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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３９０ｎｍ～４２０ｎｍの第１の波長を有する第１の光ビームを放射する第１の光源と
、
　前記第１の光源から放射された前記第１の光ビームを第１の光ディスクに導く第１の光
学系と、
　前記第１の波長とは異なる第２の波長を有する第２の光ビームを放射する第２の光源と
、
　前記第２の光源から放射された前記第２の光ビームを、前記第１の光ディスクとは記録
密度の異なる第２の光ディスクに導く第２の光学系と、
　前記第１の光学系から漏出する前記第１の波長を有する不要な光ビームが、前記第２の
光学系を構成する光学部品に照射されるのを遮る位置に配置され、前記第１の波長を有す
る第１の光ビームを遮光する遮光部とを備え、
　前記第１の光学系は、前記第１の光源から放射された前記第１の光ビームを、前記第１
の光ディスクの記録面に略垂直になるよう折り曲げる第１の立ち上げミラーを含み、
　前記第２の光学系は、前記第２の光源から放射された前記第２の光ビームを、前記第２
の光ディスクの記録面に略垂直になるよう折り曲げる第２の立ち上げミラーを含み、
　前記第１の立ち上げミラーに前記第１の光源側から入射する第１の光ビームの光軸と、
前記第２の立ち上げミラーに前記第２の光源側から入射する第２の光ビームの光軸とが、
略平行であり、
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　前記第１の光源と前記第２の光源とは、前記第１の立ち上げミラーに入射する第１の光
ビームと前記第２の立ち上げミラーに入射する第２の光ビームとが互いに対向するように
配置され、
　前記第１の立ち上げミラーと前記第２の立ち上げミラーとは、前記第１の光ディスク及
び前記第２の光ディスクの半径方向に垂直な方向に並んで配置され、
　前記遮光部は、前記第１の立ち上げミラーの前記第１の光ビームの折り曲げ面に配置さ
れ、前記第１の波長を有する第１の光ビームを遮光するフィルタを含み、
　前記フィルタは、前記第１の波長を有する第１の光ビームの透過率が５％以下であるこ
とを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項２】
　前記第２の光学系は、樹脂材料で形成された少なくとも１つ以上の光学部品を有するこ
とを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の光ピックアップ装置と、
　光ディスクを回転するモータと、
　前記光ピックアップ装置から得られる信号を受け、前記信号に基づいて、フォーカス制
御、トラッキング制御、情報再生制御及び前記モータの回転制御を行う制御部とを備える
ことを特徴とする光情報装置。
【請求項４】
　請求項３記載の光情報装置と、
　情報を入力するための入力部と、
　前記入力部から入力された情報及び前記光情報装置から再生された情報に基づいて演算
を行う演算装置と、
　前記入力部から入力された情報、前記光情報装置から再生された情報、及び前記演算装
置によって演算された結果を出力する出力部とを備えることを特徴とするコンピュータ。
【請求項５】
　請求項３記載の光情報装置と、
　前記光情報装置から得られる情報信号を画像に変換するデコーダとを備えることを特徴
とする光ディスクプレーヤ。
【請求項６】
　請求項３記載の光情報装置と、
　前記光情報装置から得られる情報信号を画像に変換するデコーダとを備えることを特徴
とするカーナビゲーションシステム。
【請求項７】
　請求項３記載の光情報装置と、
　画像情報を前記光情報装置によって記録する情報に変換するエンコーダとを備えること
を特徴とする光ディスクレコーダ。
【請求項８】
　請求項３記載の光情報装置と、
　前記光情報装置によって記録又は再生される情報の入出力を外部と行う入出力部とを備
えることを特徴とする光ディスクサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクに情報を記録する及び／又は光ディスクから情報を再生する光ピ
ックアップ装置、光情報装置、コンピュータ、光ディスクプレーヤ、カーナビゲーション
システム、光ディスクレコーダ及び光ディスクサーバに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタルオーディオや画像、動画、コンピュータ等で作成された文書ファイルやデー
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タファイルを記録、保存するための記録媒体は多種多様だが、その一つに光ディスクがあ
る。中でもＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）は従来のＣＤ（Ｃ
ｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）と比較して高密度かつ大容量であり、録画機の分野においても
、ＶＴＲ（Ｖｉｄｅｏ　Ｔａｐｅ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）に替わる記録媒体として普及して
きている。さらに近年、青色半導体レーザを用い、記録密度をより一層高めた次世代の光
ディスクの開発が各所で進められており、早期の普及が待たれている。
【０００３】
　光ディスクを大容量にするためには、光ディスクに情報を記録する際および光ディスク
に記録された情報を再生する際に光ディスクに照射される光が形成する光スポットを小さ
くすることにより、情報の記録密度を高くする必要がある。光源のレーザ光を短波長にし
、かつ、対物レンズの開口数（ＮＡ）を大きくすることによって、光スポットを小さくす
ることができる。ＤＶＤでは、波長が６６０ｎｍの光源と、開口数（ＮＡ）が０．６の対
物レンズとが使用されている。例えば、波長が４０５ｎｍの青色レーザと、ＮＡが０．８
５の対物レンズとを使用することによって、現在のＤＶＤの記録密度の５倍の記録密度が
達成される。また、これらの光ディスクにおいて、データの記録・再生を行うためには光
情報装置が必要である。
【０００４】
　ところで、青色レーザによる短波長のレーザを用いて高密度の記録再生を実現する光情
報装置において、既存の光ディスクとの互換機能を備えることにより、さらに装置として
の有用性を高め、コストパフォーマンスを向上することが可能となる。この場合、対物レ
ンズの開口数を０．８５と高めつつ、作動距離をＤＶＤやＣＤ用の対物レンズのように長
くすることは困難である。そのため、高密度の記録再生が可能な互換型光情報装置では、
ＣＤまたはＤＶＤを記録再生するのに使われる少なくとも一枚の対物レンズと、これより
高開口数を有する高密度記録用の対物レンズとを別途に備えることが望ましい。
【０００５】
　第１の従来技術に係る光ピックアップ装置は、記録密度が相異なる複数の光ディスクに
対して記録再生が可能な互換型光情報装置を実現するために、複数の対物レンズを可動部
に搭載している（例えば、特許文献１参照）。図１９は、第１の従来技術に係る光ピック
アップ装置の構成を示す図である。
【０００６】
　第１の光源６１から放射された第１の光ビームは、コリメートレンズ６２によって略平
行光に変換され、ハーフミラー６３によって光軸が折り曲げられ、立ち上げミラー６４に
よって光軸が記録密度の高い第１の光ディスク（不図示）に対して直角の方向に折り曲げ
られる。第１の対物レンズ６５は第１の光ビームを第１の光ディスクの記録面上に収束さ
せる。同様に、第２の光源７１から放射された第２の光ビームは、コリメートレンズ７２
によって略平行光に変換され、ビームスプリッタ７３によって光軸が折り曲げられ、立ち
上げミラー６４によって光軸が第１の光ディスクより記録密度の低い第２の光ディスク（
不図示）に対して直角の方向に折り曲げられる。第２の対物レンズ７５は第２の光ビーム
を第２の光ディスクの記録面上に収束させる。
【０００７】
　このように、第１の従来技術に係る光ピックアップ装置は、第１の光源６１から出射さ
れる第１の光ビームを第１の光ディスクの情報記録面上に集光させる第１の対物レンズ６
５と、第２の光源７１から出射される第２の光ビームを第２の光ディスクの情報記録面上
に集光させる第２の対物レンズ７５との少なくとも２つの対物レンズを備えると共に、第
１の光ビームを反射して第１の対物レンズ６５に入射させる反射面と、第２の光ビームを
反射して第２の対物レンズ７５に入射させる反射面との少なくとも２つの反射面を有する
立ち上げミラーを備える。これにより、記録密度が相異なる複数の光ディスクに対して記
録再生が可能な互換型光ピックアップ装置を実現している。
【０００８】
　また、第２の従来技術に係る青色半導体レーザを用いた光ピックアップ装置において、
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樹脂製の光学部品や、透光性材料を紫外線硬化型の接着剤などで接合した光学素子が用い
られる。この場合、青色レーザ光の照射により、光学部品の透過率が劣化したり、材料の
組成に影響を及ぼし光学素子が損傷したりするなどの課題があり、材料の青色耐光性を向
上させるために、様々な検討がなされている（例えば、特許文献２及び特許文献３参照）
。
【０００９】
　また、第３の従来技術に係る光ピックアップ装置は、レーザ光を遮断する遮光手段を備
えている（例えば、特許文献４参照）。図２０は、第３の従来技術に係る光ピックアップ
装置の構成を示す図である。図２０において、遮光板８０は、第１の光学ユニット８１と
第２の光学ユニット８２の中で発生する迷光が、それぞれ他方にノイズとして飛び込むこ
とを防止し、レーザ光の相互干渉が起こらないようにしている。
【特許文献１】特開２００５－２９３６８６号公報
【特許文献２】特開２００５－１４１０１６号公報
【特許文献３】特開２００５－３０６８９６号公報
【特許文献４】特開２００２－２０８１７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、第１の従来技術のように、記録密度が相異なる複数の光ディスクに対し
て記録再生が可能な互換型光ピックアップ装置を実現するために、複数の光源が１つの光
ピックアップ装置に搭載される。そして、複数の光源の１つとして青色半導体レーザを使
用する場合、青色半導体レーザから出射する光ビームが通過する可能性のある素子全てに
第２の従来技術のような青色耐光性の高い素子を使用しなければならなくなる。第１の従
来技術の光ピックアップ装置の光学構成は、青色半導体レーザを光源に持つ光学系と、赤
色及び赤外波長域の半導体レーザを光源に持つ光学系とが、少なくとも２つの反射面を持
つ立ち上げミラー６４に対向して配置され、夫々の光束が立ち上げミラー６４に入射する
構成となっている。
【００１１】
　図２１（Ａ）及び（Ｂ）は、従来の光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側面から見
た図である。このような構成の場合、例えば図２１（Ａ）に示すように、立ち上げミラー
６４の反射面６４ａを一部透過した青色光ビーム（漏出光６７）は、立ち上げミラー６４
の内面で再度反射するなどして、他の反射面６４ｂを透過して赤／赤外用の光学系に漏出
する。また、例えば図２１（Ｂ）に示すように、立ち上げミラー６４の頂辺６４ｔ付近に
青色光ビームが照射されると、その青色光ビームは散乱を起こし散乱光６８が、赤／赤外
用の対物レンズ７５に照射される。
【００１２】
　このような現象により、赤色や赤外波長域の半導体レーザ用の光学部品として樹脂製の
部品を使用すると、一般的には青色耐光性を持たない素子を使用しているため、素子の損
傷や透過率低下、波面収差の劣化といった問題を引き起こし、光ピックアップ装置の記録
再生性能を低下させてしまうという課題があった。また、光学素子の損傷や性能劣化を低
減させるため、青色光ビームの出射光量を制限することで、赤／赤外用の光学部品を通過
する青色光ビームの光量を低下させることも可能である。しかしながら、この場合、多層
ディスクへの記録再生や高速での記録再生を行うための十分な青色光ビームの光量が確保
できず、記録再生品質が低下するという課題があった。
【００１３】
　また、第３の従来技術は、レーザ光の相互干渉によって発生するノイズを考慮した構成
であるが、遮光板８０は２つの立ち上げミラーの間にのみ設けられ、その高さも立ち上げ
ミラーの高さまでで十分であるとしている。しかしながら、光ピックアップ装置内で発生
する迷光はこの限りではなく、例えば立ち上げミラーの一辺で散乱させられた散乱光が、
立ち上げミラーによって光軸を底面に略垂直に曲げられた後の光路中の部品に対しても、
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他の光学系（光学ユニット）からの迷光として侵入する可能性があるという課題があった
。
【００１４】
　また、第３の従来技術の遮光板８０は、特定の波長に対して設けられた遮光板ではなく
、赤色光や赤外光の波長以外に青紫色光のような短波長の光を扱う場合について考慮され
ていない。遮光板８０が青紫色光のような短波長の光を透過してしまう構成の場合は、い
ずれかの光学部品が青紫色光に露光され、波面収差の劣化や透過率の低下を起こしてしま
うという課題があった。
【００１５】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、第２の光学系を構成する光学
部品の損傷や性能劣化を防止することができ、記録再生性能の劣化を低減することができ
る光ピックアップ装置、光情報装置、コンピュータ、光ディスクプレーヤ、カーナビゲー
ションシステム、光ディスクレコーダ及び光ディスクサーバを提供することを目的とする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の一局面に係る光ピックアップ装置は、第１の波長を有する第１の光ビームを放
