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(57)【要約】
【課題】ホログラム記録中に連続してアドレス・サーボ
制御を行い、ホログラム記録時の光路を利用してビット
バイビット記録を行うことができる記録装置及びそれを
備えた情報機器を提供することを目的とする。
【解決手段】ＤＶＤ用のレーザ光源９ａと、ＣＤ用のレ
ーザ光源９ｂと、ＤＶＤ用のレーザ光源９ａから照射さ
れたレーザ光に情報を付与する空間光変調器７と、ＤＶ
Ｄ用のレーザ光源９ａから照射されたレーザ光とＣＤ用
のレーザ光源９ｂから照射されたレーザ光とを同一光軸
上の異なる位置に集光させる対物レンズ１と、を具備し
、ホログラム記録の場合、ＤＶＤ用のレーザ光源９ａよ
り照射されたレーザ光から記録すると同時に、ＣＤ用の
レーザ光源９ｂによってアドレス・サーボ制御を行い、
ＤＶＤ記録の場合ＤＶＤ用のレーザ光源９ａを用いて記
録し、ＣＤ記録の場合ＣＤ用のレーザ光源９ｂを用いて
記録する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報光に参照光を干渉させて記録媒体上に干渉縞を記録するホログラム記録装置であって
、ＤＶＤ用の第１光源と、ＣＤ用の第２光源と、
前記第１光源から照射されたレーザ光に情報を付与する空間光変調部と、
前記第１光源から照射されたレーザ光と前記第２光源から照射されたレーザ光とを同一光
軸上の異なる位置に集光させる対物レンズと、を具備し、
ホログラム記録の場合、前記第１光源より照射されたレーザ光から前記空間光変調部を経
由させて情報を付与した情報光を生成し前記対物レンズへ導く第１光路と前記第１光源よ
り照射されたレーザ光から前記空間光変調部を経由しない参照光を生成し前記対物レンズ
へ導く第２光路との２つの光路を用いて記録すると同時に、前記第２光源から照射された
レーザ光を前記対物レンズに導く第３光路を用いてアドレス・サーボ制御を行い、ＤＶＤ
記録の場合前記第２光路を用いて記録し、また、ＣＤ記録の場合前記第３光路を用いて記
録することを特徴とする記録装置。
【請求項２】
前記対物レンズは前記第１光源から照射されたレーザ光を前記第２光源から照射されたレ
ーザ光より前記対物レンズ側に集光させることを特徴とする請求項１記載の記録装置。
【請求項３】
ブルーレーザ光の第３光源と、ブルーレーザ光を集光する第２対物レンズを設け、前記第
３光源から照射されたレーザ光を前記第２光路を経由して前記第２対物レンズに導くこと
を特徴とする請求項１記載の記録装置。
【請求項４】
情報光に参照光を干渉させて記録媒体上に干渉縞を記録するホログラム記録装置であって
、ＤＶＤ用の第１光源と、ＣＤ用の第２光源と、
前記第１光源から照射されたレーザ光に情報を付与する空間光変調部と、
前記第１光源から照射されたレーザ光と前記第２光源から照射されたレーザ光とを同一光
軸上の異なる位置に集光させる対物レンズと、を具備し、
ホログラム記録の場合、前記第１光源より照射されたレーザ光から前記空間光変調部を経
由させて情報を付与した情報光を生成し前記対物レンズへ導く第１光路と前記第１光源よ
り照射されたレーザ光から前記空間光変調部を経由しない参照光を生成し前記対物レンズ
へ導く第２光路との２つの光路を用いて記録すると同時に、前記第２光源から照射された
レーザ光を前記対物レンズに導く第３光路を用いてアドレス・サーボ制御を行い、ＤＶＤ
記録の場合前記第１光路を用いて記録し、また、ＣＤ記録の場合前記第３光路を用いて記
録することを特徴とする記録装置。
【請求項５】
前記対物レンズは前記第１光源から照射されたレーザ光を前記第２光源から照射されたレ
ーザ光より前記対物レンズ側に集光させることを特徴とする請求項４記載の記録装置。
【請求項６】
ブルーレーザ光の第３光源と、ブルーレーザ光を集光する第２対物レンズを設け、前記第
３光源から照射されたレーザ光を前記第１光路を経由して前記第２対物レンズに導くこと
を特徴とする請求項４記載の記録装置。
【請求項７】
前記対物レンズは、前記第１光源から照射されたレーザ光を回折する回折格子が形成され
、前記第２光源から照射されたレーザ光は前記回折格子の影響を受けずに集光し、一方、
前記第１光源から照射されたレーザ光は前記回折格子により回折光となって、前記第２光
源から照射されたレーザ光の集光位置より前記対物レンズ側に集光することを特徴とする
請求項２又は５記載の記録装置。
【請求項８】
前記対物レンズは、第１屈折領域と第２屈折領域とを有し、前記第１屈折領域には第２光
源から入射したレーザ光を回折する第１回折格子が形成され、一方前記第２屈折領域には
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第１光源から入射したレーザ光を回折する第２回折格子が形成され、前記第２光源から前
記第２屈折領域を通過したレーザ光は前記第２回折格子の影響を受けずに集光し、一方、
前記第１光源から前記第２屈折領域を通過したレーザ光は前記第２回折格子により回折光
となって、前記第２光源から前記第２屈折領域を通過したレーザ光の集光位置より前記対
物レンズ側に集光することを特徴とする請求項２又は５記載の記録装置。
【請求項９】
前記第１光源から前記第１屈折領域を通過したレーザ光は前記第１回折格子の影響を受け
ずに前記第１屈折領域の屈折率に従って集光し、前記第１光源から前記第１屈折領域を通
過したレーザ光が前記前記第１光源から前記第２屈折領域を通過したレーザ光の集光位置
と同じ位置に集光するように、前記第２屈折領域の屈折率が設定されていることを特徴と
する請求項８記載の記録装置。
【請求項１０】
前記第２光源から前記第１屈折領域を通過したレーザ光は前記第１回折格子により回折光
となり拡散して集光しないことを特徴とする請求項９記載の記録装置。
【請求項１１】
情報光に参照光を干渉させて記録媒体上に干渉縞を記録する記録装置であって、第１光源
と、前記第１光源と波長が異なる第２光源と、
前記第１光源から照射されたレーザ光に情報を付与する空間光変調部と、
前記第１光源から照射されたレーザ光と前記第２光源から照射されたレーザ光とを同一光
軸上の異なる位置に集光させ、させる対物レンズと、を具備し、
前記対物レンズは前記第１光源から照射されたレーザ光を前記第２光源から照射されたレ
ーザ光より前記対物レンズ側に集光させ、第１記録方式の場合、前記第１光源より照射さ
れたレーザ光から前記空間光変調部を経由させて情報を付与した情報光を生成し前記対物
レンズへ導く第１光路と前記第１光源より照射されたレーザ光から前記空間光変調部を経
由しない参照光を生成し前記対物レンズへ導く第２光路との２つの光路を用いて記録する
と同時に、前記第２光源から照射されたレーザ光を前記対物レンズに導く第３光路を用い
てアドレス・サーボ制御を行い、第２記録方式の場合、前記第１又は第２光路を用いて記
録し、また、前記第３記録方式の場合、前記第３光路を用いて記録することを特徴とする
記録装置。
【請求項１２】
前記第１記録方式はホログラム記録方式、前記第２記録方式はＤＶＤ記録方式、前記第３
記録方式はＣＤ記録方式であることを特徴とする請求項１１記載の記録装置。
【請求項１３】
請求項１～１２記載の記録装置を備えたことを特徴とする情報機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、従来の光ディスク記録方式であるビットバイビット記録との互換性を有し、
ホログラムを行う記録装置及びそれを備えた情報機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のホログラム記録装置では、ホログラム記録に用いる情報光の光路又は参
照光の光路のうちいずれかをビットバイビット記録の光路として用いて、ビットバイビッ
ト記録との互換性を実現しようとしていた。
【０００３】
　この際、ホログラム記録時におけるアドレス・サーボ制御においては、アドレス・サー
ボ制御に必要な光ディスクからの反射光を、ホログラム記録用の光源と同じ光源からホロ
グラム記録における情報光の光路又は参照光の光路を経由して取っていた。
【０００４】
　例えば、ビットバイビット記録との互換性を有するホログラム記録装置において、ホロ
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グラム記録時の参照光の光路を用いて、アドレス・サーボ制御とビットバイビット記録と
を行うもの（例えば、特許文献１参照）、ホログラム記録時の情報光の光路を用いてアド
レス・サーボ制御とビットバイビット記録とを行うもの（例えば、特許文献２参照）があ
った。
【特許文献１】特開２００２－１２３９４９号公報
【特許文献２】特開２００３－１７８４６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の技術では、以下のような問題が生じていた。
【０００６】
　即ち、上記のように、ホログラム記録におけるアドレス・サーボ制御では、アドレス・
サーボ制御に用いる光をホログラム記録用の光源から取り、ホログラム記録における情報
光の光路又は参照光の光路を経由して行っていたため、ホログラム記録とアドレス・サー
ボ制御とを同時に行うことは出来ず、記録と制御とを交互に行う必要があるという問題が
あった。
【０００７】
　また、ホログラム記録とアドレス・サーボ制御とを交互に行うために、ホログラム記録
媒体はホログラム記録エリアとアドレス・サーボエリアとを設けてあり、記録媒体の全領
域を記録に使用出来ず有効利用出来なかった。
【０００８】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みてなされたもので、ホログラム記録の場合に、記録を
行っている最中であっても、ホログラム記録用の光源とは別の光源によって連続してアド
レス・サーボ制御を行うことが出来、記録精度を向上させつつ記録媒体を最大限有効に利
用でき、また、ホログラム記録時の光路を利用してホログラム記録用の光源と別の光源と
をビットバイビット記録用の光源として用いることが出来る記録装置及びそれを備えた情
報機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明は、情報光に参照光を干渉させて記録媒体に干渉縞を
記録するホログラム記録装置であって、ＤＶＤ用の第１光源と、ＣＤ用の第２光源と、前
記第１光源から照射されたレーザ光に情報を付与する空間光変調部と、前記第１光源から
