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(57)【要約】
【課題】光ピックアップ装置を従来型光ディスクから高
密度記録型光ディスクなどの各種メディアに対応させる
と共に小型／薄型化させる。
【解決手段】第一波長光を出射可能な第一発光素子１０
と、第一波長光と異なる波長とされる第二波長光を出射
可能な第二発光素子２０と、第一波長光を第一メディア
上に集光させる第一対物レンズ６０と、第二波長光を第
一メディアと異なる規格メディアの第二メディア上に集
光させる第二対物レンズ７０とを少なくとも備える光ピ
ックアップ装置に関する。第一発光素子１０から第一対
物レンズ６０を経由して第一メディアに達するまでの第
一波長光の光路Ｌ１ｉ，Ｌ１iiを第一光路Ｌ１と定め、
第二発光素子２０から第二対物レンズ７０を経由して第
二メディアに達するまでの第二波長光の光路Ｌ２ｉ，Ｌ
２iiを第二光路Ｌ２と定めたときに、第一光路Ｌ１と第
二光路Ｌ２とが交差する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一波長光を出射可能な第一発光素子と、
　該第一波長光と異なる波長とされる第二波長光を出射可能な第二発光素子と、
　該第一波長光を第一メディア上に集光させる第一対物レンズと、
　該第二波長光を該第一メディアと異なる規格メディアの第二メディア上に集光させる第
二対物レンズと、
　を少なくとも備え、
　該第一発光素子から該第一対物レンズを経由して該第一メディアに達するまでの該第一
波長光の光路を第一光路と定め、
　該第二発光素子から該第二対物レンズを経由して該第二メディアに達するまでの該第二
波長光の光路を第二光路と定めたときに、
　該第一光路と該第二光路とが交差する
　ことを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項２】
　前記第一対物レンズを経由する光路または前記第二対物レンズを経由する光路に前記第
一波長光を導かせる偏光部材を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項３】
　前記第一波長光が前記偏光部材を透過したときに、該第一波長光は、前記第一対物レン
ズを経由し、
　該第一波長光が該偏光部材にて反射されたときに、該第一波長光は、前記第二対物レン
ズを経由する
　ことを特徴とする請求項２に記載の光ピックアップ装置。
【請求項４】
　前記偏光部材により、前記第二波長光は、前記第二対物レンズを経由する光路に導かれ
る
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の光ピックアップ装置。
【請求項５】
　前記第二波長光は、前記偏光部材を透過し、前記第二対物レンズを経由する
　ことを特徴とする請求項２～４の何れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項６】
　前記偏光部材は、前記第一光路と前記第二光路とが交差する光路交差部に位置する
　ことを特徴とする請求項２～５の何れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項７】
　前記偏光部材を経由する前記第一波長光がＰ波とされたときに、該第一波長光は、該偏
光部材を透過し前記第一対物レンズを経由する
　ことを特徴とする請求項２～６の何れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項８】
　前記偏光部材を経由する前記第一波長光がＳ波とされたときに、該第一波長光は、該偏
光部材にて反射され前記第二対物レンズを経由する
　ことを特徴とする請求項２～７の何れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項９】
　前記第一波長光を偏光可能な偏光方向変換部材を備える
　ことを特徴とする請求項２～８の何れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１０】
　前記偏光方向変換部材は、前記第一発光素子と前記偏光部材との間に位置する
　ことを特徴とする請求項９に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１１】
　前記偏光方向変換部材として、前記第一波長光をＰ波またはＳ波に偏光可能な液晶素子
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が用いられた
　ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１２】
　前記偏光方向変換部材として、前記第一波長光をＰ波またはＳ波に偏光可能な１／２波
長板が用いられた
　ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１３】
　前記第一波長光と異なる波長とされると共に前記第二波長光と異なる波長とされる第三
波長光を出射可能な第三発光素子を備える
　ことを特徴とする請求項１～１２の何れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１４】
　前記第一対物レンズを経由する光路または前記第二対物レンズを経由する光路に前記第
一波長光を導かせる偏光部材により、前記第三波長光は、該第二対物レンズを経由する光
路に導かれる
　ことを特徴とする請求項１３に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１５】
　前記第三波長光は、前記偏光部材にて反射され、前記第二対物レンズを経由する
　ことを特徴とする請求項１４に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１６】
　前記第三波長光は、前記第二対物レンズにより、前記第一メディアと異なる規格メディ
アとされると共に前記第二メディアと異なる規格メディアとされる第三メディア上に集光
される
　ことを特徴とする請求項１３～１５の何れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１７】
　前記第二発光素子は、
　前記第二波長光と、
　前記第一波長光と異なる波長とされると共に該第二波長光と異なる波長とされる第三波
長光と、
　を出射可能な複数種類の波長光を出射する発光素子とされた
　ことを特徴とする請求項１～１２の何れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１８】
　前記第三波長光は、前記第二波長光がたどる光路と同じ光路とされる前記第二光路をた
どり、前記第二対物レンズにより、前記第一メディアと異なる規格メディアとされると共
に前記第二メディアと異なる規格メディアとされる第三メディア上に集光される
　ことを特徴とする請求項１７に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１９】
　持運びが容易なコンピュータに装備可能とされた
　ことを特徴とする請求項１～１８の何れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項２０】
　請求項１～１９の何れか１項に記載の光ピックアップ装置を備える
　ことを特徴とする光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、「ＣＤ」（Compact Disc）（商標）、「ＤＶＤ」（登録商標）（Di
gital Versatile Disc）、「ＨＤ　ＤＶＤ」（登録商標）（High Definition DVD）、又
は「Blu-ray Disc」（登録商標）などの何れかの複数のメディアに記録されたデータを再
生させることや、何れかの複数のメディアにデータを記録させることが可能な光ピックア
ップ装置およびそれを備える光ディスク装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　図９は、従来の光ピックアップ装置の一形態を示す概略図である。
【０００３】
　光ディスク装置が用いられて、メディアにおける情報などのデータの再生または記録が
行われる。メディア（media）とは、情報を記録して媒介するものや情報を記録して伝達
するものを意味する。メディアとして、例えば、ＣＤ（Compact Disc）などの光ディスク
７００等が挙げられる。
【０００４】
　レーザドライバ５１０からレーザダイオード５２０へ電流が流されて、レーザダイオー
ド５２０からレーザ光／レーザ（LASER：light amplification by stimulated emission 
of radiation）が出力される。レーザドライバ５１０は、レーザダイオード５２０を駆動
させてレーザダイオード５２０からレーザ光を出させるレーザ駆動回路５１０を構成する
ものである。レーザドライバ５１０からレーザダイオード５２０に電流が供給され、レー
ザダイオード５２０から出射されたレーザ光により、例えばディスク７００に情報の記録
が行われたり、ディスク７００に記録された情報の再生が行われたりする。
【０００５】
　レーザダイオード５２０から出力されたレーザ光は、回折格子５３０、中間レンズ５４
０、ハーフミラー５５０、対物レンズ５６０を介して、ディスク７００に照射される。回
折格子５３０は、光の回折を利用して、レーザダイオード５２０から出射されたレーザ光
を幾つかのビーム（図示せず）に分けるものとされている。また、対物レンズ５６０は、
ディスク７００の信号部７０１へレーザ光を集光させる役目を果す。ディスク７００から
反射されたレーザ光の一部は、フォトディテクタ５７０などに戻される。フォトディテク
タ５７０は、光を受けて、その信号を電気信号に変えて、光ピックアップ装置５０１のレ
ンズホルダ（図示せず）のサーボ機構（図示せず）を動作させるための信号を出力する。
サーボもしくはサーボ機構とは、制御の対象とされるものの状態を測定し、測定したもの
と基準値とを比較して、自動的に修正制御を行わせる機構のものを意味する。
【０００６】
　また、レーザダイオード５２０から出力されるレーザ光の一部は、フロントモニタダイ
オード５８０に入る。フロントモニタダイオード５８０は、レーザダイオード５２０から
出力されるレーザ光をモニタして、レーザダイオード５２０を制御するためにフィードバ
ックをかけるものとされている。
【０００７】
　レーザドライバ５１０、レーザダイオード５２０、回折格子５３０、中間レンズ５４０
、ハーフミラー５５０、対物レンズ５６０、フォトディテクタ５７０、フロントモニタダ
イオード５８０は、ハウジング（図示せず）などに取り付けられている。ハウジング（ho
using）とは、例えば、装置、部品などの物が収容される箱形のものや、箱に類似したも
のを意味する。
【０００８】
　また、レーザドライバ５１０、レーザダイオード５２０、フォトディテクタ５７０、フ
ロントモニタダイオード５８０は、フレキシブルプリントサーキット５０５に通電可能に
接続されている。フレキシブルプリントサーキットが製造される工程について説明する。
例えば銅箔などの金属箔となる複数の回路導体が、絶縁シートに印刷されて並設される。
その上に保護層が設けられて、フレキシブルプリントサーキットが構成される。
【０００９】
　光学式ピックアップ装置５０１は、上述した各種のものを備えるものとして構成されて
いる。なお、光学式ピックアップ装置５０１は、図示されたもの以外に、他の構成要素（
図示せず）も備えるが、図９においては、それらの構成要素は、便宜上、省略した。
【００１０】
　光ピックアップ装置５０１のレーザダイオード５２０から出射されたレーザ光は、対物
レンズ５６０を通り抜け、プレーヤ本体内に装備されたＣＤ等の光ディスク７００に当て
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られる。レーザダイオード５２０から出射されたレーザ光により、例えば光ディスク７０
０に情報の記録が行われたり、光ディスク７００に記録された情報が再生されたりする。
このようにして、光ディスク装置における情報の記録または再生が行われる。
【００１１】
　従来の光ピックアップ装置に関するものとして、例えば、別途の可変絞りなどが不要な
ＣＤ（Compact Disc）形状及びＤＶＤ（Digital Versatile Disc）に全て互換できる光ピ
ックアップというものがある（例えば、特許文献１参照。）。
【００１２】
　また、従来の光ピックアップ装置に関するものとして、例えば、ブルーレーザを含む多
種の波長のレーザに対応しても薄型化もしくは小型の少なくとも一方を実現できる光ピッ
クアップ装置及び光ディスク装置というものがある（例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開平１１－２２４４３６号公報（第１，３頁、第３図）
【特許文献２】特開２００５－３２２８６号公報（第１，３頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　近年、従来のＣＤ規格やＤＶＤ規格よりも高密度な記録が可能とされた「Blu-ray Disc
」規格や「ＨＤ　ＤＶＤ」規格などの各種規格のメディアが発表された。しかしながら、
図９に示す上記従来の光ピックアップ装置５０１にあっては、ＣＤ等の従来型光ディスク
７００にのみ対応し、Blu-ray Discなどの高密度記録型光ディスクには非対応とされてい
た。
【００１４】
　従来の規格に非対応とされながら高密度な記録が可能とされた新しい規格のBlu-ray Di
sc規格のメディアと、「ＨＤ　ＤＶＤ」などのＤＶＤ規格のメディアと、ＣＤ規格のメデ
ィアとは、異なる規格とされている。これまで、全く異なる規格の前記各メディアに対応
可能な単一の光ピックアップ装置を開発することは困難とされていた。
【００１５】
　これに対応するために、各メディアに対応可能な複数の光ピックアップ装置を備える光
ディスク装置（図示せず）も考えられた。例えば、Blu-ray Disc規格のメディアに対応す
る第一の光ピックアップ装置（図示せず）と、ＤＶＤ規格のメディアおよびＣＤ規格のメ
ディアに対応する第二の光ピックアップ装置（図示せず）との二つの光ピックアップ装置
を備えた光ディスク装置も考えられた。
【００１６】
　しかしながら、Blu-ray Disc規格のメディアに対応する不図示の第一光ピックアップ装
置と、ＤＶＤ規格のメディアおよびＣＤ規格のメディアに対応する不図示の第二光ピック
アップ装置との複数の光ピックアップ装置を備える光ディスク装置は、部品点数が増加す
ることから、大型化されて重量が増え、価格も高価なものとなることが懸念されていた。
【００１７】
　近年、ノート型もしくはラップトップ型パーソナルコンピュータや、デスクトップ型パ
ーソナルコンピュータのさらなる小型／軽薄化などが要求されている。パーソナルコンピ
ュータ（ＰＣ：Personal Computer）について説明すると、ノート型ＰＣもしくはラップ
トップ型ＰＣは、軽量化、軽薄化が要求されることから、スリム型ドライブが装備された
光ディスク装置を備えた構造とされる。ノート型ＰＣもしくはラップトップ型ＰＣは、デ
ィスプレイと、ＰＣ本体とが、一体構造のものとされ、ＰＣ本体に対し、ディスプレイが
折りたたまれることにより、小型サイズのものとなる。ノート型ＰＣは、例えば、このも
のが平面視されたときに略Ａ４判もしくはこれ以下の大きさの汎用ＰＣとされ、例えばブ
ック型ＰＣとも呼ばれる。ノート型ＰＣもしくはラップトップ型ＰＣは、コンパクトなも
のとされて容易に持運び可能なものとされている。ノート型ＰＣもしくはラップトップ型
ＰＣに対し、デスクトップ型コンピュータは、卓上型のコンピュータとされ、机の上で使
用可能なコンピュータとされているが、容易に持運びができないタイプのものとされてい
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る。
【００１８】
　ノート型ＰＣもしくはラップトップ型ＰＣや、デスクトップ型ＰＣ等のＰＣ組立／製造
メーカ等から、新規格とされるBlu-ray Disc規格のメディア群と、「ＨＤ　ＤＶＤ」など
のメディアに対応可能とされると共に従来のＤＶＤに対応可能なＤＶＤ規格のメディア群
と、従来規格とされるＣＤ規格のメディア群とに対応可能な光ピックアップ装置や、その
ような光ピックアップ装置を備えた光ディスク装置が要求されている。
【００１９】
　本発明は、上記問題点を解決することにある。本発明は、上記した点に鑑み、従来型光
ディスクから高密度記録型光ディスクなどの各種メディアに対応可能とされると共に小型
／薄型化が可能とされた光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に係る光ピックアップ装置は、第一波長
光を出射可能な第一発光素子と、該第一波長光と異なる波長とされる第二波長光を出射可
能な第二発光素子と、該第一波長光を第一メディア上に集光させる第一対物レンズと、該
第二波長光を該第一メディアと異なる規格メディアの第二メディア上に集光させる第二対
物レンズと、を少なくとも備え、該第一発光素子から該第一対物レンズを経由して該第一
メディアに達するまでの該第一波長光の光路を第一光路と定め、該第二発光素子から該第
二対物レンズを経由して該第二メディアに達するまでの該第二波長光の光路を第二光路と
定めたときに、該第一光路と該第二光路とが交差することを特徴とする。
【００２１】
　上記構成により、第一メディアの規格と、第二メディアの規格とが異なっていても、少
なくとも、第一メディアと、第一メディアと異なる規格メディアの第二メディアとに対応
した光ピックアップ装置の提供が可能となる。第一波長光を出射可能な第一発光素子と、
第一波長光と異なる波長とされる第二波長光を出射可能な第二発光素子と、第一波長光を
第一メディア上に集光させる第一対物レンズと、第二波長光を第一メディアと異なる規格
メディアの第二メディア上に集光させる第二対物レンズとを備える光ピックアップ装置が
構成されていれば、一つの光ピックアップ装置で、例えば、高密度記録規格の第一メディ
アと、第一メディアと異なる従来規格の第二メディアとに少なくとも対応可能となる。従
って、異なる規格の各種メディアに対応した光ピックアップ装置の提供が可能となる。ま
た、第一発光素子から第一対物レンズを経由して第一メディアに達するまでの第一波長光
の光路とされる第一光路と、第二発光素子から第二対物レンズを経由して第二メディアに
達するまでの第二波長光の光路とされる第二光路とを交差させることにより、光ピックア
ップ装置の小型／薄型化が可能となる。
【００２２】
　請求項２に係る光ピックアップ装置は、請求項１に記載の光ピックアップ装置において
、前記第一対物レンズを経由する光路または前記第二対物レンズを経由する光路に前記第
一波長光を導かせる偏光部材を備えることを特徴とする。
【００２３】
　上記構成により、異なる規格の各種メディアに対応した光ピックアップ装置が構成可能
となる。偏光部材が光ピックアップ装置に装備されることにより、第一発光素子から出射
された第一波長光は、第一対物レンズを経由する光路に導かれる。又は、第一発光素子か
ら出射された第一波長光は、第二対物レンズを経由する光路に導かれる。偏光部材が光ピ
ックアップ装置に装備されることにより、この光ピックアップ装置は、多種のメディアに
対応可能となる。
【００２４】
　請求項３に係る光ピックアップ装置は、請求項２に記載の光ピックアップ装置において
、前記第一波長光が前記偏光部材を透過したときに、該第一波長光は、前記第一対物レン
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ズを経由し、該第一波長光が該偏光部材にて反射されたときに、該第一波長光は、前記第
二対物レンズを経由することを特徴とする。
【００２５】
　上記構成により、第一発光素子から出射された第一波長光は、第一対物レンズにより、
第一メディア上に集光される。又は、第一発光素子から出射された第一波長光は、第二対
物レンズにより、第一メディアと異なるメディアとされると共に第二メディアと異なるメ
ディアとされる他のメディア上に集光される。偏光部材が備えもった第一波長光に対する
透過特性または反射特性を利用して、第一メディア上、又は、第一メディアおよび第二メ
ディアと異なる他のメディア上に、第一波長光を集光させることが可能となる。
【００２６】
　請求項４に係る光ピックアップ装置は、請求項２又は３に記載の光ピックアップ装置に
おいて、前記偏光部材により、前記第二波長光は、前記第二対物レンズを経由する光路に
導かれることを特徴とする。
【００２７】
　上記構成により、異なる規格の各種メディアに対応した光ピックアップ装置が構成され
る。第二対物レンズを経由して第二メディアに達する光路に第二波長光を導かせる偏光部
材が、光ピックアップ装置に装備されることにより、光ピックアップ装置は、多種のメデ
ィアに対応可能となる。
【００２８】
　請求項５に係る光ピックアップ装置は、請求項２～４の何れか１項に記載の光ピックア
ップ装置において、前記第二波長光は、前記偏光部材を透過し、前記第二対物レンズを経
由することを特徴とする。
【００２９】
　上記構成により、第二発光素子から出射された第二波長光は、第二対物レンズにより、
第二メディア上に集光させられる。偏光部材が備えもつ第二波長光の透過特性を利用して
、第二メディア上に、第二波長光を集光させることが可能となる。
【００３０】
　請求項６に係る光ピックアップ装置は、請求項２～５の何れか１項に記載の光ピックア
ップ装置において、前記偏光部材は、前記第一光路と前記第二光路とが交差する光路交差
部に位置することを特徴とする。
【００３１】
　上記構成により、各種メディアに対応可能な光ピックアップ装置の小型／薄型化が可能
となる。第一光路と第二光路とが交差する光路交差部に偏光部材を位置させることにより
、光ピックアップ装置における光学レイアウトのコンパクト化が可能となる。従って、各
種メディアに対応可能な小型／薄型光ピックアップ装置の提供が可能となる。
【００３２】
　請求項７に係る光ピックアップ装置は、請求項２～６の何れか１項に記載の光ピックア
ップ装置において、前記偏光部材を経由する前記第一波長光がＰ波とされたときに、該第
一波長光は、該偏光部材を透過し前記第一対物レンズを経由することを特徴とする。
【００３３】
　上記構成により、Ｐ波の第一波長光は、偏光部材を透過して第一対物レンズを経由し、
第一メディア上に確実に集光される。Ｐ波の「Ｐ」は、ドイツ語の「parallel」の略称と
され、「平行」を意味する。偏光部材を経由した第一波長光がＰ波とされ、第一波長光の
偏光状態が明確化される。偏光部材は、Ｐ波の第一波長光を透過させるものとして形成さ
れているので、Ｐ波の第一波長光は、偏光部材を確実に透過し、第一対物レンズを経由し
て確実に第一メディア上に集光される。
【００３４】
　請求項８に係る光ピックアップ装置は、請求項２～７の何れか１項に記載の光ピックア
ップ装置において、前記偏光部材を経由する前記第一波長光がＳ波とされたときに、該第
一波長光は、該偏光部材にて反射され前記第二対物レンズを経由することを特徴とする。
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【００３５】
　上記構成により、Ｓ波の第一波長光は、偏光部材にて反射されて第二対物レンズを経由
し、第一メディアおよび第二メディアと異なる他のメディア上に確実に集光される。Ｓ波
の「Ｓ」は、ドイツ語の「senkrecht」の略称とされ、「垂直」を意味する。偏光部材を
経由した第一波長光がＳ波とされ、第一波長光の偏光状態が明確化される。偏光部材は、
Ｓ波の第一波長光を反射させるものとして形成されているので、Ｓ波の第一波長光は、偏
光部材にて確実に反射され、第二対物レンズを経由して確実に他のメディア上に集光され
る。
【００３６】
　請求項９に係る光ピックアップ装置は、請求項２～８の何れか１項に記載の光ピックア
ップ装置において、前記第一波長光を偏光可能な偏光方向変換部材を備えることを特徴と
する。
【００３７】
　上記構成により、第一発光素子から出射された第一波長光は、第一対物レンズを経由し
て第一メディアに達する光路、又は、第二対物レンズを経由して第一メディアおよび第二
メディアと異なる他のメディアに達する光路に振り向けられる。偏光方向変換部材を用い
て第一波長光の偏光状態を変化させることにより、第一波長光は、例えば、偏光部材を透