射する第１の光源と、前記第１の光源から放射された前記第１の光ビームを第１の光ディ
スクに導く第１の光学系と、前記第１の波長とは異なる第２の波長を有する第２の光ビー
ムを放射する第２の光源と、前記第２の光源から放射された前記第２の光ビームを、前記
第１の光ディスクとは記録密度の異なる第２の光ディスクに導く第２の光学系と、前記第
１の光学系から漏出する前記第１の波長を有する不要な光ビームが、前記第２の光学系を
構成する光学部品に照射されるのを遮る位置に配置され、前記第１の波長を有する第１の
光ビームを遮光する遮光部とを備え、前記第１の光学系は、前記第１の光源から放射され
た前記第１の光ビームを、前記第１の光ディスクの記録面に略垂直になるよう折り曲げる
第１の立ち上げミラーを含み、前記第２の光学系は、前記第２の光源から放射された前記
第２の光ビームを、前記第２の光ディスクの記録面に略垂直になるよう折り曲げる第２の
立ち上げミラーを含み、前記第１の立ち上げミラーに前記第１の光源側から入射する第１
の光ビームの光軸と、前記第２の立ち上げミラーに前記第２の光源側から入射する第２の
光ビームの光軸とが、略平行であり、前記第１の光源と前記第２の光源とは、前記第１の
立ち上げミラーに入射する第１の光ビームと前記第２の立ち上げミラーに入射する第２の
光ビームとが互いに対向するように配置され、前記第１の立ち上げミラーと前記第２の立
ち上げミラーとは、前記第１の光ディスク及び前記第２の光ディスクの半径方向に垂直な
方向に並んで配置され、前記遮光部は、前記第１の立ち上げミラーの前記第１の光ビーム
の折り曲げ面に配置され、前記第１の波長を有する第１の光ビームを遮光するフィルタを
含み、前記フィルタは、前記第１の波長を有する第１の光ビームの透過率が５％以下であ
る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、第１の波長を有する第１の光ビームが第２の光学系を構成する光学部
品に照射されないので、第２の光学系を構成する光学部品の損傷や性能劣化を防止するこ
とができ、光ピックアップ装置の記録再生性能の劣化を低減することができる。
【００１８】
　本発明の目的、特徴及び利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。尚、以下の実
施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のも
のではない。
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【００２０】
　図１は、本発明の実施の形態における光ピックアップ装置の概念図である。本発明の意
図する光ピックアップ装置１００は、少なくとも波長λ１（例えば、４２０ｎｍ以下）の
光を光ディスクに導く第１の光学系１０１と、少なくとも波長λ２の光を光ディスクに導
く第２の光学系１０２と、波長λ１の光を遮光するフィルタ１０４とを備える。フィルタ
１０４は、第１の光学系１０１内、第２の光学系１０２内、又はいずれの光学系内にも属
さない位置に配置されている。波長λ１の光束が第１の光学系１０１を通過する際に光デ
ィスクに対して情報を記録または再生するための主光路を外れた光、すなわち、いずれも
波長λ１である漏出光、不要光又は散乱光が、フィルタ１０４によって、波長λ１の光束
が通過する必要のない第２の光学系１０２内に入射されることを防ぐ。
【００２１】
　（実施の形態１）
　図２（Ａ）は、実施の形態１の参考例における光ピックアップ装置の具体的な構成の一
例を示す図である。
【００２２】
　図２（Ａ）において、光ピックアップ装置は、第１のレーザ光源１、ビーム整形素子２
、ビームスプリッタ３、コリメートレンズ４、第１の立ち上げミラー５、第１の対物レン
ズ６、１／４波長板８、第１の光検出器１０、ＤＶＤ集積ユニット１１、ＣＤ集積ユニッ
ト１２、波長選択性ミラー１３、コリメートレンズ１４、第２の立ち上げミラー１５、第
２の対物レンズ１６及びフィルタ２０を備える。
【００２３】
　なお、第１の光学系１７は、ビーム整形素子２、ビームスプリッタ３、コリメートレン
ズ４、第１の立ち上げミラー５、第１の対物レンズ６及び１／４波長板８で構成される。
第２の光学系１８は、波長選択性ミラー１３、コリメートレンズ１４、第２の立ち上げミ
ラー１５及び第２の対物レンズ１６で構成される。
【００２４】
　第１のレーザ光源１は、第１の波長λ１（３９０ｎｍ～４２０ｎｍ：代表として４０５
ｎｍとする）の第１のレーザ光を出射する。ビーム整形素子２は、第１のレーザ光の遠視
野像の整形を行う。ビームスプリッタ３は、光路を分割する。コリメートレンズ４は、第
１のレーザ光を発散光から平行光に変換する。第１の立ち上げミラー５は、光ディスク（
例えば、Ｂｌｕ－ｒａｙディスク）に向けて第１のレーザ光の光軸を折り曲げる。第１の
対物レンズ（光学レンズ）６は、第１のレーザ光を光ディスク上に集光する。１／４波長
板８は、直線偏光を円偏光に変換する。第１の光検出器１０は、光ディスクで反射された
光を受光し、光量に対応した電気信号に変換する。
【００２５】
　第１のレーザ光源１は、好ましくは半導体レーザ光源とすることにより、光ピックアッ
プ装置及びこれを用いた光情報装置を小型化、軽量化及び低消費電力化することができる
。
【００２６】
　光ディスクに記録再生を行う場合、第１のレーザ光源１から出射した第１の波長λ１の
青色光ビームは、ビーム整形素子２によって整形され、ビームスプリッタ３で反射され、
コリメートレンズ４によって略平行光に変換される。略平行光に変換された青色光ビーム
は、第１の立ち上げミラー５によって光軸が略垂直に折り曲げられ、１／４波長板８によ
って直線偏光から円偏光に変換される。円偏光に変換された青色光ビームは、屈折型の第
１の対物レンズ６によって光ディスクの厚さ０．１ｍｍの基材を通して情報記録面に集光
される。
【００２７】
　情報記録面で反射した青色光ビームは、元の光路を逆にたどって（復路）、１／４波長
板８によって初期とは直角方向に異なる直線偏光に変換され、第１の立ち上げミラー５に
よって光軸が略垂直に折り曲げられ、コリメートレンズ４によって焦点距離が伸ばされる
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。焦点距離が伸ばされた青色光ビームは、ビームスプリッタ３を透過するとともに反射し
、第１の光検出器１０に入射する。第１の光検出器１０の出力が演算されることによって
、焦点制御やトラッキング制御に用いるサーボ信号及び情報信号が得られる。上記のよう
に、ビームスプリッタ３は、第１の波長λ１の光ビームに関して、一方向の直線偏光を全
反射し、それと直角方向の直線偏光を全透過する偏光分離膜を持った光路分岐素子である
。
【００２８】
　また、図２（Ａ）において、ＤＶＤ集積ユニット１１は、第２のレーザ光源１１ａと第
２の光検出器１１ｂとを備える。第２のレーザ光源１１ａは、第２の波長λ２（６４０～
６７０ｎｍ：代表として６５０ｎｍとする）の第２のレーザ光を出射する。第２の光検出
器１１ｂは、光ディスク（ＤＶＤ）で反射された光を受光し、光量に対応した電気信号に
変換する。
【００２９】
　ＣＤ集積ユニット１２は、第３のレーザ光源１２ａと第３の光検出器１２ｂとを備える
。第３のレーザ光源１２ａは、第３の波長λ３（７７０～８００ｎｍ：代表として７９０
ｎｍとする）の第３のレーザ光を出射する。第３の光検出器１２ｂは、光ディスク（ＣＤ
）で反射された光を受光し、光量に対応した電気信号に変換する。
【００３０】
　波長選択性ミラー１３は、第２の波長λ２の光ビームを反射させるとともに、第３の波
長λ３の光ビームを透過させる。コリメートレンズ１４は、第２のレーザ光及び第３のレ
ーザ光を発散光から平行光に変換する。第２の立ち上げミラー１５は、光ディスクに向け
て第２のレーザ光及び第３のレーザ光の光軸を折り曲げる。
【００３１】
　第２の対物レンズ１６は、ＤＶＤとＣＤの両光ディスクに対応しており、第２のレーザ
光及び第３のレーザ光を光ディスク上に集光する。第２の波長λ２の第２のレーザ光は、
基材厚みｔ２が０．６ｍｍであり、第２の波長λ２の光ビームによって記録再生される光
ディスクに照射される。また、第３の波長λ３の第３のレーザ光は、基材厚みｔ３が１．
２ｍｍであり、第３の波長λ３の光ビームによって記録再生される光ディスクに照射され
る。
【００３２】
　光ディスク（ＤＶＤ）に記録再生を行う場合、第２のレーザ光源１１ａから出射した第
２の波長λ２の赤色光ビームは、波長選択性ミラー１３で反射され、コリメートレンズ４
によって略平行光に変換される。略平行光に変換された赤色光ビームは、第２の立ち上げ
ミラー１５によって光軸が略垂直に折り曲げられ、第２の対物レンズ１６によってＤＶＤ
の厚さ０．６ｍｍの基材を通して情報記録面に集光される。
【００３３】
　情報記録面で反射した赤色光ビームは、元の光路を逆にたどって（復路）、第２の立ち
上げミラー１５によって光軸が略垂直に折り曲げられ、コリメートレンズ１４によって焦
点距離が伸ばされる。焦点距離が伸ばされた赤色光ビームは、波長選択性ミラー１３を反
射し、第２の光検出器１１ｂに入射する。第２の光検出器１１ｂの出力が演算されること
によって、焦点制御やトラッキング制御に用いるサーボ信号及び情報信号が得られる。
【００３４】
　また、光ディスク（ＣＤ）に記録再生を行う場合、第３のレーザ光源１２ａから出射し
た第３の波長λ３の赤外光ビームは、波長選択性ミラー１３を透過し、コリメートレンズ
４によって略平行光に変換される。略平行光に変換された赤外光ビームは、第２の立ち上
げミラー１５によって光軸が略垂直に折り曲げられ、第２の対物レンズ１６によってＣＤ
の厚さ１．２ｍｍの基材を通して情報記録面に集光される。
【００３５】
　情報記録面で反射した赤外光ビームは、元の光路を逆にたどって（復路）、第２の立ち
上げミラー１５によって光軸が略垂直に折り曲げられ、コリメートレンズ１４によって焦
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点距離が伸ばされる。焦点距離が伸ばされた赤外光ビームは、波長選択性ミラー１３を透
過し、第３の光検出器１２ｂに入射する。第３の光検出器１２ｂの出力が演算されること
によって、焦点制御やトラッキング制御に用いるサーボ信号及び情報信号が得られる。
【００３６】
　なお、第１の立ち上げミラー５に第１のレーザ光源１側から入射する第１の光ビームの
光軸と、第２の立ち上げミラー１５に第２のレーザ光源１１ａ又は第３のレーザ光源１２
ａ側から入射する第２の光ビーム又は第３の光ビームの光軸とは略平行である。また、第
１のレーザ光源１と第２のレーザ光源１１又は第３のレーザ光源１２とは互いに対向する
位置に配置され、第１の立ち上げミラー５と第２の立ち上げミラー１５とは、光ディスク
の半径方向に垂直な方向に並んで配置されている。さらに、第１の立ち上げミラー５と第
２の立ち上げミラー１５とは、光学部品を支持する光学基台上に配置されている。
【００３７】
　図２（Ｂ）は、図２（Ａ）に示す立ち上げミラーを側面から見た拡大図である。フィル
タ２０は、第１の立ち上げミラー５と第２の立ち上げミラー１５との間に配置され、青色
光を吸収する。第１の立ち上げミラー５側から入射する青色光ビーム２１は、第１の立ち
上げミラー５の反射面で、光路を折り曲げられる第１の成分２２と、折り曲げられずに第
１の立ち上げミラー５内に漏出する第２の成分（漏出光）２３とに分解される。
【００３８】
　第１の成分２２は光ディスクに照射される重要成分であるが、第２の成分２３は光ディ
スクの信号には寄与しない不要成分である。本参考例において、フィルタ２０は、第２の
成分（漏出光）２３を吸収し、第１の波長λ１の光の透過率が５％以下であることが望ま
しい。このような構成とすることで、漏出光２３は第２の波長λ２や第３の波長λ３用の
光学部品が配置された光学系内にほとんど漏出せず、第２の波長λ２や第３の波長λ３用
の光学部品が第１の波長λ１の光にほとんど露光されなくなるといった効果がある。
【００３９】
　フィルタ２０は、漏出光２３を反射する構成であってもよい。ただし、漏出光２３を反
射した場合、その反射光は再度第１の波長λ１の光学系内に戻り、その光ビームが第１の
レーザ光源１まで到達してしまう可能性がある。この場合、戻り光の影響で光ピックアッ
プ装置の信号品質が若干ではあるが劣化する可能性があるため注意が必要である。ただし
、この漏出光２３の反射光が第１のレーザ光源１の出射光量に対しごく微量である場合に
は、フィルタ２０は反射型であっても問題ない。この構成でも、前述の漏出光２３は第２
の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が配置された光学系内にほとんど漏出せず、第
２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が第１の波長λ１の光にほとんど露光されな
くなるといった効果を同様に得られる。
【００４０】
　以上の構成により、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品は青色耐光性を考慮
した部品を使用する必要が無く、光ピックアップ装置の記録再生品質が長期的に確保され
、ランニングコストやイニシャルコストを十分に抑えることができる。
【００４１】
　また、本参考例の場合、フィルタ２０は例えば一般的な誘電体薄膜のような、第１の波
長λ１の透過率（または反射率）を選択的に設計した、波長選択型の薄膜で構成すること
もできる。そのため、実質上のフィルタ２０の厚みはμｍオーダー以下まで薄型化するこ
とが可能であり、第１の立ち上げミラー５と第２の立ち上げミラー１５との間にフィルタ
２０を配置するとしても、その設置スペースを大きく取る必要はない。第１の立ち上げミ
ラー５と第２の立ち上げミラー１５とを互いにフィルタ２０の厚み分まで近接化して配置
することができる。また、フィルタ２０を第１の立ち上げミラー５と第２の立ち上げミラ
ー１５との間以外に配置する場合であっても、薄膜型のフィルタは設置場所を大きく取ら