照射されたレーザ光と前記第２光源から照射されたレーザ光とを同一光軸上の異なる位置
に集光させる対物レンズと、を具備し、ホログラム記録の場合、前記第１光源より照射さ
れたレーザ光から前記空間光変調部を経由させて情報を付与した情報光を生成し前記対物
レンズへ導く第１光路と前記第１光源より照射されたレーザ光から前記空間光変調部を経
由しない参照光を生成し前記対物レンズへ導く第２光路との２つの光路を用いて記録する
と同時に、前記第２光源から照射されたレーザ光を前記対物レンズに導く第３光路を用い
てアドレス・サーボ制御を行い、ＤＶＤ記録の場合前記第２光路を用いて記録し、また、
ＣＤ記録の場合前記第３光路を用いて記録することを特徴とする。
【００１０】
　また、情報光に参照光を干渉させて記録媒体上に干渉縞を記録するホログラム記録装置
であって、ＤＶＤ用の第１光源と、ＣＤ用の第２光源と、前記第１光源から照射されたレ
ーザ光に情報を付与する空間光変調部と、前記第１光源から照射されたレーザ光と前記第
２光源から照射されたレーザ光とを同一光軸上の異なる位置に集光させる対物レンズと、
を具備し、ホログラム記録の場合、前記第１光源より照射されたレーザ光から前記空間光
変調部を経由させて情報を付与した情報光を生成し前記対物レンズへ導く第１光路と前記
第１光源より照射されたレーザ光から前記空間光変調部を経由しない参照光を生成し前記
対物レンズへ導く第２光路との２つの光路を用いて記録すると同時に、前記第２光源から
照射されたレーザ光を前記対物レンズに導く第３光路を用いてアドレス・サーボ制御を行
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い、ＤＶＤ記録の場合前記第１光路を用いて記録し、また、ＣＤ記録の場合前記第３光路
を用いて記録することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、少なくともホログラム記録、ＤＶＤ記録、及びＣＤ記録の互換性を持
たせた記録装置において、第１光源から照射されたレーザ光と第２光源から照射されたレ
ーザ光とを同一光軸上の異なる位置に集光させる対物レンズを用いることにより、ホログ
ラム記録する記録媒体の層を、アドレス・サーボ制御用の溝を設けた記録媒体の層とは異
なる位置に設けることが出来るので、ホログラム記録の場合に、記録を行っている最中で
あっても、連続してアドレス・サーボ制御を行うことができ、その結果、記録精度を向上
させつつ記録媒体を最大限有効に利用出来る。
【００１２】
　また、ホログラム記録の場合にＤＶＤ用の第１光源を用い、一方、ＤＶＤ記録の場合に
ホログラム記録に用いられる空間光変調部を経由しない第２光路を用いることにより、光
源を起点として記録に用いる光路をＤＶＤ記録とホログラム記録とで共用するので、ホロ
グラム記録とＤＶＤ記録とで共用する光学系が多く、光学系を効率的に共用する互換性を
持った記録装置を容易に実現でき、その結果、情報光と参照光と２系統の光路を用いるホ
ログラム記録とＤＶＤ記録とを共に実現する記録装置であっても、ホログラム記録とＤＶ
Ｄ記録とを別々の光学系で実現した場合と比較して装置全体を大幅に小型化出来る。
【００１３】
　さらに、ホログラム記録の場合にＣＤ用の第２光源からのレーザ光を用いてホログラム
記録のアドレス・サーボ制御を行い、一方、ＣＤ記録の場合にホログラム記録のアドレス
・サーボ制御時に用いる光路を用いることにより、ＣＤ記録に用いる光路とホログラム記
録でのアドレス・サーボ制御用の光路とを共用するので、ＣＤ記録で共用する光学系が多
く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容易に実現でき、その結果、情報
光と参照光と２系統の光路を用いるホログラム記録とＣＤとを共に実現する記録装置であ
っても、ホログラム記録とＣＤ記録とを別々の光学系で実現した場合と比較して装置全体
を大幅に小型化出来る。
【００１４】
　また、共用する光路として空間光変調部を経由しない第２光路を用いることにより、Ｄ
ＶＤ記録に不要な光学部材を経由しないので、ＤＶＤ記録の際に空間光変調部を経由させ
ることによって発生するレーザ光の損失やノイズをなくすことが出来る。
【００１５】
　また、少なくともホログラム記録、ＤＶＤ記録、及びＣＤ記録の互換性を持たせた記録
装置において、第１光源から照射されたレーザ光と第２光源から照射されたレーザ光とを
同一光軸上の異なる位置に集光させる対物レンズを用いることにより、ホログラム記録す
る記録媒体の層を、アドレス・サーボ制御用の溝を設けた記録媒体の層とは異なる位置に
設けることが出来るので、ホログラム記録の場合に、記録を行っている最中であっても、
連続してアドレス・サーボ制御を行うことができ、その結果、記録精度を向上させつつ記
録媒体を最大限有効に利用出来る。
【００１６】
　また、ホログラム記録の場合にＤＶＤ用の第１光源を用い、一方、ＤＶＤ記録の場合に
ホログラム記録に用いられる第１光路を用いることにより、光源を起点として記録に用い
る光路をＤＶＤ記録とホログラム記録とで共用するので、ホログラム記録とＤＶＤ記録と
で共用する光学系が多く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容易に実現
でき、その結果、情報光と参照光と２系統の光路を用いるホログラム記録とＤＶＤ記録と
を共に実現する記録装置であっても、ホログラム記録とＤＶＤ記録とを別々の光学系で実
現した場合と比較して装置全体を大幅に小型化出来る。
【００１７】
　さらに、ホログラム記録の場合にＣＤ用の第２光源からのレーザ光を用いてホログラム
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記録のアドレス・サーボ制御を行い、一方、ＣＤ記録の場合にホログラム記録のアドレス
・サーボ制御時に用いる光路を用いることにより、ＣＤ記録に用いる光路とホログラム記
録でのアドレス・サーボ制御用の光路とを共用するので、ＣＤ記録で共用する光学系が多
く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容易に実現でき、その結果、情報
光と参照光と２系統の光路を用いるホログラム記録とＣＤとを共に実現する記録装置であ
っても、ホログラム記録とＣＤ記録とを別々の光学系で実現した場合と比較して装置全体
を大幅に小型化出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明によれば、情報光に参照光を干渉させて記録媒体上に干渉縞を記録するホログラ
ム記録装置であって、ＤＶＤ用の第１光源と、ＣＤ用の第２光源と、第１光源から照射さ
れたレーザ光に情報を付与する空間光変調部と、第１光源から照射されたレーザ光と第２
光源から照射されたレーザ光とを同一光軸上の異なる位置に集光させる対物レンズと、を
具備し、ホログラム記録の場合、第１光源より照射されたレーザ光から空間光変調部を経
由させて情報を付与した情報光を生成し対物レンズへ導く第１光路と第１光源より照射さ
れたレーザ光から空間光変調部を経由しない参照光を生成し対物レンズへ導く第２光路と
の２つの光路を用いて記録すると同時に、第２光源から照射されたレーザ光を対物レンズ
に導く第３光路を用いてアドレス・サーボ制御を行い、ＤＶＤ記録の場合第２光路を用い
て記録し、また、ＣＤ記録の場合第３光路を用いて記録することを特徴とする。
【００１９】
　これにより、少なくともホログラム記録、ＤＶＤ記録、及びＣＤ記録の互換性を持たせ
た記録装置において、第１光源から照射されたレーザ光と第２光源から照射されたレーザ
光とを同一光軸上の異なる位置に集光させる対物レンズを用いることにより、ホログラム
記録する記録媒体の層を、アドレス・サーボ制御用の溝を設けた記録媒体の層とは異なる
位置に設けることが出来るので、ホログラム記録の場合に、記録を行っている最中であっ
ても、連続してアドレス・サーボ制御を行うことができ、その結果、記録精度を向上させ
つつ記録媒体を最大限有効に利用出来る。
【００２０】
　また、ホログラム記録の場合にＤＶＤ用の第１光源を用い、一方、ＤＶＤ記録の場合に
ホログラム記録に用いられる空間光変調部を経由しない第２光路を用いることにより、光
源を起点として記録に用いる光路をＤＶＤ記録とホログラム記録とで共用するので、ホロ
グラム記録とＤＶＤ記録とで共用する光学系が多く光学系を効率的に共用する互換性を持
った記録装置を容易に実現でき、その結果、情報光と参照光と２系統の光路を用いるホロ
グラム記録とＤＶＤ記録とを共に実現する記録装置であっても、ホログラム記録とＤＶＤ
記録とを別々の光学系で実現した場合と比較して装置全体を大幅に小型化出来る。
【００２１】
　さらに、ホログラム記録の場合にＣＤ用の第２光源からのレーザ光を用いてホログラム
記録のアドレス・サーボ制御を行い、一方、ＣＤ記録の場合にホログラム記録のアドレス
・サーボ制御時に用いる光路を用いることにより、ＣＤ記録に用いる光路とホログラム記
録でのアドレス・サーボ制御用の光路とを共用するので、ＣＤ記録で共用する光学系が多
く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容易に実現でき、その結果、情報
光と参照光と２系統の光路を用いるホログラム記録とＣＤとを共に実現する記録装置であ
っても、ホログラム記録とＣＤ記録とを別々の光学系で実現した場合と比較して装置全体
を大幅に小型化出来る。
【００２２】
　また、共用する光路として空間光変調部を経由しない第２光路を用いることにより、Ｄ
ＶＤ記録に不要な光学部材を経由しないので、ＤＶＤ記録の際に空間光変調部を経由させ
ることによって発生するレーザ光の損失やノイズをなくすことが出来る。
【００２３】
　また、対物レンズは第１光源から照射されたレーザ光を第２光源から照射されたレーザ
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光より対物レンズ側に集光させることにより、ホログラム記録において、記録光は記録媒
体に設けたアドレス・サーボ制御用の溝を介することなく記録出来るので、ホログラム記
録の場合、記録媒体に設けたアドレス・サーボ制御用の溝の影響を受けることなく記録を
行うことができ、その結果、さらに記録精度を向上することが出来る。即ち、第２光源か
ら照射されたレーザ光を第１光源から照射されたレーザ光より対物レンズ側に集光させる
