を低減することができる。

０272 なお干渉の影響は、上述した3分割受光領域の中央の受光領域6 ０bおよび6 ０

eの短辺方向の幅を広くするほど、除去される。しかし、その幅を大きくしすぎると、

信号のS字曲線の振幅が小さくなる。よって幅 は、2 ・d・ の約０・4倍程度が適



正である。

０273 一方で、上述の幅を狭くすると、明暗部625および626は中央受光領域6 ０b 6

Oeの領域からはみ出して、それぞれ隣接する受光領域6 ０aおよび6 ０cと、受光領

域6 ０dおよび6 ０fとに入る。しかし、はみ出した部分の光の影響は上述の式に含

まれる減算によって影響を相殺される。よって幅 が2 ・d・ の約０・25倍程度で

あれば、干渉の影響の少ない 信号を得ることができる。

０274 なお、3分割受光領域の中央受光領域の幅が比較的狭い場合には、下記の演算

を行ぅことにより、オフセット変動の低減効果を高めることができる。なおゲインGは適

当に設定すればよい。

０275 二 (6 ０a 6 ０c) ０d 6 ０f) (6 ０b ０e) (Gは係数)

０276 実施形態 ０および皿に記載の光学ヘッドによれば、多層光ディスクの再生を行ぅ

際に、非再生層からの反射光が再生層反射光と干渉するのを防ぎ、 f 号のオフ

セットおよびオフセットの変動を低減することができる。これにより、層間隔を狭くして

球面収差量を低減した多層光ディスクにおいても、 f 号のS字間隔を比較的余裕

をもって確保できるため、安定したサ一ボ動作が可能となる。

０277 上述の種々の実施形態においては、種々の偏光方向を有する偏光変換素子を説

明した。これらの偏光変換素子は、偏光方向を規則的な方向 (たとえば45度や9０度

など) に変換するものと、不規則な方向に変換するものとに大別される。それぞれの

製造方法は種々考えられる。

０278 偏光方向を規則的に変換する偏光変換素子の製造方法は、たとえば以下の3とお
り考えられる。第 は、人工結品を結品軸の方向と水平な面で切り出し、偏光方向の

数に応じた数の偏光板を作製し、それらを領域ごとに結品軸が所望の方向を向くよぅ

に張り合わせる方法である。第2は、基板上に液品と末硬ィビの硬ィヒ，注ィロ合物との混

合物を載せ、領域ごとにラビングを行って、液品の配向方向を揃えた後、硬ィヒ，注ィロ合

物を硬ィビさせる方法である。第3は、基板上に高精細の格子パターンを形成し、高屈

折率の薄膜と低屈折率の薄膜とをスパッタリングによって交互に積層させる方法であ

る。

０279 一方、偏光方向を規則的に変換する偏光変換素子の製造方法は、たとえば以下



の2とおり考えられる。第 は、基板上に液品と末硬ィビの硬ィヒ性ィロ合物との混合物を

載せ、不規則にラビングを行って、硬ィヒ性ィロ合物を硬ィビさせる方法である。第2は、

ガラス基板間に狭持された液品と末硬ィビの硬ィヒ性ィロ合物との混合物にガラス基板の

両側または片側から電圧を印加し、液品分子の配向方向を所望の偏光特性を有す

る状態にした後、硬ィヒ，注ィロ合物を硬ィビさせる方法である。

０28０ 上述の製造方法によれば、各実施形態において言及した偏光変換素子を製造す

ることが可能である。

０28 1 上述の各実施形態において説明した光学ヘッドは、光ディスク装置に組み込まれる

として説明した。そこで、図67を参照しながら、そのよぅな光学ヘッドを備える光ディス

クの概略構成を説明する。

０282 図67は、本発明による光ディスク装置の概略構成を示している。この光ディスク装

置は、実施形態 から凹までのいずれかの光学ヘッド67０、光ディスク2を回転させ

るディスクモータ672 、および各種の信号処理を行ぅ部分を備えている。

０283 図 に示す構成例では、光学ヘッド67０の出力がフロントェンド信号処理部676 を

介してェンコーダ デコーダ678 に送られる。ェンコーダ デコーダ678 は、データ

読み出し時、光学ヘッド67０によって得られる信号に基づいて光ディスク2に記録さ

れているデータを復号する。データ書き込み時、ェンコーダ デコーダ678 はユーザ

データを符号ィビし、光デイスク2に書き込むべき信号を生成し、光学ヘッド67０に送

出する。

０284 フロントェンド信号処理部676 は、光学ヘッド67０の出力に基づいて再生信号を生

成する一方、フオ一ヵス誤差信号 やトラッキング誤差信号 を生成する。フオ一

ヵス誤差信号 やトラッキング誤差信号 は、サ一ボ制御部68０に送出される。サ

一ボ制御部68０は、ドライバアン 674 を介してディスクモータ672 を制御する一方、

光学ヘッド67０内のアクチュエータを介して対物レンズの位置を制御する。具体的に

は、サ一ボ制御部68０は、フオ一ヵス誤差信号 に基づいて対物レンズの位置を光

ディスク2の情報記録層に垂直な方向に制御する。その結果、光の焦点が継続して

再生対象または記録対象の情報記録層上に位置する。またサ一ボ制御部68０は、ト

ラッキング誤差信号 に基づいて対物レンズの位置を光ディスク2の半径方向に制