過したり反射したりすることとなる。第一波長光が偏光部材を透過または反射することに
より、第一波長光は、第一対物レンズを経由して第一メディアに達する光路、又は、第二
対物レンズを経由して他のメディアに達する光路に確実に振り向けられる。
【００３８】
　請求項１０に係る光ピックアップ装置は、請求項９に記載の光ピックアップ装置におい
て、前記偏光方向変換部材は、前記第一発光素子と前記偏光部材との間に位置することを
特徴とする。
【００３９】
　上記構成により、偏光部材における第一波長光の光路変更は、確実に行われる。第一発
光素子と偏光部材との間に、第一波長光を偏光可能な偏光方向変換部材を位置させること
により、第一発光素子から出射された第一波長光は、偏光部材に第一波長光が入射される
前の段階で、確実に所望の偏光状態となる。偏光部材に第一波長光が入射される前に、予
め、第一波長光の偏光状態を定めておくことが可能となるので、第一発光素子から出射さ
れた第一波長光は、偏光部材にて、第一対物レンズを経由して第一メディアに達する光路
、又は、第二対物レンズを経由して第一メディアおよび第二メディアと異なる他のメディ
アに達する光路に、確実に振り向けられる。
【００４０】
　請求項１１に係る光ピックアップ装置は、請求項９又は１０に記載の光ピックアップ装
置において、前記偏光方向変換部材として、前記第一波長光をＰ波またはＳ波に偏光可能
な液晶素子が用いられたことを特徴とする。
【００４１】
　上記構成により、第一波長光は、Ｐ波またはＳ波に偏光される。例えば、液晶素子に電
気が流されていないときに、液晶素子に入射されたＰ波の第一波長光は、Ｐ波の第一波長
光のまま液晶素子から出射される。この場合、Ｐ波の第一波長光は、例えば、偏光部材を
透過して第一対物レンズに達し、第一対物レンズによって、第一メディア上に集光される
。また、例えば、液晶素子に電気が流されることにより、液晶素子に入射されたＰ波の第
一波長光は、Ｓ波の第一波長光に偏光されて液晶素子から出射される。この場合、Ｓ波の
第一波長光は、例えば、偏光部材により反射されて第二対物レンズに達し、第二対物レン
ズによって、第一メディアおよび第二メディアと異なる他のメディア上に集光される。
【００４２】
　請求項１２に係る光ピックアップ装置は、請求項９又は１０に記載の光ピックアップ装
置において、前記偏光方向変換部材として、前記第一波長光をＰ波またはＳ波に偏光可能
な１／２波長板が用いられたことを特徴とする。
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【００４３】
　上記構成により、第一波長光は、Ｐ波またはＳ波に偏光される。例えば、第一光路中に
１／２波長板を位置させていないときに、１／２波長板の近傍を通るＰ波の第一波長光は
、Ｐ波の第一波長光のままとされる。この場合、Ｐ波の第一波長光は、例えば、偏光部材
を透過して第一対物レンズに達し、第一対物レンズによって、第一メディア上に集光され
る。また、例えば、第一光路中に１／２波長板を位置させたときに、１／２波長板に入射
されたＰ波の第一波長光は、Ｓ波の第一波長光に偏光されて１／２波長板から出射される
。この場合、Ｓ波の第一波長光は、例えば、偏光部材により反射されて第二対物レンズに
達し、第二対物レンズによって、第一メディアおよび第二メディアと異なる他のメディア
上に集光される。
【００４４】
　請求項１３に係る光ピックアップ装置は、請求項１～１２の何れか１項に記載の光ピッ
クアップ装置において、前記第一波長光と異なる波長とされると共に前記第二波長光と異
なる波長とされる第三波長光を出射可能な第三発光素子を備えることを特徴とする。
【００４５】
　上記構成により、光ピックアップ装置は、第一波長光と異なる波長とされると共に第二
波長光と異なる波長とされる第三波長光に対応した他のメディアにも対応可能となる。従
って、多種のメディアに対応した光ピックアップ装置の提供が可能となる。
【００４６】
　請求項１４に係る光ピックアップ装置は、請求項１３に記載の光ピックアップ装置にお
いて、前記第一対物レンズを経由する光路または前記第二対物レンズを経由する光路に前
記第一波長光を導かせる偏光部材により、前記第三波長光は、該第二対物レンズを経由す
る光路に導かれることを特徴とする。
【００４７】
　上記構成により、異なる規格の各種メディアに対応した光ピックアップ装置が構成され
る。偏光部材が光ピックアップ装置に装備されることにより、第一発光素子から出射され
た第一波長光は、第一対物レンズを経由する光路に導かれる。又は、第一発光素子から出
射された第一波長光は、第二対物レンズを経由する光路に導かれる。また、偏光部材が光
ピックアップ装置に装備されることにより、第三発光素子から出射された第三波長光は、
第二対物レンズを経由する光路に導かれる。偏光部材が光ピックアップ装置に装備される
ことにより、この光ピックアップ装置は、多種のメディアに対応可能となる。
【００４８】
　請求項１５に係る光ピックアップ装置は、請求項１４に記載の光ピックアップ装置にお
いて、前記第三波長光は、前記偏光部材にて反射され、前記第二対物レンズを経由するこ
とを特徴とする。
【００４９】
　上記構成により、第三発光素子から出射された第三波長光は、第二対物レンズにより、
他のメディア上に集光される。偏光部材が備えもった第三波長光に対する反射特性を利用
して、他のメディア上に、第三波長光を集光させることが可能となる。
【００５０】
　請求項１６に係る光ピックアップ装置は、請求項１３～１５の何れか１項に記載の光ピ
ックアップ装置において、前記第三波長光は、前記第二対物レンズにより、前記第一メデ
ィアと異なる規格メディアとされると共に前記第二メディアと異なる規格メディアとされ
る第三メディア上に集光されることを特徴とする。
【００５１】
　上記構成により、光ピックアップ装置は、第三波長光に対応した第三メディアを含む多
種のメディアに対応することとなる。この光ピックアップ装置は、第一波長光に対応する
第一メディアと、第一メディアと異なる規格メディアとされ第二波長光に対応する第二メ
ディアと、第一メディアと異なる規格メディアとされると共に第二メディアと異なる規格
メディアとされ第三波長光に対応する第三メディアとに対応可能なものとされている。例
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えば、第一メディアが高密度記録規格のメディアとされ、第二メディアが従来規格のメデ
ィアとされ、第三メディアが第二メディアよりも高密度記録規格のメディアとされると共
に第二メディアと異なる従来規格のメディアを含むものとされていても、この光ピックア
ップ装置は、第一メディアと、第二メディアと、第三メディアとに対応することとなる。
【００５２】
　請求項１７に係る光ピックアップ装置は、請求項１～１２の何れか１項に記載の光ピッ
クアップ装置において、前記第二発光素子は、前記第二波長光と、前記第一波長光と異な
る波長とされると共に該第二波長光と異なる波長とされる第三波長光と、を出射可能な複
数種類の波長光を出射する発光素子とされたことを特徴とする。
【００５３】
　上記構成により、多種のメディアに対応可能な光ピックアップ装置が構成されると共に
、光ピックアップ装置の部品点数の削減化が図られる。第二発光素子は、第二波長光と、
第一波長光と異なる波長とされると共に第二波長光と異なる波長とされる第三波長光との
二種類以上の波長光を出射可能な複数種類の波長光を出射する発光素子として構成される
ので、光ピックアップ装置は、多種のメディアに対応可能となる。また、これと共に、第
二波長光を出射可能な発光素子と、第三波長光を出射可能な発光素子とが、一つの発光素
子としてまとめられるので、光ピックアップ装置の部品削減化、小型化、軽薄化などが図
られることとなる。従って、多種のメディアに対応可能とされると共に、部品削減化、小
型化、軽薄化などが図られた光ピックアップ装置の提供が可能となる。
【００５４】
　請求項１８に係る光ピックアップ装置は、請求項１７に記載の光ピックアップ装置にお
いて、前記第三波長光は、前記第二波長光がたどる光路と同じ光路とされる前記第二光路
をたどり、前記第二対物レンズにより、前記第一メディアと異なる規格メディアとされる
と共に前記第二メディアと異なる規格メディアとされる第三メディア上に集光されること
を特徴とする。
【００５５】
　上記構成により、光ピックアップ装置は、第三波長光に対応した第三メディアを含む多
種のメディアに対応することとなる。この光ピックアップ装置は、第一波長光に対応する
第一メディアと、第一メディアと異なる規格メディアとされ第二波長光に対応する第二メ
ディアと、第一メディアと異なる規格メディアとされると共に第二メディアと異なる規格
メディアとされ第三波長光に対応する第三メディアとに対応可能なものとされている。例
えば、第一メディアが高密度記録規格のメディアとされ、第二メディアが従来規格のメデ
ィアとされ、第三メディアが第二メディアよりも高密度記録規格のメディアとされると共
に第二メディアと異なる従来規格のメディアを含むものとされていても、この光ピックア
ップ装置は、第一メディアと、第二メディアと、第三メディアとに対応することとなる。
【００５６】
　請求項１９に係る光ピックアップ装置は、請求項１～１８の何れか１項に記載の光ピッ
クアップ装置において、持運びが容易なコンピュータに装備可能とされたことを特徴とす
る。
【００５７】
　上記構成により、異なる規格の各種メディアに対応すると共に、持運びが容易なコンピ
ュータに装備可能な光ピックアップ装置が構成される。
【００５８】
　請求項２０に係る光ディスク装置は、請求項１～１９の何れか１項に記載の光ピックア
ップ装置を備えることを特徴とする。
【００５９】
　上記構成により、各種メディアからのデータの読出しや、各種メディアに対するデータ
の書込みは、光ピックアップ装置を備える光ディスク装置にて実行可能となる。光ディス
ク装置に各種メディアが装備されて、例えば、各種メディアのデータが読み出されたり、
又は、各種メディアにデータが書き込まれたりされる。従って、各種メディアに対応可能
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な光ディスク装置の提供が可能となる。
【発明の効果】
【００６０】
　以上の如く、請求項１に記載の発明によれば、第一メディアの規格と、第二メディアの
規格とが異なっていても、少なくとも、第一メディアと、第一メディアと異なる規格メデ
ィアの第二メディアとに対応した光ピックアップ装置を提供することができる。第一波長
光を出射可能な第一発光素子と、第一波長光と異なる波長とされる第二波長光を出射可能
な第二発光素子と、第一波長光を第一メディア上に集光させる第一対物レンズと、第二波
長光を第一メディアと異なる規格メディアの第二メディア上に集光させる第二対物レンズ
とを備える光ピックアップ装置が構成されていれば、一つの光ピックアップ装置で、例え
ば、高密度記録規格の第一メディアと、第一メディアと異なる従来規格の第二メディアと
に少なくとも対応可能となる。従って、異なる規格の各種メディアに対応した光ピックア
ップ装置を提供することができる。また、第一発光素子から第一対物レンズを経由して第
一メディアに達するまでの第一波長光の光路とされる第一光路と、第二発光素子から第二
対物レンズを経由して第二メディアに達するまでの第二波長光の光路とされる第二光路と
を交差させることにより、光ピックアップ装置を小型／薄型化させることができる。
【００６１】
　請求項２に記載の発明によれば、異なる規格の各種メディアに対応した光ピックアップ
装置を構成させることができる。偏光部材が光ピックアップ装置に装備されることにより
、第一発光素子から出射された第一波長光は、第一対物レンズを経由する光路に導かれる
。又は、第一発光素子から出射された第一波長光は、第二対物レンズを経由する光路に導
かれる。偏光部材が光ピックアップ装置に装備されることにより、光ピックアップ装置を
多種のメディアに対応させることができる。
【００６２】
　請求項３に記載の発明によれば、第一発光素子から出射された第一波長光は、第一対物
レンズにより、第一メディア上に集光される。又は、第一発光素子から出射された第一波
長光は、第二対物レンズにより、第一メディアと異なるメディアとされると共に第二メデ
ィアと異なるメディアとされる他のメディア上に集光される。偏光部材が備えもった第一
波長光に対する透過特性または反射特性を利用して、第一メディア上、又は、第一メディ
アおよび第二メディアと異なる他のメディア上に、第一波長光を集光させることができる
。
【００６３】
　請求項４に記載の発明によれば、異なる規格の各種メディアに対応した光ピックアップ
装置を構成させることができる。第二対物レンズを経由して第二メディアに達する光路に
第二波長光を導かせる偏光部材が、光ピックアップ装置に装備されることにより、光ピッ
クアップ装置を多種のメディアに対応させることができる。
【００６４】
　請求項５に記載の発明によれば、第二発光素子から出射された第二波長光は、第二対物
レンズにより、第二メディア上に集光させられる。偏光部材が備えもつ第二波長光の透過
特性を利用して、第二メディア上に、第二波長光を集光させることができる。
【００６５】
　請求項６に記載の発明によれば、各種メディアに対応可能な光ピックアップ装置を小型
／薄型化させることができる。第一光路と第二光路とが交差する光路交差部に偏光部材を
位置させることにより、光ピックアップ装置における光学レイアウトをコンパクト化させ
ることができる。従って、各種メディアに対応可能な小型／薄型光ピックアップ装置を提
供することができる。
【００６６】
　請求項７に記載の発明によれば、Ｐ波の第一波長光は、偏光部材を透過して第一対物レ
ンズを経由し、第一メディア上に確実に集光される。偏光部材を経由した第一波長光がＰ
波とされ、第一波長光の偏光状態が明確化される。偏光部材は、Ｐ波の第一波長光を透過
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させるものとして形成されているので、Ｐ波の第一波長光は、偏光部材を確実に透過し、
第一対物レンズを経由して確実に第一メディア上に集光される。
【００６７】
　請求項８に記載の発明によれば、Ｓ波の第一波長光は、偏光部材にて反射されて第二対
物レンズを経由し、第一メディアおよび第二メディアと異なる他のメディア上に確実に集
光される。偏光部材を経由した第一波長光がＳ波とされ、第一波長光の偏光状態が明確化
される。偏光部材は、Ｓ波の第一波長光を反射させるものとして形成されているので、Ｓ
波の第一波長光は、偏光部材にて確実に反射され、第二対物レンズを経由して確実に他の
メディア上に集光される。
【００６８】
　請求項９に記載の発明によれば、第一発光素子から出射された第一波長光を、第一対物
レンズを経由して第一メディアに達する光路、又は、第二対物レンズを経由して第一メデ
ィアおよび第二メディアと異なる他のメディアに達する光路に振り向けることができる。
偏光方向変換部材を用いて第一波長光の偏光状態を変化させることにより、第一波長光は
、例えば、偏光部材を透過したり反射したりすることとなる。第一波長光が偏光部材を透
過または反射することにより、第一波長光は、第一対物レンズを経由して第一メディアに
達する光路、又は、第二対物レンズを経由して他のメディアに達する光路に確実に振り向
けられる。
【００６９】
　請求項１０に記載の発明によれば、偏光部材における第一波長光の光路変更を確実に行
わせることができる。第一発光素子と偏光部材との間に、第一波長光を偏光可能な偏光方
向変換部材を位置させることにより、第一発光素子から出射された第一波長光は、偏光部
材に第一波長光が入射される前の段階で、確実に所望の偏光状態となる。偏光部材に第一
波長光が入射される前に、予め、第一波長光の偏光状態を定めておくことができるので、
第一発光素子から出射された第一波長光は、偏光部材にて、第一対物レンズを経由して第
一メディアに達する光路、又は、第二対物レンズを経由して第一メディアおよび第二メデ
ィアと異なる他のメディアに達する光路に、確実に振り向けられる。
【００７０】
　請求項１１に記載の発明によれば、第一波長光をＰ波またはＳ波に偏光させることがで
きる。例えば、液晶素子に電気が流されていないときに、液晶素子に入射されたＰ波の第
一波長光は、Ｐ波の第一波長光のまま液晶素子から出射される。この場合、Ｐ波の第一波
長光は、例えば、偏光部材を透過して第一対物レンズに達し、第一対物レンズによって、
第一メディア上に集光される。また、例えば、液晶素子に電気が流されることにより、液
晶素子に入射されたＰ波の第一波長光は、Ｓ波の第一波長光に偏光されて液晶素子から出
射される。この場合、Ｓ波の第一波長光は、例えば、偏光部材により反射されて第二対物
レンズに達し、第二対物レンズによって、第一メディアおよび第二メディアと異なる他の
メディア上に集光される。
【００７１】
　請求項１２に記載の発明によれば、第一波長光をＰ波またはＳ波に偏光させることがで
きる。例えば、第一光路中に１／２波長板を位置させていないときに、１／２波長板の近
傍を通るＰ波の第一波長光は、Ｐ波の第一波長光のままとされる。この場合、Ｐ波の第一
波長光は、例えば偏光部材を透過して第一対物レンズに達し、第一対物レンズによって、
第一メディア上に集光される。また、例えば、第一光路中に１／２波長板を位置させたと
きに、１／２波長板に入射されたＰ波の第一波長光は、Ｓ波の第一波長光に偏光されて１
／２波長板から出射される。この場合、Ｓ波の第一波長光は、例えば偏光部材により反射
されて第二対物レンズに達し、第二対物レンズによって、第一メディアおよび第二メディ
アと異なる他のメディア上に集光される。
【００７２】
　請求項１３に記載の発明によれば、光ピックアップ装置は、第一波長光と異なる波長と
されると共に第二波長光と異なる波長とされる第三波長光に対応した他のメディアにも対
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応可能となる。従って、多種のメディアに対応した光ピックアップ装置を提供することが
できる。
【００７３】
　請求項１４に記載の発明によれば、異なる規格の各種メディアに対応した光ピックアッ
プ装置を構成させることができる。偏光部材が光ピックアップ装置に装備されることによ
り、第一発光素子から出射された第一波長光は、第一対物レンズを経由する光路に導かれ
る。又は、第一発光素子から出射された第一波長光は、第二対物レンズを経由する光路に
導かれる。また、偏光部材が光ピックアップ装置に装備されることにより、第三発光素子
から出射された第三波長光は、第二対物レンズを経由する光路に導かれる。偏光部材が光
ピックアップ装置に装備されることにより、光ピックアップ装置を多種のメディアに対応
させることができる。
【００７４】
　請求項１５に記載の発明によれば、第三発光素子から出射された第三波長光は、第二対
物レンズにより、他のメディア上に集光される。偏光部材が備えもった第三波長光に対す
る反射特性を利用して、他のメディア上に、第三波長光を集光させることができる。
【００７５】
　請求項１６に記載の発明によれば、光ピックアップ装置は、第三波長光に対応した第三
メディアを含む多種のメディアに対応する。この光ピックアップ装置は、第一波長光に対
応する第一メディアと、第一メディアと異なる規格メディアとされ第二波長光に対応する
第二メディアと、第一メディアと異なる規格メディアとされると共に第二メディアと異な
る規格メディアとされ第三波長光に対応する第三メディアとに対応可能なものとされてい
る。例えば、第一メディアが高密度記録規格のメディアとされ、第二メディアが従来規格
のメディアとされ、第三メディアが第二メディアよりも高密度記録規格のメディアとされ
ると共に第二メディアと異なる従来規格のメディアを含むものとされていても、この光ピ
ックアップ装置は、第一メディアと、第二メディアと、第三メディアとに対応する。
【００７６】
　請求項１７に記載の発明によれば、多種のメディアに対応可能な光ピックアップ装置を
構成させることができると共に、光ピックアップ装置の部品点数の削減化を図ることがで
きる。第二発光素子は、第二波長光と、第一波長光と異なる波長とされると共に第二波長
光と異なる波長とされる第三波長光との二種類以上の波長光を出射可能な複数種類の波長
光を出射する発光素子として構成されるので、光ピックアップ装置は、多種のメディアに
対応可能となる。また、これと共に、第二波長光を出射可能な発光素子と、第三波長光を
出射可能な発光素子とが、一つの発光素子としてまとめられるので、光ピックアップ装置
の部品削減化、小型化、軽薄化などが図られる。従って、多種のメディアに対応可能とさ
れると共に、部品削減化、小型化、軽薄化などが図られた光ピックアップ装置を提供する
ことができる。
【００７７】
　請求項１８に記載の発明によれば、光ピックアップ装置は、第三波長光に対応した第三
メディアを含む多種のメディアに対応する。この光ピックアップ装置は、第一波長光に対
応する第一メディアと、第一メディアと異なる規格メディアとされ第二波長光に対応する
第二メディアと、第一メディアと異なる規格メディアとされると共に第二メディアと異な
る規格メディアとされ第三波長光に対応する第三メディアとに対応可能なものとされてい
る。例えば、第一メディアが高密度記録規格のメディアとされ、第二メディアが従来規格
のメディアとされ、第三メディアが第二メディアよりも高密度記録規格のメディアとされ
ると共に第二メディアと異なる従来規格のメディアを含むものとされていても、この光ピ
ックアップ装置は、第一メディアと、第二メディアと、第三メディアとに対応する。
【００７８】
　請求項１９に記載の発明によれば、異なる規格の各種メディアに対応できると共に、持
運びが容易なコンピュータに装備可能な光ピックアップ装置を構成させることができる。
【００７９】
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　請求項２０に記載の発明によれば、各種メディアからのデータの読出しや、各種メディ
アに対するデータの書込みは、光ピックアップ装置を備える光ディスク装置にて実行させ
ることができる。光ディスク装置に各種メディアが装備されて、例えば、各種メディアの
データが読み出されたり、又は、各種メディアにデータが書き込まれたりされる。従って
、各種メディアに対応可能な光ディスク装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８０】
　以下に本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の実施形態
を図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００８１】
　先ず、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第一の実
施形態について、図１～図３を用いて詳細に説明する。
【００８２】
　図１は、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第一の
実施形態を示す概略図、図２（Ａ）は、第一波長光が第一メディアに照射される状態を示
す説明図、図２（Ｂ）は、第二波長光が第二メディアに照射される状態を示す説明図、図
３（Ａ）は、第一波長光が第一メディアに照射される状態を示す説明図、図３（Ｂ）は、
第三波長光が第三メディアに照射される状態を示す説明図である。
【００８３】
　図２（Ａ）または図３（Ａ）は、第一対物レンズ６０（図１）、第一ミラー５８等の略
側面側を、例えば略円板状メディアの中心部側から第一対物レンズ６０の光軸ＬＡ１と第
二対物レンズ７０の光軸ＬＡ２とを結ぶように略円板状メディアの外周部側に向けて伸び
るメディア半径方向Ｄｒに略沿って眺めた概略図とされている（図１，図２（Ａ），図３
（Ａ））。また、図２（Ｂ）または図３（Ｂ）は、第二対物レンズ７０（図１）、開口制
限素子６９、第二ミラー６８等の略側面側を、前記メディア半径方向Ｄｒに直交する方向
とされると共にトラッキング方向Ｄｆに直交する方向とされるタンジェンシャル方向Ｄｓ
に略沿って、第一コリメータレンズ４１側から眺めた概略図とされている（図１，図２（
Ｂ），図３（Ｂ））。
【００８４】
　光ディスク装置（図示せず）内に各種光ディスクなどの各種メディアが挿入される。不
図示の光ディスク装置内に入れられる各種光ディスク１００，２００，３００は、円板状
に形成されている。ディスクとして、例えば、「ＣＤ－ＲＯＭ」，「ＤＶＤ－ＲＯＭ」，