と、アドレス・サーボ制御用の溝を記録媒体の記録層よりレンズ側に設ける必要があり、
この場合、記録用のレーザ光がアドレス・サーボ制御用の溝によって屈折する場合があり
、記録層において焦点を結ぶことが難しい。本発明によれば、ホログラム記録の場合、記
録媒体に設けたアドレス・サーボ制御用の溝の影響を受けることなく記録を行うことがで
き、その結果、さらに記録精度を向上することが出来る。
【００２４】
　また、ブルーレーザ光の第３光源と、ブルーレーザ光を集光する第２対物レンズを設け
、第３光源から照射されたレーザ光を第２光路を経由して第２対物レンズに導くことを特
徴とすることにより、記録に用いる光路をホログラム記録とブルーレーザによる記録と共
用するので、ホログラム記録とブルーレーザ光による記録とで共用する光学系が多く光学
系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容易に実現でき、その結果、情報光と参
照光と２系統の光路を用いるホログラム記録とＤＶＤ記録とを共に実現する記録装置であ
っても、ホログラム記録とブルーレーザによる記録とを別々の光学系で実現した場合と比
較して装置全体を大幅に小型化出来る。
【００２５】
　また、共用する光路として空間光変調部を経由しない第２光路を用いることにより、ブ
ルーレーザ光による記録に不要な光学部材を経由しないので、空間光変調部を経由するこ
とによるブルーレーザ光による記録の際のレーザ光の損失やノイズをなくすことが出来る
。
【００２６】
　本発明の他の１つは、情報光に参照光を干渉させて記録媒体上に干渉縞を記録するホロ
グラム記録装置であって、ＤＶＤ用の第１光源と、ＣＤ用の第２光源と、第１光源から照
射されたレーザ光に情報を付与する空間光変調部と、第１光源から照射されたレーザ光と
第２光源から照射されたレーザ光とを同一光軸上の異なる位置に集光させる対物レンズと
、を具備し、ホログラム記録の場合、第１光源より照射されたレーザ光から空間光変調部
を経由させて情報を付与した情報光を生成し対物レンズへ導く第１光路と第１光源より照
射されたレーザ光から空間光変調部を経由しない参照光を生成し対物レンズへ導く第２光
路との２つの光路を用いて記録すると同時に、第２光源から照射されたレーザ光を対物レ
ンズに導く第３光路を用いてアドレス・サーボ制御を行い、ＤＶＤ記録の場合第１光路を
用いて記録し、また、ＣＤ記録の場合第３光路を用いて記録することを特徴とする。
【００２７】
　これにより、少なくともホログラム記録、ＤＶＤ記録、及びＣＤ記録の互換性を持たせ
た記録装置において、第１光源から照射されたレーザ光と第２光源から照射されたレーザ
光とを同一光軸上の異なる位置に集光させる対物レンズを用いることにより、ホログラム
記録する記録媒体の層を、アドレス・サーボ制御用の溝を設けた記録媒体の層とは異なる
位置に設けることが出来るので、ホログラム記録の場合に、記録を行っている最中であっ
ても、連続してアドレス・サーボ制御を行うことができ、その結果、記録精度を向上させ
つつ記録媒体を最大限有効に利用出来る。
【００２８】
　また、ホログラム記録の場合にＤＶＤ用の第１光源を用い、一方、ＤＶＤ記録の場合に
ホログラム記録に用いられる第１光路を用いることにより、光源を起点として記録に用い
る光路をＤＶＤ記録とホログラム記録とで共用するので、ホログラム記録とＤＶＤ記録と
で共用する光学系が多く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容易に実現
でき、その結果、情報光と参照光と２系統の光路を用いるホログラム記録とＤＶＤ記録と
を共に実現する記録装置であっても、ホログラム記録とＤＶＤ記録とを別々の光学系で実
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現した場合と比較して装置全体を大幅に小型化出来る。
【００２９】
　さらに、ホログラム記録の場合にＣＤ用の第２光源からのレーザ光を用いてホログラム
記録のアドレス・サーボ制御を行い、一方、ＣＤ記録の場合にホログラム記録のアドレス
・サーボ制御時に用いる光路を用いることにより、ＣＤ記録に用いる光路とホログラム記
録でのアドレス・サーボ制御用の光路とを共用するので、ＣＤ記録で共用する光学系が多
く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容易に実現でき、その結果、情報
光と参照光と２系統の光路を用いるホログラム記録とＣＤとを共に実現する記録装置であ
っても、ホログラム記録とＣＤ記録とを別々の光学系で実現した場合と比較して装置全体
を大幅に小型化出来る。
【００３０】
　また、対物レンズは第１光源から照射されたレーザ光を第２光源から照射されたレーザ
光より対物レンズ側に集光させることにより、ホログラム記録において、記録光は記録媒
体に設けたアドレス・サーボ制御用の溝を介することなく記録出来るので、ホログラム記
録の場合、記録媒体に設けたアドレス・サーボ制御用の溝の影響を受けることなく記録を
行うことができ、その結果、さらに記録精度を向上することが出来る。即ち、第２光源か
ら照射されたレーザ光を第１光源から照射されたレーザ光より対物レンズ側に集光させる
と、アドレス・サーボ制御用の溝を記録媒体の記録層よりレンズ側に設ける必要があり、
この場合、記録用のレーザ光がアドレス・サーボ制御用の溝によって屈折し、記録層にお
いて焦点を結ぶことが出来ない。本発明によれば、ホログラム記録の場合、記録媒体に設
けたアドレス・サーボ制御用の溝の影響を受けることなく記録を行うことができ、その結
果、さらに記録精度を向上することが出来る。
【００３１】
　また、ブルーレーザ光の第３光源と、ブルーレーザ光を集光する第２対物レンズを設け
、第３光源から照射されたレーザ光を第１光路を経由して第２対物レンズに導くことによ
り、記録に用いる光路をホログラム記録とブルーレーザによる記録と共用するので、ホロ
グラム記録とブルーレーザ光による記録とで共用する光学系が多く光学系を効率的に共用
する互換性を持った記録装置を容易に実現でき、その結果、情報光と参照光と２系統の光
路を用いるホログラム記録とＤＶＤ記録とを共に実現する記録装置であっても、ホログラ
ム記録とブルーレーザによる記録とを別々の光学系で実現した場合と比較して装置全体を
大幅に小型化出来る。
【００３２】
　また、対物レンズは、第１光源から照射されたレーザ光を回折する回折格子が形成され
、第２光源から照射されたレーザ光は回折格子の影響を受けずに集光し、一方、第１光源
から照射されたレーザ光は回折格子により回折光となって、第２光源から照射されたレー
ザ光の集光位置より対物レンズ側に集光することにより、回折格子によって同じ対物レン
ズに入射した波長の異なるレーザ光を異なる集光位置に集光させるので、ホログラム記録
の場合に、記録を行っている最中であっても、連続してアドレス・サーボ制御を行うこと
ができ、その結果、記録精度を向上させつつ記録媒体を最大限有効に利用出来る。
【００３３】
　また、対物レンズは、第１屈折領域と第２屈折領域とを有し、第１屈折領域には第２光
源から入射したレーザ光を回折する第１回折格子が形成され、一方第２屈折領域には第１
光源から入射したレーザ光を回折する第２回折格子が形成され、第２光源から第２屈折領
域を通過したレーザ光は第２回折格子の影響を受けずに集光し、一方、第１光源から第２
屈折領域を通過したレーザ光は第２回折格子により回折光となって、第２光源から第２屈
折領域を通過したレーザ光の集光位置より対物レンズ側に集光することにより、第２回折
格子によって同じ対物レンズに入射した波長の異なるレーザ光を異なる集光位置に集光さ
せるので、ホログラム記録の場合に、記録を行っている最中であっても、連続してアドレ
ス・サーボ制御を行うことができ、その結果、記録精度を向上させつつ記録媒体を最大限
有効に利用出来る。
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【００３４】
　また、第１光源から第１屈折領域を通過したレーザ光は第１回折格子の影響を受けずに
第１屈折領域の屈折率に従って集光し、第１光源から第１屈折領域を通過したレーザ光が
第１光源から第２屈折領域を通過したレーザ光の集光位置と同じ位置に集光するように、
第２屈折領域の屈折率が設定されていることにより、第１光源から第１屈折領域と第２屈
折領域とを通過したレーザ光の両方を利用するので、記録時のレーザ光の出力を向上させ
ることが出来る。
【００３５】
　また、第２光源から第１屈折領域を通過したレーザ光は第１回折格子により回折光とな
り拡散して集光しないことにより、第２光源から集光するレーザ光は第２屈折領域を通過
したレーザ光のみとなりＣＤ記録の際に第２光源から集光されるレーザ光が均一になるた
め、記録精度を向上させることが出来る。
【００３６】
　また、情報光に参照光を干渉させて記録媒体上に干渉縞を記録する記録装置であって、
第１光源と、第１光源と波長が異なる第２光源と、第１光源から照射されたレーザ光に情
報を付与する空間光変調部と、第１光源から照射されたレーザ光と第２光源から照射され
たレーザ光とを同一光軸上の異なる位置に集光させ、させる対物レンズと、を具備し、対
物レンズは第１光源から照射されたレーザ光を第２光源から照射されたレーザ光より対物
レンズ側に集光させ、第１記録方式の場合、第１光源より照射されたレーザ光から空間光
変調部を経由させて情報を付与した情報光を生成し対物レンズへ導く第１光路と第１光源
より照射されたレーザ光から空間光変調部を経由しない参照光を生成し対物レンズへ導く
第２光路との２つの光路を用いて記録すると同時に、第２光源から照射されたレーザ光を
対物レンズに導く第３光路を用いてアドレス・サーボ制御を行い、第２記録方式の場合、
第１又は第２光路を用いて記録し、また、第３記録方式の場合、第３光路を用いて記録す
ることを特徴とする。
【００３７】
　これにより、第１記録方式において、第１光源から照射されたレーザ光と第２光源から
照射されたレーザ光とを同一光軸上の異なる位置に集光させる対物レンズを用いることに
より、第１記録方式における記録媒体に設けたアドレス・サーボ用の溝を介することなく
記録を行い、同時に連続してアドレス・サーボを行うため、記録精度を向上させつつ記録
媒体を最大限有効に利用出来る。
【００３８】
　また、第１光源を起点として記録に用いる光路を第１記録方式と第２記録方式とで共用