ない。従って、このような構成とすることにより、光ピックアップ装置の小型化が可能に
なる。
【００４２】
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　第２の光学系１８を構成する少なくとも１つ以上の光学部品は、樹脂材料で形成されて
いる。例えば、コリメートレンズ１４、第２の立ち上げミラー１５及び第２の対物レンズ
１６が樹脂材料で形成される。第１の波長λ１の光束の露光による、波面収差の劣化や透
過率の低下といった、耐光性の問題を起こす部品としては、樹脂材料で形成された光学部
品がもっとも影響を受けやすい。従って、第２の光学系に、少なくとも１つ以上の樹脂材
料で形成された光学部品が使用されている場合に、本発明は最も効果を発揮する。
【００４３】
　また、本参考例において、第１のレーザ光は、第１の波長λ１が３９０ｎｍ～４２０ｎ
ｍの青色レーザ光であるとしたが、一般に耐光性が問題となるのは波長が短いほど光のパ
ワー密度が高くなることに起因している。そのため、第１の波長λ１よりもさらに波長の
短い例えば紫外領域の光ビームであっても波面収差の劣化や透過率低下といった耐光性の
問題が発生する。従って、光源の波長が第１の波長λ１より短い場合に対しても、第２の
波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品は耐光性を考慮する必要がある。この場合、フィ
ルタ２０が第１の波長λ１より短い波長の光ビームを遮光する性能を有することで、本参
考例の全ての効果を同様に得ることもできる。
【００４４】
　さらに、本参考例では、フィルタ２０は、第２の立ち上げミラー１５に隣接する面に配
置されているが、第１の立ち上げミラー５における第１の光ビームの折り曲げ面以外の面
の少なくとも１つの面に配置されてもよい。この場合、フィルタ２０は、第１の波長λ１
を有する第１の光ビームを吸収し、吸収されずに透過又は反射される成分が吸収前の５％
以下であることが好ましい。さらにまた、フィルタ２０は、第１の波長λ１を有する第１
の光ビームを反射させてもよく、その反射率が５％以下であってもよい。
【００４５】
　（実施の形態２）
　図３（Ａ）は、実施の形態２における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側面から
見た拡大図であり、図３（Ｂ）及び図３（Ｃ）は、参考例における光ピックアップ装置の
立ち上げミラーを側面から見た拡大図である。図３（Ａ）～（Ｃ）において図２（Ｂ）と
同じ構成については同じ符号を用い説明を省略する。また、実施の形態２における光ピッ
クアップ装置の構成は、図２（Ａ）に示す参考例における光ピックアップ装置の構成と同
じであり、その効果も同様である。
【００４６】
　図３（Ａ）において、第１の波長λ１の光を吸収するフィルタ２０は、第１の立ち上げ
ミラー５の反射面に設けられている。この構成の場合、フィルタ２０は、第１の波長λ１
の光を吸収または反射し、その透過率が５％以下であることが好ましい。このような構成
とすることで、第１の立ち上げミラー５の反射面を透過する、不要な成分である漏出光２
３はほとんど発生しないため、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が青色光に
ほとんど露光されなくなる。また本構成において、フィルタ２０は、青色光ビーム２１を
反射し、その透過率が５％以下であるフィルタであってもよく、上記と同様の効果が得ら
れる。また本構成において、第１の立ち上げミラー５の反射面の透過率を５％以下にする
ことで、上記と同様の効果を得ることもできる。
【００４７】
　なお、フィルタ２０は、第１の立ち上げミラー５の反射面の全面に貼り付けられている
ことが好ましい。フィルタ２０を第１の立ち上げミラー５の反射面の全面に貼り付けるこ
とにより、第１の立ち上げミラー５の頂辺で散乱する散乱光が第２の光学系１８に入射す
るのを防止することができる。
【００４８】
　図３（Ｂ）において、第１の波長λ１の光を吸収するフィルタ２０は、第２の立ち上げ
ミラー１５の反射面に設けられている。この構成の場合、フィルタ２０は、第１の波長λ
１の光を吸収または反射し、その透過率が５％以下であることが好ましい。このような構
成とすることで、第１の立ち上げミラー５の反射面を透過する、不要な成分である漏出光
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２３は、フィルタ２０によりその光量のほとんど全てがカットされる。そのため、第２の
立ち上げミラー１５の反射面以外は、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が青
色光にほとんど露光されなくなる。また本構成において、フィルタ２０は、漏出光２３を
反射し、その透過率が５％以下であるフィルタであってもよく、上記と同様の効果が得ら
れる。また本構成において、第２の立ち上げミラー１５の反射面の、第１の波長λ１の光
に対する透過率を５％以下にすることで、上記と同様の効果を得ることもできる。
【００４９】
　図３（Ｃ）の参考例において、第１の波長λ１の光を吸収するフィルタ２０は、第１の
立ち上げミラー５や第２の立ち上げミラー１５の反射面ではなく、第１の立ち上げミラー
５及び第２の立ち上げミラー１５の底面に設けられている。この構成の場合、フィルタ２
０は、第１の波長λ１の光を吸収又は透過し、その反射率は５％以下であることが好まし
い。このような構成とすることで、フィルタ２０が第１の立ち上げミラー５や第２の立ち
上げミラー１５内で面内反射する漏出光２３を吸収し、第２の波長λ２や第３の波長λ３
用の光学部品が青色光にほとんど露光されなくなる。
【００５０】
　また本構成において、フィルタ２０は、漏出光２３を反射し、その反射率が５％以下で
あるフィルタであってもよく、上記と同様の効果が得られる。また、本構成におけるフィ
ルタ２０を、第１の立ち上げミラー５及び第２の立ち上げミラー１５の底面に加えて、第
１の立ち上げミラー５及び第２の立ち上げミラー１５の側面にも設けてもよい。この場合
、より漏出光２３の面内反射をより抑えることができ、第２の波長λ２や第３の波長λ３
用の光学部品の青色光による露光をより抑えることができる。
【００５１】
　以上のいずれかの構成をとることにより、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部
品は青色耐光性を考慮した部品を使用する必要が無く、光ピックアップ装置の記録再生品
質が長期的に確保され、ランニングコストやイニシャルコストを十分に抑えることができ
る。
【００５２】
　また、本実施の形態において、第１の立ち上げミラー５と第２の立ち上げミラー１５と
は別部品で構成しているが、その２部品を接着して１つの部品としてもよい。また、１つ
の部品に第１の波長λ１の光を反射する反射面と第２の波長λ２及び第３の波長λ３の光
を反射する反射面とを少なくとも有する立ち上げミラーであってもよく、その場合でも本
実施の形態に示す効果を同様に得ることができる。
【００５３】
　また、本実施の形態において、第１の立ち上げミラー５と第２の立ち上げミラー１５と
は、反射面が材料上に形成され空気にさらされたプリズムで形成されているが、反射面の
信頼性を向上させるため、図４（Ａ）～（Ｃ）に示すような、反射面が２つのプリズムで
挟まれた形状であってもよく、その場合でも本実施の形態に示す効果を同様に得ることが
できる。
【００５４】
　図４（Ａ）～（Ｄ）は、実施の形態２の参考例における光ピックアップ装置の立ち上げ
ミラーを側面から見た拡大図である。図４（Ａ）～（Ｄ）において図２（Ｂ）と同じ構成
については同じ符号を用い説明を省略する。なお、実施の形態２の参考例における光ピッ
クアップ装置の構成は、図２（Ａ）に示す参考例における光ピックアップ装置の構成と同
じであり、その効果も同様である。
【００５５】
　図４（Ａ）～（Ｄ）において、第１の立ち上げミラー５及び第２の立ち上げミラー１５
は、反射面が２つのプリズムにより挟まれている。
【００５６】
　図４（Ａ）において、第１の波長λ１の光を吸収するフィルタ２０は、第１の立ち上げ
ミラー５と第２の立ち上げミラー１５との間に設けられている。この構成の場合、フィル
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タ２０は、第１の波長λ１の光を吸収または反射し、その透過率が５％以下であることが
好ましい。また本構成において、フィルタ２０は、青色光ビーム２１を反射し、その透過
率が５％以下であるフィルタであってもよい。
【００５７】
　図４（Ｂ）において、第１の波長λ１の光を吸収するフィルタ２０は、第１の立ち上げ
ミラー５の反射面に設けられている。この構成の場合、フィルタ２０は、第１の波長λ１
の光を吸収または反射し、その透過率が５％以下であることが好ましい。また本構成にお
いて、フィルタ２０は、青色光ビーム２１を反射し、その透過率が５％以下であるフィル
タであってもよい。さらに、第１の立ち上げミラー５の反射面の透過率を５％以下にして
もよい。
【００５８】
　図４（Ｃ）において、第１の波長λ１の光を吸収するフィルタ２０は、第２の立ち上げ
ミラー１５の反射面及び底面に設けられている。この構成の場合、フィルタ２０は、第１
の波長λ１の光を吸収または反射し、その透過率が５％以下であることが好ましい。また
本構成において、フィルタ２０は、青色光ビーム２１を反射し、その透過率が５％以下で
あるフィルタであってもよい。この場合、第２の立ち上げミラー１５の反射面に設けられ
たフィルタ２０によって反射された漏出光２３を第２の立ち上げミラー１５の底面に設け
られたフィルタ２０で吸収することができる。なお、第２の立ち上げミラー１５の底面に
設けられたフィルタ２０に限っては、漏出光２３を透過する構成であってもよい。
【００５９】
　図４（Ｄ）の参考例において、第１の波長λ１の光を吸収するフィルタ２０は、第２の
立ち上げミラー１５における第２のレーザ光又は第３のレーザ光が出射する出射面及び第
２のレーザ光又は第３のレーザ光が入射する入射面に設けられている。この構成の場合、
フィルタ２０は、第１の波長λ１の光を吸収または反射し、その透過率が５％以下である
ことが好ましい。また本構成において、フィルタ２０は、青色光ビーム２１を反射し、そ
の透過率が５％以下であるフィルタであってもよい。なお、フィルタ２０は、第１の波長
λ１の光を吸収又は反射させ、第２の波長λ２及び第３の波長λ３の波長の光を透過させ
る。
【００６０】
　このほか、本実施の形態２では、フィルタ２０を用いることによって得られる、実施の
形態１の参考例で述べた様々な効果も同様に得られる。
【００６１】
　（実施の形態３）
　図５（Ｂ）は、実施の形態３における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側面から
見た拡大図であり、図５（Ａ）、図５（Ｃ）及び図５（Ｄ）は、実施の形態３の参考例に
おける光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側面から見た拡大図である。図５（Ａ）～
（Ｄ）において図２（Ｂ）と同じ構成については同じ符号を用い説明を省略する。また、
実施の形態３における光ピックアップ装置の構成は、図２（Ａ）に示す参考例における光
ピックアップ装置の構成と同じであり、その効果も同様である。
【００６２】
　本実施の形態において、第１の立ち上げミラー５及び第２の立ち上げミラー１５はプリ
ズム形状ではなく、それぞれ平板によって構成されている。平板型のミラーは、プリズム
型のミラーに比べ、部品の製作が容易であるといった利点がある。ただし、この構成の場
合、第１の立ち上げミラー５を透過する漏出光２３が、第１の立ち上げミラー５の反射面
とは反対側の面から、反射前の光束と平行に放射される。そのため、実施の形態１や２と
比較して、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が配置された光学部品が、漏出
光２３に露光されやすくなってしまう。そこで、図５（Ａ）において、第１の波長λ１の
光を吸収するフィルタ２０は、２枚のミラー（第１の立ち上げミラー５及び第２の立ち上
げミラー１５）の間に配置されている。この構成の場合、フィルタ２０は、第１の波長λ
１の光を吸収または反射し、その透過率が５％以下であることが好ましい。このような構



(12) JP 5037516 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

成とすることで、第１の立ち上げミラー５の反射面を透過する、不要な成分である漏出光
２３は、フィルタ２０によりその光量のほとんど全てがカットされる。そのため、第２の
立ち上げミラー１５の反射面以外は、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が青
色光にほとんど露光されなくなる。また本構成において、フィルタ２０は、漏出光２３を
反射し、その透過率が５％以下であるフィルタであってもよく、上記と同様の効果が得ら
れる。
【００６３】
　図５（Ｂ）において、第１の波長λ１の光を吸収するフィルタ２０は、第１の立ち上げ
ミラー５の反射面に対向する面に設けられている。この構成の場合、フィルタ２０は、第
１の波長λ１の光を吸収または反射し、その透過率が５％以下であることが好ましい。こ
のような構成とすることで、第１の波長λ１用の立ち上げミラー５の反射面を透過する、
不要な成分である漏出光２３はほとんど発生しないため、第２の波長λ２や第３の波長λ
３用の光学部品が青色光にほとんど露光されなくなる。また、フィルタ２０は、第１の立
ち上げミラー５において、青色光ビーム２１を反射する反射面側に配置されていても、反
射面に対向する面に配置されていても、上記と同様の効果が得られる。また本構成におい
て、フィルタ２０は青色光ビーム２１を反射し、その透過率が５％以下であるフィルタで
あってもよく、上記と同様の効果が得られる。また本構成において、第１の立ち上げミラ