「ＨＤ　ＤＶＤ－ＲＯＭ」，「ＢＤ－ＲＯＭ」などのデータ読出し専用の光ディスクや、
「ＣＤ－Ｒ」，「ＤＶＤ－Ｒ」，「ＤＶＤ＋Ｒ」，「ＨＤ　ＤＶＤ－Ｒ」，「ＢＤ－Ｒ」
などのデータ追記型の光ディスクや、「ＣＤ－ＲＷ」，「ＤＶＤ－ＲＷ」，「ＤＶＤ＋Ｒ
Ｗ」（登録商標），「ＤＶＤ－ＲＡＭ」，「ＨＤ　ＤＶＤ－ＲＷ」，「ＨＤ　ＤＶＤ－Ｒ
ＡＭ」，「ＢＤ－ＲＥ」などのデータ書込み／消去やデータ書換え可能なタイプの光ディ
スクなどが挙げられる。
【００８５】
　また、ディスクとして、例えばディスク両面に信号面が設けられ、データ書込み／消去
やデータ書換えが可能とされた光ディスク（図示せず）等も挙げられる。また、ディスク
として、例えば二層の信号面が設けられ、データ書込み／消去やデータ書換えが可能とさ
れた光ディスク（図示せず）等も挙げられる。また、例えば三層の信号面が設けられ、デ
ータ書込み／消去やデータ書換えが可能とされた「ＨＤ　ＤＶＤ」用光ディスク（図示せ
ず）等も挙げられる。また、例えば四層の信号面が設けられ、データ書込み／消去やデー
タ書換えが可能とされた「Blu-ray Disc」用光ディスク（図示せず）等も挙げられる。
【００８６】
　第一光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））の信号部１５０は、例えば金属薄膜
などの金属層等により形成されている。金属薄膜などから形成される層の信号面部１５０
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に、情報やデータなどが記録される。また、第二光ディスク２００（図２（Ｂ））の信号
部２５０も、例えば金属薄膜などの金属層等により形成されている。金属薄膜などから形
成される層の信号面部２５０に、情報やデータなどが記録される。また、第三光ディスク
３００（図３（Ｂ））の信号部３５０も、例えば金属薄膜などの金属層等により形成され
ている。金属薄膜などから形成される層の信号面部３５０に、情報やデータなどが記録さ
れる。
【００８７】
　光ディスク装置は、前記各種ディスクに対応可能とされている。光ディスク装置が用い
られて、各種光ディスク１００，２００，３００に記録された情報などのデータ再生が行
われる。また、光ディスク装置が用いられて、各種光ディスク１００，２００，３００に
情報などのデータ記録が行われる。
【００８８】
　光ディスク装置内にてデータなどの情報の記録が可能な光ディスク１００，２００，３
００においては、光ディスク１００，２００，３００の信号部１５０，２５０，３５０に
、データ／情報が保存されるためのグルーブ（図示せず）が設けられている。グルーブ（
groove）とは、細長いへこみを意味する。円板状光ディスク１００，２００，３００が平
面視されたときに、グルーブは、略螺旋状に形成されている。光ディスク１００，２００
，３００にレーザ光が照射されるときに、レーザ光が照射される信号面部１５０，２５０
，３５０側から光ディスク１００，２００，３００を眺めた場合、グルーブは、渦巻状の
ものとされている。グルーブは、非常に小さいものとされているので、グルーブは、目視
不能とされる。図２または図３において、便宜上、破線を用いて、光ディスク１００，２
００，３００の信号部１５０，２５０，３５０を示した。
【００８９】
　光ディスクについて説明する。「ＣＤ」は、「Compact Disc」（商標）の略称とされて
いる。また、「ＤＶＤ」（登録商標）は、「Digital Versatile Disc」の略称とされてい
る。また、「ＣＤ－ＲＯＭ」、「ＤＶＤ－ＲＯＭ」及び「ＨＤ　ＤＶＤ－ＲＯＭ」の「Ｒ
ＯＭ」は、「Read Only Memory」の略称とされている。また、「ＢＤ－ＲＯＭ」は、「Bl
u-ray Disc-ROM」の略称とされている。「ＣＤ－ＲＯＭ」、「ＤＶＤ－ＲＯＭ」、「ＨＤ
　ＤＶＤ－ＲＯＭ」及び「ＢＤ－ＲＯＭ」は、データ／情報読出し専用のものとされてい
る。また、「ＣＤ－Ｒ」、「ＤＶＤ－Ｒ」、「ＤＶＤ＋Ｒ」及び「ＨＤ　ＤＶＤ－Ｒ」の
「Ｒ」は、「Recordable」の略称とされている。また、「ＢＤ－Ｒ」は、「Blu-ray Disc
-R」の略称とされている。「ＣＤ－Ｒ」、「ＤＶＤ－Ｒ」、「ＤＶＤ＋Ｒ」、「ＨＤ　Ｄ
ＶＤ－Ｒ」及び「ＢＤ－Ｒ」は、データ／情報の書込みが可能なものとされている。また
、「ＣＤ－ＲＷ」、「ＤＶＤ－ＲＷ」、「ＤＶＤ＋ＲＷ」及び「ＨＤ　ＤＶＤ－ＲＷ」の
「ＲＷ」は、「Re-Writable」の略称とされている。また「ＢＤ－ＲＥ」は、「Blu-ray D
isc-RE」の略称とされている。「ＣＤ－ＲＷ」、「ＤＶＤ－ＲＷ」、「ＤＶＤ＋ＲＷ」、
「ＨＤ　ＤＶＤ－ＲＷ」及び「ＢＤ－ＲＥ」は、データ／情報の書換えが可能なものとさ
れている。また、「ＤＶＤ－ＲＡＭ」及び「ＨＤ　ＤＶＤ－ＲＡＭ」の「ＲＡＭ」は、「
Random Access Memory」の略称とされている。「ＤＶＤ－ＲＡＭ」及び「ＨＤ　ＤＶＤ－
ＲＡＭ」は、データ／情報の読書き／消去が可能なものとされている。
【００９０】
　また、「ＨＤ　ＤＶＤ」（登録商標）は「High Definition DVD」の略称である。「Ｈ
Ｄ　ＤＶＤ」は、従来のＤＶＤ系列のものと互換性をもたせ、且つ、従来のＤＶＤ系列の
ディスクよりも記憶容量の大きいものである。従来のＣＤには、赤外レーザが用いられて
いた。また、従来のＤＶＤには、赤色レーザが用いられていた。しかしながら、「ＨＤ　
ＤＶＤ」の光ディスク３００（図３（Ｂ））に記録されたデータ／情報が読み出されると
きや、「ＨＤ　ＤＶＤ」の光ディスク３００にデータ／情報が書き込まれるときには、青
紫色レーザが用いられる。また、「Blu-ray」とは、従来の信号の読書きに用いられてい
た赤色のレーザに対し、高密度記録が実現されるために採用された青紫色のレーザを意味
する。
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【００９１】
　「ＤＶＤ」規格の光ディスク３００と、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００とは
、共通部分の多い互換性のあるものとされていることから、この明細書においては、「Ｄ
ＶＤ」規格の光ディスク３００および／または「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００
に関する説明については、便宜上、同じ符号を用いて行う。
【００９２】
　図２，図３の如く、ＣＤ系列の光ディスク２００（図２（Ｂ））の各基板２１０，２２
０における厚さ２１０ｔ，２２０ｔと、ＤＶＤ系列の光ディスク３００（図３（Ｂ））の
各基板３１０，３２０における厚さ３１０ｔ，３２０ｔとは異なる。ＣＤ系列の光ディス
ク２００（図２（Ｂ））は、レーザ光が透過する第一基板２１０の厚さ２１０ｔのほうが
、第一基板２１０に対して例えば背中合せにされている第二基板２２０例えば層２２０の
厚さ２２０ｔよりも厚い。これに対し、ＤＶＤ系列の光ディスク３００（図３（Ｂ））は
、第一基板３１０の厚さ３１０ｔと、第一基板３１０に対して例えば背中合せにされてい
る第二基板３２０の厚さ３２０ｔとは略等しい。ＣＤ系列の光ディスク２００（図２（Ｂ
））における第一基板２１０の厚さ２１０ｔは例えば略１．１ｍｍ（ミリメートル）とさ
れ、第二基板２２０いわゆる層２２０の厚さ２２０ｔは例えば略０．１ｍｍとされる。又
、ＤＶＤ系列の光ディスク３００（図３（Ｂ））における第一基板３１０の厚さ３１０ｔ
と、第二基板３２０の厚さ３２０ｔとは、共に略０．６ｍｍとされている。
【００９３】
　また、ＤＶＤ系列の光ディスク３００（図３（Ｂ））の各基板３１０，３２０における
厚さ３１０ｔ，３２０ｔと、Blu-ray Disc系列の光ディスク１００（図３（Ａ））の各基
板１１０，１２０における厚さ１１０ｔ，１２０ｔとは異なる。ＤＶＤ系列の光ディスク
３００は、第一基板３１０の厚さ３１０ｔと、第一基板３１０に対して例えば背中合せに
されている第二基板３２０の厚さ３２０ｔとは略等しい。これに対し、Blu-ray Disc系列
の光ディスク１００は、レーザ光が透過する第一基板１１０の厚さ１１０ｔのほうが、第
一基板１１０に対して例えば背中合せにされている第二基板１２０の厚さ１２０ｔよりも
薄い。Blu-ray Disc系列の光ディスク１００における第一基板１１０の厚さ１１０ｔは略
０．１ｍｍとされ、第二基板１２０の厚さ１２０ｔは略１．１ｍｍとされている。
【００９４】
　また、Blu-ray Disc系列の光ディスク１００（図２（Ａ））の各基板１１０，１２０に
おける厚さ１１０ｔ，１２０ｔと、ＣＤ系列の光ディスク２００（図２（Ｂ））の各基板
２１０，２２０における厚さ２１０ｔ，２２０ｔとは異なる。Blu-ray Disc系列の光ディ
スク１００は、レーザ光が透過する第一基板１１０の厚さ１１０ｔのほうが、第一基板１
１０に対して例えば背中合せにされている第二基板１２０の厚さ１２０ｔよりも薄い。こ
れに対し、ＣＤ系列の光ディスク２００は、レーザ光が透過する第一基板２１０の厚さ２
１０ｔのほうが、第一基板２１０に対して例えば背中合せにされている第二基板２２０い
わゆる層２２０の厚さ２２０ｔよりも厚い。
【００９５】
　また、ＣＤ系列の光ディスク２００（図２（Ｂ））の信号部２５０におけるトラックピ
ッチ等と、ＤＶＤ系列の光ディスク３００（図３（Ｂ））の信号部３５０におけるトラッ
クピッチ等と、Blu-ray Disc系列の光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））の信号
部１５０におけるトラックピッチ等とは、それぞれ異なる。このように、各光ディスク１
００（図２（Ａ），図３（Ａ）），２００（図２（Ｂ）），３００（図３（Ｂ））は、そ
れぞれ規格が異なる光ディスク１００，２００，３００とされている。
【００９６】
　この明細書においては、「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００を、便宜上、第一メ
ディア１００と定める。また、「ＣＤ」規格の光ディスク２００を、便宜上、第二メディ
ア２００と定める。また、便宜上、第二メディア２００は、別のメディア２００とされる
。また、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格もしくは「ＤＶＤ」規格の光ディスク３００を、便宜上、
第三メディア３００と定める。また、便宜上、第三メディア３００は、他のメディア３０
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０とされる。
【００９７】
　光ピックアップ装置１は、前記各種光ディスクに記録されたデータを再生させたり、前
記書込み可能もしくは書換え可能な各種光ディスクにデータを記録させたりするものとさ
れている。光ピックアップ（optical pickup）または光ピックアップ装置（optical pick
up unit）は、例えば「ＯＰＵ」と略称される。ＯＰＵ１は、ＣＤ系のメディアと、ＤＶ
Ｄ系のメディアと、Blu-ray Disc系のメディアとに対応したものとされている。このよう
に、ＯＰＵ１は、複数のメディアに対応したものとされている。
【００９８】
　このＯＰＵ１における集光スポットＳ１（図２（Ａ），図３（Ａ）），Ｓ３（図３（Ｂ
））のフォーカシング検出法は、差動非点収差法に基づいた検出法とされている。差動非
点収差法とは、例えば、非点収差をもった光学系で結像した点像ひずみを検出することに
より、集光スポットＳ１，Ｓ３の変位を検出する方法とされる。このＯＰＵ１（図１）は
、差動非点収差法による光学系を備えたＯＰＵ１とされている。
【００９９】
　また、このＯＰＵ１における集光スポットＳ１（図２（Ａ），図３（Ａ）），Ｓ２（図
２（Ｂ）），Ｓ３（図３（Ｂ））のトラッキング検出法は、差動プッシュプル法や、位相
差法に基づいた検出法とされる。差動プッシュプル法とは、例えば、データ読書き用のメ
インビームと、位置ずれの補正信号を検出する二つのサブビームとにより、集光スポット
Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３の変位を検出する方法とされる。例えば、四分割型光検出器９０Ａ（図
１）によって検出される位相差信号に基づいて、トラッキング検出が行われる。また、位
相差法とは、例えば、四分割型光検出器によって検出される位相差信号に基づいた検出法
とされる。
【０１００】
　フォーカスとは、焦点やピントを意味する。また、フォーカシングとは、焦点を合わせ
ることや、焦点が合わせられることを意味する。また、トラッキングとは、光を用いて、
光ディスク１００，２００，３００（図２，図３）の信号部１５０，２５０，３５０に設
けられた微小なピット（穴、凹み）や、グルーブ（溝）、ウォブル（蛇行）などを追跡観
測し、略螺旋状に描かれた軌道の位置を定めることを意味する。また、「チルト」とは、
光ディスク１００，２００，３００の信号面部１５０，２５０，３５０と、発光素子１０
，２０，３０（図１）から出射され対物レンズ６０，７０（図２，図３）を透過したレー
ザ光の光軸ＬＡ１，ＬＡ２との角度ずれを意味する。また、この明細書におけるフォーカ
ス方向Ｄｆ（図１～図３）、トラッキング方向Ｄｒもしくはディスク半径方向Ｄｒ（図１
～図３）、及びチルト方向Ｄｔ（図２（Ｂ），図３（Ｂ））の定義は、ＯＰＵを説明する
ための便宜上の定義とされている。
【０１０１】
　各発光素子１０，２０，３０（図１）から例えば０．２～５００ｍＷ（ミリワット）、
具体的には３～３００ｍＷの出力値のレーザ光が出射される。例えば０．２ｍＷ未満の出
力値のレーザ光とされた場合、各光ディスク１００，２００，３００（図２，図３）に照
射されたのちに反射されるレーザ光の光量が不足する。各光ディスク１００，２００，３
００の各データ等を再生させるときには、例えば３～１０ｍＷ程度という数～数十ｍＷの
出力値のレーザ光で十分とされる。各光ディスク１００，２００，３００に各データ等を
書き込むときには、数十～数百ｍＷの出力値のレーザ光が必要とされる。例えば各光ディ
スク１００，２００，３００に高速で各データ等を書き込むときには、３００ｍＷや５０
０ｍＷという高い出力値のレーザ光が必要とされることがある。
【０１０２】
　先ず、第一の発光素子１０（図１）から出射されるレーザの光路について説明する。レ
ーザドライバ９から第一の発光素子１０へ電流が流されて、第一の発光素子１０から第一
波長のレーザ光が出力される。第一波長のレーザ光が第一の発光素子１０から出力される
状態について詳しく説明すると、レーザドライバ９から「Blu-ray Disc」用もしくは「Ｈ
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Ｄ　ＤＶＤ」用の発光素子１０へ電流が流されて、「Blu-ray Disc」用もしくは「ＨＤ　
ＤＶＤ」用発光素子１０から「Blu-ray Disc」系もしくは「ＨＤ　ＤＶＤ」系ディスクに
対応した波長のレーザ光が出力される。第一の発光素子１０は、例えば波長が約３５０～
４５０ｎｍ（ナノメータ）、基準とされる波長が略４０５ｎｍの青紫色レーザ光を出射可
能な「ＨＤ　ＤＶＤ」用および「Blu-ray Disc」用レーザダイオードである。レーザダイ
オード（laser diode）は、「ＬＤ」と略称される。例えば、第一の発光素子１０が第一
のＬＤ１０とされ、第二の発光素子２０が第二のＬＤ２０とされ、第三の発光素子３０が
第三のＬＤ３０とされる。
【０１０３】
　また、レーザドライバは「ＬＤＤ」等と呼ばれている。「ＬＤＤ」は「ＬＤ driver」
の略称である。ＬＤＤ９は、第一のＬＤ１０を駆動させて第一のＬＤ１０から第一波長の
レーザ光を出射させるレーザ駆動回路を備えるものとされている。また、ＬＤＤ９は、第
二のＬＤ２０を駆動させて第二のＬＤ２０から第二波長のレーザ光を出射させるレーザ駆
動回路を備えるものとされている。また、ＬＤＤ９は、第三のＬＤ３０を駆動させて第三
のＬＤ３０から第三波長のレーザ光を出射させるレーザ駆動回路を備えるものとされてい
る。ＬＤＤ９は、他のＯＰＵに共通して使用可能な例えば規格化されたＬＤＤ９として構
成されている。
【０１０４】
　第一のＬＤ１０から出射されたレーザ光が、「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００
に照射されるまでの光路について説明する。ＬＤＤ９から第一のＬＤ１０に電流が供給さ
れ、第一のＬＤ１０から出射された波長３５０～４５０ｎｍの青紫色レーザ光により、「
Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に情報の記録が行わ
れたり、「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００に記録された情報が再生されたりする
。第一のＬＤ１０（図１）は、特殊なＬＤとして構成されている。
【０１０５】
　ＬＤが発光するとＬＤから熱が生じる。発光するＬＤから生じた熱により、ＬＤ自体の
温度が変化する。また、ＬＤにおける発振波長は、温度に依存する。そのため、ＬＤ自体
の温度が変化すると、ＬＤから出射されるレーザ光の波長が変動する。レーザ光の波長は
、なるべく変動されることなく略一定の波長に保たれることが好ましい。
【０１０６】
　第一のＬＤ１０から拡散光が出射される。拡散光とは、さまざまな方向に光を拡散させ
て照射させる光源の光を意味する。第一のＬＤ１０から出力された拡散光の第一波長レー
ザ光は、光路Ｌ１ａを通り、「Blu-ray Disc」用もしくは「ＨＤ　ＤＶＤ」用の第一のＤ
ＯＥ１１を通り抜ける。ＤＯＥ（Diffractive Optical Element）とは、光の回折現象を
利用して光の進行方向を変える回折光学素子を意味する。ＤＯＥは、特殊グレーティング
と、１／２波長板とが、一つのものとして構成された回折光学素子である。グレーティン
グ（grating）とは、回折格子を意味する。回折格子は、光の回折を利用して、ＬＤから
出射されたレーザ光を幾つかに分けるものである。詳しく説明すると、回折格子は、光の
回折を利用して、ＬＤから出射されたレーザ光を、一つのメインビームと、二つのサブビ
ームとに少なくとも分ける役割を果す。グレーティング（grating）は、ＧＲＴとも呼ば
れる。また、１／２波長板は、直線偏光の偏光方向を変える役割を果す。１／２波長板（
Half Wave Plate）は、ＨＷＰとも呼ばれる。また、１／２波長板は、１／２λ（ラムダ
）板とも呼ばれている。例えば、第一の回折光学素子１１が第一のＤＯＥ１１とされ、第
二の回折光学素子２１が第二のＤＯＥ２１とされ、第三の回折光学素子３１が第三のＤＯ
Ｅ３１とされる。第一波長のレーザ光が第一のＤＯＥ１１を透過したときに、第一波長の
レーザ光は直線偏光Ｐ波となる。
【０１０７】
　Ｐ波の「Ｐ」は、ドイツ語の「parallel」の略称とされ、「平行」を意味する。また、
Ｐ波に対するＳ波の「Ｓ」は、ドイツ語の「senkrecht」の略称とされ、「垂直」を意味
する。ＯＰＵの設計／仕様などにより、Ｐ波およびＳ波は、使い分けられる。第一のＤＯ
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Ｅ１１を透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ａを通り偏光部材３５に
入射される。偏光部材３５は、偏光部材３５内において、Ｐ波を略直進させて透過させ、
Ｓ波を略直角に反射させるものとして構成されている。偏光部材３５は、ダイクロイック
フィルタを形成する特殊皮膜３５ｃを備えて構成されている。ダイクロイック（dichroic
）とは、二つの色相をもつことを意味する。また、ダイクロイックフィルタは、ダイクロ
フィルタ等と略称される。また、使用部位や使用方法などにより、偏光部材２５，３５，
４０は、例えば、ダイクロイックプリズムや、偏光ビームスプリッタとも呼ばれる。
【０１０８】
　偏光ビームスプリッタは、ＬＤから出射されたレーザ光が偏光ビームスプリッタ内を透
過するときに、光ディスクに照射されるレーザ光に非点が出されないものとされるために
、レーザ光の光路上に設けられる。非点とは、例えばピントの位置ずれを意味する。偏光
ビームスプリッタは、ＰＢＳと略称して用いられる。「ＰＢＳ」は、「polarized beam s
plitter」もしくは「polarizing beam splitter」の略称である。例えば、第一の偏光部
材４０が第一のＰＢＳ４０とされ、第二の偏光部材２５が第二のＰＢＳ２５とされ、第三
の偏光部材３５が第三のＰＢＳ３５とされる。
【０１０９】
　ＰＢＳ３５は、略三角柱状の第一部材３５ａと、この第一部材３５ａに合わせられる略
三角柱状の第二部材３５ｂと、第一部材３５ａと第二部材３５ｂとの間の特殊な膜３５ｃ
とを備えるものとして構成されている。略三角柱状の第一部材３５ａと、略三角柱状の第
二部材３５ｂとが合わせられることにより、特殊な膜３５ｃを備える略立方体形状のＰＢ
Ｓ３５が構成される。ＰＢＳ３５を構成する第一部材３５ａと、ＰＢＳ３５を構成する第
二部材３５ｂとの間に、特殊な膜３５ｃが設けられている。ＰＢＳ３５内に、特殊な膜３
５ｃが形成されている。ＰＢＳ３５内に、直線偏光Ｐ波を略直進させて透過させ、直線偏
光Ｓ波を略直角に反射させる特殊皮膜３５ｃが設けられている。
【０１１０】
　これにより、ＰＢＳ３５に入射された直線偏光Ｐ波のレーザ光は、略直進してＰＢＳ３
５内を通り抜けＰＢＳ３５から出射する。また、ＰＢＳ３５に入射された直線偏光Ｓ波の
レーザ光は、ＰＢＳ３５内において略直角に反射されてＰＢＳ３５内を通り抜けＰＢＳ３
５から出射する。内部に特殊な膜３５ｃを備えたＰＢＳ３５として、例えば、タムロン社
製：ＰＢＳプリズムなどが挙げられる。特殊な皮膜は、ダイクロイック皮膜とも呼ばれて
いる。また、ダイクロイック皮膜は、ダイクロ膜などと略称される。第一のＤＯＥ１１を
透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ３５内を略直進して通り抜け、偏光
方向変換部材３７とされる液晶素子３７に入射される。
【０１１１】
　ＰＢＳ３５内を略直進透過した第一波長のレーザ光は、光路Ｌ１ｃを通り液晶素子３７
を通り抜ける。液晶素子３７は、電圧のＯＮ／ＯＦＦにより偏光状態を切替え可能なアク
ティブ波長板として構成されている。「液晶」とは、固体と液体との中間的な状態の物質
を意味する。液晶材料は、全体が液体のような流動性を示すものとされながら、結晶に似
た構造の規則性をもつものとされ、光学的に異方性をもつものとされている。液晶素子は
、例えばＬＣＤとも呼ばれる。「ＬＣＤ」は、例えば「liquid crystal device」または
「liquid crystal display」の略称である。
【０１１２】
　「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））のデータが再生
されるとき、又は、「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００にデータが記録されるとき
に、ＬＣＤ３７（図１）に電気が流されず、ＬＣＤ３７は通電状態とならない。ＬＣＤ３
７が通電状態とされていないときに、ＬＣＤ３７に入射された直線偏光Ｐ波の第一波長レ
ーザ光は、偏光状態が変えられることなく直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光としてＬＣＤ
３７から出射される。ＬＣＤ３７を透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ
１ｃを通りＰＢＳ４０に達する。
【０１１３】
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　ＰＢＳ４０は、略三角柱状の第一部材４０ａと、この第一部材４０ａに合わせられる略
三角柱状の第二部材４０ｂと、第一部材４０ａと第二部材４０ｂとの間の特殊な膜４０ｃ
とを備えるものとして構成されている。略三角柱状の第一部材４０ａと、略三角柱状の第
二部材４０ｂとが合わせられることにより、特殊な膜４０ｃを備える略立方体形状のＰＢ
Ｓ４０が構成される。ＰＢＳ４０を構成する第一部材４０ａと、ＰＢＳ４０を構成する第
二部材４０ｂとの間に、特殊な膜４０ｃが設けられている。ＰＢＳ４０内に、特殊な膜４
０ｃが形成されている。ＰＢＳ４０内に、直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光を略直進させ