するので、共用する光学系が多く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容
易に実現でき、その結果、情報光と参照光と２系統の光路を用いる第１記録方式と第２記
録方式とを共に実現する記録装置であっても、第１記録方式と第２記録方式とを別々の光
学系で実現した場合と比較して装置全体を大幅に小型化出来る。
【００３９】
　さらに、第１記録方式の場合に第２光源からのレーザ光を用いて第１記録方式のアドレ
ス・サーボ制御を行い、一方、第３記録方式の場合に第１記録方式のアドレス・サーボ制
御時に用いる光路を用いることにより、第１記録方式の光路と第３記録方式の光路とを共
用するので、共用する光学系が多く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を
容易に実現でき、その結果、情報光と参照光と２系統の光路を用いる第１記録方式と第３
記録方式とを共に実現する記録装置であっても、第１記録方式と第３記録方式とを別々の
光学系で実現した場合と比較して装置全体を大幅に小型化出来る。
【００４０】
　また、第１記録方式はホログラム記録方式、第２記録方式はＤＶＤ記録方式、第３記録
方式はＣＤ記録方式であることを特徴とする。
【００４１】
　また、上記記録装置は情報機器に搭載することが出来る。
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【実施例】
【００４２】
　以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００４３】
　（実施例１）
　図１はＣＤやＤＶＤなどのビットバイビット記録再生との互換性を有したホログラム記
録再生装置の光学系配置図であり、光ディスクドライブの一例を示している。光学システ
ムは対物レンズ１、記録メディア２、空間光変調器（以下ＳＬＭとする）７、撮像素子（
ＣＣＤカメラやＣＭＯＳカメラ）８、波長が６５０ｎｍ付近のレーザ光を発振するＤＶＤ
用レーザ光源９ａ、波長が７８０ｎｍ付近のレーザ光を発振するＣＤ用レーザ光源９ｂ、
液晶１／２波長板（以下Ｌ．Ｃ．ＨＷＰとする）１０、１／４波長板（以下ＱＷＰとする
）１１、ビームエキスパンダー１２、偏光ビームスプリッター（以下ＰＢＳとする）１３
、ピンホール１４、レーザ光の光量を検知する前光モニタ１５、透過型回折光学素子１６
、複数のレーザ光を検知するＰＤＩＣ（Ｐｈｏｔｏ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　ＩＣ）１７など
で構成されている。
【００４４】
　ここで、Ｌ．Ｃ．ＨＷＰ１０は、偏光方向が互いに直交する直線偏光間の位相差を１８
０度にし、かつその偏光成分の割合を任意に設定でき、また、変換のＯＮ・ＯＦＦが切り
替え可能なもので、ＤＶＤ用のレーザ光源９ａから出射された光の偏光成分を任意の割合
に設定出来るものである。
【００４５】
　また、ＰＢＳ１３は、ＤＶＤ用のレーザ光、ＣＤ用のレーザ光の偏向成分であるＳ偏光
とＰ偏光を任意の割合で反射、及び透過するものである。
【００４６】
　上記ＰＢＳ１３は、ＤＶＤ用のレーザ光において、ＰＢＳ１３ａ、１３ｂはＳ偏光を反
射し、Ｐ偏光を透過するようになっており、ＰＢＳ１３ｃは、Ｓ偏光、Ｐ偏光共に５０％
を透過、５０％を反射するようになっており、ＰＢＳ１３ｄはＳ偏光を１０％透過、９０
％反射、Ｐ偏光を反射するようになっている。
【００４７】
　また、ＰＢＳ１３はＣＤ用のレーザ光に対して、ＰＢＳ１３ａ、１３ｃはＳ偏光、Ｐ偏
光共に透過し、ＰＢＳ１３ｄはＳ偏光の１０％を反射、９０％を透過し、Ｐ偏光を反射す
るようになっている。
【００４８】
　なお、上記透過及び反射の割合は任意に定めることができ、構成する光学系により適宜
決めるものであり、この限りではない。
【００４９】
　以上のように構成された記録装置について、記録メディア２にデータを記録する際の動
作を、図２を用いて説明する。図２はホログラム記録を行う際に使用する光学系と光軸を
示す図である。
【００５０】
　ここで、記録メディア２にデータを記録する際にＤＶＤ用レーザが用いられる。ＤＶＤ
用レーザ光源９ａから出射された光はＬ．Ｃ．ＨＷＰ１０によってＳ偏光とＰ偏光との光
になり、ＰＢＳ１３ａを介して２方向に分離され、ＰＢＳ１３ａにて反射された光はホロ
グラム記録時の参照光として、ＰＢＳ１３ａを透過した光はホログラム記録時の情報光と
して利用される。
【００５１】
　まず、Ｐ偏光からなる情報光は、ＰＢＳ１３ａ、１３ｂを透過し、ＳＬＭ７に導かれる
。この際、ＱＷＰ１１ａを透過するため、情報光はＰ偏光から円偏光に変換される。
【００５２】
　この円偏光である情報光はＳＬＭ７で反射されると同時に記録データが付与され、反射
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した後再びＱＷＰ１１ａにより円偏光からＳ偏光に変換される。
【００５３】
　これにより、ＳＬＭ７で反射されると同時に情報光に記録データを付与しホログラム記
録データを有する情報光を生成出来る。
【００５４】
　Ｓ偏光に変換され記録データを有する情報光は、ＰＢＳ１３ｂで反射し、情報光はレン
ズ１２ｅ、１２ｆにより拡大又は集光されるが、レンズ１２ｅにより集光される情報光の
焦点位置にピンホール１４が設けてあり、ＳＬＭ７上における回折等により発生した不要
光はピンホール１４の位置では集光しないため、不要光はカットされ情報光のみが導かれ
る。
【００５５】
　これにより、レンズ１２ｅで集光される情報光の焦点位置にピンホール１４を設けるこ
とにより、情報光と焦点位置が異なる散乱光等の不要なレーザ光は遮断され、記録データ
を有する情報光のみを光路に導くことができ、ホログラム記録を正確に行うことが出来る
。
【００５６】
　その後、Ｓ偏光である情報光は、ＰＢＳ１３ｃで反射されＱＷＰ１１ｂに導かれる。
【００５７】
　一方Ｓ偏光からなる参照光は、ＰＢＳ１３ａで反射された後、レンズ１２ｉ、１２ｊに
より拡散又は集光され、ＰＢＳ１３ｄに入射する光源のスポットサイズを適当な大きさに
変更している。
【００５８】
　ＰＢＳ１３ｄに入射した参照光は、一部が透過し残りは反射される。透過した参照光は
レンズ１２ｋで集光され前光モニタ１５で光量が読み取られ、ここで読み取った光量は光
源９ａの光量の調整に用いられる。ＰＢＳ１３ｄにより反射した参照光は、ＰＢＳ１３ｃ
を透過し、ＱＷＰ１１ｂに導かれる。ＱＷＰ１１ｂに導かれた情報光と参照光は同一光路
を通過し、参照光は情報光より記録メディア２の入射面側で焦点位置を取るようにレーザ
光が収束している。
【００５９】
　その後、ＱＷＰ１１ｂによりＳ偏光から円偏光に変換され、対物レンズ１により記録メ
ディア２に集光されホログラムを形成する。
【００６０】
　次に、記録メディア２に記録された情報を再生する際の動作を図３、図４に示す。図３
はホログラムに記録された情報を再生する際に使用する光学系と往路の光軸を示す図、図
４はホログラムに記録された情報を再生する際に使用する光学系と復路の光軸を示す図で
ある。
【００６１】
　まず、図３において、光源９ａからＳ偏光であるレーザ光を発振する。レーザ光はＯＦ
Ｆ状態のＬ．Ｃ．ＨＷＰ１０を透過するため、Ｓ偏光のままであり、ＰＢＳ１３ａにて反
射され記録時の参照光の光路を通過しながら記録メディア２に向かう。
【００６２】
　これにより、発振したレーザ光をそのまま参照光として利用し、容易に読み取りを行う
ことが出来る。
【００６３】
　そして、ＰＢＳ１３ａにて反射されたレーザ光はＱＷＰ１１ｂを透過し、円偏光となっ
た後に対物レンズ１により集光された参照光はホログラム記録層３ｂに入射し、ＣＤ光透
過ＤＶＤ光反射膜３ａで反射すると同時に干渉縞で回折することより干渉領域に記録され
た情報を持つ再生光が発生する。
【００６４】
　その後、図４に示すように、再生光は円偏光からＱＷＰ１１ｂを通過することによりＰ
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偏光となり、ＰＢＳ１３ｃにより反射され、記録時と同様にピンホール１４により、ホロ
グラム記録層３ｂに記録されている他の干渉面からの再生光を遮断し、目的の再生光のみ
をＰＢＳ１３ｂに導く。
【００６５】
　これにより、レンズ１２ｆで集光される再生光の焦点位置にピンホール１４を設けるこ
とにより、該当する再生光と焦点位置が異なる他のホログラムからの再生光は遮断され、
該当する再生光のみを導くことができ、再生光の質を向上させることが出来る。
【００６６】
　上記再生光は、ＰＢＳ１３ｂを透過しレンズ１２ｃ、１２ｄにより適当なビーム径にさ
れた後、撮像素子８に導かれる。
【００６７】
　その後、撮像素子８に導かれた再生光は、撮像素子８によりその情報を読み取られる。
【００６８】
　以上のようにホログラム再生において、再生光が記録メディア２の中のホログラム記録
層３ｂ底面に設けられたＣＤ光透過ＤＶＤ光反射層３ａで反射される際、参照光と同一方
向に反射され、撮像素子８に導かれることにより、ホログラム再生装置における光学部品
の配置を一方方向に集約でき、小型化が容易なホログラム再生装置を実現出来る。
【００６９】
　また、複数のレンズ１２によりレーザ光のスポットサイズを光学系が必要とするサイズ
に合わせることが出来る。
【００７０】
　また、情報光と再生光の光路を平行に構成することにより、余分なスペースを削減でき
小型化が容易なホログラム装置が実現出来る。
【００７１】
　なお、干渉縞を記録する上記ホログラム記録を実現するために、記録メディア２のホロ
グラム記録層３ｂの材料として感光材料を用い、感光材料としてフォトポリマー、フォト
リフラクティブ結晶、フォトクロミック化合物等を使用することが出来る。
【００７２】
　次に、ホログラム記録時に記録メディア２とピックアップ部の位置を制御するアドレス
・サーボ制御を行う必要があるが、ホログラム記録時に同時に行われているアドレス・サ
ーボ制御について図５、図６を用いて説明する。図５はホログラムの記録再生をする際に
同時に行うアドレス・サーボ制御で使用する光学系と往路の光軸を示す図、図６はホログ
ラムの記録再生をする際に同時に行うアドレス・サーボ制御で使用する光学系と復路の光
軸を示す図である。
【００７３】
　図５において、アドレス・サーボ制御には光源９ｂからＣＤ用のＳ偏光のレーザ光を発
振し、レンズ１２ｌを介してＰＢＳ１３ｄで一部を反射し、そのレーザ光はレンズ１２ｋ