ー５の反射面の透過率を５％以下にすることで、上記と同様の効果を得ることもできる。
【００６４】
　図５（Ｃ）において、第１の波長λ１の光を吸収するフィルタ２０は、第２の立ち上げ
ミラー１５の反射面に対向する面に設けられている。この構成の場合、フィルタ２０は、
第１の波長λ１の光を吸収または反射し、その透過率が５％以下であることが好ましい。
このような構成とすることで、第１の立ち上げミラー５の反射面を透過する、不要な成分
である漏出光２３は、フィルタ２０によりその光量のほとんど全てがカットされる。その
ため、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が青色光にほとんど露光されなくな
る。また本構成において、フィルタ２０は、漏出光２３を反射し、その透過率が５％以下
であるフィルタであってもよく、上記と同様の効果が得られる。また、フィルタ２０は、
第２の立ち上げミラー１５において、赤色光ビーム又は赤外光ビームを反射する反射面側
に配置されていても、反射面に対向する面に配置されていても、上記と同様の効果が得ら
れる。また本構成において、第２の立ち上げミラー１５の反射面の第１の波長λ１の光に
対する透過率を５％以下にすることで、上記と同様の効果を得ることもできる。
【００６５】
　図５（Ｄ）において、第１の立ち上げミラー５と第２の立ち上げミラー１５とは、断面
が直角三角形である三角柱形状のホルダ３０上に配置されている。ホルダ３０は、光学部
品を支持する光学基台３０１上に形成されている。ホルダ３０は、亜鉛のような金属材料
で形成されており、第１の波長λ１の光は金属材料を透過することはない。このような構
成とすることで、第１の立ち上げミラー５を透過する漏出光２３は、ホルダ３０を透過す
ることが無く、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が青色光に露光されなくな
る。なお、ホルダ３０は、亜鉛のような金属材料としたが、第１の波長λ１の光を透過し
ない材料であれば、アルミニウムやＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド）のような樹脂
材料であってもよく、材料の膨張係数や、コストメリットなど、目的に合わせて選定して
よい。その場合でも、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が青色光に露光され
なくなる効果は同等である。
【００６６】
　また、ホルダ３０は、第１の立ち上げミラー５の取り付け位置精度を高めるために、光
学基台３０１と一体に形成されてもよく、その場合でも、上記と同様に第２の波長λ２や
第３の波長λ３用の光学部品が青色光に露光されなくなる。また、遮光部材を金属材料の
ような一定の体積が必要な部材で構成する場合であっても、図５（Ｄ）のような構成であ
れば２つの立ち上げミラーを接触するまで近接して配置することが可能となり、光ピック
アップ装置を小型化できる。
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【００６７】
　以上のいずれかの構成をとることにより、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部
品は青色耐光性を考慮した部品を使用する必要が無く、光ピックアップ装置の記録再生品
質が長期的に確保され、ランニングコストやイニシャルコストを十分に抑えることができ
る。
【００６８】
　このほか、本実施の形態３では、フィルタ２０を用いることによって得られる、実施の
形態１で述べた様々な効果も同様に得られる。
【００６９】
　（実施の形態４）
　図６（Ａ）～（Ｃ）は、実施の形態４の参考例における光ピックアップ装置の立ち上げ
ミラーを側面から見た拡大図である。図６（Ａ）～（Ｃ）において図２（Ｂ）と同じ構成
については同じ符号を用い説明を省略する。また、実施の形態４の参考例における光ピッ
クアップ装置の構成は、図２（Ａ）に示す参考例における光ピックアップ装置の構成と同
じであり、その効果も同様である。
【００７０】
　図６（Ａ）～（Ｃ）において、レンズホルダ３１は、光ディスクに対するフォーカス駆
動やトラッキング駆動を行う対物レンズアクチュエータの一部であり、第１の対物レンズ
６と第２の対物レンズ１６などを保持する。また、第１の立ち上げミラー５の頂辺付近に
第１の波長λ１の青色光ビームが照射されると、その青色光ビームは散乱を起こし散乱光
２５が発生する。
【００７１】
　図６（Ａ）において、光ピックアップ装置は、レンズホルダ３１内に壁２６を備える。
壁２６は、第１の対物レンズ６と第２の対物レンズ１６との互いの光路を分離し、散乱光
２５を遮る。この壁２６は、レンズホルダ３１内の第１のレーザ光の光路と、第２又は第
３のレーザ光の光路との間に配置され、第１の波長λ１の光を吸収または反射する。また
、壁２６は、レンズホルダ３１の出射口側の端部から入射口側の端部までの長さを有して
いる。なお、壁２６は、第１の波長λ１の光の透過率が５％以下であることが好ましい。
このような構成とすることで、第２の対物レンズ１６が散乱光２５にほとんど露光されな
くなる。
【００７２】
　図６（Ｂ）において、光ピックアップ装置は、レンズホルダ３１内に波長選択フィルタ
２７を備える。波長選択フィルタ２７は、第１の波長λ１の光を吸収または反射し、第２
の波長λ２及び第３の波長λ３の光を透過する。波長選択フィルタ２７は、第２の波長λ
２及び第３の波長λ３の光路中において、対物レンズ１６やアクチュエータ上に搭載され
た光学部品と、立ち上げミラー１５との間に配置されている。この波長選択フィルタ２７
は、第１の波長λ１の光の透過率が５％以下であることが好ましい。このような構成とす
ることで、第２の対物レンズ１６が散乱光２５にほとんど露光されなくなる。
【００７３】
　さらに、図６（Ｃ）に示す様に、光ピックアップ装置は、壁２６と波長選択フィルタ２
７を併用してもよい。これにより、本実施の形態４の参考例の効果をさらに高めることが
できる。このような構成をとることにより、アクチュエータ上に搭載された光学部品のう
ち、第２の対物レンズ１６だけでなく、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の全ての光学
部品は、青色耐光性を考慮した部品を使用する必要が無く、光ピックアップ装置の記録再
生品質が長期的に確保され、ランニングコストやイニシャルコストを十分に抑えることが
できる。
【００７４】
　このほか、本実施の形態４の参考例では、フィルタ２０を用いることによって得られる
、実施の形態１の参考例で述べた様々な効果も同様に得られる。
【００７５】
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　（実施の形態５）
　図７（Ａ）及び（Ｂ）は、実施の形態５の参考例における光ピックアップ装置の立ち上
げミラーを示す拡大図である。図７（Ａ）は、光ピックアップ装置の立ち上げミラーを上
方から見た図であり、図７（Ｂ）は、図７（Ａ）に示す立ち上げミラーを側方から見た図
である。なお、図７（Ａ）及び（Ｂ）において、ラジアル方向Ｒは、光ディスクの半径方
向を表し、タンジェンシャル方向Ｔは、光ディスクの半径方向に垂直な方向を表している
（図８（Ａ）～（Ｆ）及び図９（Ａ）～（Ｃ）についても同様）。図７（Ａ）及び（Ｂ）
において図２（Ｂ）と同じ構成については同じ符号を用い説明を省略する。また、実施の
形態５の参考例における光ピックアップ装置の構成は、図２（Ａ）に示す参考例における
光ピックアップ装置の構成と同じであり、その効果も同様である。
【００７６】
　図７（Ａ）及び（Ｂ）において、第１の対物レンズ及び第２の対物レンズ（図示せず）
は光ディスクの半径方向（ラジアル方向：Ｒ）に並べて配置されており、第１の立ち上げ
ミラー５及び第２の立ち上げミラー１５もラジアル方向に並べて配置されている。このよ
うな構成とすると、２つの対物レンズが、シーク中心線（光ディスクの中心点を通りピッ
クアップの移送方向に平行な線）上に配置されるため、第１の光学系１７及び第２の光学
系１８のいずれにおいても、フォーカス制御用やトラッキング制御用のサーボ信号を安定
して得ることができる。
【００７７】
　図７（Ａ）及び（Ｂ）において、不要光２４は、第１のレーザ光源１（図示せず）から
出射した第１の波長λ１の青色光ビームのうち、光ディスクの情報記録面に集光される主
成分である青色光ビーム２１ではない不要成分である。不要光２４は、第１の光学系１７
を構成するいずれかのレンズの外側を通る光であったり、光学基台内外で発生する不要な
内部反射迷光であったりする。
【００７８】
　図７（Ａ）及び（Ｂ）において、第１の波長λ１の光を遮断するフィルタ２０が、漏出
光２３や不要光２４を遮る位置に配置されている。具体的に、フィルタ２０は、第１の立
ち上げミラー５と第２の立ち上げミラー１５との間に設けられた第１のフィルタ２０ａと
、第１のレーザ光の光軸方向に交わるとともに、第１のフィルタ２０ａの一端と垂直に接
合される第２のフィルタ２０ｂと、第２のレーザ光の光軸方向に交わるとともに、第１の
フィルタ２０ａの他端と垂直に接合される第３のフィルタ２０ｃとを備えて構成される。
【００７９】
　本構成では、フィルタ２０が漏出光２３や不要光２４を吸収し、その第１の波長λ１の
光の透過率は５％以下であることが望ましい。このような構成とすることで、漏出光２３
は第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が配置された光学系内にほとんど漏出せ
ず、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が第１の波長λ１の光にほとんど露光
されなくなる。
【００８０】
　また、第１のフィルタ２０ａ、第２のフィルタ２０ｂ及び第３のフィルタ２０ｃを光学
基台上に垂直となるように形成することで、光学基台の剛性を向上させることができる。
【００８１】
　フィルタ２０は、漏出光２３や不要光２４を反射する構成であってもよい。ただし、漏
出光２３や不要光２４を反射した場合、その反射光は再度第１の波長λ１の光学系内に戻
り、その光ビームがレーザ光源１まで到達してしまう可能性がある。この場合、戻り光の
影響で光ピックアップ装置の信号品質が若干ではあるが劣化する可能性があるため注意が
必要である。ただし、この漏出光２３や不要光２４の反射光はレーザ光源１の出射光量に
対しごく微量である場合には、フィルタ２０は反射型であっても問題ない。この構成でも
、前述の漏出光２３や不要光２４は第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が配置
された光学系内にほとんど漏出せず、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が第
１の波長λ１の光にほとんど露光されなくなる。
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【００８２】
　また、第１のフィルタ２０ａ、第２のフィルタ２０ｂ及び第３のフィルタ２０ｃは互い
に垂直となるように配置されているが、本発明は特にこれに限定されない。第１のフィル
タ２０ａ、第２のフィルタ２０ｂ及び第３のフィルタ２０ｃは、漏出光２３や不要光２４
を遮る位置に配置される構成であれば必ずしも互いに垂直である必要はない。
【００８３】
　図８（Ａ）～（Ｆ）は、実施の形態５の参考例における光ピックアップ装置の立ち上げ
ミラーを上方から見た拡大図である。図８（Ａ）～（Ｆ）において図２（Ｂ）と同じ構成
については同じ符号を用い説明を省略する。また、実施の形態５の参考例における光ピッ
クアップ装置の構成は、図２（Ａ）に示す参考例における光ピックアップ装置の構成と同
じであり、その効果も同様である。
【００８４】
　図８（Ａ）～（Ｆ）において、第１の対物レンズ及び第２の対物レンズ（図示せず）は
光ディスクの半径方向（ラジアル方向：Ｒ）に並べて配置されており、第１の立ち上げミ
ラー５及び第２の立ち上げミラー１５もラジアル方向に並べて配置されている。図８（Ａ
）～（Ｆ）に示すように、漏出光２３や不要光２４を遮る形状及び位置であれば、フィル
タ２０はどのような形状及び配置であってもよい。
【００８５】
　図８（Ａ）において、フィルタ２０は、第１の立ち上げミラー５と第２の立ち上げミラ
ー１５との間に設けられた第１のフィルタ２０ａと、第１のレーザ光の光軸方向に交わる
とともに、第１のフィルタ２０ａの一端と垂直に接合される第２のフィルタ２０ｂとを備
えて構成される。本構成では、フィルタ２０が漏出光２３や不要光２４を吸収し、その第
１の波長λ１の光の透過率は５％以下であることが望ましい。この場合、漏出光２３や不
要光２４は第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が配置された光学系内にほとん
ど漏出せず、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が第１の波長λ１の光にほと
んど露光されなくなる。
【００８６】
　なお、図８（Ａ）において、第１のフィルタ２０ａ及び第２のフィルタ２０ｂは互いに
垂直となるように配置されているが、本発明は特にこれに限定されない。第１のフィルタ
２０ａ及び第２のフィルタ２０ｂは、漏出光２３や不要光２４を遮る位置に配置される構
成であれば必ずしも互いに垂直である必要はない。
【００８７】
　図８（Ｂ）において、フィルタ２０は、第１の立ち上げミラー５と第２の立ち上げミラ
ー１５との間に設けられた第１のフィルタ２０ａと、第２のレーザ光の光軸方向に交わる
とともに、第１のフィルタ２０ａの他端と垂直に接合される第３のフィルタ２０ｃとを備
えて構成される。本構成では、フィルタ２０が漏出光２３や不要光２４を吸収し、その第
１の波長λ１の光の透過率は５％以下であることが望ましい。この場合、不要光２４は第
２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が配置された光学系内にほとんど漏出せず、