て透過させ、直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光を略直角に反射させる特殊皮膜４０ｃが設
けられている。詳しく説明すると、ＰＢＳ４０内に、波長約３５０～４５０ｎｍの青紫色
をした「Blu-ray Disc」用の第一波長レーザ光の直線偏光Ｐ波を略直進させて透過させ、
波長約３５０～４５０ｎｍの青紫色をした「ＨＤ　ＤＶＤ」用の第一波長レーザ光の直線
偏光Ｓ波を略直角に反射させる特殊偏光性皮膜４０ｃが設けられている。
【０１１４】
　これにより、ＰＢＳ４０に入射された直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、略直進して
ＰＢＳ４０内を通り抜けＰＢＳ４０から出射する。また、ＰＢＳ４０に入射された直線偏
光Ｓ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４０内において略直角に反射されてＰＢＳ４０内を
通り抜けＰＢＳ４０から出射する。
【０１１５】
　このように、ＰＢＳ４０内に設けられた皮膜４０ｃは、直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ
光を略直進させて透過させ、直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光を略直角に反射させる特殊
皮膜４０ｃとされている。また、この皮膜４０ｃは、第二波長レーザ光を略直進させて透
過させる特殊皮膜４０ｃとされている。また、この皮膜４０ｃは、直線偏光Ｐ波の第三波
長レーザ光を略直進させて透過させ、直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光を略直角に反射さ
せる特殊皮膜４０ｃとされている。内部に特殊な膜４０ｃを備えたＰＢＳ４０として、例
えば、タムロン社製：ＰＢＳプリズムなどが挙げられる。ＬＣＤ３７を透過した直線偏光
Ｐ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｃを通りＰＢＳ４０内を略直進して通り抜け、光路
Ｌ１ｄを通り第一のコリメータレンズ４１に入射される。
【０１１６】
　ＰＢＳ４０内を略直進して透過した拡散光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｄを通り、
「Blu-ray Disc」用の第一のコリメータレンズ４１を透過する。コリメータレンズは、Ｌ
Ｄ側からレンズに入射された光を平行光もしくは略平行光とさせて出射させる。平行光と
は、光線が広がらずにどこまでも平行に進む光を意味する。コリメータレンズは、例えば
コリメートレンズなどとも呼ばれる。また、コリメータレンズ（collimator lens）は、
「ＣＬ」または「ＣＯＬ」と略称される。
【０１１７】
　第一のＣＬ４１は、ＣＬ４１を保持する保持部材４２に固定されている。保持部材４２
は、第一のＣＬ４１が装着された保持部材４２を第一のＣＬ４１の光軸方向に延びた光路
Ｌ１ｄに沿って移動可能とさせるガイド部材４３に取り付けられている。ガイド部材４３
は、ガイド部材４３などを駆動させるモータ（図示せず）などを備えた台座４４に取り付
けられている。台座４４は、ハウジング７Ａに取り付けられている。第一のＣＬ４１と、
保持部材４２と、ガイド部材４３と、台座４４とを備えたエキスパンダユニット４５が、
ＯＰＵ１のハウジング７Ａ内に構成されている。
【０１１８】
　この明細書におけるエキスパンダユニット（expander unit）とは、レーザ光を必要な
大きさに変える可動のものとされている。例えば、不図示の可動モータが用いられて、第
一のＣＬ４１を備える保持部材４２が、第一のＣＬ４１の光軸方向に延びた光路Ｌ１ｄに
沿ってガイド部材４３上を移動することにより、第一波長レーザ光が必要な大きさに可変
される。例えば複数の信号層を備えるBlu-ray Disc規格の光ディスク１００にデータの記
録が行われたり、複数の信号層を備えるBlu-ray Disc規格の光ディスク１００に記録され
たデータが再生されたりするときに、第一のＣＬ４１を備えたビームエキスパンダユニッ
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ト４５が必要となる。
【０１１９】
　また、例えば、「Blu-ray Disc」用の光ディスク１００（図３（Ａ））の各基板１１０
，１２０における厚さ１１０ｔ，１２０ｔと、「ＨＤ　ＤＶＤ」系列の光ディスク３００
（図３（Ｂ））の各基板３１０，３２０における厚さ３１０ｔ，３２０ｔとは異なる。「
Blu-ray Disc」用の光ディスク１００においては、レーザ光が透過する第一基板１１０の
厚さ１１０ｔのほうが、第一基板１１０に対して例えば背中合せにされている第二基板１
２０の厚さ１２０ｔよりも薄い。これに対し、「ＨＤ　ＤＶＤ」系列の光ディスク３００
においては、第一基板３１０の厚さ３１０ｔと、第一基板３１０に対して例えば背中合せ
にされている第二基板３２０の厚さ３２０ｔとが略等しい。また、「Blu-ray Disc」用の
光ディスク１００と、「ＨＤ　ＤＶＤ」系列の光ディスク３００とでは、フォーカス方向
Ｄｆに沿った光軸ＬＡ１，ＬＡ２上において、各光ディスク１００，３００の信号部１５
０，３５０に照射形成されるレーザ光のスポットＳ１，Ｓ３の焦点位置が異なる。また、
光ディスク１００に対する第一の対物レンズ６０の作動距離ＷＤｂいわゆるワーキングデ
ィスタンスＷＤｂと、光ディスク３００に対する第二の対物レンズ７０の作動距離ＷＤｄ
いわゆるワーキングディスタンスＷＤｄとが異なる。
【０１２０】
　こうしたことに対応して、高精度な集光スポットＳ１，Ｓ３が各種光ディスク１００，
３００等に照射形成されるために、第一のＣＬ４１（図１）を備えるビームエキスパンダ
ユニット４５がＯＰＵ１に必要となる。このように、このＯＰＵ１は、レーザ光を所定の
大きさに変化させるビームエキスパンダユニット４５を備えて構成される。ＣＬ４１を備
えるビームエキスパンダユニット４５は、ＣＬ４１および一対のビームエキスパンダレン
ズを備えるビームエキスパンダユニット（何れも図示せず）を兼ねたものとして構成され
ている。ＣＬ４１を備えるビームエキスパンダユニット４５がＯＰＵ１に装備されること
により、ＯＰＵ１の部品点数が削減化され、ＯＰＵ１の小型／薄型化が図られる。ビーム
エキスパンダユニット４５の第一ＣＬ４１を透過したＰ波の第一波長レーザ光は、平行光
となって光路Ｌ１ｄを通り、偏光性ミラー４８いわゆるダイクロイックミラー４８に達す
る。
【０１２１】
　例えば、光路Ｌ１ｄを通って第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａに照射され
た直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の略９２～９８％の光は、略三角柱状の第一ダイクロ
イックミラー４８の表側面４８ａにて直角よりもやや鋭角となるように反射され、第一の
１／４波長板５７に向けて光路Ｌ１ｅを進む。また、例えば、光路Ｌ１ｄを通って第一ダ
イクロイックミラー４８の表側面４８ａに照射された直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の
略２～８％の光は、略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａから鈍角
となるように曲げられて第一のダイクロイックミラー４８内に入射され第一のダイクロイ
ックミラー４８内を透過して略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の裏側面４８ｂ
から鈍角となるように曲げられて出射され、第一の受光素子５０に向けて光路Ｌ１ｇを進
む。
【０１２２】
　具体的に説明すると、光路Ｌ１ｄを通って第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８
ａに照射された直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の略９３～９７％の光は、略三角柱状の
第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａにて直角よりもやや鋭角となるように反射
され、第一の１／４波長板５７に向けて光路Ｌ１ｅを進む。また、光路Ｌ１ｄを通って第
一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａに照射された直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ
光の略３～７％の光は、略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａから
鈍角となるように曲げられて第一のダイクロイックミラー４８内に入射され第一のダイク
ロイックミラー４８内を透過して略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の裏側面４
８ｂから鈍角となるように曲げられて出射され、第一の受光素子５０に向けて光路Ｌ１ｇ
を進む。
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【０１２３】
　ダイクロイックミラー（dichroic mirror）４８は、ダイクロイックフィルタを形成す
る特殊皮膜４８ｃを備えて構成されている。第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８
ａに、ダイクロイック皮膜４８ｃが形成されている。ダイクロイックミラーは、ダイクロ
ミラー等と略称される。
【０１２４】
　第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａの特殊皮膜４８ｃに直線偏光Ｐ波の第一
波長レーザ光が当てられたときに、第一のダイクロイックミラー４８における直線偏光Ｐ
波の第一波長レーザ光の反射量が例えば９２％よりも少ない場合、即ち、第一のダイクロ
イックミラー４８における直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の透過量が例えば８％よりも
多い場合、光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に第一波長レーザ光を照射させ
るための必要な光量が不足する。
【０１２５】
　具体的に説明すると、第一ダイクロイックミラー４８（図１）の表側面４８ａの特殊皮
膜４８ｃに直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光が当てられたときに、第一のダイクロイック
ミラー４８における直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の反射量が９３％よりも少ない場合
、即ち、第一のダイクロイックミラー４８における直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の透
過量が７％よりも多い場合、光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に第一波長レ
ーザ光を照射させるための必要な光量が不足する。
【０１２６】
　第一ダイクロイックミラー４８（図１）の表側面４８ａの特殊皮膜４８ｃに直線偏光Ｐ
波の第一波長レーザ光が当てられたときに、第一のダイクロイックミラー４８における直
線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の反射量が例えば９８％よりも多い場合、即ち、第一のダ
イクロイックミラー４８における直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の透過量が例えば２％
よりも少ない場合、第一の受光素子５０に必要とされる第一波長レーザ光の受光量が不足
する。
【０１２７】
　具体的に説明すると、第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａの特殊皮膜４８ｃ
に直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光が当てられたときに、第一のダイクロイックミラー４
８における直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の反射量が９７％よりも多い場合、即ち、第
一のダイクロイックミラー４８における直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の透過量が３％
よりも少ない場合、第一の受光素子５０に必要とされる第一波長レーザ光の受光量が不足
する。
【０１２８】
　第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａの特殊皮膜４８ｃに直線偏光Ｐ波の第一
波長レーザ光が当てられたときに、第一のダイクロイックミラー４８における直線偏光Ｐ
波の第一波長レーザ光の反射量が例えば９５％とされた場合、即ち、第一のダイクロイッ
クミラー４８における直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光の透過量が例えば５％とされた場
合、光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に十分なレーザ光が照射されると共に
、第一の受光素子５０（図１）に必要とされる適度なレーザ光が照射される。従って、こ
のような特性をもつ第一のダイクロイックミラー４８がＯＰＵ１に装備されることが好ま
しい。
【０１２９】
　ダイクロミラー４８のダイクロ膜４８ｃは、波長約３５０～４５０ｎｍの直線偏光Ｐ波
の「Blu-ray Disc」用レーザ光（第一波長レーザ光）に対し、その殆どを反射させる。直
線偏光Ｐ波の波長３５０～４５０ｎｍの第一波長レーザ光が第一のダイクロイックミラー
４８に当てられたときに、第一のダイクロイックミラー４８は、大部分の波長３５０～４
５０ｎｍの第一波長レーザ光を反射させ、一部の波長３５０～４５０ｎｍの第一波長レー
ザ光を透過させるものとして形成されている。表面４８ａに特殊な膜４８ｃが設けられた
ダイクロイックミラー４８として、例えば、タムロン社製：ダイクロイック・ミラー、ダ
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イクロイック・プリズムなどが挙げられる。
【０１３０】
　略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａから第一のダイクロイック
ミラー４８内に入射され第一のダイクロイックミラー４８内を透過して略三角柱状の第一
ダイクロイックミラー４８の裏側面４８ｂから出射された一部の第一波長レーザ光は、光
路Ｌ１ｇを通り第一の受光素子５０に達する。第一の受光素子５０は、レーザ光の一部が
照射されるフロントモニタダイオードとして構成されている。フロントモニタダイオード
（front monitor diode）は、「ＦＭＤ」と略称される。ＦＭＤ５０は、ＬＤ１０から出
力されるレーザ光をモニタして、ＬＤ１０の制御のためにフィードバックをかけるものと
されている。
【０１３１】
　略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａを直角よりもやや鋭角とな
るように反射した大部分の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｅを通り第一の１／４波長板５
７に達する。１／４波長板は、直線偏光を円偏光に変えたり、円偏光を直線偏光に変えた
りする。直線偏光が円偏光にされ、１／４波長板と、光ディスクとの間のレーザ光が円偏
光とされることにより、例えば光ディクスが粗悪なものとされていても、光ディスクに対
するデータの記録／再生動作は正常に行われる。また、直線偏光が円偏光にされ、１／４
波長板と、光ディスクとの間のレーザ光が円偏光とされることにより、光ディスクに対し
、データの書込み／再生が行われるときの特性が向上する。１／４波長板は、１／４λ板
とも呼ばれる。また、１／４波長板（quarter-wave plate）は、「ＱＷＰ」と略称される
。
【０１３２】
　第一のＬＤ１０から第一のダイクロイックミラー４８までの光路Ｌ１ａ，Ｌ１ｃ，Ｌ１
ｄ中に第一のＱＷＰ５７が位置することなく、第一のダイクロイックミラー４８から第一
のＯＢＬ６０を経由するまでの光路Ｌ１ｅまたはＬ１ｆ（図２（Ａ），図３（Ａ））のう
ちの何れかの光路Ｌ１ｅ，Ｌ１ｆ中に第一のＱＷＰ５７（図１）が位置することにより、
例えば第一のダイクロイックミラー４８を経由した一部の第一波長レーザ光が第一のＦＭ
Ｄ５０に悪影響を及ぼすということは回避され易くなる。
【０１３３】
　光路Ｌ１ｅを通り、第一のＱＷＰ５７を透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、
円偏光となる。直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、第一のＱＷＰ５７において、例えば
右旋回の円偏光になる。ここでは、円偏光が右旋回された状態のものを、例えば正転状態
の円偏光と呼ぶ。
【０１３４】
　光路Ｌ１ｅを通り、第一のＱＷＰ５７を透過して右旋回の円偏光となった第一波長レー
ザ光は、ハウジング基壁基準部７ｈ（図２（Ａ），図３（Ａ））の上側に位置する第一波
長光反射用の第一反射性ミラー５８に当てられる。第一反射性ミラー５８に、レーザ光を
略全反射させる皮膜５８ａが設けられている。従って、反射性ミラー５８に当てられたレ
ーザ光は、略全反射される。ミラー（mirror）は、例えば「ＭＲ」と略称される。光を略
全反射させる皮膜が形成された反射性ミラーとして、例えば、日東光器社製：全反射ミラ
ーなどが挙げられる。
【０１３５】
　光路Ｌ１ｅ（図１）を通り、第一のＱＷＰ５７を透過して右旋回の円偏光となった第一
波長レーザ光は、「Blu-ray Disc」用反射性ＭＲ５８（図２（Ａ），図３（Ａ））を略直
角に反射し、光路Ｌ１ｆを通って第一の対物レンズ６０を通り抜ける。平行光となってい
る右旋回円偏光の第一波長レーザ光は、開口数略０．８５の第一対物レンズ６０によって
収束光となり、「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００の信号部１５０に照射される。
対物レンズは、ＬＤから出射されたレーザ光を光ディスク上に集光させる役割を果す。対
物レンズ（objective lens）は、「ＯＢＬ」と略称されている。また、開口数とは、光学
器械で対物レンズの有効半径（入射ひとみの半径）を物点から見る角の正弦と、入射側の
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媒質の屈折率との積をいう。開口数（Numerical Aperture）は、「ＮＡ」と省略される。
開口数は、対物レンズの性能を表すときに用いられる。また、収束光とは、例えば拡散光
の逆のようなものとされ、例えば光線が互いに近付けられるような光を意味する。
【０１３６】
　光ディスク１００に対し、レンズホルダ（図示せず）に装備された第一のＯＢＬ６０の
フォーカスサーボが行われるときに、第一のＯＢＬ６０を備えるレンズホルダは、フォー
カス方向Ｄｆに沿って動かされる。また、光ディスク１００に対し、不図示のレンズホル
ダに装備された第一のＯＢＬ６０のトラッキングサーボが行われるときに、第一のＯＢＬ
６０を備えるレンズホルダは、トラッキング方向Ｄｒに沿って動かされる。また、光ディ
スク１００に対し、レンズホルダに装備された第一のＯＢＬ６０のチルト制御が行われる
ときに、第一のＯＢＬ６０を備えるレンズホルダは、チルト方向に沿って揺動される。
【０１３７】
　第一のＯＢＬ６０が装備されたレンズホルダは、複数本のワイヤ（図示せず）が用いら
れて駆動される。具体的に説明すると、レンズホルダは、四本、六本などといった偶数本
の不図示のサスペンションワイヤによって支持された状態で、偶数本のサスペンションワ
イヤにより、例えば、フォーカス方向Ｄｆ、トラッキング方向Ｄｒ、チルト方向のうち、
何れか一つ以上の方向または全ての方向に略沿って駆動される。また、第一のＯＢＬ６０
に隣接して、第二のＯＢＬ７０が不図示のレンズホルダに装備される（図１）。ＯＰＵ１
を構成するハウジング７Ａの略ディスク中心側に位置する第一のＯＢＬ６０に対し、第二
のＯＢＬ７０は、ディスク半径方向Ｄｒに略沿って第一のＯＢＬ６０の外側に並設されて
いる。また、第一ＯＢＬ６０の光軸ＬＡ１と、第二ＯＢＬ７０の光軸ＬＡ２とは、ディス
クの中心部からディスクの外周部に向けて伸びるディスク半径方向Ｄｒいわゆるトラッキ
ング方向Ｄｒに略沿った仮想線上に位置する。
【０１３８】
　第一のＬＤ１０から出射された拡散光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ａの第一ＤＯＥ
１１により直線偏光Ｐ波とされ、光路Ｌ１ｄの第一ＣＬ４１により拡散光から平行光に変
えられ、光路Ｌ１ｅの第一ＱＷＰ５７により直線偏光Ｐ波から右旋回の円偏光となり、光
路Ｌ１ｆ（図２（Ａ），図３（Ａ））の第一ＯＢＬ６０により収束光となって、「Blu-ra
y Disc」規格の光ディスク１００の信号部１５０に集光される。第一波長のレーザ光は、
このように往路をたどり、第一メディア１００とされる「Blu-ray Disc」規格の光ディス
ク１００に集光される。
【０１３９】
　次に、「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００に対し反射した第一波長レーザ光の復
路について説明する。第一波長レーザ光が「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００の信
号部１５０にて反射されるときに、右旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、左旋回の円偏
光となる。ここでは、円偏光が左旋回された状態のものを、例えば反転状態の円偏光と呼
ぶ。左旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、拡散光となって光路Ｌ１ｆを戻り第一のＯＢ
Ｌ６０に達する。拡散光となっている左旋回円偏光の第一波長レーザ光は、第一のＯＢＬ
６０によって平行光となる。第一のＯＢＬ６０を透過し光路Ｌ１ｆを戻る左旋回の円偏光
の第一波長レーザ光は、第一反射性ＭＲ５８に達する。
【０１４０】
　第一反射性ＭＲ５８を反射した左旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｅ（図
１）を戻って第一のＱＷＰ５７に達する。第一波長レーザ光が光路Ｌ１ｅを戻って第一の
ＱＷＰ５７を透過したときに、左旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、直線偏光Ｓ波とな
る。第一のＱＷＰ５７を透過した直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｅを戻り
第一のダイクロイックミラー４８に達する。
【０１４１】
　第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａにて反射された直線偏光Ｓ波の第一波長
レーザ光は、光路Ｌ１ｄを戻って第一のＣＬ４１に達する。第一波長レーザ光が光路Ｌ１
ｄを戻って第一のＣＬ４１を透過したときに、平行光の直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光
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は、収束光の直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光となる。第一のＣＬ４１を透過した直線偏
光Ｓ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｄを戻ってＰＢＳ４０に達する。
【０１４２】
　ＰＢＳ４０内に、直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光を略直角に反射させ、直線偏光Ｐ波