を介して、前光モニタ１５に導かれ、前光モニタ１５で読み取った光量により光源９ｂの
光量調整を行う。
【００７４】
　一方、ＰＢＳ１３ｄを透過したレーザ光はＰＢＳ１３ｃを透過し、ＱＷＰ１１ｂにより
円偏光に変換され、対物レンズ１により記録メディア２の底面に集光される。
【００７５】
　上に記されたように集光された光は、図６に示すように記録メディア２の底面に設けら
れた反射膜で反射し、反射したレーザ光はＱＷＰ１１ｂによりＰ偏光へと変換され、ＰＢ
Ｓ１３ｃを透過し、ＰＢＳ１３ｄで反射され、レンズ１２ｊ、１２ｉで適当なビーム径に
された後、ＰＢＳ１３ａを介して、透過型回折光学素子１６に導かれる。
【００７６】
　その後、レーザ光は、透過型回折光学素子１６により複数のレーザ光に分けられ、レン
ズ１２ｈ、１２ｇによりＰＤＩＣ１７に集光される。このＰＤＩＣ１７が読み取ったレー
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ザ光により各種アドレス・サーボ制御が行われる。
【００７７】
　これにより、光源９ｂのレーザ光から記録メディア２で反射した光をＰＤＩＣ１７で読
み取ることで、記録メディア２の位置の補正を行うことができ、ホログラム記録の場合に
、記録を行っている最中であっても、連続してアドレス・サーボ制御を行うことができ、
その結果、記録精度を向上させつつ記録媒体を最大限有効に利用出来る。
【００７８】
　ここで、本実施例では、ホログラム記録再生にＤＶＤ用のレーザ光源を使用し、また、
アドレス・サーボ用にＣＤ用の光源を使用している。ホログラム記録再生と同時にアドレ
ス・サーボ制御を行う際に、ホログラム記録再生にＤＶＤ用のレーザ光源を使用し、また
、アドレス・サーボ制御にＣＤ用の光源を使用する利点について、図７を用いて説明する
。図７はホログラム記録再生にＤＶＤ光を用い、アドレス・サーボ制御にＣＤ光を用いる
利点を示す図である。
【００７９】
　まず、ホログラム記録再生にＤＶＤ用のレーザ光源、アドレス・サーボ制御にＣＤ用の
光源を使用する利点について図７に説明する。従来のビットバイビット記録の互換性を考
えると、ホログラム用の光源としては、ブルーレーザ光であるＢｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ
（以下ＢＤとする）、ＤＶＤ、ＣＤ用の光源が挙げられるが、まずＢＤ用の光源をホログ
ラム記録に用いた場合を図７（ｅ）、（ｆ）に示す。
【００８０】
　図７（ｅ）において、ＢＤ記録では光ディスク表面から０．１ｍｍの位置に記録・反射
面があるため、ＢＤ光５ｃとＢＤ用の対物レンズを用いてホログラム記録を行う場合、ホ
ログラム記録を厚さ０．１ｍｍの範囲でしか行うことができず、ホログラム記録によって
記録容量の大容量化が困難である。
【００８１】
　また、ＢＤ用の対物レンズではＢＤ光５ｃを深い位置に集光することが難しいため、図
７（ｆ）に示すようにホログラム記録層３ｂを０．１ｍｍ以上としてホログラム記録を行
おうとすると、図７（ｆ）に示すように記録メディア２と対物レンズ１との距離をＢＤ記
録時よりも近づける必要があり、そのため、外部からの衝撃等の外乱によって記録メディ
ア２に対物レンズ１が衝突してしまう恐れがある。
【００８２】
　次に、ＣＤ用の光源をホログラム記録に利用した場合を図７（ａ）、（ｂ）に示す。Ｃ
Ｄ光５ｂを用いた場合、上記ＢＤ光５ｃを記録に用いた場合とは異なり、光ディスク表面
から１．２ｍｍの位置にあるホログラム記録層３ｂの底面に集光するのでホログラム記録
を１．２ｍｍの範囲で行うことができ、記録容量の大容量化を図ることが出来る。
【００８３】
　しかしながら、上記ホログラム記録の際に行うアドレス・サーボ制御を考慮すると、ホ
ログラム記録と同一のＣＤ用光源を用いた場合には、ホログラム記録とアドレス・サーボ
制御とを同時に行うことができず、さらに記録メディア２に設けられたアドレス・サーボ
制御用溝４によってレーザ光が乱反射し、ホログラムが正確に記録再生できない恐れがあ
る。
【００８４】
　また、ホログラム記録にＣＤ用光源を用い、アドレス・サーボ制御にＤＶＤ用光源、あ
るいはＢＤ用光源を利用した場合、図７（ｃ）に示すように記録メディア２に設けたアド
レス・サーボ制御用溝４をＣＤ光が透過するため、設けられた溝による乱反射、回折によ
って集光位置が変化し、目標とする集光位置にＣＤ光を集光することが難しく、ホログラ
ム記録再生を行うことが困難である。
【００８５】
　そのため本願では、図７（ｄ）に示すようにホログラム記録にＤＶＤ用光源を用い、ア
ドレス・サーボ制御用にＣＤ用光源を用い、ＤＶＤ光５ａはＣＤ光５ｂの集光位置よりも
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対物レンズ１側に、即ち光ディスク表面側に集光させている。
【００８６】
　これにより、ＤＶＤ用の光源から照射されたレーザ光をＣＤ用の光源から照射されたレ
ーザ光より対物レンズ１側に集光させることにより、ホログラム記録において、記録光は
記録媒体に設けたアドレス・サーボ制御用溝４を介することなく記録出来るので、ホログ
ラム記録の場合、記録媒体に設けたアドレス・サーボ制御用溝４の影響を受けることなく
記録を行うことができ、その結果、さらに記録精度を向上することが出来る。
【００８７】
　即ち、従来の記録方式であるビットバイビット記録との互換性を維持しつつ、ホログラ
ム記録再生を行い、同時にアドレス・サーボ制御を行うことができ、また、記録容量を増
大させることが出来る。
【００８８】
　上記のように、本実施例では、ホログラム記録再生にＤＶＤ用のレーザ光源を使用し、
また、アドレス・サーボ用にＣＤ用の光源を使用しているが、ＤＶＤ用のレーザ光５ａと
ＣＤ用のレーザ光５ｂという性質の異なる２つレーザ光を同一の記録媒体に集光させるた
め、対物レンズを工夫する必要がある。ここで、本実施例に用いる対物レンズの構造につ
いて図８及び図９を用いて説明する。図８はＤＶＤ光とＣＤ光を同一光軸上の異なる位置
に集光させる様子を示す図、図９はＤＶＤ光とＣＤ光を同一光軸上の異なる位置に集光さ
せる対物レンズを示す図である。
【００８９】
　図８は、ホログラム記録再生及びアドレス・サーボ制御、ＤＶＤ記録再生、ＣＤ記録再
生に用いられる対物レンズ１近傍の様子を表している。対物レンズ１は波長によってその
焦点距離を変えることができ、ＤＶＤ用の光５ａの方がＣＤ用の光５ｂの焦点位置よりも
対物レンズに近い側に焦点を結ぶようになっている。これによりホログラム記録再生を行
う際に、記録メディア２底面に設けられたアドレス・サーボ制御用溝４にＣＤ用の光５ｂ
を集光しつつ、同時に記録メディア２の底面よりも対物レンズ側にＤＶＤ用の光５ａを集
光することが出来るのでアドレス・サーボ制御を行いながらホログラム記録再生を行うこ
とが出来る。この時、記録メディア２の内部にはＤＶＤ用の光５ａを反射しＣＤ用の光５
ｂを透過するようなＣＤ光透過ＤＶＤ光反射膜３ａが設けられている。
【００９０】
　上記対物レンズは図９（ａ）に示されているように、対物レンズ１は第１屈折領域６ａ
と第２屈折領域６ｂとを有し、第１屈折領域６ａにはＣＤ用の光源から入射したレーザ光
を回折する第１回折格子が形成され、第２屈折領域６ｂにはＤＶＤ用の光源から入射した
レーザ光を回折する第２回折格子が形成されている。図９（ｂ）、（ｃ）に示すように、
ＣＤ用の光源から第２屈折領域を通過したレーザ光は第２回折格子の影響を受けずに集光
し、一方、ＤＶＤ用の光源から第２屈折領域６ｂを通過したレーザ光は第２回折格子によ
り回折光となって、ＣＤ用の光源から第２屈折領域６ｂを通過したレーザ光の集光位置よ
り対物レンズ１側に集光する。
【００９１】
　これにより、第２回折格子によって同じ対物レンズに入射した波長の異なるレーザ光を
同一光軸上の異なる位置に集光させるので、ホログラム記録の場合に、記録を行っている
最中であっても、連続してアドレス・サーボ制御を行うことができ、その結果、記録精度
を向上させつつ記録媒体を最大限有効に利用出来る。
【００９２】
　また図９（ｂ）に示すように、ＤＶＤ用の光源から第１屈折領域６ａを通過したレーザ
光は第１回折格子の影響を受けずに第１屈折領域６ａの屈折率に従って集光し、ＤＶＤ用
の光源から第２屈折領域６ｂを通過して第２回折格子の影響を受けて集光する位置と同じ
位置に集光するように、第２屈折領域６ｂの屈折率が設定されている。
【００９３】
　これにより、ＤＶＤ用の光源から第１屈折領域６ａを通過したレーザ光がＤＶＤ用の光
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源から第２屈折領域６ｂを通過したレーザ光の集光位置と同じ位置に集光することにより
、ＤＶＤ用の光源から第１屈折領域６ａと第２屈折領域６ｂとを通過したレーザ光の両方
を利用するので、記録時のレーザ光のパワーを向上させることが出来る。
【００９４】
　また図９（ｃ）に示すように、ＣＤ用の光源から第１屈折領域６ａを通過したレーザ光
は第１回折格子により回折光となり拡散して集光しないようになっている。
【００９５】
　これにより、ＣＤ用の光源から集光するレーザ光は第２屈折領域６ｂを通過して第２屈
折領域６ｂの屈折率に従って集光したレーザ光のみとなり、ＣＤ記録の際にＣＤ用の光源
から集光されるレーザ光が均一になるため、記録精度を向上させることが出来る。
【００９６】
　以上のように、対物レンズ１がＤＶＤ光５ａとＣＤ光５ｂに異なる焦点距離を持たせて
おり、またＤＶＤ光５ａとＣＤ光５ｂが同一光源から発振しているのではなく、異なる光
源から発振しているために、ホログラム記録再生とそれに必要なアドレス・サーボ制御を
同時に行うことができ、その結果記録と制御とを交互に行っていた従来例と比較すると、
記録精度を向上させつつ記録媒体を最大限有効に利用出来るようになる。
【００９７】
　本実施例の記録装置では、ホログラム記録再生だけではなく、同一の記録装置において
ビットバイビットの記録再生をも実現出来る。次に、上記のように構成された本発明の記
録装置においてＤＶＤ記録再生時、及びＣＤ記録再生をする際の動作について説明する。
【００９８】
　まず、図１０、図１１を用いてＤＶＤの記録再生を行う際の動作を説明する。図１０は
ホログラム記録再生に用いた光学系を使用してＤＶＤ記録を行う際に、ＤＶＤ光がホログ
ラム記録再生時の参照光光路を通りＤＶＤ記録再生を行う場合の光学系と往路の光軸を示
す図、図１１はホログラム記録再生に用いた光学系を使用してＤＶＤ記録再生を行う際に