第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が第１の波長λ１の光にほとんど露光され
なくなる。
【００８８】
　なお、図８（Ｂ）において、第１のフィルタ２０ａ及び第３のフィルタ２０ｃは互いに
垂直となるように配置されているが、本発明は特にこれに限定されない。第１のフィルタ
２０ａ及び第３のフィルタ２０ｃは、漏出光２３や不要光２４を遮る位置に配置される構
成であれば必ずしも互いに垂直である必要はない。
【００８９】
　図８（Ｃ）において、フィルタ２０は、第１の立ち上げミラー５と第２の立ち上げミラ
ー１５との間に設けられる。本構成では、フィルタ２０が漏出光２３や不要光２４を吸収
し、その第１の波長λ１の光の透過率は５％以下であることが望ましい。この場合、不要
光２４は第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が配置された光学系内にほとんど



(16) JP 5037516 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

漏出せず、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が第１の波長λ１の光にほとん
ど露光されなくなる。
【００９０】
　図８（Ｄ）において、フィルタ２０ｂは、第１のレーザ光の光軸方向に交わるとともに
、第１の立ち上げミラー５の第１のレーザ光の入射面とは異なる面側に設けられ、フィル
タ２０ｃは、第２のレーザ光の光軸方向に交わるとともに、第２の立ち上げミラー１５の
第２のレーザ光の入射面とは異なる面側に設けられている。本構成では、フィルタ２０ｂ
，２０ｃが漏出光２３や不要光２４を吸収し、その第１の波長λ１の光の透過率は５％以
下であることが望ましい。この場合、漏出光２３や不要光２４は第２の波長λ２や第３の
波長λ３用の光学部品が配置された光学系内にほとんど漏出せず、第２の波長λ２や第３
の波長λ３用の光学部品が第１の波長λ１の光にほとんど露光されなくなる。
【００９１】
　図８（Ｅ）において、フィルタ２０は、第２のレーザ光の光軸方向に交わるとともに、
第２の立ち上げミラー１５の第２のレーザ光の入射面とは異なる面側に設けられている。
本構成では、フィルタ２０が漏出光２３や不要光２４を吸収し、その第１の波長λ１の光
の透過率は５％以下であることが望ましい。この場合、不要光２４は第２の波長λ２や第
３の波長λ３用の光学部品が配置された光学系内にほとんど漏出せず、第２の波長λ２や
第３の波長λ３用の光学部品が第１の波長λ１の光にほとんど露光されなくなる。
【００９２】
　図８（Ｆ）において、フィルタ２０は、第１のレーザ光の光軸方向に交わるとともに、
第１の立ち上げミラー５の第１のレーザ光の入射面とは異なる面側に設けられている。本
構成では、フィルタ２０が漏出光２３や不要光２４を吸収し、その第１の波長λ１の光の
透過率は５％以下であることが望ましい。この場合、漏出光２３や不要光２４は第２の波
長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が配置された光学系内にほとんど漏出せず、第２の
波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品が第１の波長λ１の光にほとんど露光されなくな
る。
【００９３】
　なお、図８（Ｆ）において、第１の立ち上げミラー５の第２の立ち上げミラー１５に隣
り合う面にフィルタ２０を貼り付けてもよい。この場合、第１の立ち上げミラー５からの
漏出光が第２の立ち上げミラー１５に入射するのを防止することができる。
【００９４】
　図９（Ａ）～（Ｃ）は、実施の形態５の参考例における光ピックアップ装置の立ち上げ
ミラーを上方から見た拡大図である。図９（Ａ）～（Ｃ）において図２（Ｂ）と同じ構成
については同じ符号を用い説明を省略する。また、実施の形態５の参考例における光ピッ
クアップ装置の構成は、図２（Ａ）に示す参考例における光ピックアップ装置の構成と同
じであり、その効果も同様である。
【００９５】
　図９（Ａ）～（Ｃ）における２つの対物レンズ（図示せず）は、光ディスクの半径方向
（ラジアル方向：Ｒ）に並べて配置されているが、第１の立ち上げミラー５に入射する第
１の光学系及び第２の立ち上げミラー１５に入射する第２の光学系のいずれかの光軸が、
光ディスクの半径方向に垂直な方向（タンジェンシャル方向：Ｔ）とは一致しない。この
ような構成とすることで、光ピックアップ装置のタンジェンシャル方向の外形寸法を小型
化することができる。
【００９６】
　なお、実施の形態５の参考例におけるフィルタ２０の配置は、図７（Ａ）及び（Ｂ）に
示す実施の形態５の参考例におけるフィルタ２０の配置と同じである。
【００９７】
　図９（Ａ）において、コリメートレンズ４及び第１の立ち上げミラー５を含む第１の光
学系１７の光軸は、タンジェンシャル方向に対して平行であり、コリメートレンズ１４及
び第２の立ち上げミラー１５を含む第２の光学系１８の光軸は、タンジェンシャル方向に
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対して４５度傾いている。
【００９８】
　図９（Ｂ）において、コリメートレンズ４及び第１の立ち上げミラー５を含む第１の光
学系１７の光軸は、タンジェンシャル方向に対して４５度傾いており、コリメートレンズ
１４及び第２の立ち上げミラー１５を含む第２の光学系１８の光軸は、タンジェンシャル
方向に対して平行である。
【００９９】
　図９（Ｃ）において、コリメートレンズ４及び第１の立ち上げミラー５を含む第１の光
学系１７の光軸は、タンジェンシャル方向に対して４５度傾いており、コリメートレンズ
１４及び第２の立ち上げミラー１５を含む第２の光学系１８の光軸は、タンジェンシャル
方向に対して４５度傾いている。なお、第１のフィルタ２０ａを第１の光学系１７及び第
２の光学系１８の光軸に対して平行になるように、すなわちタンジェンシャル方向に対し
て４５度傾いて配置し、第２のフィルタ２０ｂを第１のフィルタ２０ａに対して垂直にな
るように配置し、第３のフィルタ２０ｃを第１のフィルタ２０ａに対して垂直になるよう
に配置してもよい。
【０１００】
　これらの構成によれば、図９（Ａ）～（Ｃ）に示すようにフィルタ２０を漏出光２３や
不要光２４を遮る位置に配置させることにより、上記と同様に、第２の光学系を構成する
光学部品が、第１の波長λ１の光に露光されなくなる。
【０１０１】
　なお、図９（Ａ）～（Ｃ）において、第１のフィルタ２０ａ、第２のフィルタ２０ｂ及
び第３のフィルタ２０ｃは互いに垂直となるように配置されているが、本発明は特にこれ
に限定されない。第１のフィルタ２０ａ、第２のフィルタ２０ｂ及び第３のフィルタ２０
ｃは、漏出光２３や不要光２４を遮る位置に配置される構成であれば必ずしも互いに垂直
である必要はない。
【０１０２】
　以上の構成により、第２の波長λ２や第３の波長λ３用の光学部品は青色耐光性を考慮
した部品を使用する必要が無く、光ピックアップ装置の記録再生品質が長期的に確保され
、ランニングコストやイニシャルコストを十分に抑えることができる。
【０１０３】
　このほか、本実施の形態５の参考例では、フィルタ２０を用いることによって得られる
、実施の形態１で述べた様々な効果も同様に得られる。
【０１０４】
　（実施の形態６）
　図１０（Ａ）は、実施の形態６の参考例における光ピックアップ装置の構成を示す図で
ある。
【０１０５】
　図１０（Ａ）において光ピックアップ装置は、レーザ光源４１、ビーム整形素子４２、
２波長レーザ光源５１、ダイクロイックミラー４３、コリメートレンズ４４、第１の立ち
上げミラー４５、第１の対物レンズ（光学レンズ）４６、第２の立ち上げミラー５５、第
２の対物レンズ（光学レンズ）５６、ビームスプリッタ４７、検出レンズ４９、光検出器
５０及びフィルタ２０を備える。
【０１０６】
　レーザ光源４１は、第１の波長λ１（３９０ｎｍ～４２０ｎｍ：代表として４０５ｎｍ
とする）の第１のレーザ光を出射する。ビーム整形素子４２は、レーザ光の遠視野像の整
形を行う。なお、図１０（Ａ）に示す光ピックアップ装置において、ビーム整形素子４２
はなくてもよい。２波長レーザ光源５１は、第２の波長λ２（６４０～６７０ｎｍ：代表
として６５０ｎｍとする）の第２のレーザ光と、第３の波長λ３（７７０ｎｍ～８００ｎ
ｍ：代表として７９０ｎｍとする）の第３のレーザ光とのいずれかを選択的に出射する。
【０１０７】
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　ダイクロイックミラー４３は、第１の波長λ１の第１のレーザ光を反射し、第２の波長
λ２の第２のレーザ光と第３の波長λ３の第３のレーザ光とを透過する。コリメートレン
ズ４４は、第１のレーザ光、第２のレーザ光及び第３のレーザ光を発散光から平行光に変
換する。
【０１０８】
　第１の立ち上げミラー４５は、第１の波長λ１の第１のレーザ光の光軸を第１の対物レ
ンズ４６に向けて折り曲げる。第１の対物レンズ４６は、第１の波長λ１の第１のレーザ
光を基材厚み０．１ｍｍの第１の光ディスク（図示せず）の情報記録面上に集光させる。
第２の立ち上げミラー５５は、第２の波長λ２の第２のレーザ光と第３の波長λ３の第３
のレーザ光の光軸を第２の対物レンズ５６に向けて折り曲げる。第２の対物レンズ５６は
、第２の波長λ２の第２のレーザ光を基材厚み０．６ｍｍの第２の光ディスク（図示せず
）の情報記録面上に集光させるとともに、第３の波長λ３の第３のレーザ光を基材厚み１
．２ｍｍの第３の光ディスク（図示せず）の情報記録面上に集光させる。
【０１０９】
　本実施の形態の参考例において、第１の光ビーム、第２の光ビーム及び第３の光ビーム
は同一方向から照射され、第１の立ち上げミラー４５に入射する第１の光ビームの光軸と
、第２の立ち上げミラー５５に入射する第２の光ビームの光軸とが一致する。
【０１１０】
　ビームスプリッタ４７は、ダイクロイックミラー４３によって反射された第１のレーザ
光を透過させ、ダイクロイックミラー４３を透過した第２のレーザ光及び第３のレーザ光
を透過させる。また、ビームスプリッタ４７は、各光ディスクによって反射された各レー
ザ光を光検出器５０に向けて反射させる。検出レンズ４９は、各光ディスクによって反射
された各レーザ光を光検出器５０に集光させる。光検出器５０は、各光ディスクで反射さ
れた各レーザ光を受光し、光量に対応した電気信号に変換する。
【０１１１】
　レーザ光源４１及び２波長レーザ光源５１は、好ましくは半導体レーザ光源とすること
により、光ピックアップ装置及びこれを用いた光情報装置を小型化、軽量化及び低消費電
力化することができる。
【０１１２】
　第１の光ディスクに記録再生を行う場合、レーザ光源４１から出射した第１の波長λ１
の青色光ビームは、ビーム整形素子４２によって整形され、ダイクロイックミラー４３で
反射され、ビームスプリッタ４７を透過する。ビームスプリッタ４７を透過した青色光ビ
ームは、コリメートレンズ４４によって略平行光に変換され、第１の立ち上げミラー４５
によって光軸が略垂直に折り曲げられ、１／４波長板（図示せず）によって直線偏光から
円偏光に変換される。円偏光に変換された青色光ビームは、屈折型の第１の対物レンズ４
６によって第１の光ディスクの厚さ０．１ｍｍの基材を通して情報記録面に集光される。
【０１１３】
　情報記録面で反射した青色光ビームは、元の光路を逆にたどって（復路）、１／４波長
板によって初期とは直角方向に異なる直線偏光に変換され、第１の立ち上げミラー４５に
よって光軸が略垂直に折り曲げられ、コリメートレンズ４４により焦点距離が伸ばされる
。焦点距離が伸ばされた青色光ビームは、ビームスプリッタ４７を反射し、光検出器５０
に入射する。光検出器５０の出力が演算されることによって、焦点制御やトラッキング制
御に用いるサーボ信号及び情報信号が得られる。
【０１１４】
　また、２波長レーザ光源５１から出射された第２の波長λ２の赤色光ビーム及び第３の
波長λ３の赤外光ビームは、ダイクロイックミラー４３及びビームスプリッタ４７を透過
し、コリメートレンズ４４によって略平行光に変換される。略平行光に変換された赤色光
ビーム及び赤外光ビームは、第１の立ち上げミラー４５を透過し、第２の立ち上げミラー
５５によって略垂直に光軸が折り曲げられる。その後、赤色光ビーム及び赤外光ビームは
、第２の対物レンズ５６によってそれぞれ基材厚み０．６ｍｍまたは基材厚み１．２ｍｍ
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の光ディスクに照射される。
【０１１５】
　情報記録面で反射した赤色光ビームは、元の光路を逆にたどって（復路）、第２の立ち
上げミラー５５によって光軸が略垂直に折り曲げられ、第１の立ち上げミラー４５を透過
し、コリメートレンズ４４により焦点距離が伸ばされる。焦点距離が伸ばされた赤色光ビ
ーム及び赤外光ビームは、ビームスプリッタ４７を反射し、光検出器５０に入射する。光
検出器５０の出力が演算されることによって、焦点制御やトラッキング制御に用いるサー
ボ信号及び情報信号が得られる。なお、ビームスプリッタ４７は、第１の波長λ１、第２
の波長λ２及び第３の波長λ３の光ビームに関して、一方向の直線偏光を全反射し、それ
と直角方向の直線偏光を全透過する偏光分離膜を持った光路分岐素子である。
【０１１６】
　従って、図１０（Ａ）において、本実施の形態６の参考例の第１の光学系は、少なくと
もレーザ光源４１、ビーム整形素子４２、ダイクロイックミラー４３、ビームスプリッタ
４７、コリメートレンズ４４、第１の立ち上げミラー４５、第１の対物レンズ４６、検出
レンズ４９及び光検出器５０の光学部品で構成されており、第２の光学系は、少なくとも
２波長レーザ光源５１、第２の立ち上げミラー５５及び第２の対物レンズ５６で構成され
ている。
【０１１７】
　図１０（Ｂ）は、図１０（Ａ）に示す立ち上げミラーを側面から見た拡大図である。フ