の第一波長レーザ光を略直進させて透過させる特殊皮膜４０ｃが設けられているので、光
路Ｌ１ｄを戻りＰＢＳ４０に達した直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４０にて
略直角に内部反射され、光路Ｌ２ｃを通りＰＢＳ２５に達する。
【０１４３】
　光路Ｌ１ｄからＰＢＳ４０に入射された直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４
０内にて略直角に反射されたのちにＰＢＳ４０から出射され、光路Ｌ２ｃを通りＰＢＳ２
５に入射される。ＰＢＳ２５は、ＰＢＳ２５内において、波長約３５０～４５０ｎｍの第
一波長レーザ光を略直進させつつ透過させるものとして構成されている。
【０１４４】
　ＰＢＳ２５は、ダイクロイックフィルタを形成する特殊皮膜２５ｃを備えて構成されて
いる。ＰＢＳ２５内に、特殊な膜２５ｃが設けられている。詳しく説明すると、この膜２
５ｃは、波長が約３５０～４５０ｎｍの「Blu-ray Disc」用の第一波長レーザ光もしくは
「ＨＤ　ＤＶＤ」用の第一波長レーザ光を透過させる特殊な膜２５ｃとされている。また
、この膜２５ｃは、波長が約６３０～６８５ｎｍのＤＶＤ用の第三波長レーザ光を透過さ
せる特殊な膜２５ｃとされている。また、この膜２５ｃは、波長が約７６５～８３０ｎｍ
のＣＤ用の第二波長レーザ光を反射させるものとして構成されている。ＰＢＳ２５内に特
殊な膜２５ｃが設けられていることにより、ＰＢＳ２５は、「Blu-ray Disc」用の波長光
もしくは「ＨＤ　ＤＶＤ」用の波長光、若しくはＤＶＤ用の波長光、又はＣＤ用の波長光
に対し、異なる特性を発揮する。このＰＢＳ２５は、例えばダイクロイックプリズムとも
呼ばれる。
【０１４５】
　ＰＢＳ２５は、略三角柱状の第一部材２５ａと、この第一部材２５ａに合わせられる略
三角柱状の第二部材２５ｂと、第一部材２５ａと第二部材２５ｂとの間の特殊な膜２５ｃ
とを備えるものとして構成されている。略三角柱状の第一部材２５ａと、略三角柱状の第
二部材２５ｂとが合わせられることにより、特殊な膜２５ｃを備える平面視略菱形をした
柱形状のＰＢＳ２５が構成される。ＰＢＳ２５を構成する第一部材２５ａと、ＰＢＳ２５
を構成する第二部材２５ｂとの間に、特殊な膜２５ｃが設けられている。この特殊な膜２
５ｃは、波長が約３５０～４５０ｎｍの「Blu-ray Disc」用レーザ光もしくは「ＨＤ　Ｄ
ＶＤ」用レーザ光を透過させる。
【０１４６】
　特殊皮膜２５ｃを備えたＰＢＳ２５により、ＰＢＳ２５に入射された波長約３５０～４
５０ｎｍの「Blu-ray Disc」用レーザ光は、略直進してＰＢＳ２５内を通り抜けＰＢＳ２
５から出射する。内部に特殊な膜２５ｃを備えたＰＢＳ２５として、例えば、タムロン社
製：ＰＢＳプリズムなどが挙げられる。
【０１４７】
　ＰＢＳ２５内を略直進透過した直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂを通っ
てセンサレンズ８０Ａに達する。
【０１４８】
　直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光がセンサレンズ８０Ａを透過するときに、第一波長レ
ーザ光に非点収差が生じる。センサレンズ８０Ａは、レーザ光の非点収差を発生させるも
のとされている。収差とは、例えばレンズなどを通る光線が正しく一点に集められず、不
完全な像ができることを意味する。また、非点収差とは、ピント位置の差を意味する。セ
ンサレンズは、例えば、パワーレンズや、アナモフィックレンズ（アナモレンズ）等と呼
ばれることもある。
【０１４９】
　センサレンズ８０Ａを透過した第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂを通って光検出器９０
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Ａに達する。光検出器９０Ａは、光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ）），３００
（図３（Ｂ））から反射されたレーザ光を受けて、その信号を電気信号に変え、光ディス
ク１００（図２（Ａ），図３（Ａ）），３００（図３（Ｂ））に記録された情報を検出す
るためのものとされている。また、光検出器９０Ａ（図１）は、光ディスク１００（図２
（Ａ），図３（Ａ）），３００（図３（Ｂ））から反射されたレーザ光を受けて、その信
号を電気信号に変えて、ＯＰＵ１（図１）を構成するＯＢＬ付レンズホルダ（図示せず）
のサーボ機構（図示せず）を動作させるためのものとされている。光検出器（photo dete
ctor／photo diode IC）は、例えば「ＰＤ」または「ＰＤＩＣ」と略称される。
【０１５０】
　「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））の信号部１５０
にて反射された拡散光の第一波長レーザ光は、光ディスク１００の信号部１５０にて反射
されたときに右旋回の円偏光から左旋回の円偏光となり、光路Ｌ１ｆの第一ＯＢＬ６０に
より平行光となって、光路Ｌ１ｅの第一ＱＷＰ５７（図１）により左旋回の円偏光から直
線偏光Ｓ波となり、光路Ｌ１ｄの第一ＣＬ４１により平行光から収束光に変えられ、光路
Ｌ１ｃと光路Ｌ１ｄと光路Ｌ２ｃと光路Ｌ２ｄとの分岐点に位置する第一ＰＢＳ４０によ
り略直角に曲げられて、光路Ｌ２ｂの終端に位置するＰＤＩＣ９０Ａに照射される。「Bl
u-ray Disc」規格の光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））を反射した第一波長の
レーザ光は、このように復路をたどり、第一のＰＤＩＣ９０Ａ（図１）に照射される。
【０１５１】
　次に、第一のＬＤ１０（図１）から出射されたレーザ光が、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光
ディスク３００（図３（Ｂ））に照射されるまでの光路について説明する。ＬＤＤ９から
第一のＬＤ１０に電流が供給され、第一のＬＤ１０から出射された波長３５０～４５０ｎ
ｍの青紫色レーザ光により、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００（図３（Ｂ））に
情報の記録が行われたり、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００に記録された情報が
再生されたりする。
【０１５２】
　第一のＬＤ１０（図１）から拡散光が出射される。第一のＬＤ１０から出力された拡散
光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ａを通り、「Blu-ray Disc」用もしくは「ＨＤ　ＤＶ
Ｄ」用の第一のＤＯＥ１１を通り抜ける。第一波長のレーザ光が第一のＤＯＥ１１を透過
したときに、第一波長のレーザ光は直線偏光Ｐ波となる。
【０１５３】
　第一のＤＯＥ１１を透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ａを通りＰ
ＢＳ３５に入射される。ＰＢＳ３５内に、直線偏光Ｐ波を略直進させて透過させ、直線偏
光Ｓ波を略直角に反射させる特殊皮膜３５ｃが設けられているので、ＰＢＳ３５に入射さ
れた直線偏光Ｐ波のレーザ光は、略直進してＰＢＳ３５内を通り抜けＰＢＳ３５から出射
する。第一のＤＯＥ１１を透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ３５内を
略直進して通り抜け、偏光方向変換部材３７とされるＬＣＤ３７に入射される。
【０１５４】
　ＰＢＳ３５内を略直進透過した第一波長のレーザ光は、光路Ｌ１ｃを通りＬＣＤ３７を
通り抜ける。「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００（図３（Ｂ））のデータが再生さ
れるとき、又は、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００にデータが記録されるときに
、ＬＣＤ３７（図１）に電気が流され、ＬＣＤ３７は通電状態となる。ＬＣＤ３７が通電
状態のときに、ＬＣＤ３７に入射された直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、偏光状態が
変えられて直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光としてＬＣＤ３７から出射される。ＬＣＤ３
７を透過して直線偏光Ｓ波に変換された第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｃを通りＰＢＳ４
０に達する。
【０１５５】
　ＰＢＳ４０内に、直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光を略直角に反射させ、直線偏光Ｐ波
の第一波長レーザ光を略直進させて透過させる特殊皮膜４０ｃが設けられているので、Ｐ
ＢＳ４０に入射された直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４０内において略直角
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に反射されてＰＢＳ４０内を通り抜けＰＢＳ４０から出射する。ＬＣＤ３７を透過した直
線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４０内を略直角に通り抜け、光路Ｌ２ｄを通り
液晶補正素子５２に入射される。
【０１５６】
　Ｓ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４０において略直角に反射され、液晶補正素子５２
を通り抜ける。液晶補正素子は、液晶分子を自在にコントロールすることが可能なものと
されている。液晶補正素子が用いられることにより、レーザ光が光ディスクに当てられた
ときに、光ディスクにおけるコマ収差や球面収差などの収差発生が抑えられる。コマ収差
とは、例えば光軸ＬＡ１，ＬＡ２から離された物点から斜めに入った光がレンズ６０，７
０を通して結像されるときに、点とならずに広がって例えば彗星状に見える現象を意味す
る。
【０１５７】
　このように、このＯＰＵ１は、第一波長レーザ光が「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク
３００（図３（Ｂ））に当てられて、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００の信号部
３５０に集光スポットＳ３が照射形成されたときに、集光スポットＳ３にコマ収差や球面
収差などの収差が発生されることを抑制させる液晶補正素子５２（図１）を備えて構成さ
れる。また、このＯＰＵ１は、第三波長レーザ光が「ＤＶＤ」規格の光ディスク３００（
図３（Ｂ））に当てられて、「ＤＶＤ」規格の光ディスク３００の信号部３５０に集光ス
ポットＳ３が照射形成されたときに、集光スポットＳ３にコマ収差や球面収差などの収差
が発生されることを抑制させる液晶補正素子５２（図１）を備えて構成される。液晶補正
素子５２は、例えば、波長約３５０～４５０ｎｍの「ＨＤ　ＤＶＤ」用の青紫色レーザ光
（第一波長レーザ光）や、波長約６３０～６８５ｎｍの「ＤＶＤ」用の赤色レーザ光（第
三波長レーザ光）等に対し有効に働く。
【０１５８】
　また、この液晶補正素子５２は、例えば光ディスク３００（図３（Ｂ））に照射される
レーザ光の垂直複屈折または面内複屈折のうち何れか一方または両方を併せて補正させる
役割をも果す。複屈折として、例えば、ディスク成形用金型の温度分布の「ばらつき」な
どによって生じる熱応力に起因した複屈折が挙げられる。また、ディスク成形用金型のキ
ャビティ内に樹脂材料が流し込まれてディスク３００が成形されるときに、樹脂材料の流
動残留応力に起因した複屈折が挙げられる。これらは、固有複屈折と呼ばれる。一方、固
有複屈折と異なる複屈折として、ディスク３００が回転したときに生じる応力によりディ
スク３００に発生する応力複屈折が挙げられる。また、ディスク３００に伝えられる熱な
どによりディスク３００に発生する配向屈折率の変化によるものも複屈折に関連するもの
として挙げられる。
【０１５９】
　このＯＰＵ１（図１）は、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格もしくは「ＤＶＤ」規格の光ディスク
３００（図３（Ｂ））を構成する透明樹脂基板３１０，３２０に起因したレーザ光の垂直
複屈折または面内複屈折のうち、何れか一方または両方を併せて補正させる液晶補正素子
５２を備えている。この液晶補正素子５２（図１）は、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格もしくは「
ＤＶＤ」規格の光ディスク３００（図３（Ｂ））を構成する透明樹脂基板３１０，３２０
に起因したレーザ光の垂直複屈折または面内複屈折のうち、何れか一方または両方を併せ
て補正させるものとされている。
【０１６０】
　光ディスク３００に照射されるレーザ光の垂直複屈折または面内複屈折のうち何れか一
方または両方を併せて補正させる液晶補正素子５２がＯＰＵ１に備えられていれば、各種
光ディスク３００の信号面部３５０にレーザ光が照射されたときに生じるレーザ光の複屈
折は、抑えられる。例えば、「Blu-ray Disc」や、「ＨＤ　ＤＶＤ」などに対応するＯＰ
Ｕ１においては、ＮＡの大きいＯＢＬ６０，７０が用いられる。
【０１６１】
　例えば、ＮＡの大きいＯＢＬ７０によりレーザ光が収束されて「ＨＤ　ＤＶＤ」規格も
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しくは「ＤＶＤ」規格の光ディスク３００の信号面部３５０にレーザ光が照射されたとき
に、光ディスク３００の信号面部３５０に照射形成されるスポットＳ３の収差は、光ディ
スク３００の透明基板３１０，３２０による複屈折により特殊な収差となることがある。
「ＨＤ　ＤＶＤ」規格もしくは「ＤＶＤ」規格の光ディスク３００の信号面部３５０に照
射形成されるスポットＳ３の収差は、光ディスク３００を構成する透明樹脂基板３１０，
３２０の複屈折により、光ディスク３００の信号面部３５０に照射形成されるレーザ光の
スポットＳ３の中心部付近と、レーザ光のスポットＳ３の周縁部付近とでは、収差度合い
が異なることがある。
【０１６２】
　光ディスク３００を構成する透明樹脂基板３１０，３２０に起因して生じる垂直複屈折
または面内複屈折のうち何れか一方または両方を併せて補正させる液晶補正素子５２がＯ
ＰＵ１に備えられていれば、光ディスク３００の信号面部３５０にレーザ光を照射させて
光ディスク３００のデータ／情報を読み取るときや、光ディスク３００の信号面部３５０
にレーザ光を照射させて光ディスク３００へデータ／情報を書き込んだり書き換えたりす
るときや、光ディスク３００の信号面部３５０にレーザ光を照射させて光ディスク３００
のデータ／情報を消去するときに、光ディスク３００を構成する透明樹脂基板３１０，３
２０に起因して、光ディスク３００の透明樹脂基板３１０，３２０に生じるレーザ光の複
屈折により、光ディスク３００の信号面部３５０に照射形成されたレーザ光のスポットＳ
３の収差補正に悪影響が及ぼされるということは回避され易くなる。
【０１６３】
　光ディスク３００（図３（Ｂ））を構成する透明樹脂基板３１０，３２０に起因した複
屈折量に対応して、液晶補正素子５２（図１）に印加される電圧を調整させて、光ディス
ク３００（図３（Ｂ））に照射されるレーザ光の垂直複屈折または面内複屈折のうち何れ
か一方または両方を併せて補正させる。
【０１６４】
　液晶補正素子５２の印加電圧を調整することにより、光ディスク３００の信号面部３５
０にレーザ光が照射されて光ディスク３００の信号面部３５０に照射形成されるスポット
Ｓ３の収差補正は、良好に行われる。また、光ディスク３００を構成する透明樹脂基板３
１０，３２０に起因したレーザ光の複屈折量に対応して、液晶補正素子５２に印加される
電圧が調整されることにより、光ディスク３００を構成する透明樹脂基板３１０，３２０
に起因するレーザ光の垂直複屈折または面内複屈折のうち何れか一方または両方の補正が
併せて行われる。
【０１６５】
　このように、このＯＰＵ１の収差／複屈折補正方法は、液晶補正素子５２を用いてレー
ザ光のスポットＳ３の球面収差補正を行うのと同時に、液晶補正素子５２の印加電圧を調
整させて、光ディスク３００の内面複屈折と垂直複屈折とを補正させるＯＰＵ１の収差／
複屈折補正方法とされる。
【０１６６】
　液晶補正素子（５２）を用いてレーザ光のスポット（Ｓ３）の球面収差補正のみを単に
行うＯＰＵの収差／複屈折補正方法に対し、上記ＯＰＵ１の収差／複屈折補正方法におい
ては、上記液晶補正素子５２を用い、液晶補正素子５２の印加電圧を調整させて、レーザ
光のスポットＳ３の球面収差補正を行うと共に、光ディスク３００に照射されるレーザ光
の垂直複屈折または面内複屈折のうち何れか一方または両方の補正を併せて行う。この明
細書における符号に付けられた括弧（　）は、図示されたものと若干異なるものを説明す
るために、便宜上、用いられている。
【０１６７】
　液晶補正素子（５２）を用いてレーザ光のスポット（Ｓ３）の球面収差のみを単に補正
するスポット補正方法に対し、上記ＯＰＵ１の収差／複屈折補正方法を行うことにより、
光のスポット補正が行われたのちのスポット補正波形／形状や、光のスポットＳ３の球面
収差補正が行われた後の波面の最大－最小値などが変化する。液晶補正素子（５２）を用
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いてレーザ光のスポット（Ｓ３）の球面収差のみを単に補正するスポット補正方法に対し
、上記ＯＰＵ１の収差／複屈折補正方法を行うことにより、レーザ光のスポットＳ３の波
形、形状の補正効果が異なる。複屈折の影響を数値計算にて見積もるときには、例えばジ
ョーンズ行列を用いて計算する。ジョーンズ行列とは、偏光子や位相板などの特性を現す
２行２列のマトリックスである。
【０１６８】
　液晶補正素子５２（図１）を透過したＳ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを通り、
第二のＣＬ６１を透過する。第二ＣＬ６１を透過したＳ波の第一波長レーザ光は、略平行
光となって光路Ｌ２ｄを通り、偏光性ミラー６３いわゆるダイクロイックミラー６３に達
する。
【０１６９】
　光路Ｌ２ｄを通って第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａに照射された直線偏
光Ｓ波の第一波長レーザ光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３
ａを略透過して第二のダイクロイックミラー６３内に入る。例えば、光路Ｌ２ｄを通って
第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａから第二のダイクロイックミラー６３内に
入射された直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の略９２～９８％の光は、略三角柱状の第二
ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂにて略直角に反射され、第二の１／４波長板（
ＱＷＰ）６７に向けて光路Ｌ２ｅを進む。また、例えば、光路Ｌ２ｄを通って第二ダイク
ロイックミラー６３の表側面６３ａから第二のダイクロイックミラー６３内に入射された
直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の略２～８％の光は、略三角柱状の第二ダイクロイック
ミラー６３の裏側面６３ｂから鈍角となるように曲げられて出射され、第二の受光素子（
ＦＭＤ）６５に向けて光路Ｌ２ｇを進む。
【０１７０】
　具体的に説明すると、光路Ｌ２ｄを通って第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３
ａから第二のダイクロイックミラー６３内に入射された直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光
の略９３～９７％の光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂに
て略直角に反射され、第二のＱＷＰ６７に向けて光路Ｌ２ｅを進む。また、光路Ｌ２ｄを
通って第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａから第二のダイクロイックミラー６
３内に入射された直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の略３～７％の光は、略三角柱状の第
二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂから鈍角となるように曲げられて出射され、
第二のＦＭＤ６５に向けて光路Ｌ２ｇを進む。
【０１７１】
　ダイクロイックミラー６３は、ダイクロイックフィルタを形成する特殊皮膜６３ｃを備
えて構成されている。第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂに、ダイクロイック
皮膜６３ｃが形成されている。
【０１７２】
　第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂの特殊皮膜６３ｃに直線偏光Ｓ波の第一
波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ
波の第一波長レーザ光の反射量が例えば９２％よりも少ない場合、即ち、第二のダイクロ
イックミラー６３における直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の透過量が例えば８％よりも
多い場合、光ディスク３００（図３（Ｂ））に第一波長レーザ光を照射させるための必要
な光量が不足する。
【０１７３】
　具体的に説明すると、第二ダイクロイックミラー６３（図１）の裏側面６３ｂの特殊皮
膜６３ｃに直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイック
ミラー６３における直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の反射量が９３％よりも少ない場合
、即ち、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の透
過量が７％よりも多い場合、光ディスク３００（図３（Ｂ））に第一波長レーザ光を照射
させるための必要な光量が不足する。
【０１７４】
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　第二ダイクロイックミラー６３（図１）の裏側面６３ｂの特殊皮膜６３ｃに直線偏光Ｓ
波の第一波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６３における直
線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の反射量が例えば９８％よりも多い場合、即ち、第二のダ
イクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の透過量が例えば２％
よりも少ない場合、第二のＦＭＤ６５に必要とされる第一波長レーザ光の受光量が不足す
る。
【０１７５】
　具体的に説明すると、第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂの特殊皮膜６３ｃ
に直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６
３における直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の反射量が９７％よりも多い場合、即ち、第
二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の透過量が３％
よりも少ない場合、第二のＦＭＤ６５に必要とされる第一波長レーザ光の受光量が不足す
る。
【０１７６】