、ＤＶＤ光がホログラム記録再生時の参照光光路を通りＤＶＤ記録再生を行う場合の光学
系と復路の光軸を示す図である。
【００９９】
　図１０はＤＶＤ記録再生を行う際のレーザ光源９ａから出射されたレーザ光が記録メデ
ィア２ａに到達し情報の記録・読み出しを行うまでの様子を表している。レーザ光源９ａ
から出射された光はＯＦＦ状態のＬ．Ｃ．ＨＷＰ１０に入射する。Ｌ．Ｃ．ＨＷＰ１０が
ＯＦＦ状態であるためレーザ光の偏光は変わらずＳ偏光のままであり、ＰＢＳ１３ａにて
反射されＰＢＳ１３ｄに入射する。ＰＢＳ１３ｄはＤＶＤ用レーザ光のＳ偏光の一部を透
過し残りを反射するようになっており、ＰＢＳ１３ｄを透過したレーザ光は前光モニタ１
５に入射してその光量が読み取られ、ここで読み取った光量は光源９ａから出射されるレ
ーザ光の光量の調整に用いられる。ＰＢＳ１３ｄにて反射されたレーザ光はＰＢＳ１３ｃ
を通過後ＱＷＰ１１ｂによって円偏光となった後対物レンズ１によって集光されながら記
録メディア２ａに入射し情報の記録・読出しを行う。
【０１００】
　図１１はＤＶＤ記録再生を行う際に記録メディア２ａの反射面で反射した光がＰＤＩＣ
１７に到達し信号を検出するまでの様子を示している。記録メディア２ａの反射面で反射
した光は対物レンズ１を通過後ＱＷＰ１１ｂによって円偏光からＰ偏光になり、ＰＢＳ１
３ｃを所定の光量で透過しＰＢＳ１３ｄによって反射されレンズ１２ｉ、１２ｊを介して
適当なビーム径にされた後ＰＢＳ１３ａを透過し透過型回折光学素子１６及びレンズ１２
ｈ、１２ｇを介してＰＤＩＣ１７に集光される。このＰＤＩＣ１７が読み取ったレーザ光
によりアドレス・サーボ制御や記録された情報の信号検出が行われる。
【０１０１】
　つまり、ＤＶＤ記録再生時には、ＤＶＤ用レーザ光が出射されてから記録メディア２ａ
にて反射されＰＤＩＣ１７に到達するまでの経路のほとんどがホログラム記録再生時の参
照光の光路と同一となっている。
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【０１０２】
　以上のようにホログラム記録の場合にＤＶＤ用の光源を用い、一方、ＤＶＤ記録再生の
場合にホログラム記録再生時における参照光光路を用いることにより、光源を起点として
記録に用いる光路をＤＶＤ記録とホログラム記録とで共用するので、ホログラム記録とＤ
ＶＤ記録とで共用する光学系が多く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を
容易に実現でき、その結果、情報光と参照光の２系統の光路を用いるホログラム記録とＤ
ＶＤ記録とを共に実現する記録装置であっても、ホログラム記録とＤＶＤ記録とを別々の
光学系で実現した場合と比較して装置全体を大幅に小型化出来る。
【０１０３】
　また、ＤＶＤ記録再生の場合に、ホログラム記録再生と共用する光路として参照光光路
を用いることによって、ＤＶＤ記録に不要な光学部材を経由しないので、空間光変調部を
経由させた場合のＤＶＤ記録時に発生するレーザ光の損失やノイズをなくすことが出来る
。
【０１０４】
　次に、図１２、図１３を用いてＣＤの記録再生を行う時の様子を説明する。図１２はホ
ログラム記録再生時のアドレス・サーボ制御に用いた光学系を使用してＣＤ記録再生を行
う際の光学系と往路の光軸を示す図、図１３はホログラム記録再生時のアドレス・サーボ
制御に用いた光学系を使用してＣＤ記録再生を行う際の光学系と復路の光軸を示す図であ
る。
【０１０５】
　まず図１２はＣＤ記録再生を行う際のレーザ光源９ｂから出射されたレーザ光が記録メ
ディア２ｂに到達し情報の記録・読み出しを行うまでの様子を表している。
【０１０６】
　光源９ｂから出射したレーザ光はＰＢＳ１３ｄによって一部が反射され残りはＰＢＳを
透過する。ＰＢＳ１３ｄにて反射したレーザ光はレンズ１２ｋによって前光モニタ１５に
集光し、その光量が読み取られ、ここで読み取った光量は光源９ｂから出射されるレーザ
光の光量の調整に用いられる。ＰＢＳ１３ｄを透過したレーザ光はＰＢＳ１３ｃを透過し
ＱＷＰ１１ｂによって円偏光となった後対物レンズによって集光されながら記録メディア
２ｂに入射し情報の記録・読出しを行う。
【０１０７】
　図１３はＣＤ記録再生を行う際に記録メディア２ｂの反射面で反射した光がＰＤＩＣ１
７に到達し信号を検出するまでの様子を示している。記録メディア２ｂの反射面で反射し
た光は対物レンズ１を通過後ＱＷＰ１１ｂによって円偏光からＰ偏光になり、ＰＢＳ１３
ｃを透過しＰＢＳ１３ｄによって反射されレンズ１２ｉ、１２ｊを介して適当なビーム径
にされた後ＰＢＳ１３ａを透過し透過型回折光学素子１６及びレンズ１２ｈ、１２ｇを介
してＰＤＩＣ１７に集光される。このＰＤＩＣ１７が読み取ったレーザ光により各種サー
ボ制御や記録された情報の信号検出が行われる。
【０１０８】
　以上のようにホログラム記録の場合に各種サーボを行うためのレーザ光の光源としてＣ
Ｄ用の光源を用い、一方、ＣＤ記録再生の場合にホログラム記録に用いられる空間光変調
部を経由しない第２光路を用いることにより、光源を起点として記録に用いる光路をＣＤ
記録とホログラム記録とで共用するので、ホログラム記録とＣＤ記録とで共用する光学系
が多く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容易に実現でき、その結果、
情報光と参照光と２系統の光路を用いるホログラム記録とＣＤ記録とを共に実現する記録
装置であっても、ホログラム記録とＣＤ記録とを別々の光学系で実現した場合と比較して
装置全体を大幅に小型化出来る。
【０１０９】
　（実施例２）
　実施例２は、ＤＶＤの記録再生をホログラム記録時の情報光光路を用いて行うものであ
る。なお、実施例１と同一構成部分については便宜上同一符号を付し、その具体的説明は
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実施例１のものを援用する。
【０１１０】
　本実施例のＤＶＤ記録再生時の動作を図１４、図１５を用いて説明する。図１４はホロ
グラム記録再生に用いた光学系を使用してＤＶＤ記録を行う際に、ＤＶＤ光がホログラム
記録再生時の情報光光路を通ってＤＶＤ記録再生を行う場合の光学系と往路の光軸を示す
図、図１５はホログラム記録再生に用いた光学系を使用してＤＶＤ記録を行う際に、ＤＶ
Ｄ光がホログラム記録再生時の情報光光路を通ってＤＶＤ記録再生を行う場合の光学系と
復路の光軸を示す図である。
【０１１１】
　図１４において、ＤＶＤ記録再生を行う際のレーザ光源９ａから出射されたレーザ光が
記録メディア２ａに到達し情報の記録・読み出しを行うまでの様子を表している。レーザ
光源９ａから出射された光はＯＮ状態のＬ．Ｃ．ＨＷＰ１０に入射し、光源から出射され
た時にはＳ偏光のみ保持していたレーザ光がＬ．Ｃ．ＨＷＰ１０によってＰ偏光も保持す
るようになる。その結果ＰＢＳ１３ａにおいてＳ偏光は反射されＰ偏光は透過し、２経路
に分岐される。ＰＢＳ１３ａにおいて反射されたＳ偏光のレーザ光はレンズ１２ｉ、１２
ｊによって適当な径にされた後ＰＢＳ１３ｄに入射し、その一部が透過する。ＰＢＳ１３
ｄを透過したレーザ光はレンズ１２ｋによって前光モニタ１５に集光し、その光量が読み
取られ、ここで読み取った光量は光源９ａから出射されるレーザ光の光量の調整に用いら
れる。ＰＢＳ１３ａを透過したＰ偏光のレーザ光はＰＢＳ１３ｂも透過し、ＱＷＰ１１ａ
によってＰ偏光から円偏光になった後、ＳＬＭ７に到達する。
【０１１２】
　ここでＳＬＭ７は、特に２次元データをレーザ光に付与する必要はなく、到達した光を
そのまま反射することが望ましい。ＳＬＭ７によって反射されたレーザ光は再びＱＷＰ１
１ａを通ることで円偏光からＳ偏光になり、ＰＢＳ１３ｂによって反射されレンズ１２ｅ
、１２ｆによって適当なビーム径にされた後、ＰＢＳ１３ｃによって所定の光量が反射さ
れる。ＰＢＳ１３ｃで反射されたレーザ光は、ＱＷＰ１１ｂによって円偏光になった後、
対物レンズ１によって記録メディア２ａに集光して情報の記録・読出しを行う。
【０１１３】
　図１５はＤＶＤ記録再生を行う際に記録メディア２ａの反射面で反射した光がＰＤＩＣ
１７に到達し信号を検出するまでの様子を示している。記録メディア２ａの反射面で反射
した光は対物レンズ１を通過後ＱＷＰ１１ｂによって円偏光からＰ偏光になり、ＰＢＳ１
３ｃを所定割合の光量で透過しＰＢＳ１３ｄによって反射されレンズ１２ｉ、１２ｊを介
して適当なビーム径にされた後ＰＢＳ１３ａを透過し透過型回折光学素子１６及びレンズ
１２ｈ、１２ｇを介してＰＤＩＣ１７に集光される。このＰＤＩＣ１７が読み取ったレー
ザ光により各種サーボ制御や記録された情報の信号検出が行われる。
【０１１４】
　以上のようにホログラム記録の場合にＤＶＤ用の光源を用い、一方、ＤＶＤ記録再生の
場合において、光源から記録メディア２ａに至るまでの光路のほとんどにホログラム記録
に用いられる空間光変調部を経由する第１光路を用い、また、記録メディア２ａで反射し
た光がＰＤＩＣ１７に至るまでの光路のほとんどにホログラム記録に用いられる空間光変
調部を経由しない第２光路を用いることによって、光源を起点として記録に用いる光路を
ＤＶＤ記録とホログラム記録とで共用するので、ホログラム記録とＤＶＤ記録とで共用す
る光学系が多く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容易に実現でき、そ
の結果、情報光と参照光と２系統の光路を用いるホログラム記録とＤＶＤ記録とを共に実
現する記録装置であっても、ホログラム記録とＤＶＤ記録とを別々の光学系で実現した場
合と比較して装置全体を大幅に小型化出来る。
【０１１５】
　ここで、光源９ａから出射されるレーザ光の光量を調整するために用いられている前光
モニタ１５は、例えば図１６に示すようにＳＬＭ７によって反射されたレーザ光の一部が
ＰＢＳ１３ｃを透過したその先にあっても良い。
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【０１１６】
　この場合にはＰＢＳ１３ａによってレーザ光を２方向に分岐させる必要はなく、光源９
ａから出射されたレーザ光は、Ｌ．Ｃ．ＨＷＰ１０によってＰ偏光にされ、ＰＢＳ１３ａ
を透過してホログラム記録時の情報光の光路を通過する。
【０１１７】
　これにより、ＤＶＤ記録再生の際に光源９ａから出射されるレーザ光はホログラム記録
時の情報光光路のみを通過するので、光源９ａから出射されたレーザ光を効率よく用いる