ィルタ２０は、第１の立ち上げミラー４５と第２の立ち上げミラー５５との間に配置され
、青色光を吸収する。第１の立ち上げミラー４５に入射する青色光ビーム２１は、第１の
立ち上げミラー４５の反射面で、光路を折り曲げられる第１の成分２２と、折り曲げられ
ずに第１の立ち上げミラー４５内に漏出する第２の成分２３とに分解される。
【０１１８】
　第１の成分２２は光ディスクに照射される重要成分であるが、第２の成分２３は光ディ
スクの信号には寄与しない不要成分である。本構成では、フィルタ２０が漏出光２３を吸
収し、その第１の波長λ１の光の透過率は５％以下であることが望ましい。このような構
成とすることで、漏出光２３は第２の波長λ２や第３の波長λ３専用の光学部品、例えば
第２の立ち上げミラー５５や第２の対物レンズ５６などが配置された光学系内にほとんど
漏出せず、第２の波長λ２や第３の波長λ３専用の光学部品が第１の波長λ１の光にほと
んど露光されなくなる。
【０１１９】
　なお、フィルタ２０は、漏出光２３を反射する構成であってもよい。ただし、漏出光２
３を反射した場合、その反射光は再度第１の波長λ１の光学系内に戻り、その光ビームが
レーザ光源４１まで到達してしまう可能性がある。この場合、戻り光の影響で光ピックア
ップ装置の信号品質が若干ではあるが劣化する可能性があるため注意が必要である。ただ
し、この漏出光の反射光がレーザ光源４１の出射光量に対してごく微量である場合には、
フィルタ２０は反射型であっても問題ない。この構成でも、漏出光２３は第２の波長λ２
や第３の波長λ３専用の光学部品が配置された光学系内にほとんど漏出せず、第２の波長
λ２や第３の波長λ３専用の光学部品が第１の波長λ１の光にほとんど露光されなくなる
。
【０１２０】
　また、本実施の形態６の参考例において、２波長レーザ光源５１は、第２の波長λ２の
第２のレーザ光と第３の波長λ３の第３のレーザ光とを出射するとしているが、例えば基
材厚み１．２ｍｍの光ディスクに対応する必要がない光ピックアップ装置の場合、２波長
レーザ光源５１に替えて、第２の波長λ２の第２のレーザ光のみを出射するレーザ光源を
設けてもよい。この場合でも、フィルタ２０を本実施の形態６の参考例のように用いるこ
とによって、第２の立ち上げミラー５５や第２の対物レンズ５６などの第２の波長λ２専
用の光学部品が、第１の波長λ１の光にほとんど露光されなくなる。
【０１２１】
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　以上の構成により、第２の波長λ２や第３の波長λ３専用の光学部品は青色耐光性を考
慮した部品を使用する必要が無く、光ピックアップ装置の記録再生品質が長期的に確保さ
れ、ランニングコストやイニシャルコストを十分に抑えることができる。
【０１２２】
　また、本実施の形態６における変形例を図１１及び図１２に示す。図１１（Ａ）は、実
施の形態６の第１の変形例における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側面から見た
拡大図であり、図１１（Ｂ）及び図１１（Ｃ）は、参考例における光ピックアップ装置の
立ち上げミラーを側面から見た拡大図である。
【０１２３】
　図１１（Ａ）に示す光ピックアップ装置の場合、フィルタ２０は、第１の立ち上げミラ
ー４５の反射面に対向する裏面に配置されている。このような構成の場合でも、漏出光２
３はフィルタ２０によって遮断されるため、第２の立ち上げミラー５５や第２の対物レン
ズ５６が第１の波長λ１の光に露光されることはなくなる。
【０１２４】
　図１１（Ｂ）の参考例に示す光ピックアップ装置の場合、フィルタ２０は、第２の立ち
上げミラー５５の反射面上に備えられている。この場合、フィルタ２０は、第１の波長λ
１の光の反射率が５％以下であることが好ましい。このような構成とすることで、第２の
立ち上げミラー５５を反射して第２の対物レンズ５６側に漏出する漏出光２３はほとんど
無くなり、第２の対物レンズ５６が第１の波長λ１の光に露光されることがなくなる。こ
の構成の場合、第２の立ち上げミラー５５は第２の光学系に属さない部品となる。
【０１２５】
　図１１（Ｃ）の参考例に示す光ピックアップ装置の場合、フィルタ２０は、第２の立ち
上げミラー５５と第２の対物レンズ５６との間に配置されている。この場合、フィルタ２
０は、第１の波長λ１の光の透過率が５％以下であることが好ましい。このような構成と
することで、漏出光２３の第２の立ち上げミラー５５による反射光がフィルタ２０で遮断
され、第２の対物レンズ５６は第１の波長λ１の光に露光されなくなる。この構成の場合
も、第２の立ち上げミラー５５は第２の光学系に属さない部品となる。
【０１２６】
　図１２（Ａ）及び（Ｂ）は、参考例における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側
面から見た拡大図である。図１２（Ａ）及び（Ｂ）に示す光ピックアップ装置と、図１０
（Ａ）及び（Ｂ）や図１１（Ａ）～（Ｃ）に示す光ピックアップ装置とでは、第１の対物
レンズ４６と第２の対物レンズ５６との配置が入れ替わっている。
【０１２７】
　図１２（Ａ）の参考例に示す光ピックアップ装置の場合、フィルタ２０は、第２の立ち
上げミラー５５の反射面上に備えられている。この場合、フィルタ２０は、第１の波長λ
１の光の反射率が５％以下であることが好ましい。このような構成とすることで、第２の
立ち上げミラー５５を反射して第２の対物レンズ５６側に漏出する漏出光２３はほとんど
無くなり、第２の対物レンズ５６が第１の波長λ１の光に露光されることがなくなる。
【０１２８】
　図１２（Ｂ）の参考例に示す光ピックアップ装置の場合、フィルタ２０は、第２の立ち
上げミラー５５と第２の対物レンズ５６との間に配置されている。この場合、フィルタ２
０は、第１の波長λ１の光の透過率が５％以下であることが好ましい。このような構成と
することで、漏出光２３の第２の立ち上げミラー５５による反射光がフィルタ２０で遮断
され、第２の対物レンズ５６は第１の波長λ１の光に露光されなくなる。
【０１２９】
　なお、図１２（Ａ）及び（Ｂ）に示す構成の場合、第２の立ち上げミラー５５は第１の
光学系に属する部品であり、第１の波長λ１に対する耐光性を考慮した構成とする必要が
ある。
【０１３０】
　このほか、本実施の形態６では、フィルタ２０を用いることによって得られる、実施の
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形態１の参考例で述べた様々な効果も同様に得られる。
【０１３１】
　（実施の形態７）
　さらに、本発明の光ピックアップ装置を用いた光情報装置を図１３に示す。図１３は、
実施の形態７における光情報装置の一例である光ディスクドライブの全体構成を示す図で
ある。
【０１３２】
　光ディスクドライブ２００は、光ピックアップ装置２０１、モータ（回転系）２０５、
トラバース（移送系）２０６及び制御回路２０７を備える。光ディスク２０２は、ターン
テーブル２０３とクランパー２０４で挟んで固定され、モータ（回転系）２０５によって
回転させられる。
【０１３３】
　実施の形態１から実施の形態６のいずれかに記載した光ピックアップ装置２０１はトラ
バース（移送系）２０６上に乗っている。トラバース２０６は、光ピックアップ装置２０
１を光ディスク２０２の半径方向に移動させる。これにより、光ピックアップ装置２０１
によって照射される光が光ディスク２０２の内周から外周まで移動できるようにしている
。
【０１３４】
　制御回路２０７は、光ピックアップ装置２０１から受けた信号に基づいて、フォーカス
制御、トラッキング制御、トラバース制御及びモータ２０５の回転制御等を行う。また、
制御回路２０７は、再生信号から情報の再生や、記録信号の光ピックアップ装置２０１へ
の送出を行う。
【０１３５】
　（実施の形態８）
　実施の形態７に記した光ディスクドライブ（光情報装置）２００を具備したコンピュー
タを図１４に示す。図１４は、実施の形態８におけるコンピュータの全体構成を示す概略
斜視図である。
【０１３６】
　図１４において、パーソナルコンピュータ（コンピュータ）２１０は、実施の形態７の
光ディスクドライブ２００と、情報の入力を行うためのキーボード（入力部）２１１と、
キーボード２１１から入力された情報及び光ディスクドライブ２００から再生された情報
に基づいて演算を行う演算装置２１２と、情報の表示を行うためのモニタ（出力部）２１
３とを備える。
【０１３７】
　上述の実施の形態７の光ディスクドライブ２００を外部記憶装置として具備したコンピ
ュータ２１０は、異なる種類の光ディスクに情報を安定に記録あるいは再生でき、広い用
途に使用できる。光ディスクドライブ２００は、その大容量性を生かして、コンピュータ
２１０内のハードディスクのバックアップデータを記録することができる。また、光ディ
スクドライブ２００は、メディア（光ディスク）が安価で容易に携帯できること、あるい
は他の光ディスクドライブでも情報が読み出せるという互換性があることを生かして、プ
ログラムやデータを人と交換したり、自分用に持ち歩いたりすることができる。また、Ｄ
ＶＤやＣＤ等の既存のメディアの再生／記録にも対応できる。
【０１３８】
　（実施の形態９）
　実施の形態７に記した光ディスクドライブ（光情報装置）２００を具備した光ディスク
レコーダ（映像記録再生装置）を図１５に示す。図１５は、実施の形態９における光ディ
スクレコーダの全体構成を示す概略斜視図である。
【０１３９】
　図１５において、光ディスクレコーダ２２０は実施の形態７の光ディスクドライブ２０
０と、画像情報を光ディスクドライブ２００によって記録する情報に変換するエンコーダ
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２２１とを内蔵しており、記録している映像の表示を行うためのモニタ２２２と接続され
て使用される。
【０１４０】
　上述の実施の形態７の光ディスクドライブ２００を具備した光ディスクレコーダ２２０
は、異なる種類の光ディスクに映像を安定して記録あるいは再生でき、広い用途に使用で
きる。光ディスクレコーダ２２０は、メディア（光ディスク）に映像を記録し、好きな時
にそれを再生することができる。光ディスクはテープのように記録後や再生後に巻き戻し
の作業が必要なく、ある番組を記録しながらその番組の先頭部分を再生する追っかけ再生
や、ある番組を記録しながら以前に記録した番組を再生する同時記録再生が可能となる。
メディアが安価で容易に携帯できるであること、あるいは他の光ディスクレコーダでも情
報が読み出せるという互換性があることを生かして、記録した映像を人と交換したり、自
分用に持ち歩いたりすることができる。また、ＤＶＤやＣＤ等の既存のメディアの再生／
記録にも対応する。
【０１４１】
　なお、ここでは、光ディスクレコーダ２２０が光ディスクドライブ２００だけを備える
場合について述べたが、ハードディスクドライブを内蔵していても良いし、ビデオテープ
の録画再生機能を内蔵していても良い。その場合、映像の一時退避や、バックアップが容
易にできる。
【０１４２】
　（実施の形態１０）
　実施の形態７に記した光ディスクドライブ（光情報装置）２００を具備した光ディスク
プレーヤ（映像再生装置）を図１６に示す。図１６は、実施の形態１０における光ディス
クプレーヤの全体構成を示す概略斜視図である。
【０１４３】
　図１６において、液晶モニタ２３０を備えた光ディスクプレーヤ２３１は、実施の形態
７の光ディスクドライブ２００と、光ディスクドライブ２００から得られる情報信号を画
像に変換するデコーダ２３２とを内蔵しており、光ディスクに記録された映像を液晶モニ
タ２３０に表示する。上述の実施の形態７の光ディスクドライブ２００を具備した光ディ
スクプレーヤ２３１は、異なる種類の光ディスクの映像を安定に再生でき、広い用途に使
用できる。
【０１４４】
　光ディスクプレーヤ２３１は、メディア（光ディスク）に記録された映像を、好きな時
に再生することができる。光ディスクはテープのように再生後に巻き戻しの作業が必要な
く、ある映像の任意の場所にアクセスして再生することができる。また、ＤＶＤやＣＤ等
の既存のメディアの再生にも対応する。
【０１４５】
　（実施の形態１１）
　実施の形態７に記した光ディスクドライブ（光情報装置）２００を具備した光ディスク
サーバを図１７に示す。図１７は、実施の形態１１における光ディスクサーバの全体構成
を示す概略斜視図である。
【０１４６】
　図１７において、光ディスクサーバ２４０は、実施の形態７の光ディスクドライブ２０
０と、情報の入力を行うためのキーボード２４１と、情報の表示を行うためのモニタ２４
２と、光ディスクドライブ２００によって記録又は再生される情報の入出力を外部と行う
入出力部２４３とを備える。入出力部２４３は、例えばインターネットなどのネットワー
ク２４４と接続されている。
【０１４７】
　上述の実施の形態７の光ディスクドライブ２００を外部記憶装置として具備した光ディ
スクサーバ２４０は、異なる種類の光ディスクに情報を安定に記録あるいは再生でき、広
い用途に使用できる。光ディスクドライブ２００は、その大容量性を生かして、ネットワ
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ーク２４４からの要求に応じ、光ディスクに記録されている情報（例えば、画像、音声、
映像、ＨＴＭＬ文書及びテキスト文書等）を送出する。また、光ディスクドライブ２００
は、ネットワーク２４４から送られてくる情報をその要求された場所に記録する。また、
ＤＶＤやＣＤ等の既存のメディアに記録された情報も再生が可能であるので、それらの情
報を送出することも可能となる。
【０１４８】
　（実施の形態１２）
　実施の形態７に記した光ディスクドライブ（光情報装置）２００を具備したカーナビゲ
ーションシステムを図１８に示す。図１８は、実施の形態１２におけるカーナビゲーショ
ンシステムの全体構成を示す概略斜視図である。
【０１４９】
　図１８において、カーナビゲーションシステム２５０は、実施の形態７の光ディスクド
ライブ２００と、光ディスクドライブ２００から得られる情報信号を画像に変換するデコ