　第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂの特殊皮膜６３ｃに直線偏光Ｓ波の第一
波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ
波の第一波長レーザ光の反射量が例えば９５％とされた場合、即ち、第二のダイクロイッ
クミラー６３における直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光の透過量が例えば５％とされた場
合、光ディスク３００（図３（Ｂ））に十分なレーザ光が照射されると共に、第二のＦＭ
Ｄ６５（図１）に必要とされる適度なレーザ光が照射される。従って、このような特性を
もつ第二のダイクロイックミラー６３がＯＰＵ１に装備されることが好ましい。
【０１７７】
　ダイクロミラー６３のダイクロ膜６３ｃは、波長約３５０～４５０ｎｍの直線偏光Ｓ波
の「ＨＤ　ＤＶＤ」用レーザ光（第一波長レーザ光）に対し、その殆どを反射させる。直
線偏光Ｓ波の波長３５０～４５０ｎｍの第一波長レーザ光が第二のダイクロイックミラー
６３に当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６３は、大部分の波長３５０～４
５０ｎｍの第一波長レーザ光を反射させ、一部の波長３５０～４５０ｎｍの第一波長レー
ザ光を透過させるものとして形成されている。表面６３ｂに特殊な膜６３ｃが設けられた
ダイクロイックミラー６３として、例えば、タムロン社製：ダイクロイック・ミラー、ダ
イクロイック・プリズムなどが挙げられる。
【０１７８】
　略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａから第二のダイクロイック
ミラー６３内に入射され第二のダイクロイックミラー６３内を透過して略三角柱状の第二
ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂから鈍角となるように曲げられて出射された一
部の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｇを通り第二のＦＭＤ６５に達する。第二のＦＭＤ６
５は、レーザ光の一部が照射されるフロントモニタダイオードとして構成されている。Ｆ
ＭＤ６５は、ＬＤ１０，２０，３０から出力されるレーザ光をモニタして、ＬＤ１０，２
０，３０の制御のためにフィードバックをかけるものとされている。
【０１７９】
　略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂを略直角に反射した大部分
の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅを通り第二のＱＷＰ６７に達する。略三角柱状のダイ
クロイックミラー６３の裏側面６３ｂにて反射された第一波長レーザ光は、ダイクロイッ
クミラー６３に隣接された第二のＱＷＰ６７に入る。第二のＱＷＰ６７を透過した直線偏
光Ｓ波の第一波長レーザ光は、円偏光となる。直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光は、第二
のＱＷＰ６７において、例えば左旋回の円偏光になる。
【０１８０】
　第一のＬＤ１０から第二のダイクロイックミラー６３までの光路Ｌ１ａ，Ｌ１ｃ，Ｌ２
ｄ中に第二のＱＷＰ６７が位置することなく、第二のダイクロイックミラー６３から第二
のＯＢＬ７０を経由するまでの光路Ｌ２ｅまたはＬ２ｆｄ（図３（Ｂ））のうちの何れか
の光路Ｌ２ｅ，Ｌ２ｆｄ中に第二のＱＷＰ６７（図１）が位置することにより、例えば第
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二のダイクロイックミラー６３を経由した一部の第一波長レーザ光が第二のＦＭＤ６５に
悪影響を及ぼすということは回避され易くなる。
【０１８１】
　第二のＱＷＰ６７を透過して左旋回の円偏光となった第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅ
を通り、ハウジング基壁基準部７ｈ（図３（Ｂ））の上側に位置する第二反射性ミラー（
ＭＲ）６８に当てられる。第二反射性ＭＲ６８に、レーザ光を略全反射させる皮膜６８ａ
が設けられている。従って、反射性ＭＲ６８に当てられたレーザ光は、略全反射される。
【０１８２】
　第二のＱＷＰ６７（図１）を透過して左旋回の円偏光となった第一波長レーザ光は、光
路Ｌ２ｅを通り、反射性ＭＲ６８（図３（Ｂ））を直角よりもやや鋭角に反射し、光路Ｌ
２ｆｄを通って開口制限素子６９を通り抜ける。開口制限素子６９の第一側面６９ａに、
波長約７６５～８３０ｎｍのＣＤ用の赤外レーザ光（第二波長レーザ光）の一部をマスク
して遮断させ、波長約３５０～４５０ｎｍの「ＨＤ　ＤＶＤ」用の青紫色レーザ光（第一
波長レーザ光）と、波長約６３０～６８５ｎｍのＤＶＤ用の赤色レーザ光（第三波長レー
ザ光）とをマスクさせずに透過させる特殊な皮膜６９ｃが設けられている。このような特
殊皮膜６９ｃが開口制限素子６９の第一側面６９ａに設けられていることから、開口制限
素子６９は、波長約７６５～８３０ｎｍのＣＤ用の赤外レーザ光（第二波長レーザ光）に
作用し、波長約３５０～４５０ｎｍの「ＨＤ　ＤＶＤ」用の青紫色レーザ光（第一波長レ
ーザ光）と、波長約６３０～６８５ｎｍのＤＶＤ用の赤色レーザ光（第三波長レーザ光）
とには作用しない。従って、波長約３５０～４５０ｎｍの青紫色をした左旋回円偏光の第
一波長レーザ光が開口制限素子６９を通過しても、左旋回円偏光の第一波長レーザ光に大
きな変化は生じない。左旋回円偏光の第一波長レーザ光は、マスクされることなく開口制
限素子６９の第一側面６９ａから開口制限素子６９内に入射されると共に、開口制限素子
６９の第二側面６９ｂから出射される。このように、このＯＰＵ１は、第一波長レーザ光
および／または第三波長レーザ光に作用することなく、第二波長レーザ光に作用する開口
制限素子６９を備えて構成される。
【０１８３】
　上記ダイクロ膜４８ｃ，６３ｃ、上記偏光性皮膜４０ｃなどの特殊な膜２５ｃ，３５ｃ
，４０ｃ，４８ｃ，６３ｃ，６９ｃは、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法などに基
づいて、所望の面に形成される。また、上記ダイクロ膜４８ｃ，６３ｃ、上記偏光性皮膜
４０ｃなどの特殊な膜２５ｃ，３５ｃ，４０ｃ，４８ｃ，６３ｃ，６９ｃは、例えば、Ｓ
ｉＯ２，ＺｎＯ２，Ｔａ２Ｏ５，ＴｉＯ２およびＴｉ２Ｏ５からなる群から選ばれる少な
くとも一種以上の物質を含有する層として構成される。具体的に説明すると、上記各ダイ
クロ膜４８ｃ，６３ｃ、上記偏光性皮膜４０ｃは、ＳｉＯ２，ＺｎＯ２，Ｔａ２Ｏ５，Ｔ
ｉＯ２およびＴｉ２Ｏ５からなる群から選択される少なくとも一種以上の物質を含有する
薄層として構成される。
【０１８４】
　開口制限素子６９を透過した左旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、第二の対物レンズ
７０を通り抜ける。略平行光となっている左旋回円偏光の第一波長レーザ光は、開口数略
０．６～０．６５の第二ＯＢＬ７０によって収束光となり、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光デ
ィスク３００の信号部３５０に照射される。
【０１８５】
　光ディスク３００に対し、レンズホルダ（図示せず）に装備された第二のＯＢＬ７０の
フォーカスサーボが行われるときに、第二のＯＢＬ７０を備えるレンズホルダは、フォー
カス方向Ｄｆに沿って動かされる。また、光ディスク３００に対し、不図示のレンズホル
ダに装備された第二のＯＢＬ７０のトラッキングサーボが行われるときに、第二のＯＢＬ
７０を備えるレンズホルダは、トラッキング方向Ｄｒに沿って動かされる。また、光ディ
スク３００に対し、レンズホルダに装備された第二のＯＢＬ７０のチルト制御が行われる
ときに、第二のＯＢＬ７０を備えるレンズホルダは、チルト方向Ｄｔに沿って揺動される
。第二のＯＢＬ７０が装備されたレンズホルダは、複数本のワイヤ（図示せず）が用いら
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れて駆動される。また、第二のＯＢＬ７０に隣接して、第一のＯＢＬ６０が不図示のレン
ズホルダに装備される（図１）。
【０１８６】
　第一のＬＤ１０から出射された拡散光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ａの第一ＤＯＥ
１１により直線偏光Ｐ波とされ、光路Ｌ１ｃの通電状態のＬＣＤ３７により直線偏光Ｓ波
とされ、光路Ｌ１ｃと光路Ｌ１ｄと光路Ｌ２ｃと光路Ｌ２ｄとの分岐点に位置する第一Ｐ
ＢＳ４０により略直角に曲げられ、光路Ｌ２ｄの第二ＣＬ６１により拡散光から略平行光
に変えられ、光路Ｌ２ｅの第二ＱＷＰ６７により直線偏光Ｓ波から左旋回の円偏光となり
、光路Ｌ２ｆｄ（図３（Ｂ））の第二ＯＢＬ７０により収束光となって、「ＨＤ　ＤＶＤ
」規格の光ディスク３００の信号部３５０に集光される。第一波長のレーザ光は、このよ
うに往路をたどり、第三メディア３００とされる「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３０
０に集光される。
【０１８７】
　次に、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００に対し反射した第一波長レーザ光の復
路について説明する。第一波長レーザ光が「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００の信
号部３５０にて反射されるときに、左旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、右旋回の円偏
光となる。右旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、拡散光となって光路Ｌ２ｆｄを戻り第
二のＯＢＬ７０に達する。拡散光となっている右旋回円偏光の第一波長レーザ光は、第二
のＯＢＬ７０によって略平行光となる。第二のＯＢＬ７０を透過し光路Ｌ２ｆｄを戻る右
旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、開口制限素子６９を通り、第二反射性ＭＲ６８に達
する。
【０１８８】
　第二反射性ＭＲ６８を反射した右旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅ（図
１）を戻って第二のＱＷＰ６７に達する。第一波長レーザ光が光路Ｌ２ｅを戻って第二の
ＱＷＰ６７を透過したときに、右旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、直線偏光Ｐ波とな
る。第二のＱＷＰ６７を透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、第二のＱＷＰ６７
に隣接された第二のダイクロイックミラー６３に入る。
【０１８９】
　第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂにて内部反射された直線偏光Ｐ波の第一
波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを戻って第二のＣＬ６１に達する。第一波長レーザ光が光路
Ｌ２ｄを戻って第二のＣＬ６１を透過したときに、略平行光の直線偏光Ｐ波の第一波長レ
ーザ光は、収束光の直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光となる。第二のＣＬ６１を透過した
直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを戻って液晶補正素子５２に達する。液
晶補正素子５２を透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを戻ってＰＢ
Ｓ４０に達する。
【０１９０】
　ＰＢＳ４０内に、直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光を略直進させて透過させ、直線偏光
Ｓ波の第一波長レーザ光を略直角に反射させる特殊皮膜４０ｃが設けられているので、光
路Ｌ２ｄを戻りＰＢＳ４０に達した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４０内を
略直進して通り抜け、光路Ｌ２ｃを通りＰＢＳ２５に達する。
【０１９１】
　光路Ｌ２ｄからＰＢＳ４０に入射された直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４
０内を略直進透過したのちにＰＢＳ４０から出射され、光路Ｌ２ｃを通りＰＢＳ２５に入
射される。
【０１９２】
　特殊皮膜２５ｃを備えたＰＢＳ２５により、ＰＢＳ２５に入射された波長約３５０～４
５０ｎｍの「ＨＤ　ＤＶＤ」用レーザ光は、略直進してＰＢＳ２５内を通り抜けＰＢＳ２
５から出射する。ＰＢＳ２５内を略直進透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、光
路Ｌ２ｂを通ってセンサレンズ８０Ａに達する。直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光がセン
サレンズ８０Ａを透過するときに、第一波長レーザ光に非点収差が生じる。センサレンズ
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８０Ａを透過した第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂを通ってＰＤＩＣ９０Ａに達する。
【０１９３】
　「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００（図３（Ｂ））の信号部３５０にて反射され
た拡散光の第一波長レーザ光は、光ディスク３００の信号部３５０にて反射されたときに
左旋回の円偏光から右旋回の円偏光となり、光路Ｌ２ｆｄの第二ＯＢＬ７０により略平行
光となって、光路Ｌ２ｅの第二ＱＷＰ６７（図１）により右旋回の円偏光から直線偏光Ｐ
波となり、光路Ｌ２ｄの第二ＣＬ６１により略平行光から収束光に変えられて、光路Ｌ２
ｂの終端に位置するＰＤＩＣ９０Ａに照射される。「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３
００（図３（Ｂ））を反射した第一波長のレーザ光は、このように復路をたどり、第一の
ＰＤＩＣ９０Ａ（図１）に照射される。
【０１９４】
　次に、第三のＬＤ３０（図１）から出射されたレーザ光が、ＤＶＤ規格の光ディスク３
００（図３（Ｂ））に照射されるまでの光路について説明する。ＤＶＤ規格の光ディスク
３００と、「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の光ディスク３００とは、互換性のあるものとされてい
ることから、便宜上、第二のＬＤ２０（図１）から出射されるＣＤ用レーザ光の光路説明
よりも先に、第三のＬＤ３０から出射されるＤＶＤ用レーザ光の光路説明を行う。
【０１９５】
　ＬＤＤ９から第三のＬＤ３０に電流が供給され、第三のＬＤ３０から出射された波長６
３０～６８５ｎｍの赤色レーザ光により、ＤＶＤ規格の光ディスク３００（図３（Ｂ））
に情報の記録が行われたり、ＤＶＤ規格の光ディスク３００に記録された情報が再生され
たりする。第三のＬＤ３０は、例えば波長が約６３０～６８５ｎｍ、基準とされる波長が
略６３５ｎｍまたは略６５０ｎｍの赤色レーザ光を出射可能なＤＶＤ用レーザダイオード
である。
【０１９６】
　第三のＬＤ３０（図１）から拡散光が出射される。第三のＬＤ３０から出力された拡散
光の第三波長レーザ光は、光路Ｌ１ｂを通り、ＤＶＤ用の第三のＤＯＥ３１を通り抜ける
。第三波長のレーザ光が第三のＤＯＥ３１を透過したときに、第三波長のレーザ光は直線
偏光Ｓ波となる。
【０１９７】
　第三のＤＯＥ３１を透過した直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ１ｂを通りＰ
ＢＳ３５に入射される。ＰＢＳ３５内に、直線偏光Ｓ波を略直角に反射させ、直線偏光Ｐ
波を略直進させて透過させる特殊皮膜３５ｃが設けられているので、ＰＢＳ３５に入射さ
れた直線偏光Ｓ波のレーザ光は、略直角に内部反射してＰＢＳ３５内を通り抜けＰＢＳ３
５から出射する。第三のＤＯＥ３１を透過した直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は、ＰＢ
Ｓ３５内を略直角に内部反射して通り抜け、偏光方向変換部材３７とされるＬＣＤ３７に
入射される。
【０１９８】
　ＰＢＳ３５内を略直角に内部反射して透過した第三波長のレーザ光は、光路Ｌ１ｃを通
りＬＣＤ３７を通り抜ける。ＤＶＤ規格の光ディスク３００（図３（Ｂ））のデータが再
生されるとき、又は、ＤＶＤ規格の光ディスク３００にデータが記録されるときに、ＬＣ
Ｄ３７（図１）に電気が流されず、ＬＣＤ３７は通電状態とならない。ＬＣＤ３７が通電
状態とされていないときに、ＬＣＤ３７に入射された直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は
、偏光状態が変えられることなく直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光としてＬＣＤ３７から
出射される。ＬＣＤ３７を透過した直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ１ｃを通
りＰＢＳ４０に達する。
【０１９９】
　ＰＢＳ４０内に、直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光を略直角に反射させ、直線偏光Ｐ波
の第三波長レーザ光を略直進させて透過させる特殊皮膜４０ｃが設けられているので、Ｐ
ＢＳ４０に入射された直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は、ＰＢＳ４０内において略直角
に反射されてＰＢＳ４０内を通り抜けＰＢＳ４０から出射する。ＬＣＤ３７を透過した直
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線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は、ＰＢＳ４０内を略直角に通り抜け、光路Ｌ２ｄを通り
液晶補正素子５２に入射される。
【０２００】
　Ｓ波の第三波長レーザ光は、ＰＢＳ４０において略直角に反射され、液晶補正素子５２
を通り抜ける。液晶補正素子５２を透過したＳ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを通
り、第二のＣＬ６１を透過する。第二ＣＬ６１を透過したＳ波の第三波長レーザ光は、略
平行光となって光路Ｌ２ｄを通り、ダイクロイックミラー６３に達する。
【０２０１】
　光路Ｌ２ｄを通って第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａに照射された直線偏
光Ｓ波の第三波長レーザ光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３
ａを略透過して第二のダイクロイックミラー６３内に入る。例えば、光路Ｌ２ｄを通って
第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａから第二のダイクロイックミラー６３内に
入射された直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光の略９２～９８％の光は、略三角柱状の第二
ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂにて略直角に反射され、第二のＱＷＰ６７に向
けて光路Ｌ２ｅを進む。また、例えば、光路Ｌ２ｄを通って第二ダイクロイックミラー６
３の表側面６３ａから第二のダイクロイックミラー６３内に入射された直線偏光Ｓ波の第
三波長レーザ光の略２～８％の光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の裏側
面６３ｂから鈍角となるように曲げられて出射され、第二のＦＭＤ６５に向けて光路Ｌ２
ｇを進む。
【０２０２】
　具体的に説明すると、光路Ｌ２ｄを通って第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３
ａから第二のダイクロイックミラー６３内に入射された直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光
の略９３～９７％の光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂに
て略直角に反射され、第二のＱＷＰ６７に向けて光路Ｌ２ｅを進む。また、光路Ｌ２ｄを
通って第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａから第二のダイクロイックミラー６
３内に入射された直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光の略３～７％の光は、略三角柱状の第
二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂから鈍角となるように曲げられて出射され、
第二のＦＭＤ６５に向けて光路Ｌ２ｇを進む。
【０２０３】
　第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂの特殊皮膜６３ｃに直線偏光Ｓ波の第三
波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ
波の第三波長レーザ光の反射量が例えば９２％具体的には９３％よりも少ない場合、即ち
、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光の透過量が
例えば８％具体的には７％よりも多い場合、光ディスク３００（図３（Ｂ））に第三波長
レーザ光を照射させるための必要な光量が不足する。
【０２０４】
　第二ダイクロイックミラー６３（図１）の裏側面６３ｂの特殊皮膜６３ｃに直線偏光Ｓ
波の第三波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６３における直
線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光の反射量が例えば９８％具体的には９７％よりも多い場合
、即ち、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光の透
過量が例えば２％具体的には３％よりも少ない場合、第二のＦＭＤ６５に必要とされる第
三波長レーザ光の受光量が不足する。
【０２０５】
　第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂの特殊皮膜６３ｃに直線偏光Ｓ波の第三
波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ
波の第三波長レーザ光の反射量が例えば９５％とされた場合、即ち、第二のダイクロイッ
クミラー６３における直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光の透過量が例えば５％とされた場
合、光ディスク３００（図３（Ｂ））に十分なレーザ光が照射されると共に、第二のＦＭ
Ｄ６５（図１）に必要とされる適度なレーザ光が照射される。従って、このような特性を
もつ第二のダイクロイックミラー６３がＯＰＵ１に装備されることが好ましい。
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【０２０６】
　ダイクロミラー６３のダイクロ膜６３ｃは、波長約６３０～６８５ｎｍの直線偏光Ｓ波
のＤＶＤ用レーザ光（第三波長レーザ光）に対し、その殆どを反射させる。直線偏光Ｓ波
の波長６３０～６８５ｎｍの第三波長レーザ光が第二のダイクロイックミラー６３に当て
られたときに、第二のダイクロイックミラー６３は、大部分の波長６３０～６８５ｎｍの
第三波長レーザ光を反射させ、一部の波長６３０～６８５ｎｍの第三波長レーザ光を透過
させるものとして形成されている。