ことが出来る。
【０１１８】
　なお、図１６に示されるような位置に前光モニタ１５がある場合には、ＣＤ用のレーザ
光の光量を検知するため、ＣＤ用レーザ光に対してＰＢＳ１３ｄはＳ偏光を透過しＰ偏光
を反射し、ＰＢＳ１３ｃはＳ偏光の一定割合の光量を反射し残りを透過し、Ｐ偏光を透過
するものである必要がある。
【０１１９】
　（実施例３）
　実施例３は、上記構成に加えてＢＤ記録再生を行う光学系を追加し、ＢＤ及びＤＶＤの
記録再生にホログラム記録再生時における参照光光路を利用したものである。以下に、ビ
ットバイビット記録との互換性を備えたホログラム記録再生を行う本発明における光ディ
スク記録再生装置のホログラム記録再生時、ＤＶＤの記録再生時、ＣＤの記録再生時及び
ＢＤ記録再生時の様子を説明する。なお、実施例１と同一構成部分については便宜上同一
符号を付し、その具体的説明は実施例１のものを援用する。
【０１２０】
　まず、図１７はホログラム記録再生とＢＤ記録再生、ＤＶＤ記録再生及びＣＤ記録再生
を行うことの出来る光ディスクドライブの光学系レイアウトの一例を示している。光学シ
ステムは対物レンズ１ａ（実施例１、２における対物レンズ１と同等）、１ｂ、記録メデ
ィア２、空間光変調器（ＳＬＭ）７、撮像素子（ＣＣＤカメラやＣＭＯＳカメラ）８、Ｄ
ＶＤ用レーザ光源９ａ、ＣＤ用レーザ光源９ｂ、ＢＤ用レーザ光源９ｃ、液晶１／２波長
板（以下Ｌ．Ｃ．ＨＷＰとする）１０、１／４波長板（以下ＱＷＰとする）１１、ビーム
エキスパンダー１２、偏光ビームスプリッター（以下ＰＢＳとする）１３、ピンホール１
４、レーザ光の光量を検知する前光モニタ１５、透過型回折光学素子１６、複数のレーザ
光を検知するＰＤＩＣ（Ｐｈｏｔｏ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　ＩＣ）１７、ビームスプリッタ
ー（ＢＳ）１８などからなっている。
【０１２１】
　ここで、ＢＳ１８とＰＢＳ１３ａ～１３ｅの特性について記すと、ＢＳ１８はＤＶＤ光
５ａを透過しＢＤ光５ｃを反射する。ＰＢＳ１３ａ、１３ｂは各波長のレーザ光のＰ偏光
を透過しＳ偏光を反射する。ＰＢＳ１３ｃはＤＶＤ光５ａに対してＰ偏光を透過し、Ｓ偏
光の５０％を透過し５０％を反射し、ＣＤ光５ｂに対してはいずれの偏光をも透過する。
ＰＢＳ１３ｄはＤＶＤ光５ａに対してＰ偏光を反射し、Ｓ偏光の１０％を透過し９０％を
反射し、ＣＤ光５ｂに対してはＰ偏光を反射し、Ｓ偏光の１０％を反射し９０％を透過し
、ＢＤ光５ｃに対してはいずれの偏光をも透過する。ＰＢＳ１３ｅはＤＶＤ光５ａとＣＤ
光５ｂを透過し、ＢＤ光５ｃに対してＰ偏光を反射しＳ偏光の１０％を透過し９０％を反
射する。各ＢＳ及びＰＢＳの特性は本実施例では仮に上記のようになっているが、上記透
過及び反射の割合は任意に定めることができ、構成する光学系により適宜決めるものであ
り、この限りではない。
【０１２２】
　以下に、ホログラム記録再生、ＤＶＤ記録再生、ＣＤ記録再生、ＢＤ記録再生を行う際
の様子を説明する。
【０１２３】
　まず、ホログラム記録再生を行う際には、レーザ光源から出射されたレーザ光が進む光
路上には実施例１の構成に加えてＢＳ１８とＰＢＳ１３ｅがあるだけである。ＢＳ１８と
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ＰＢＳ１３ｅはホログラム記録再生に用いられるＤＶＤ光５ａを透過する性質を持ってい
るので、ＤＶＤ光５ａから見るとこれらの光学素子は存在していないのと同等である。従
ってホログラム記録再生の際には透過する光学素子が増えただけで、その記録再生が行わ
れる際の様子は実施例１におけるホログラム記録再生時の様子とほとんど同じである。
【０１２４】
　次にＤＶＤ記録再生を行う際には、レーザ光源から出射されたレーザ光が進む光路上に
は実施例１の構成に加えてＢＳ１８とＰＢＳ１３ｅがあるだけである。ＢＳ１８とＰＢＳ
１３ｅはＤＶＤ光５ａを透過する性質を持っているので、ＤＶＤ光５ａから見るとこれら
の光学素子は存在していないのと同等である。従ってＤＶＤ記録再生の際には、透過する
光学素子が増えただけで、その記録再生が行われる際の様子は実施例１におけるＤＶＤ記
録再生時の様子とほとんど同じである。
【０１２５】
　次にＣＤ記録再生を行う際には、レーザ光源から出射されたレーザ光が進む光路上には
実施例１の構成に加えてＰＢＳ１３ｅがあるだけである。ＰＢＳ１３ｅはＣＤ光５ｂを透
過する性質を持っているので、ＣＤ光５ｂから見るとこれらの光学素子は存在していない
のと同等である。従ってＣＤ記録再生の際には、透過する光学素子が増えただけで、その
記録再生が行われる際の様子は実施例１におけるＣＤ記録再生時の様子とほとんど同じで
ある。
【０１２６】
　次に図１８、図１９を用いてＢＤ記録再生時の様子を説明する。図１８はビットバイビ
ット記録との互換性を有したホログラム記録再生装置においてＢＤ記録再生を行う際に、
ＢＤ光がホログラム記録時の参照光光路を通ってＢＤ記録再生を行う場合の光学系と往路
の光軸を示す図、図１９はビットバイビット記録との互換性を有したホログラム記録再生
装置においてＢＤ記録再生を行う際に、ＢＤ光がホログラム記録時の参照光光路を通って
ＢＤ記録再生を行う場合の光学系と復路の光軸を示す図である。
【０１２７】
　図１８においてレーザ光源９ｃから出射された光はＯＦＦ状態のＬ．Ｃ．ＨＷＰ１０に
入射する。Ｌ．Ｃ．ＨＷＰ１０がＯＦＦ状態であるためレーザ光の偏光は変わらずＳ偏光
のままであり、ＰＢＳ１３ａにて反射され、レンズ１２ｉ、１２ｊによって適当なビーム
径にされた後ＰＢＳ１３ｄに入射する。ＰＢＳ１３ｄはＢＤ用レーザ光を透過するように
なっており、透過したＢＤ用レーザ光はＰＢＳ１３ｅに入射する。ＰＢＳ１３ｅはＳ偏光
の一部を透過し残りを反射する性質を持っており、ＰＢＳ１３ｅを透過したレーザ光は前
光モニタ１５に入射してその光量が読み取られ、ここで読み取った光量は光源９ｃから出
射されるレーザ光の光量の調整に用いられる。ＰＢＳ１３ｅにて反射されたレーザ光はＱ
ＷＰ１１ｃによって円偏光となった後対物レンズ１ｂによって集光されながら記録メディ
ア２ｃに入射し情報の記録・読出しを行う。
【０１２８】
　図１９において記録メディア２ｃの反射面で反射した光は対物レンズ１ｂを通過後ＱＷ
Ｐ１１ｃによって円偏光からＰ偏光になり、ＰＢＳ１３ｅによって反射されＰＢＳ１３ｄ
を透過しレンズ１２ｉ、１２ｊを介して適当なビーム径にされた後ＰＢＳ１３ａを透過し
透過型回折光学素子１６及びレンズ１２ｈ、１２ｇを介してＰＤＩＣ１７に集光される。
このＰＤＩＣ１７が読み取ったレーザ光により各種サーボ制御や記録された情報の信号検
出が行われる。
【０１２９】
　この時ＢＤ用レーザ光が出射されてから記録メディア２ｃにて反射されＰＤＩＣ１７に
到達するまでの経路のほとんどがホログラム記録再生時の参照光の光路と同一であるとい
う特徴を有する。
【０１３０】
　以上のようにホログラム記録の場合にＤＶＤ用の光源を用い、一方、ＢＤ記録再生の場
合にホログラム記録に用いられる空間光変調部を経由しない第２光路を用いることにより
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、光源を起点として記録に用いる光路をＢＤ記録とホログラム記録とで共用するので、ホ
ログラム記録とＢＤ記録とで共用する光学系が多く光学系を効率的に共用する互換性を持
った記録装置を容易に実現でき、その結果、情報光と参照光と２系統の光路を用いるホロ
グラム記録とＢＤ記録とを共に実現する記録装置であっても、ホログラム記録とＢＤ記録
とを別々の光学系で実現した場合と比較して装置全体を大幅に小型化出来る。
【０１３１】
　また、ＢＤ記録再生の場合に、共用する光路として空間光変調部を経由しない第２光路
を用いることによって、ＢＤ記録に不要な光学部材を経由しないので、空間光変調部を経
由させた場合のＢＤ記録時に発生するレーザ光の損失やノイズをなくすことが出来る。
【０１３２】
　（実施例４）
　実施例４は、実施例２の構成に加えてＢＤ記録再生を行う光学系を追加し、ＢＤ及びＤ
ＶＤの記録再生にホログラム記録再生時における情報光光路を利用したものである。以下
に、ビットバイビット記録との互換性を備えたホログラム記録再生を行う本発明における
光ディスク記録再生装置のホログラム記録再生時、ＤＶＤの記録再生時、ＣＤの記録再生
時及びＢＤ記録再生時の様子を説明する。なお、実施例３と同一構成部分については便宜
上同一符号を付し、その具体的説明は実施例３のものを援用する。
【０１３３】
　本実施例では、実施例３の構成にＰＢＳ１３ｆをＰＢＳ１３ｅとＱＷＰ１１ｃとの間に
配置している。ここで、ＰＢＳ１３ｃは実施例３で記した特性に加えてＢＤ光５ｃを透過
し、ＰＢＳ１３ｆはＢＤ光５ｃに対してＳ偏光を反射し、Ｐ偏光を透過するようになって
いる。なお、ＰＢＳ１３ｃ、及びＰＢＳ１３ｆの特性は本実施例では仮に上記のようにな
っているが、上記透過及び反射の割合は任意に定めることができ、構成する光学系により
適宜決めるものであり、この限りではない。
【０１３４】
　まず、ホログラム記録再生を行う際には、レーザ光源から出射されたレーザ光が進む光
路上には実施例２の構成に加えてＢＳ１８とＰＢＳ１３ｅがあるだけである。ＢＳ１８と
ＰＢＳ１３ｅはホログラム記録再生に用いられるＤＶＤ光５ａを透過する性質を持ってい
るので、ＤＶＤ光５ａから見るとこれらの光学素子は存在していないのと同等である。従
ってホログラム記録再生の際には透過する光学素子が増えただけで、その記録再生が行わ
れる際の様子は実施例１におけるホログラム記録再生時の様子とほとんど同じである。
【０１３５】
　次にＤＶＤ記録再生を行う際には、レーザ光源から出射されたレーザ光が進む光路上に
は実施例２の構成に加えてＢＳ１８とＰＢＳ１３ｅがあるだけである。ＢＳ１８とＰＢＳ
１３ｅはＤＶＤ光５ａを透過する性質を持っているので、ＤＶＤ光５ａから見るとこれら
の光学素子は存在していないのと同等である。従ってＤＶＤ記録再生の際には、透過する
光学素子が増えただけで、その記録再生が行われる際の様子は実施例１におけるＤＶＤ記
録再生時の様子とほとんど同じである。
【０１３６】
　次にＣＤ記録再生を行う際には、レーザ光源から出射されたレーザ光が進む光路上には
実施例２の構成に加えてＰＢＳ１３ｅがあるだけである。ＰＢＳ１３ｅはＣＤ光５ｂを透
過する性質を持っているので、ＣＤ光５ｂから見るとこれらの光学素子は存在していない