ーダ２５１とを内蔵しており、地形や行き先情報の表示を行うための液晶モニタ２５２と
接続されて使用される。
【０１５０】
　上述の実施の形態７の光ディスクドライブ２００を具備したカーナビゲーションシステ
ム２５０は、異なる種類の光ディスクに映像を安定に記録あるいは再生でき、広い用途に
使用できる。カーナビゲーションシステム２５０は、メディア（光ディスク）に記録され
た地図情報と、地上位置確定システム（ＧＰＳ）や、ジャイロスコープ、速度計及び走行
距離計等の情報に基づいて、現在位置を割り出し、その位置を液晶モニタ２５２上に表示
する。また、カーナビゲーションシステム２５０は、行き先が入力されると、地図情報や
道路情報に基づいて、行き先までの最適な経路を割り出し、それを液晶モニタ２５２に表
示する。
【０１５１】
　地図情報を記録するために大容量の光ディスクを用いることで、一枚の光ディスクで広
い地域をカバーして細かい道路情報を提供することができる。また、その道路近辺に付随
する、レストランやコンビニエンスストア、ガソリンスタンドなどの情報も同時に光ディ
スクに格納して提供することができる。さらに、道路情報は時間がたつと古くなり、現実
と合わなくなるが、光ディスクは互換性がありメディアが安価であるため、新しい道路情
報を収めた光ディスクと交換することで最新の情報を得ることができる。またＤＶＤやＣ
Ｄ等の既存のメディアの再生／記録にも対応するため、自動車の中で映画を見たり音楽を
聴いたりすることも可能である。
【０１５２】
　なお、上述した具体的実施形態には以下の構成を有する発明が主に含まれている。
【０１５３】
　本発明の一局面に係る光ピックアップ装置は、第１の波長を有する第１の光ビームを放
射する第１の光源と、前記第１の光源から放射された前記第１の光ビームを第１の光ディ
スクに導く第１の光学系と、前記第１の波長とは異なる第２の波長を有する第２の光ビー
ムを放射する第２の光源と、前記第２の光源から放射された前記第２の光ビームを、前記
第１の光ディスクとは記録密度の異なる第２の光ディスクに導く第２の光学系と、前記第
１の光学系から漏出する前記第１の波長を有する不要な光ビームが、前記第２の光学系を
構成する光学部品に照射されるのを遮る位置に配置され、前記第１の波長を有する第１の
光ビームを遮光する遮光部とを備える。
【０１５４】
　この構成によれば、第１の光源によって、第１の波長を有する第１の光ビームが放射さ
れ、第１の光学系によって、第１の光源から放射された第１の光ビームが第１の光ディス
クに導かれる。また、第２の光源によって、第１の波長とは異なる第２の波長を有する第
２の光ビームが放射され、第２の光学系によって、第２の光源から放射された第２の光ビ
ームが、第１の光ディスクとは記録密度の異なる第２の光ディスクに導かれる。そして、
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第１の光学系から漏出する第１の波長を有する不要な光ビームが、第２の光学系を構成す
る光学部品に照射されるのを遮る位置に配置された遮光部によって、第１の波長を有する
第１の光ビームが遮光される。
【０１５５】
　したがって、第１の波長を有する第１の光ビームが第２の光学系を構成する光学部品に
照射されないので、第２の光学系を構成する光学部品の損傷や性能劣化を防止することが
でき、光ピックアップ装置の記録再生性能の劣化を低減することができる。
【０１５６】
　また、第１の光源から出射する第１の光ビームの出射光量を制限する必要がなくなり、
多層光ディスクへの記録再生や高速での記録再生を実現するために、大光量の第１の光ビ
ームを出射する光ピックアップ装置を構成することができる。また、遮光部を構成する光
学部品を薄膜素子で構成することで、光ピックアップ装置を小型化することができる。
【０１５７】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記第１の光学系は、前記第１の光源から
放射された前記第１の光ビームを、前記第１の光ディスクの記録面に略垂直になるよう折
り曲げる第１の立ち上げミラーを含み、前記第２の光学系は、前記第２の光源から放射さ
れた前記第２の光ビームを、前記第２の光ディスクの記録面に略垂直になるよう折り曲げ
る第２の立ち上げミラーを含み、前記第１の立ち上げミラーに前記第１の光源側から入射
する第１の光ビームの光軸と、前記第２の立ち上げミラーに前記第２の光源側から入射す
る第２の光ビームの光軸とが、略平行であることが好ましい。
【０１５８】
　この構成によれば、第１の立ち上げミラーによって、第１の光源から放射された第１の
光ビームが、第１の光ディスクの記録面に略垂直になるよう折り曲げられ、第２の立ち上
げミラーによって、第２の光源から放射された第２の光ビームが、第２の光ディスクの記
録面に略垂直になるよう折り曲げられる。そして、第１の立ち上げミラーに第１の光源側
から入射する第１の光ビームの光軸と、第２の立ち上げミラーに第２の光源側から入射す
る第２の光ビームの光軸とが略平行となる。
【０１５９】
　したがって、第１の立ち上げミラーに第１の光源側から入射する第１の光ビームの光軸
と、第２の立ち上げミラーに第２の光源側から入射する第２の光ビームの光軸とが略平行
となるように、第１の光学系及び第２の光学系の光学部品を配置することができる。
【０１６０】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記第１の光源と前記第２の光源とは互い
に対向する位置に配置され、前記第１の立ち上げミラーと前記第２の立ち上げミラーとは
、前記第１の光ディスク及び前記第２の光ディスクの半径方向に垂直な方向に並んで配置
されることが好ましい。この構成によれば、第１の立ち上げミラーから漏出した第１の波
長を有する不要な光ビームが第２の立ち上げミラーに入射するのを防止することができる
。
【０１６１】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記遮光部は、前記第１の立ち上げミラー
と前記第２の立ち上げミラーとの間に配置され、前記第１の波長を有する第１の光ビーム
を遮光するフィルタを含むことが好ましい。
【０１６２】
　この構成によれば、第１の立ち上げミラーと第２の立ち上げミラーとの間に配置された
フィルタによって、第１の波長を有する第１の光ビームが遮光されるので、第１の立ち上
げミラーを透過した不要な光ビームが第２の立ち上げミラーに入射するのを防止すること
ができる。
【０１６３】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記遮光部は、前記第１の立ち上げミラー
の前記第１の光ビームの折り曲げ面に配置され、前記第１の波長を有する第１の光ビーム
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を遮光するフィルタを含むことが好ましい。
【０１６４】
　この構成によれば、第１の立ち上げミラーの第１の光ビームの折り曲げ面に配置された
フィルタによって、第１の波長を有する第１の光ビームが遮光されるので、第１の立ち上
げミラーから第２の立ち上げミラーに向かって不要な光ビームが透過するのを防止するこ
とができる。
【０１６５】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記遮光部は、前記第２の立ち上げミラー
の前記第２の光ビームの折り曲げ面に配置され、前記第１の波長を有する第１の光ビーム
を遮光するフィルタを含むことが好ましい。
【０１６６】
　この構成によれば、第２の立ち上げミラーの第２の光ビームの折り曲げ面に配置された
フィルタによって、第１の波長を有する第１の光ビームが遮光されるので、第１の立ち上
げミラーを透過した不要な光ビームが第２の立ち上げミラーに入射するのを防止すること
ができる。
【０１６７】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記フィルタは、前記第１の波長を有する
第１の光ビームの透過率が５％以下であることが好ましい。
【０１６８】
　この構成によれば、第１の波長を有する第１の光ビームに対するフィルタの透過率が５
％以下であるので、第１の立ち上げミラーから第２の立ち上げミラーに漏出する不要な光
ビームの量を光学部品が損傷及び性能劣化しない程度に抑えることができる。
【０１６９】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記第１の立ち上げミラー及び前記第２の
立ち上げミラーは、それぞれ平板で形成された光学部品であり、前記遮光部は、前記第１
の立ち上げミラー及び前記第２の立ち上げミラーを保持するとともに、前記第１の波長を
有する光ビームを透過しない材料で形成されたホルダを含むことが好ましい。
【０１７０】
　この構成によれば、第１の立ち上げミラー及び第２の立ち上げミラーは、それぞれ平板
で形成された光学部品である。そして、第１の波長を有する光ビームを透過しない材料で
形成されたホルダによって、第１の立ち上げミラー及び第２の立ち上げミラーが保持され
る。
【０１７１】
　したがって、第１の立ち上げミラー及び第２の立ち上げミラーを保持するホルダによっ
て、第１の立ち上げミラーを透過した不要な光ビームが第２の立ち上げミラーに入射する
のを防止することができる。
【０１７２】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記ホルダは、光学部品を支持する光学基
台上に形成されていることが好ましい。この構成によれば、ホルダが、光学部品を支持す
る光学基台上に形成されているので、第１の立ち上げミラー及び第２の立ち上げミラーを
光学基台に固定することができ、安定した記録再生を実現することができる。
【０１７３】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記遮光部は、前記第１の立ち上げミラー
における前記第１の光ビームの折り曲げ面以外の面の少なくとも１つの面に配置され、前
記第１の波長を有する第１の光ビームを吸収し、吸収されずに透過又は反射される成分が
吸収前の５％以下であることが好ましい。
【０１７４】
　この構成によれば、第１の立ち上げミラーにおける第１の光ビームの折り曲げ面以外の
面の少なくとも１つの面に配置された遮光部によって、第１の波長を有する第１の光ビー
ムが吸収される。そして、このとき吸収されずに透過又は反射される成分が吸収前の５％
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以下である。したがって、第１の立ち上げミラーにおける第１の光ビームの折り曲げ面以
外の面から出射する不要な光ビームが第２の立ち上げミラーに入射するのを防止すること
ができる。
【０１７５】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記遮光部は、前記第１の立ち上げミラー
における前記第１の光ビームの折り曲げ面以外の面の少なくとも１つの面に配置され、前
記第１の波長を有する第１の光ビームを反射させ、その反射率が５％以下であることが好
ましい。
【０１７６】
　この構成によれば、第１の立ち上げミラーにおける第１の光ビームの折り曲げ面以外の
面の少なくとも１つの面に配置された遮光部によって、第１の波長を有する第１の光ビー
ムが反射する。そして、第１の光ビームの折り曲げ面以外の面の少なくとも１つの面の反
射率は５％以下である。したがって、第１の立ち上げミラーにおける第１の光ビームの折
り曲げ面以外の面から出射する不要な光ビームが第２の立ち上げミラーに入射するのを防
止することができる。
【０１７７】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記第１の光学系は、前記第１の光ビーム
を前記第１の光ディスクに合焦させる第１の対物レンズを含み、前記第２の光学系は、前
記第２の光ビームを前記第２の光ディスクに合焦させる第２の対物レンズを含み、前記第
１の対物レンズと前記第２の対物レンズとを同時に保持するレンズホルダをさらに備え、
前記遮光部は、前記レンズホルダ内において、前記第１の光ビームが通過する光路と、前
記第２の光ビームが通過する光路とを分離する壁を含み、前記壁は、前記第１の波長を有
する第１の光ビームを遮光することが好ましい。
【０１７８】
　この構成によれば、第１の対物レンズによって、第１の光ビームが第１の光ディスクに
合焦され、第２の対物レンズによって、第２の光ビームが第２の光ディスクに合焦される
。そして、レンズホルダによって、第１の対物レンズと第２の対物レンズとが同時に保持
される。壁によって、レンズホルダ内において、第１の光ビームが通過する光路と、第２
の光ビームが通過する光路とが分離され、第１の波長を有する第１の光ビームが遮光され
る。
【０１７９】
　したがって、レンズホルダ内において、第２の対物レンズが通過する光路上の光学部品
に第１の光ビームが漏出するのを防止することができる。
【０１８０】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記遮光部は、前記レンズホルダ内の前記
第２の光ビームが通過する光路中における前記第２の対物レンズと前記第２の立ち上げミ
ラーとの間に配置され、前記第１の波長を有する第１の光ビームを遮断し、前記第２の波
長を有する第２の光ビームを透過させる波長選択フィルタをさらに含むことが好ましい。
【０１８１】
　この構成によれば、レンズホルダ内の第２の光ビームが通過する光路中における第２の
対物レンズと第２の立ち上げミラーとの間に配置された波長選択フィルタによって、第１
の波長を有する第１の光ビームが遮断され、第２の波長を有する第２の光ビームが透過さ
れる。
【０１８２】
　したがって、レンズホルダ内において、第２の対物レンズが通過する光路上の光学部品
に第１の光ビームが漏出するのを確実に防止することができる。