【０２０７】
　略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａから第二のダイクロイック
ミラー６３内に入射され第二のダイクロイックミラー６３内を透過して略三角柱状の第二
ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂから鈍角となるように曲げられて出射された一
部の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｇを通り第二のＦＭＤ６５に達する。
【０２０８】
　略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂを略直角に反射した大部分
の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅを通り第二のＱＷＰ６７に達する。略三角柱状のダイ
クロイックミラー６３の裏側面６３ｂにて反射された第三波長レーザ光は、ダイクロイッ
クミラー６３に隣接された第二のＱＷＰ６７に入る。第二のＱＷＰ６７を透過した直線偏
光Ｓ波の第三波長レーザ光は、円偏光となる。直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は、第二
のＱＷＰ６７において、例えば左旋回の円偏光になる。
【０２０９】
　第三のＬＤ３０から第二のダイクロイックミラー６３までの光路Ｌ１ｂ，Ｌ１ｃ，Ｌ２
ｄ中に第二のＱＷＰ６７が位置することなく、第二のダイクロイックミラー６３から第二
のＯＢＬ７０を経由するまでの光路Ｌ２ｅまたはＬ２ｆｄ（図３（Ｂ））のうちの何れか
の光路Ｌ２ｅ，Ｌ２ｆｄ中に第二のＱＷＰ６７（図１）が位置することにより、例えば第
二のダイクロイックミラー６３を経由した一部の第三波長レーザ光が第二のＦＭＤ６５に
悪影響を及ぼすということは回避され易くなる。
【０２１０】
　第二のＱＷＰ６７を透過して左旋回の円偏光となった第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅ
を通り、ハウジング基壁基準部７ｈ（図３（Ｂ））の上側に位置する第二反射性ＭＲ６８
に当てられる。第二反射性ＭＲ６８に、レーザ光を略全反射させる皮膜６８ａが設けられ
ているので、反射性ＭＲ６８に当てられたレーザ光は、略全反射される。
【０２１１】
　第二のＱＷＰ６７（図１）を透過して左旋回の円偏光となった第三波長レーザ光は、光
路Ｌ２ｅを通り、反射性ＭＲ６８（図３（Ｂ））を直角よりもやや鋭角に反射し、光路Ｌ
２ｆｄを通って開口制限素子６９を通り抜ける。開口制限素子６９の第一側面６９ａに、
波長約７６５～８３０ｎｍのＣＤ用の赤外レーザ光（第二波長レーザ光）の一部をマスク
して遮断させ、波長約３５０～４５０ｎｍの「ＨＤ　ＤＶＤ」用の青紫色レーザ光（第一
波長レーザ光）と、波長約６３０～６８５ｎｍのＤＶＤ用の赤色レーザ光（第三波長レー
ザ光）とをマスクさせずに透過させる特殊な皮膜６９ｃが設けられている。このような特
殊皮膜６９ｃが開口制限素子６９の第一側面６９ａに設けられていることから、開口制限
素子６９は、波長約６３０～６８５ｎｍのＤＶＤ用の赤色レーザ光（第三波長レーザ光）
には作用しない。従って、波長約６３０～６８５ｎｍの赤色をした左旋回円偏光の第三波
長レーザ光が開口制限素子６９を通過しても、左旋回円偏光の第三波長レーザ光に大きな
変化は生じない。左旋回円偏光の第三波長レーザ光は、マスクされることなく開口制限素
子６９の第一側面６９ａから開口制限素子６９内に入射されると共に、開口制限素子６９
の第二側面６９ｂから出射される。
【０２１２】
　開口制限素子６９を透過した左旋回円偏光の第三波長レーザ光は、第二のＯＢＬ７０を
通り抜ける。略平行光となっている左旋回円偏光の第三波長レーザ光は、開口数略０．６
～０．６５の第二ＯＢＬ７０によって収束光となり、ＤＶＤ規格の光ディスク３００の信
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号部３５０に照射される。
【０２１３】
　光ディスク３００に対し、レンズホルダ（図示せず）に装備された第二のＯＢＬ７０の
フォーカスサーボが行われるときに、第二のＯＢＬ７０を備えるレンズホルダは、フォー
カス方向Ｄｆに沿って動かされる。また、光ディスク３００に対し、不図示のレンズホル
ダに装備された第二のＯＢＬ７０のトラッキングサーボが行われるときに、第二のＯＢＬ
７０を備えるレンズホルダは、トラッキング方向Ｄｒに沿って動かされる。また、光ディ
スク３００に対し、レンズホルダに装備された第二のＯＢＬ７０のチルト制御が行われる
ときに、第二のＯＢＬ７０を備えるレンズホルダは、チルト方向Ｄｔに沿って揺動される
。
【０２１４】
　第三のＬＤ３０（図１）から出射された拡散光の第三波長レーザ光は、光路Ｌ１ｂの第
三ＤＯＥ３１により直線偏光Ｓ波とされ、光路Ｌ１ｃと光路Ｌ１ｄと光路Ｌ２ｃと光路Ｌ
２ｄとの分岐点に位置する第一ＰＢＳ４０により略直角に曲げられ、光路Ｌ２ｄの第二Ｃ
Ｌ６１により拡散光から略平行光に変えられ、光路Ｌ２ｅの第二ＱＷＰ６７により直線偏
光Ｓ波から左旋回の円偏光となり、光路Ｌ２ｆｄ（図３（Ｂ））の第二ＯＢＬ７０により
収束光となって、ＤＶＤ規格の光ディスク３００の信号部３５０に集光される。第三波長
のレーザ光は、このように往路をたどり、第三メディア３００とされるＤＶＤ規格の光デ
ィスク３００に集光される。
【０２１５】
　次に、ＤＶＤ規格の光ディスク３００に対し反射した第三波長レーザ光の復路について
説明する。第三波長レーザ光がＤＶＤ規格の光ディスク３００の信号部３５０にて反射さ
れるときに、左旋回の円偏光の第三波長レーザ光は、右旋回の円偏光となる。右旋回の円
偏光の第三波長レーザ光は、拡散光となって光路Ｌ２ｆｄを戻り第二のＯＢＬ７０に達す
る。拡散光となっている右旋回円偏光の第三波長レーザ光は、第二のＯＢＬ７０によって
略平行光となる。第二のＯＢＬ７０を透過し光路Ｌ２ｆｄを戻る右旋回の円偏光の第三波
長レーザ光は、開口制限素子６９を通り、第二反射性ＭＲ６８に達する。
【０２１６】
　第二反射性ＭＲ６８を反射した右旋回の円偏光の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅ（図
１）を戻って第二のＱＷＰ６７に達する。第三波長レーザ光が光路Ｌ２ｅを戻って第二の
ＱＷＰ６７を透過したときに、右旋回の円偏光の第三波長レーザ光は、直線偏光Ｐ波とな
る。第二のＱＷＰ６７を透過した直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、第二のＱＷＰ６７
に隣接された第二のダイクロイックミラー６３に入る。
【０２１７】
　第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂにて内部反射された直線偏光Ｐ波の第三
波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを戻って第二のＣＬ６１に達する。第三波長レーザ光が光路
Ｌ２ｄを戻って第二のＣＬ６１を透過したときに、略平行光の直線偏光Ｐ波の第三波長レ
ーザ光は、収束光の直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光となる。第二のＣＬ６１を透過した
直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを戻って液晶補正素子５２に達する。液
晶補正素子５２を透過した直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを戻ってＰＢ
Ｓ４０に達する。
【０２１８】
　ＰＢＳ４０内に、直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光を略直進させて透過させ、直線偏光
Ｓ波の第三波長レーザ光を略直角に反射させる特殊皮膜４０ｃが設けられているので、光
路Ｌ２ｄを戻りＰＢＳ４０に達した直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、ＰＢＳ４０内を
略直進して通り抜け、光路Ｌ２ｃを通りＰＢＳ２５に達する。
【０２１９】
　光路Ｌ２ｄからＰＢＳ４０に入射された直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、ＰＢＳ４
０内を略直進透過したのちにＰＢＳ４０から出射され、光路Ｌ２ｃを通りＰＢＳ２５に入
射される。ＰＢＳ２５は、ＰＢＳ２５内において、波長約６３０～６８５ｎｍの第三波長
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レーザ光を略直進させつつ透過させるものとして構成されている。
【０２２０】
　特殊皮膜２５ｃを備えたＰＢＳ２５により、ＰＢＳ２５に入射された波長約６３０～６
８５ｎｍのＤＶＤ用レーザ光は、略直進してＰＢＳ２５内を通り抜けＰＢＳ２５から出射
する。ＰＢＳ２５内を略直進透過した直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂを
通ってセンサレンズ８０Ａに達する。直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光がセンサレンズ８
０Ａを透過するときに、第三波長レーザ光に非点収差が生じる。センサレンズ８０Ａを透
過した第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂを通ってＰＤＩＣ９０Ａに達する。
【０２２１】
　ＤＶＤ規格の光ディスク３００（図３（Ｂ））の信号部３５０にて反射された拡散光の
第三波長レーザ光は、光ディスク３００の信号部３５０にて反射されたときに左旋回の円
偏光から右旋回の円偏光となり、光路Ｌ２ｆｄの第二ＯＢＬ７０により略平行光となって
、光路Ｌ２ｅの第二ＱＷＰ６７（図１）により右旋回の円偏光から直線偏光Ｐ波となり、
光路Ｌ２ｄの第二ＣＬ６１により略平行光から収束光に変えられて、光路Ｌ２ｂの終端に
位置するＰＤＩＣ９０Ａに照射される。ＤＶＤ規格の光ディスク３００（図３（Ｂ））を
反射した第三波長のレーザ光は、このように復路をたどり、第一のＰＤＩＣ９０Ａ（図１
）に照射される。
【０２２２】
　次に、第二のＬＤ２０（図１）から出射されたレーザ光が、ＣＤ規格の光ディスク２０
０（図２（Ｂ））に照射されるまでの光路について説明する。ＬＤＤ９から第二のＬＤ２
０に電流が供給され、第二のＬＤ２０から出射された波長７６５～８３０ｎｍの赤外レー
ザ光により、ＣＤ規格の光ディスク２００（図２（Ｂ））に情報の記録が行われたり、Ｃ
Ｄ規格の光ディスク２００に記録された情報が再生されたりする。第二のＬＤ２０は、例
えば波長が約７６５～８３０ｎｍ、基準とされる波長が略７８０ｎｍの赤外レーザ光を出
射可能なＣＤ用レーザダイオードである。また、第二のＬＤ２０は、波長略７６５～８３
０ｎｍの赤外レーザ光を出射する発光部２０ａと、波長略７６５～８３０ｎｍの赤外レー
ザ光を検出する光検出部２０ｂと、発光部２０ａと光検出部２０ｂとを外部のものから保
護する金属製カバー２０ｃとを備えた特殊な半導体レーザダイオードとされている。
【０２２３】
　第二のＬＤ２０（図１）から拡散光が出射される。第二のＬＤ２０から出力された拡散
光の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ａを通り、ＣＤ用の第二のＤＯＥ２１を通り抜ける。
第二のＤＯＥ２１は、ホログラム（図示せず）を備え、例えば特殊なホログラム素子とし
て構成されている。ホログラム（hologram）とは、例えば、ホログラフィーが応用され、
レーザビームなどが用いられて特殊なフィルムやプラスチック板の上に各種のものなどが
プリントされたもの等を意味する。特殊なＬＤ２０と、特殊なＤＯＥ２１とが組み合わせ
られて、ホログラムレーザダイオードユニット２２が構成されている。第二波長のレーザ
光が第二のＤＯＥ２１を透過したときに、第二波長のレーザ光は直線偏光Ｓ波となる。
【０２２４】
　第二のＤＯＥ２１を透過し直線偏光Ｓ波となった第二波長のレーザ光は、ダイバージェ
ントレンズ２３を通り抜ける。ダイバージェントレンズ２３は、ＬＤから出射されたレー
ザ光を集めるものとされている。ダイバージェントレンズ２３は、例えば、カップリング
レンズ、又は中間レンズなどと呼ばれて、取り扱われることもある。
【０２２５】
　ダイバージェントレンズ２３を透過した直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２
ａを通りＰＢＳ２５に入射される。ＰＢＳ２５内に、第二波長光を反射させる特殊皮膜２
５ｃが設けられているので、ＰＢＳ２５に入射された第二波長光の直線偏光Ｓ波のレーザ
光は、鈍角となるように内部反射してＰＢＳ２５内を通り抜けＰＢＳ２５から出射する。
第二のＤＯＥ２１を透過した直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光は、ＰＢＳ２５内を鈍角と
なるように内部反射して通り抜け、光路Ｌ２ｃを通りＰＢＳ４０に達する。
【０２２６】
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　ＰＢＳ４０内に、第二波長レーザ光を略直進させて透過させる特殊皮膜４０ｃが設けら
れているので、ＰＢＳ４０に入射された直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光は、ＰＢＳ４０
内を通り抜けＰＢＳ４０から出射する。ＰＢＳ２５から出射された直線偏光Ｓ波の第二波
長レーザ光は、光路Ｌ２ｃを通りＰＢＳ４０内を略直進透過して、光路Ｌ２ｄを通り液晶
補正素子５２に入射される。
【０２２７】
　Ｓ波の第二波長レーザ光は、ＰＢＳ４０内を略直進して透過し、液晶補正素子５２を通
り抜ける。液晶補正素子５２を透過したＳ波の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを通り、
第二のＣＬ６１を透過する。第二ＣＬ６１を透過したＳ波の第二波長レーザ光は、略平行
光となって光路Ｌ２ｄを通り、ダイクロイックミラー６３に達する。
【０２２８】
　光路Ｌ２ｄを通って第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａに照射された直線偏
光Ｓ波の第二波長レーザ光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３
ａを略透過して第二のダイクロイックミラー６３内に入る。例えば、光路Ｌ２ｄを通って
第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａから第二のダイクロイックミラー６３内に
入射された直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光の略９２～９８％の光は、略三角柱状の第二
ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂにて略直角に反射され、第二のＱＷＰ６７に向
けて光路Ｌ２ｅを進む。また、例えば、光路Ｌ２ｄを通って第二ダイクロイックミラー６
３の表側面６３ａから第二のダイクロイックミラー６３内に入射された直線偏光Ｓ波の第
二波長レーザ光の略２～８％の光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の裏側
面６３ｂから鈍角となるように曲げられて出射され、第二のＦＭＤ６５に向けて光路Ｌ２
ｇを進む。
【０２２９】
　具体的に説明すると、光路Ｌ２ｄを通って第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３
ａから第二のダイクロイックミラー６３内に入射された直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光
の略９３～９７％の光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂに
て略直角に反射され、第二のＱＷＰ６７に向けて光路Ｌ２ｅを進む。また、光路Ｌ２ｄを
通って第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａから第二のダイクロイックミラー６
３内に入射された直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光の略３～７％の光は、略三角柱状の第
二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂから鈍角となるように曲げられて出射され、
第二のＦＭＤ６５に向けて光路Ｌ２ｇを進む。
【０２３０】
　第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂの特殊皮膜６３ｃに直線偏光Ｓ波の第二
波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ
波の第二波長レーザ光の反射量が例えば９２％具体的には９３％よりも少ない場合、即ち
、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光の透過量が
例えば８％具体的には７％よりも多い場合、光ディスク２００（図２（Ｂ））に第二波長
レーザ光を照射させるための必要な光量が不足する。
【０２３１】
　第二ダイクロイックミラー６３（図１）の裏側面６３ｂの特殊皮膜６３ｃに直線偏光Ｓ
波の第二波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６３における直
線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光の反射量が例えば９８％具体的には９７％よりも多い場合
、即ち、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光の透
過量が例えば２％具体的には３％よりも少ない場合、第二のＦＭＤ６５に必要とされる第
二波長レーザ光の受光量が不足する。
【０２３２】
　第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂの特殊皮膜６３ｃに直線偏光Ｓ波の第二
波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６３における直線偏光Ｓ
波の第二波長レーザ光の反射量が例えば９５％とされた場合、即ち、第二のダイクロイッ
クミラー６３における直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光の透過量が例えば５％とされた場
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合、光ディスク２００（図２（Ｂ））に十分なレーザ光が照射されると共に、第二のＦＭ
Ｄ６５（図１）に必要とされる適度なレーザ光が照射される。従って、このような特性を
もつ第二のダイクロイックミラー６３がＯＰＵ１に装備されることが好ましい。
【０２３３】
　ダイクロミラー６３のダイクロ膜６３ｃは、波長約７６５～８３０ｎｍの直線偏光Ｓ波
のＣＤ用レーザ光（第二波長レーザ光）に対し、その殆どを反射させる。直線偏光Ｓ波の
波長７６５～８３０ｎｍの第二波長レーザ光が第二のダイクロイックミラー６３に当てら
れたときに、第二のダイクロイックミラー６３は、大部分の波長７６５～８３０ｎｍの第
二波長レーザ光を反射させ、一部の波長７６５～８３０ｎｍの第二波長レーザ光を透過さ
せるものとして形成されている。
【０２３４】
　略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の表側面６３ａから第二のダイクロイック
ミラー６３内に入射され第二のダイクロイックミラー６３内を透過して略三角柱状の第二
ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂから鈍角となるように曲げられて出射された一
部の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｇを通り第二のＦＭＤ６５に達する。
【０２３５】
　略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂを略直角に反射した大部分
の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅを通り第二のＱＷＰ６７に達する。略三角柱状のダイ
クロイックミラー６３の裏側面６３ｂにて反射された第二波長レーザ光は、ダイクロイッ
クミラー６３に隣接された第二のＱＷＰ６７に入る。第二のＱＷＰ６７を透過した直線偏
光Ｓ波の第二波長レーザ光は、円偏光となる。直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光は、第二
のＱＷＰ６７において、例えば左旋回の円偏光になる。
【０２３６】
　ホログラムレーザダイオードユニット２２を構成する第二のＬＤ２０から第二のダイク
ロイックミラー６３までの光路Ｌ２ａ，Ｌ２ｃ，Ｌ２ｄ中に第二のＱＷＰ６７が位置する
ことなく、第二のダイクロイックミラー６３から第二のＯＢＬ７０を経由するまでの光路
Ｌ２ｅまたはＬ２ｆｃ（図２（Ｂ））のうちの何れかの光路Ｌ２ｅ，Ｌ２ｆｃ中に第二の
ＱＷＰ６７（図１）が位置することにより、例えば第二のダイクロイックミラー６３を経
由した一部の第二波長レーザ光が第二のＦＭＤ６５に悪影響を及ぼすということは回避さ
れ易くなる。
【０２３７】
　第二のＱＷＰ６７を透過して左旋回の円偏光となった第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅ
を通り、ハウジング基壁基準部７ｈ（図２（Ｂ））の上側に位置する第二反射性ＭＲ６８
に当てられる。第二反射性ＭＲ６８に、レーザ光を略全反射させる皮膜６８ａが設けられ
ているので、反射性ＭＲ６８に当てられたレーザ光は、略全反射される。
【０２３８】
　第二のＱＷＰ６７（図１）を透過して左旋回の円偏光となった第二波長レーザ光は、光
路Ｌ２ｅを通り、反射性ＭＲ６８（図２（Ｂ））を直角よりもやや鋭角に反射し、光路Ｌ
２ｆｃを通って開口制限素子６９を通り抜ける。ＣＤ用の波長約７６５～８３０ｎｍの第
二波長レーザ光が、開口制限素子６９を通り抜けるときに、第二波長レーザ光の位相補正
が行われる。開口制限素子６９の第一側面６９ａに、波長約７６５～８３０ｎｍのＣＤ用
の赤外レーザ光（第二波長レーザ光）の一部をマスクして遮断させ、波長約３５０～４５
０ｎｍの「ＨＤ　ＤＶＤ」用の青紫色レーザ光（第一波長レーザ光）と、波長約６３０～
６８５ｎｍのＤＶＤ用の赤色レーザ光（第三波長レーザ光）とをマスクさせずに透過させ
る特殊な皮膜６９ｃが設けられているので、第二波長レーザ光が開口制限素子６９を通過
するときに、第二波長レーザ光は、マスクされた状態でＯＢＬ７０に入り、ＯＢＬ７０に
より絞り込まれる。
【０２３９】
　これにより、第二波長レーザ光は、開口数略０．４５のＯＢＬ（図示せず）により絞り
込まれるのと同じ状態で、ＯＢＬ７０により絞り込まれる。ＯＢＬ７０の実際の開口数は
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、略０．６または０．６５とされているが、光路に開口制限素子６９が設けられていれば
、第二波長レーザ光は、マスクされた状態でＯＢＬ７０に入るので、第二波長レーザ光は
、開口数略０．４５のＯＢＬ（図示せず）が用いられて絞り込まれるのと同じ状態で、Ｃ
Ｄ用光ディスク２００の信号部２５０に集光される。開口制限素子６９が光路中に装備さ
れることにより、開口数略０．６～０．６５の一つのＯＢＬ７０が用いられていても、Ｏ
ＢＬ７０は、例えば開口数約０．３７～０．９５、実質的に開口数略０．４５～０．６５
として機能する。左旋回円偏光の第二波長レーザ光は、開口制限素子６９の第一側面６９
ａから開口制限素子６９内に入射されるときに開口制限素子６９の第一側面６９ａに形成
された特殊皮膜６９ｃによってマスクされ、マスクされた状態で開口制限素子６９の第二
側面６９ｂから出射される。
【０２４０】
　ＯＰＵ１の設計／仕様等により、例えば特殊皮膜（６９ｃ）が開口制限素子（６９）の
第二側面（６９ｂ）に設けられていてもよい。また、特殊皮膜６９ｃが第一側面６９ａに