のと同等である。従ってＣＤ記録再生の際には、透過する光学素子が増えただけで、その
記録再生が行われる際の様子は実施例１におけるＣＤ記録再生時の様子とほとんど同じで
ある。
【０１３７】
　次に、ホログラム記録再生時の情報光光路を利用したＢＤ記録再生の動作について図２
０、２１を用いて説明する。図２０はビットバイビット記録との互換性を有したホログラ
ム記録再生装置においてＢＤ記録再生を行う際に、ＢＤ光がホログラム記録時の情報光光
路を通ってＢＤ記録再生を行う場合の光学系と往路の光軸を示す図、図２１はビットバイ
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ビット記録との互換性を有したホログラム記録再生装置においてＢＤ記録再生を行う際に
、ＢＤ光がホログラム記録時の情報光光路を通ってＢＤ記録再生を行う場合の光学系と復
路の光軸を示す図である。
【０１３８】
　図２０において、レーザ光源９ｃから出射された光はＯＮ状態のＬ．Ｃ．ＨＷＰ１０に
入射し、光源から出射された時にはＳ偏光のみ保持していたレーザ光がＬ．Ｃ．ＨＷＰに
よってＰ偏光も保持するようになる。その結果ＰＢＳ１３ａにおいてＳ偏光は反射されＰ
偏光は透過し、２経路に分岐される。ＰＢＳ１３ａにおいて反射されたＳ偏光のレーザ光
はレンズ１２ｉ、１２ｊによって適当なビーム径にされた後ＰＢＳ１３ｄを透過し、ＰＢ
Ｓ１３ｅに入射する。ＰＢＳ１３ｅを透過したレーザ光はレンズ１２ｋによって前光モニ
タ１５に集光し、その光量が読み取られ、ここで読み取った光量は光源９ｃから出射され
るレーザ光の光量の調整に用いられる。
【０１３９】
　一方、ＰＢＳ１３ａを透過したＰ偏光のレーザ光はＰＢＳ１３ｂも透過し、ＱＷＰ１１
ａによってＰ偏光から円偏光になった後、ＳＬＭ７に到達する。ここでＳＬＭ７は、特に
２次元データをレーザ光に付与する必要はなく、到達した光をそのまま反射することが望
ましい。ＳＬＭ７によって反射されたレーザ光は再びＱＷＰ１１ａを通ることで円偏光か
らＳ偏光になり、ＰＢＳ１３ｂによって反射されレンズ１２ｅ、１２ｆを介して適当なビ
ーム径にされた後、ＰＢＳ１３ｃを透過しＰＢＳ１３ｆに入射する。ＰＢＳ１３ｆに入射
したレーザ光はＰＢＳ１３ｆによって反射され、ＱＷＰ１１ｂによって円偏光になった後
、対物レンズ１ｂによって記録メディア２ｃに集光して情報の記録・読出しを行う。
【０１４０】
　図２１において記録メディア２ｃの反射面で反射した光は対物レンズ１ｂを通過後ＱＷ
Ｐ１１ｃによって円偏光からＰ偏光になり、ＰＢＳ１３ｆを透過しＰＢＳ１３ｅによって
反射され、ＰＢＳ１３ｄを透過した後レンズ１２ｉ、１２ｊを介して適当なビーム径にさ
れた後、ＰＢＳ１３ａを透過し透過型回折光学素子１６及びレンズ１２ｈ、１２ｇを介し
てＰＤＩＣ１７に集光される。このＰＤＩＣ１７が読み取ったレーザ光により各種サーボ
制御や記録された情報の信号検出が行われる。
【０１４１】
　以上のようにホログラム記録の場合にＤＶＤ用の光源を用い、一方、ＢＤ記録再生の場
合において、光源から記録メディア２ｃに至るまでの光路のほとんどはホログラム記録に
用いられる空間光変調部を経由する第１光路を用い、また、記録メディア２ｃで反射した
光がＰＤＩＣ１７に至るまでの光路のほとんどはホログラム記録に用いられる空間光変調
部を経由しない第２光路を用いることによって、光源を起点として記録に用いる光路をＢ
Ｄ記録とホログラム記録とで共用するので、ホログラム記録とＢＤ記録とで共用する光学
系が多く光学系を効率的に共用する互換性を持った記録装置を容易に実現でき、その結果
、情報光と参照光と２系統の光路を用いるホログラム記録とＢＤ記録とを共に実現する記
録装置であっても、ホログラム記録とＢＤ記録とを別々の光学系で実現した場合と比較し
て装置全体を大幅に小型化出来る。
【０１４２】
　ここで、光源９ｃから出射されるレーザ光の光量を調整するために用いられている前光
モニタ１５は、例えば図２２に示すようにＳＬＭ７によって反射されたレーザ光の一部が
ＰＢＳ１３ｃ及びＰＢＳ１３ｆを透過した、その先にあっても良い。
【０１４３】
　この場合には光源９ｃから出射されたレーザ光をＰＢＳ１３ａによって２方向に分岐さ
せる必要はなく、光源９ｃから出射されたレーザ光は、Ｌ．Ｃ．ＨＷＰ１０によってＰ偏
光にされ、ＰＢＳ１３ａを透過してホログラム記録時の情報光の光路を通過する。
【０１４４】
　これにより、ＢＤ記録再生の際に光源９ｃから出射されるレーザ光はホログラム記録時
の情報光光路のみを通過するので、光源９ｃから出射されたレーザ光を効率よく用いるこ
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とが出来る。
【０１４５】
　なお、図２２に示されるような位置に前光モニタ１５がある場合には、ＣＤ光５ｂの光
量を検知するため、ＣＤ用レーザ光に対してＰＢＳ１３ｄはＳ偏光を透過しＰ偏光を反射
し、ＰＢＳ１３ｃはＳ偏光の一定割合の光量を反射し残りを透過し、Ｐ偏光を透過するも
のであり、ＰＢＳ１３ｆはＤＶＤ光５ａとＣＤ光５ｂを透過し、ＢＤ光５ｃのＳ偏光の一
部を透過し残りを反射し、Ｐ偏光を透過する必要がある。
【０１４６】
　また、図２２において、ＰＢＳ１３ｅはＢＤ光５ｃを反射するのみなので、単なるミラ
ーであっても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　本発明の記録装置及びそれを備えた情報機器は、ビットバイビット記録方式と互換性を
有しつつ、サーボ制御を行いながらホログラム記録もしくはホログラム記録再生を行う記
録装置、また上記装置を備えたレコーダやＰＣ等の情報機器に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】ＣＤやＤＶＤなどのビットバイビット記録再生との互換性を有したホログラム記
録再生装置の光学系配置図
【図２】ホログラム記録を行う際に使用する光学系と光軸を示す図
【図３】ホログラムに記録された情報を再生する際に使用する光学系と往路の光軸を示す
図
【図４】ホログラムに記録された情報を再生する際に使用する光学系と復路の光軸を示す
図
【図５】ホログラムの記録再生をする際に同時に行うアドレス・サーボ制御で使用する光
学系と往路の光軸を示す図
【図６】ホログラムの記録再生をする際に同時に行うアドレス・サーボ制御で使用する光
学系と復路の光軸を示す図
【図７】ホログラム記録再生にＤＶＤ光を用い、アドレス・サーボ制御にＣＤ光を用いる
利点を示す図
【図８】ＤＶＤ光とＣＤ光を同一光軸上の異なる位置に集光させる様子を示す図
【図９】ＤＶＤ光とＣＤ光を同一光軸上の異なる位置に集光させる対物レンズを示す図
【図１０】ホログラム記録再生に用いた光学系を使用してＤＶＤ記録を行う際に、ＶＤ光
がホログラム記録再生時の参照光光路を通りＤＶＤ記録再生を行う場合の光学系と往路の
光軸を示す図
【図１１】ホログラム記録再生に用いた光学系を使用してＤＶＤ記録再生を行う際に、Ｄ
ＶＤ光がホログラム記録再生時の参照光光路を通りＤＶＤ記録再生を行う場合の光学系と
復路の光軸を示す図
【図１２】ホログラム記録再生時のアドレス・サーボ制御に用いた光学系を使用してＣＤ
記録再生を行う際の光学系と往路の光軸を示す図
【図１３】ホログラム記録再生時のアドレス・サーボ制御に用いた光学系を使用してＣＤ
記録再生を行う際の光学系と復路の光軸を示す図
【図１４】ホログラム記録再生に用いた光学系を使用してＤＶＤ記録を行う際に、ＤＶＤ
光がホログラム記録再生時の情報光光路を通ってＤＶＤ記録再生を行う場合の光学系と往
路の光軸を示す図
【図１５】ホログラム記録再生に用いた光学系を使用してＤＶＤ記録を行う際に、ＤＶＤ
光がホログラム記録再生時の情報光光路を通ってＤＶＤ記録再生を行う場合の光学系と復
路の光軸を示す図
【図１６】ホログラム記録再生に用いた光学系を使用してＤＶＤ記録を行う際に、ＤＶＤ
光がホログラム記録再生時の情報光光路を通ってＤＶＤ記録再生を行う場合の光学系を変
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【図１７】ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤなどのビットバイビット記録再生との互換性を有したホロ
グラム記録再生装置の光学系配置図
【図１８】ビットバイビット記録との互換性を有したホログラム記録再生装置においてＢ
Ｄ記録再生を行う際に、ＢＤ光がホログラム記録時の参照光光路を通ってＢＤ記録再生を
行う場合の光学系と往路の光軸を示す図
【図１９】ビットバイビット記録との互換性を有したホログラム記録再生装置においてＢ
Ｄ記録再生を行う際に、ＢＤ光がホログラム記録時の参照光光路を通ってＢＤ記録再生を
行う場合の光学系と復路の光軸を示す図
【図２０】ビットバイビット記録との互換性を有したホログラム記録再生装置においてＢ
Ｄ記録再生を行う際に、ＢＤ光がホログラム記録時の情報光光路を通ってＢＤ記録再生を
行う場合の光学系と往路の光軸を示す図
【図２１】ビットバイビット記録との互換性を有したホログラム記録再生装置においてＢ
Ｄ記録再生を行う際に、ＢＤ光がホログラム記録時の情報光光路を通ってＢＤ記録再生を
行う場合の光学系と復路の光軸を示す図
【図２２】ビットバイビット記録との互換性を有したホログラム記録再生装置においてＢ
Ｄ記録再生を行う際に、ＢＤ光がホログラム記録時の情報光光路を通ってＢＤ記録再生を
行う場合の光学系を変化させた場合の光軸を示す図
【符号の説明】
【０１４９】
　１　　対物レンズ
　２　　記録メディア
　３ａ　　ＣＤ光透過ＤＶＤ光反射層
　３ｂ　　ホログラム記録層
　４　　アドレス・サーボ制御用溝
　５ａ　　ＤＶＤ光
　５ｂ　　ＣＤ光
　５ｃ　　ＢＤ光
　６ａ　　第１屈折領域
　６ｂ　　第２屈折領域
　７　　空間光変調器（ＳＬＭ）
　８　　撮像素子
　９　　レーザ光源
　１０　　液晶１／２波長板（Ｌ．Ｃ．ＨＷＰ）
　１１　　１／４波長板（ＱＷＰ）
　１２　　ビームエキスパンダー
　１３　　偏向ビームスプリッター（ＰＢＳ）
　１４　　ピンホール
　１５　　前光モニタ
　１６　　透過型回析光学素子
　１７　　ＰＤＩＣ
　１８　　ビームスプリッター（ＢＳ）
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【図１５】 【図１６】
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