【０１８３】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記第１の光学系は、前記第１の光源から
放射された前記第１の光ビームを、前記第１の光ディスクの記録面に略垂直になるよう折
り曲げる第１の立ち上げミラーを含み、前記第２の光学系は、前記第２の光源から放射さ
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れた前記第２の光ビームを、前記第２の光ディスクの記録面に略垂直になるよう折り曲げ
る第２の立ち上げミラーを含み、前記第１の光源と前記第２の光源とは互いに対向する位
置に配置され、前記第１の立ち上げミラーと前記第２の立ち上げミラーとは、前記第１の
光ディスク及び前記第２の光ディスクの半径方向に並んで配置されることが好ましい。
【０１８４】
　この構成によれば、第１の立ち上げミラーによって、第１の光源から放射された第１の
光ビームが、第１の光ディスクの記録面に略垂直になるよう折り曲げられ、第２の立ち上
げミラーによって、第２の光源から放射された第２の光ビームが、第２の光ディスクの記
録面に略垂直になるよう折り曲げられる。そして、第１の光源と第２の光源とは互いに対
向する位置に配置されており、第１の立ち上げミラーと第２の立ち上げミラーとは、第１
の光ディスク及び第２の光ディスクの半径方向に並んで配置される。
【０１８５】
　したがって、第１の立ち上げミラー及び第２の立ち上げミラーを第１の光ディスク及び
第２の光ディスクの半径方向に垂直な方向に並べた場合に比べて、光ピックアップ装置を
小型化することができる。
【０１８６】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記遮光部は、前記第１の光ビームの光軸
方向に交わるとともに、前記第１の立ち上げミラーの第１の光ビームの入射面とは異なる
面側に配置され、前記第１の波長を有する第１の光ビームを遮光するフィルタを含むこと
が好ましい。
【０１８７】
　この構成によれば、第１の光ビームの光軸方向に交わるとともに、第１の立ち上げミラ
ーの第１の光ビームの入射面とは異なる面側に配置されたフィルタによって、第１の波長
を有する第１の光ビームが遮光される。したがって、第１の立ち上げミラーの第１の光ビ
ームの入射面とは異なる面側から漏出する不要な光ビームが第２の光学系に入射するのを
防止することができる。
【０１８８】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記遮光部は、前記第１の立ち上げミラー
と前記第２の立ち上げミラーとの間に配置され、前記第１の波長を有する第１の光ビーム
を遮光するフィルタを含むことが好ましい。
【０１８９】
　この構成によれば、第１の立ち上げミラーと第２の立ち上げミラーとの間に配置された
フィルタによって、第１の波長を有する第１の光ビームが遮光される。したがって、第１
の光学系を構成する光学部品の外側を通る光ビームや光学基台内外で発生する不要な内部
反射迷光が第２の光学系に入射するのを防止することができる。
【０１９０】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記第１の光ビームと前記第２の光ビーム
とは同一方向から照射され、前記第１の立ち上げミラーに入射する第１の光ビームの光軸
と、前記第２の立ち上げミラーに入射する第２の光ビームの光軸とが一致することが好ま
しい。
【０１９１】
　この構成によれば、第１の光ビームと第２の光ビームとは同一方向から照射され、第１
の立ち上げミラーに入射する第１の光ビームの光軸と、第２の立ち上げミラーに入射する
第２の光ビームの光軸とが一致するので、第１の光源と第２の光源とを対向する位置に配
置する場合に比べて、光ピックアップ装置を小型化することができる。
【０１９２】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記第１の立ち上げミラーは、前記第１の
光源から放射された前記第１の光ビームを、前記第１の光ディスクの記録面に略垂直にな
るよう折り曲げるとともに、前記第２の光ビームを透過させ、前記第２の立ち上げミラー
は、前記第１の立ち上げミラーを透過した前記第２の光ビームを、前記第２の光ディスク
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の記録面に略垂直になるよう折り曲げ、前記遮光部は、前記第１の立ち上げミラーと前記
第２の立ち上げミラーとの間に配置され、前記第１の波長を有する第１の光ビームを遮光
するフィルタを含むことが好ましい。
【０１９３】
　この構成によれば、第１の立ち上げミラーと第２の立ち上げミラーとの間に配置された
フィルタによって、第１の波長を有する第１の光ビームが遮光されるので、第２の光ビー
ムと共に第１の立ち上げミラーを透過した不要な光ビームが第２の立ち上げミラーに入射
するのを防止することができる。
【０１９４】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記第１の立ち上げミラーは、前記第１の
光源から放射された前記第１の光ビームを、前記第１の光ディスクの記録面に略垂直にな
るよう折り曲げるとともに、前記第２の光ビームを透過させ、前記第２の立ち上げミラー
は、前記第１の立ち上げミラーを透過した前記第２の光ビームを、前記第２の光ディスク
の記録面に略垂直になるよう折り曲げ、前記第２の光学系は、前記第２の立ち上げミラー
によって折り曲げられた前記第２の光ビームを前記第２の光ディスクに合焦させる第２の
対物レンズを含み、前記遮光部は、前記第２の立ち上げミラーと前記第２の対物レンズと
の間に配置され、前記第１の波長を有する第１の光ビームを遮光するフィルタを含むこと
が好ましい。
【０１９５】
　この構成によれば、第２の対物レンズによって、第２の立ち上げミラーによって折り曲
げられた第２の光ビームが第２の光ディスクに合焦され、第２の立ち上げミラーと第２の
対物レンズとの間に配置されたフィルタによって、第１の波長を有する第１の光ビームが
遮光される。
【０１９６】
　したがって、第２の光ビームと共に第２の立ち上げミラーによって折り曲げられた不要
な光ビームが第２の対物レンズに入射するのを防止することができる。
【０１９７】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記第２の光学系は、樹脂材料で形成され
た少なくとも１つ以上の光学部品を有することが好ましい。
【０１９８】
　樹脂材料で形成された光学部品は、短波長の光ビームが照射されることで損傷及び性能
劣化しやすくなる。しかしながら、この構成によれば、第１の光学系から漏出した光ビー
ムが第２の光学系に入射しないので、樹脂材料で形成された光学部品で第２の光学系を構
成することができ、光ピックアップ装置の製造コストを低減することができる。
【０１９９】
　また、上記の光ピックアップ装置において、前記第１の波長は、３９０ｎｍ～４２０ｎ
ｍであることが好ましい。この構成によれば、３９０ｎｍ～４２０ｎｍの波長を有する青
色レーザ光の不要な光ビームが、第２の光学系を構成する光学部品に入射するのを防止す
ることができる。
【０２００】
　本発明の他の局面に係る光情報装置は、上記の光ピックアップ装置と、光ディスクを回
転するモータと、前記光ピックアップ装置から得られる信号を受け、前記信号に基づいて
、フォーカス制御、トラッキング制御、情報再生制御及び前記モータの回転制御を行う制
御部とを備える。
【０２０１】
　この構成によれば、光ピックアップ装置から得られる信号に基づいて、フォーカス制御
、トラッキング制御、情報再生制御及びモータの回転制御が行われる。したがって、上記
の光ピックアップ装置を光情報装置に適用することができる。
【０２０２】
　本発明の他の局面に係るコンピュータは、上記の光情報装置と、情報を入力するための
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入力部と、前記入力部から入力された情報及び前記光情報装置から再生された情報に基づ
いて演算を行う演算装置と、前記入力部から入力された情報、前記光情報装置から再生さ
れた情報、及び前記演算装置によって演算された結果を出力する出力部とを備える。
【０２０３】
　この構成によれば、入力部によって、情報が入力され、演算部によって、入力部から入
力された情報及び光情報装置から再生された情報に基づいて演算が行われる。そして、出
力部によって、入力部から入力された情報、光情報装置から再生された情報、及び演算装
置によって演算された結果が出力される。したがって、上記の光ピックアップ装置を備え
る光情報装置をコンピュータに適用することができる。
【０２０４】
　本発明の他の局面に係る光ディスクプレーヤは、上記の光情報装置と、前記光情報装置
から得られる情報信号を画像に変換するデコーダとを備える。
【０２０５】
　この構成によれば、デコーダによって、光情報装置から得られる情報信号が画像に変換
されるので、上記の光ピックアップ装置を備える光情報装置を光ディスクプレーヤに適用
することができる。
【０２０６】
　本発明の他の局面に係るカーナビゲーションシステムは、上記の光情報装置と、前記光
情報装置から得られる情報信号を画像に変換するデコーダとを備える。
【０２０７】
　この構成によれば、デコーダによって、光情報装置から得られる情報信号が画像に変換
されるので、上記の光ピックアップ装置を備える光情報装置をカーナビゲーションシステ
ムに適用することができる。
【０２０８】
　本発明の他の局面に係る光ディスクレコーダは、上記の光情報装置と、画像情報を前記
光情報装置によって記録する情報に変換するエンコーダとを備える。
【０２０９】
　この構成によれば、エンコーダによって、画像情報が光情報装置によって記録する情報
に変換されるので、上記の光ピックアップ装置を備える光情報装置を光ディスクレコーダ
に適用することができる。
【０２１０】
　本発明の他の局面に係る光ディスクサーバは、上記の光情報装置と、前記光情報装置に
よって記録又は再生される情報の入出力を外部と行う入出力部とを備える。
【０２１１】
　この構成によれば、入出力部によって、光情報装置によって記録又は再生される情報の
入出力が外部と行われるので、上記の光ピックアップ装置を備える光情報装置を光ディス
クサーバに適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２１２】
　本発明に係る光ピックアップ装置、光情報装置、コンピュータ、光ディスクプレーヤ、
カーナビゲーションシステム、光ディスクレコーダ及び光ディスクサーバは、第２の光学
系を構成する光学部品の損傷や性能劣化を防止することができ、記録再生性能の劣化を低
減することができ、光ディスクに情報を記録する及び／又は光ディスクから情報を再生す
る光ピックアップ装置、光情報装置、コンピュータ、光ディスクプレーヤ、カーナビゲー
ションシステム、光ディスクレコーダ及び光ディスクサーバとして有用である。また、光
ディスクを利用するコンピュータからＡＶ機器まで、幅広い産業分野で利用することがで
き、その産業上の利用可能性は非常に広く且つ大きい。
【図面の簡単な説明】
【０２１３】
【図１】本発明の実施の形態における光ピックアップ装置の概念図である。
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【図２】実施の形態１における光ピックアップ装置の具体的な構成の一例を示す図である
。
【図３】実施の形態２における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側面から見た拡大
図である。
【図４】実施の形態２の変形例における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側面から
見た拡大図である。
【図５】実施の形態３における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側面から見た拡大
図である。
【図６】実施の形態４における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側面から見た拡大
図である。
【図７】実施の形態５における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを示す拡大図である
。
【図８】実施の形態５の第１の変形例における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを上
方から見た拡大図である。
【図９】実施の形態５の第２の変形例における光ピックアップ装置の立ち上げミラーを上
方から見た拡大図である。
【図１０】実施の形態６における光ピックアップ装置の構成を示す図である。
【図１１】実施の形態６の第１～第３の変形例における光ピックアップ装置の立ち上げミ
ラーを側面から見た拡大図である。
【図１２】実施の形態６の第４及び第５の変形例における光ピックアップ装置の立ち上げ
ミラーを側面から見た拡大図である。
【図１３】実施の形態７における光情報装置の一例である光ディスクドライブの全体構成
を示す図である。
【図１４】実施の形態８におけるコンピュータの全体構成を示す概略斜視図である。
【図１５】実施の形態９における光ディスクレコーダの全体構成を示す概略斜視図である
。
【図１６】実施の形態１０における光ディスクプレーヤの全体構成を示す概略斜視図であ
る。
【図１７】実施の形態１１における光ディスクサーバの全体構成を示す概略斜視図である
。
【図１８】実施の形態１２におけるカーナビゲーションシステムの全体構成を示す概略斜
視図である。
【図１９】第１の従来技術に係る光ピックアップ装置の構成を示す図である。
【図２０】第３の従来技術に係る光ピックアップ装置の構成を示す図である。
【図２１】従来の光ピックアップ装置の立ち上げミラーを側面から見た図である。
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