御する。その結果、光の焦点が継続して再生対象または記録対象の情報記録層のト

ラックに追従する。ェンコーダ デコーダ678 およびサ一ボ制御部6 8０などの構成要

素は、C P 679によって制御される。なお、本発明による光ディスク装置は、図6 7 に

示す構成を有するものに限定されない。

産業上の利用可能，性

本発明にかかる光学ヘッドは、多層の光記録媒体から情報の再生を〒ぅ際に、非

再生層からの反射光が受光素子に混入し干渉することにより生じるフォーカスエラー

信号のオフセットを低減することができる。これにより、光記録媒体の情報記録層の間

隔が狭くても安定したサ一ボ動作が可能な装置を提供できる。



請求の範囲

第 記録層および第2記録層を含む複数の記録層を備えた光ディスクに対して、記

録および再生の少なくとも一方を〒ぅ光学ヘッドであって、

光源と、

前記光源からの光を前記第 記録層および前記第2記録層のいずれか一方に集

光する第 光学系と、

前記光が前記第 記録層に集光されているときに、前記第 記録層で反射された反

射光および前記第2記録層で反射された迷光を受けて透過する第2光学系と、

複数の受光領域を有する受光素子であって、各受光領域は、前記第2光学系を介

して人射した光の光量に応じた信号を出カする受光素子と、

前記複数の受光領域のぅちの第 受光領域群から出力される第 信号群の和およ

び第2受光領域群から出力される第2信号群の和を差動演算してフオ一ヵスエラー

信号を生成する演算部と

を有し、前記第2光学系に入射した前記反射光および前記迷光は互いに干渉して

おり、第 受光領域群および前記第2受光領域群は、干渉によって生じる光量の変

動の影響を均等に含むよぅに配置されている、光学ヘッド。

2 前記第2光学系は非点収差素子を有しており、

前記非点収差素子は、前記反射光および前記迷光に対して、前記受光素子の受

光面上の所定の方向に非点収差を与え、

前記複数の受光領域は前記所定の方向に関して非対称に配置されており、

前記第 受光領域群は前記所定の方向に配置された少なくとも2つの受光領域に

よって構成され、前記第2受光領域群は前記所定の方向と直角な方向に配置された

少なくとも2つの受光領域によって構成されている、請求項 に記載の光学ヘッド。

3 前記第2光学系は偏光変換素子を有しており、

前記偏光変換素子は、前記反射光および前記迷光が透過する複数の領域を有し

ており、互いに隣接する2つの領域は、透過する光を異なる偏光方向に変換する光

学的特性を有する、請求項 に記載の光学ヘッド。

4 前記第2光学系はさらに非点収差素子を有しており、



前記非点収差素子は、前記反射光および前記迷光に対して、前記受光素子の受

光面上の所定の方向に非点収差を与え、

前記複数の領域は、前記所定の方向に関して対称な複数の分割線を有するよぅに

配置されている、請求項3に記載の光学ヘッド。

5 前記複数の分割線の各々は光軸と交わるよぅに構成されている、請求項4に記載の

光学ヘッド。

6 前記複数の領域は、透過する光の偏光方向が互いに直交する少なくとも2つの領

域と、前記少なくとも2つの領域に挟まれた領域とを含んでおり、前記挟まれた領域

は透過する光の偏光方向を連続的に変ィビさせるよぅに構成されている、請求項4に

記載の光学ヘッド。

7 前記互いに隣接する2つの領域は、光軸を中心とした円環状に配置されている、請

求項3に記載の光学ヘッド。

8 前記複数の領域は、透過する光を任意の偏光方向に変換する光学的特性を有す

る、請求項3に記載の光学ヘッド。

9 前記第2光学系は干渉抑制素子を有しており、

前記干渉抑制素子は、前記反射光および前記迷光の光軸を含む中心部分を透過

する第 光路と、前記中心部分の外側の周辺部分を透過する第2光路とを有しており

、前記第 光路の光路長と前記第2光路の光路長とが異なる、請求項 に記載の光

学ヘッド。

０ 前記干渉抑制素子は、前記反射光および前記迷光が人射する面に光学的な段差

を有しており、前記段差に起因して前記第 光路の光路長と前記第2光路の光路長

とが異なる、請求項9に記載の光学ヘッド。

前記第2光学系は光分岐素子を有しており、

前記光分岐素子は、前記反射光および前記迷光の光軸を含む中心部分を少なく

とも2つの光束に分岐し、

前記第 受光領域群および前記第2受光領域群は、前記少なくとも2つの光束のそ

れぞれを受光して、前記第 信号群および前記第2信号群をそれぞれ出カする、請

求項 に記載の光学ヘッド。



2 請求項 から皿のいずれかに記載の光学ヘッドと、

光ディスクを回転させるモータと、

前記光学ヘッドおよび前記モータを制御する制御部と

を備え、前記制御部は、前記光学ヘッドから出力される前記フオ一ヵスエラー信号

に基づいて、前記光が継続して前記光ディスクの第 記録層に集光されるよぅに前記

光学ヘッドを制御する、光ディスク装置。
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