形成された開口制限素子６９に代えて、例えば特殊皮膜（６９ｃ）が第二側面（６９ｂ）
に形成された開口制限素子（６９）も使用可能とされる。
【０２４１】
　開口制限素子６９を透過した左旋回円偏光の第二波長レーザ光は、第二のＯＢＬ７０を
通り抜ける。略平行光となっている左旋回円偏光の第二波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０
によって収束光となり、ＣＤ規格の光ディスク２００の信号部２５０に照射される。
【０２４２】
　光ディスク２００に対し、レンズホルダ（図示せず）に装備された第二のＯＢＬ７０の
フォーカスサーボが行われるときに、第二のＯＢＬ７０を備えるレンズホルダは、フォー
カス方向Ｄｆに沿って動かされる。また、光ディスク２００に対し、不図示のレンズホル
ダに装備された第二のＯＢＬ７０のトラッキングサーボが行われるときに、第二のＯＢＬ
７０を備えるレンズホルダは、トラッキング方向Ｄｒに沿って動かされる。また、光ディ
スク２００に対し、レンズホルダに装備された第二のＯＢＬ７０のチルト制御が行われる
ときに、第二のＯＢＬ７０を備えるレンズホルダは、チルト方向Ｄｔに沿って揺動される
。
【０２４３】
　第二のＬＤ２０（図１）から出射された拡散光の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ａの第
二ＤＯＥ２１により直線偏光Ｓ波とされ、光路Ｌ２ｄの第二ＣＬ６１により拡散光から略
平行光に変えられ、光路Ｌ２ｅの第二ＱＷＰ６７により直線偏光Ｓ波から左旋回の円偏光
となり、光路Ｌ２ｆｃ（図２（Ｂ））の開口制限素子６９によりマスクされ、第二ＯＢＬ
７０により収束光となって、ＣＤ規格の光ディスク２００の信号部２５０に集光される。
第二波長のレーザ光は、このように往路をたどり、第二メディア２００とされるＣＤ規格
の光ディスク２００に集光される。
【０２４４】
　次に、ＣＤ規格の光ディスク２００に対し反射した第二波長レーザ光の復路について説
明する。第二波長レーザ光がＣＤ規格の光ディスク２００の信号部２５０にて反射される
ときに、左旋回の円偏光の第二波長レーザ光は、右旋回の円偏光となる。右旋回の円偏光
の第二波長レーザ光は、拡散光となって光路Ｌ２ｆｃを戻り第二のＯＢＬ７０に達する。
拡散光となっている右旋回円偏光の第二波長レーザ光は、第二のＯＢＬ７０によって略平
行光となる。第二のＯＢＬ７０を透過し光路Ｌ２ｆｃを戻る右旋回の円偏光の第二波長レ
ーザ光は、開口制限素子６９を通り、第二反射性ＭＲ６８に達する。
【０２４５】
　第二反射性ＭＲ６８を反射した右旋回の円偏光の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅ（図
１）を戻って第二のＱＷＰ６７に達する。第二波長レーザ光が光路Ｌ２ｅを戻って第二の
ＱＷＰ６７を透過したときに、右旋回の円偏光の第二波長レーザ光は、直線偏光Ｐ波とな
る。第二のＱＷＰ６７を透過した直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光は、第二のＱＷＰ６７
に隣接された第二のダイクロイックミラー６３に入る。
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【０２４６】
　第二ダイクロイックミラー６３の裏側面６３ｂにて内部反射された直線偏光Ｐ波の第二
波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを戻って第二のＣＬ６１に達する。第二波長レーザ光が光路
Ｌ２ｄを戻って第二のＣＬ６１を透過したときに、略平行光の直線偏光Ｐ波の第二波長レ
ーザ光は、収束光の直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光となる。第二のＣＬ６１を透過した
直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを戻って液晶補正素子５２に達する。液
晶補正素子５２を透過した直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄを戻ってＰＢ
Ｓ４０に達する。
【０２４７】
　ＰＢＳ４０内に、第二波長レーザ光を略直進させて透過させる特殊皮膜４０ｃが設けら
れているので、光路Ｌ２ｄを戻りＰＢＳ４０に達した直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光は
、ＰＢＳ４０内を略直進して通り抜け、光路Ｌ２ｃを通りＰＢＳ２５に達する。
【０２４８】
　光路Ｌ２ｄからＰＢＳ４０に入射された直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光は、ＰＢＳ４
０内を略直進透過したのちにＰＢＳ４０から出射され、光路Ｌ２ｃを通りＰＢＳ２５に入
射される。ＰＢＳ２５は、ＰＢＳ２５内において、波長約７６５～８３０ｎｍの第二波長
レーザ光を反射させるものとして構成されている。
【０２４９】
　特殊皮膜２５ｃを備えたＰＢＳ２５により、ＰＢＳ２５に入射された波長約７６５～８
３０ｎｍのＣＤ用レーザ光は、鈍角となるように内部反射されてＰＢＳ２５内を通り抜け
ＰＢＳ２５から出射する。ＰＢＳ２５内を鈍角となるように内部反射した直線偏光Ｐ波の
第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ａを通ってダイバージェントレンズ２３を透過しＤＯＥ２
１に達する。光路Ｌ２ａを通る直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光がＤＯＥ２１を透過する
ときに、第二波長レーザ光の光路が鈍角となるように曲げられて第二波長レーザ光の向き
が変えられ、直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光は光路Ｌ２ｈを通る。ＤＯＥ２１を透過し
た第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｈを通って、ＬＤ２０を構成する金属カバー２０ｃ内に
装備された光検出部２０ｂに達する。
【０２５０】
　光検出部２０ｂは、光ディスク２００（図２（Ｂ））から反射されたレーザ光を受けて
、その信号を電気信号に変え、光ディスク２００（図２（Ｂ））に記録された情報を検出
するためのものとされている。また、光検出部２０ｂ（図１）は、光ディスク２００（図
２（Ｂ））から反射されたレーザ光を受けて、その信号を電気信号に変えて、ＯＰＵ１（
図１）を構成するＯＢＬ付レンズホルダ（図示せず）のサーボ機構（図示せず）を動作さ
せるためのものとされている。ここでは、便宜上、光検出部を例えば「ＰＤ」または「Ｐ
ＤＩＣ」と略称する。
【０２５１】
　ＣＤ規格の光ディスク２００（図２（Ｂ））の信号部２５０にて反射された拡散光の第
二波長レーザ光は、光ディスク２００の信号部２５０にて反射されたときに左旋回の円偏
光から右旋回の円偏光となり、光路Ｌ２ｆｃの第二ＯＢＬ７０により略平行光となって、
光路Ｌ２ｅの第二ＱＷＰ６７（図１）により右旋回の円偏光から直線偏光Ｐ波となり、光
路Ｌ２ｄの第二ＣＬ６１により略平行光から収束光に変えられて、光路Ｌ２ｈの終端に位
置するＰＤＩＣ２０ｂに照射される。ＣＤ規格の光ディスク２００（図２（Ｂ））を反射
した第二波長のレーザ光は、このように復路をたどり、ＬＤ２０（図１）を構成する金属
カバー２０ｃ内に装備された第二のＰＤＩＣ２０ｂに照射される。
【０２５２】
　上記ＬＤＤ９、上記ＬＤ１０，３０、上記ＰＤＩＣ２０ｂや上記発光部２０ａを有する
上記ＬＤ２０を備えた上記ホログラムレーザダイオードユニット２２、上記ＬＣＤ３７、
上記エキスパンダユニット４５、上記ＦＭＤ５０，６５、上記ＰＤＩＣ９０Ａなどは、フ
レキシブルプリント回路体などのフレキシブル基板８Ａに通電可能に接続されている。フ
レキシブルプリント回路体（flexible printed circuit）は、「ＦＰＣ」と略称される。
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ＦＰＣ８Ａは、複数の回路導体（図示せず）が例えば全芳香族系ポリイミド樹脂などの芳
香族系耐熱性樹脂製の絶縁シート（図示せず）に印刷されて、例えば銅箔などの金属箔（
図示せず）が絶縁シートに並設され、その上に例えば全芳香族系ポリイミド樹脂などの芳
香族系耐熱性樹脂製の透明もしくは半透明の保護層（図示せず）が設けられて構成される
。全芳香族系ポリイミド樹脂などの芳香族系耐熱性樹脂製の絶縁シートおよび／または保
護層を備えるＦＰＣ８Ａが用いられることにより、ＦＰＣ８Ａに対し、ＬＤＤ９、ＬＤ１
０，３０、ＰＤＩＣ２０ｂや発光部２０ａを有するＬＤ２０を備えたホログラムレーザダ
イオードユニット２２、ＬＣＤ３７、エキスパンダユニット４５、ＦＭＤ５０，６５、Ｐ
ＤＩＣ９０Ａなどの半田付けが良好に行われる。ＦＰＣ８Ａは、他のＯＰＵに共通して使
用可能な例えば規格化されたＦＰＣ８Ａとして構成されている。
【０２５３】
　ＯＰＵ１は、上記各種のものを備えて構成される。ＯＰＵ１を構成する各種部品は、金
属製のハウジング７Ａに装備される。ハウジング７Ａは、各種部品が装備されるハウジン
グ本体７ｄと、ハウジング本体７ｄから突設され略直線丸棒状の第一軸部材（図示せず）
と移動可能に合わせられる一対の主軸用の側面視略丸孔状をした軸受部７ｐ，７ｑと、主
軸用の側面視略丸孔状をした軸受部７ｐ，７ｑに対し反対側に向けてハウジング本体７ｄ
から突設され略直線丸棒状の第二軸部材（図示せず）と移動可能に合わせられる副軸用の
側面視略Ｕ字状をした軸受部７ｒとを備えて形成されている。主軸用の軸受部７ｐ，７ｑ
と、副軸用の軸受部７ｒとは、ハウジング本体７ｄと一体成形されている。主軸用の軸受
部７ｐ，７ｑと、副軸用の軸受部７ｒと、ハウジング本体７ｄとは、同一の金属材料が用
いられて一つのものとして形成されている。
【０２５４】
　ＯＰＵ１を構成するハウジング７Ａは、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム
（Ｍｇ）、亜鉛（Ｚｎ）などの非鉄金属や、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ
）、亜鉛（Ｚｎ）を含有する合金が用いられて形成される。アルミニウム、マグネシウム
、亜鉛は、耐食性に優れたものとされ、鉄よりも比重の小さい非鉄金属とされている。例
えばアルミニウムを主成分とするアルミニウム合金が用いられてハウジング７Ａが形成さ
れている。例えば、複数のＬＤ１０，２０，３０等から生じる熱は、放熱性に優れるアル
ミニウムを主成分としたアルミニウム合金製ハウジング７Ａにより、効率よくハウジング
７Ａの外側に発散される。ハウジング７Ａは、アルミニウムが用いられて、他のＯＰＵに
共通して使用可能な例えば規格化されたハウジング７Ａとして形成されている。ハウジン
グ７Ａなどを備えるＯＰＵ１は、図示されたもの以外に、他のものも備えるものとされて
いるが、図１においては、便宜上、それらの他のものを省略した。
【０２５５】
　例えば、光ディスク装置の電源が入れられて、光ディスク装置が起動状態とされるとき
や、光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ）），２００（図２（Ｂ）），３００（図
３（Ｂ））に対するＯＰＵ１（図１）のトラックジャンプが行われるときに、略直線丸棒
状の第一軸部材および第二軸部材に移動可能に支持されたＯＰＵ１は、ディスク半径方向
Ｄｒに略沿って駆動させられる。このＯＰＵ１は、ディスク半径方向Ｄｒに略沿って往復
移動が可能な状態で、略直線丸棒状の第一軸部材および第二軸部材に装備される。
【０２５６】
　上記ＯＰＵ１は、上記ハウジング７Ａ、上記ＦＰＣ８Ａ、上記ＬＤＤ９、上記ＬＤ１０
，３０、上記ＤＯＥ１１，２１，３１、上記ホログラムレーザダイオードユニット２２、
上記ダイバージェントレンズ２３、上記ＰＢＳ２５，３５，４０、上記ＬＣＤ３７、上記
ＣＬ４１，６１、上記ビームエキスパンダユニット４５、上記ダイクロイックミラー４８
，６３、上記ＦＭＤ５０，６５、上記液晶補正素子５２、上記ＱＷＰ５７，６７、上記Ｍ
Ｒ５８，６８、上記ＯＢＬ６０，７０、上記開口制限素子６９、上記センサレンズ８０Ａ
、及び上記ＰＤＩＣ９０Ａ等を備えて構成されている。
【０２５７】
　上記ＯＰＵ１が用いられて、ＣＤ系列の光ディスク２００（図２（Ｂ））にレーザ光が
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照射されるときの状態と、ＤＶＤ系列の光ディスク３００（図３（Ｂ））にレーザ光が照
射されるときの状態とを比較すると、フォーカス方向Ｄｆに沿った光軸ＬＡ１，ＬＡ２上
において、各光ディスク２００，３００の信号部２５０，３５０に照射形成されるレーザ
光のスポットＳ２，Ｓ３の焦点位置が異なる。また、ＣＤ系列の光ディスク２００（図２
（Ｂ））に対する第二の対物レンズ７０のワーキングディスタンスＷＤｃと、ＤＶＤ系列
の光ディスク３００（図３（Ｂ））に対する第二の対物レンズ７０のワーキングディスタ
ンス（ＷＤｄ）とが異なる。例えばＣＤ系列の光ディスク２００（図２（Ｂ））に対する
第二の対物レンズ７０のワーキングディスタンスＷＤｃは、略０．６１ｍｍとされている
。また、例えばＤＶＤ系列の光ディスク３００（図３（Ｂ））に対する第二の対物レンズ
７０のワーキングディスタンス（ＷＤｄ）は、略０．８４ｍｍとされている。
【０２５８】
　また、図３の如く、ＤＶＤ系列の光ディスク３００として「ＨＤ　ＤＶＤ」系列の光デ
ィスク３００にレーザ光が照射されるときの状態と、Blu-ray Disc系列の光ディスク１０
０にレーザ光が照射されるときの状態とを比較すると、フォーカス方向Ｄｆに沿った光軸
ＬＡ１，ＬＡ２上において、各光ディスク３００，１００の信号部３５０，１５０に照射
形成されるレーザ光のスポットＳ３，Ｓ１の焦点位置が異なる。また、ＤＶＤ系列の光デ
ィスク３００に対する第二の対物レンズ７０のワーキングディスタンスＷＤｄと、Blu-ra
y Disc系列の光ディスク１００に対する第一の対物レンズ６０のワーキングディスタンス
ＷＤｂとが異なる。例えばBlu-ray Disc系列の光ディスク１００に対する第一の対物レン
ズ６０のワーキングディスタンスＷＤｂは、略０．３６ｍｍとされている。また、例えば
「ＨＤ　ＤＶＤ」系列の光ディスク３００（図３（Ｂ））に対する第二の対物レンズ７０
のワーキングディスタンスＷＤｄは、略０．７６ｍｍとされている。
【０２５９】
　また、図２の如く、Blu-ray Disc系列の光ディスク１００にレーザ光が照射されるとき
の状態と、ＣＤ系列の光ディスク２００にレーザ光が照射されるときの状態とを比較する
と、フォーカス方向Ｄｆに沿った光軸ＬＡ１，ＬＡ２上において、各光ディスク１００，
２００の信号部１５０，２５０に照射形成されるレーザ光のスポットＳ１，Ｓ２の焦点位
置が異なる。また、Blu-ray Disc系列の光ディスク１００に対する第一の対物レンズ６０
のワーキングディスタンスＷＤｂと、ＣＤ系列の光ディスク２００に対する第二の対物レ
ンズ７０のワーキングディスタンスＷＤｃとが異なる。
【０２６０】
　各光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ）），２００（図２（Ｂ）），３００（図
３（Ｂ））の規格がそれぞれ異なるので、フォーカス方向Ｄｆに沿った光軸ＬＡ１，ＬＡ
２上におけるレーザ光のスポットＳ１，Ｓ２，Ｓ３の焦点位置や、ワーキングディスタン
スＷＤｂ，ＷＤｃ，ＷＤｄ，（ＷＤｄ）等が一致せずにまちまちとなるが、図１に示すＯ
ＰＵ１は、各種規格の異なる光ディスク１００，２００，３００に対応可能なものとされ
ている。
【０２６１】
　このＯＰＵ１は、第一波長レーザ光を出射可能な第一ＬＤ１０と、第一波長レーザ光と
異なる波長とされる第二波長レーザ光を出射可能な第二ＬＤ２０と、第一波長レーザ光を
第一光ディスク１００上に集光させる第一ＯＢＬ６０と、第二波長レーザ光を第一光ディ
スク１００と異なる規格の光ディスクとされる第二光ディスク２００上に集光させる第二
ＯＢＬ７０とを少なくとも備えている。
【０２６２】
　第一ＬＤ１０から第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００に達するまでの第一
波長レーザ光の光路Ｌ１ｉ，Ｌ１iiを、便宜上、第一光路Ｌ１と定める。また、第二ＬＤ
２０から第二ＯＢＬ７０を経由して第二光ディスク２００に達するまでの第二波長レーザ
光の光路Ｌ２ｉ，Ｌ２iiを、便宜上、第二光路Ｌ２と定める。このように第一光路Ｌ１お
よび第二光路Ｌ２が定められて図１の如くＯＰＵ１が平面視されたときに、ＯＰＵ１にお
ける光学レイアウトは、第一光路Ｌ１と第二光路Ｌ２とが、ハウジング７Ａ内にて、例え
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ば略十字状で略直角に交差する光学レイアウトとされている。
【０２６３】
　このように光学レイアウトが構成されることにより、第一光ディスク１００の規格と、
第二光ディスク２００の規格とが異なっていても、少なくとも、第一光ディスク１００と
、第一光ディスク１００と異なる規格の光ディスクとされる第二光ディスク２００とに対
応したＯＰＵ１の提供が可能となる。
【０２６４】
　第一波長レーザ光を出射可能な第一ＬＤ１０と、第一波長レーザ光と異なる波長とされ
る第二波長レーザ光を出射可能な第二ＬＤ２０と、第一波長レーザ光を第一光ディスク１
００上に集光させる第一ＯＢＬ６０と、第二波長レーザ光を第一光ディスク１００と異な
る規格の光ディスクとされる第二光ディスク２００上に集光させる第二ＯＢＬ７０とを備
えるＯＰＵ１が構成されていれば、一つのＯＰＵ１で、例えば、高密度記録規格の第一光
ディスク１００と、第一光ディスク１００と異なる従来規格の第二光ディスク２００とに
少なくとも対応可能となる。従って、異なる規格の各種光ディスク１００，２００に対応
したＯＰＵ１の提供が可能となる。
【０２６５】
　また、第一ＬＤ１０から第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００に達するまで
の第一波長レーザ光の光路Ｌ１ｉ，Ｌ１iiとされる第一光路Ｌ１と、第二ＬＤ２０から第
二ＯＢＬ７０を経由して第二光ディスク２００に達するまでの第二波長レーザ光の光路Ｌ
２ｉ，Ｌ２iiとされる第二光路Ｌ２とを、ハウジング７Ａ内にて、例えば平面視略十字状
で略直角に交差させる光学レイアウトとさせることにより、ＯＰＵ１の小型／薄型化が可
能となる。従って、省スペース化が図られたＯＰＵ１の提供が可能となる。また、ＯＰＵ
１が平面視されたときに、第一光路Ｌ１と第二光路Ｌ２とがハウジング７Ａ内にて例えば
略十字状で略直角に交差する光学レイアウトとされることにより、ＯＰＵ１のハウジング
７Ａにおける光学レイアウトの設計が容易化される。
【０２６６】
　このＯＰＵ１は、第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００に達する光路Ｌ１ii
または第二ＯＢＬ７０を経由して第三光ディスク３００に達する光路Ｌ２iiに第一波長レ
ーザ光を導かせると共に、第二ＯＢＬ７０を経由して第二光ディスク２００に達する光路
Ｌ２iiに第二波長レーザ光を導かせるＰＢＳ４０を備えている。
【０２６７】
　ＰＢＳ４０がＯＰＵ１に装備されることにより、異なる規格の各種光ディスク１００，
２００，３００に対応したＯＰＵ１が構成可能となる。ＰＢＳ４０がＯＰＵ１に装備され
ることにより、第一ＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光は、第一ＯＢＬ６０を経由
して第一光ディスク１００に達する光路Ｌ１iiに導かれる。又は、第一ＬＤ１０から出射
された第一波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０を経由して第一光ディスク１００と異なる光
ディスクとされると共に第二光ディスク２００と異なる光ディスクとされる第三光ディス
ク３００に達する光路Ｌ２iiに導かれる。また、ＰＢＳ４０がＯＰＵ１に装備されること
により、第二ＬＤ２０から出射された第二波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０を経由して第
二光ディスク２００に達する光路Ｌ２iiに導かれる。少なくとも第一波長レーザ光および
第二波長レーザ光に対応したＰＢＳ４０がＯＰＵ１に装備されることにより、このＯＰＵ
１は、多種の光ディスク１００，２００，３００に対応可能となる。
【０２６８】
　第一波長レーザ光がＰＢＳ４０を略直進透過したときに、第一ＬＤ１０から出射された
第一波長レーザ光は、第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００上に集光される。
また、第一波長レーザ光がＰＢＳ４０にて略直角に内部反射されたときに、第一ＬＤ１０
から出射された第一波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０を経由して第三光ディスク３００上
に集光される。
【０２６９】
　ＰＢＳ４０により、第一ＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光は、第一ＯＢＬ６０
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により、第一光ディスク１００上に集光される。又は、ＰＢＳ４０により、第一ＬＤ１０
から出射された第一波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０により、第一光ディスク１００と異
なる光ディスクとされると共に第二光ディスク２００と異なる光ディスクとされる第三光
ディスク３００上に集光される。ＰＢＳ４０が備えもった第一波長レーザ光に対する透過
特性またはＰＢＳ４０が備えもった第一波長レーザ光に対する反射特性を利用して、第一
光ディスク１００上、又は、第一光ディスク１００および第二光ディスク２００と異なる
第三光ディスク３００上に、第一波長レーザ光を集光させることが可能となる。
【０２７０】
　ＰＢＳ４０により、第二ＬＤ２０から出射された第二波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０
を経由して第二光ディスク２００に達する光路Ｌ２iiに導かれる。
【０２７１】
　上記性能を備えもったＰＢＳ４０がＯＰＵ１に装備されることにより、異なる規格の各
種光ディスク１００，２００，３００に対応したＯＰＵ１が構成される。第二ＯＢＬ７０
を経由して第二光ディスク２００に達する光路Ｌ２iiに第二波長レーザ光を導かせるＰＢ
Ｓ４０が、ＯＰＵ１に装備されることにより、ＯＰＵ１は、多種の光ディスク１００，２
００，３００に対応可能となる。
【０２７２】
　第二ＬＤ２０から出射された第二波長レーザ光は、ＰＢＳ４０を略直進透過し、第二Ｏ
ＢＬ７０を経由して、第二光ディスク２００上に集光される。
【０２７３】
　第二ＬＤ２０から出射された第二波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０により、第二光ディ
スク２００上に集光させられる。ＰＢＳ４０が備えもつ第二波長レーザ光の略直進透過特
性を利用して、第二光ディスク２００上に、第二波長レーザ光を集光させることが可能と
なる。
【０２７４】
　ＰＢＳ４０は、ハウジング７Ａ内において、第一ＬＤ１０から第一ＯＢＬ６０を経由し
て第一光ディスク１００までの光路Ｌ１ｉ，Ｌ１iiとされる第一光路Ｌ１と、第二ＬＤ２
０から第二ＯＢＬ７０を経由して第二光ディスク２００までの光路Ｌ２ｉ，Ｌ２iiとされ
る第二光路Ｌ２とが交差する光路交差部ＬＸに位置している。
【０２７５】
　これにより、各種光ディスク１００，２００，３００に対応可能なＯＰＵ１の小型／薄
型化が可能となる。第一ＬＤ１０から第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００ま
での光路Ｌ１ｉ，Ｌ１iiとされる第一光路Ｌ１と、第二ＬＤ２０から第二ＯＢＬ７０を経
由して第二光ディスク２００までの光路Ｌ２ｉ，Ｌ２iiとされる第二光路Ｌ２とが交差す
る光路交差部ＬＸに、ＰＢＳ４０を位置させることにより、ＯＰＵ１における光学レイア
ウトのコンパクト化が可能となる。従って、各種光ディスク１００，２００，３００に対
応可能な小型／薄型ＯＰＵ１の提供が可能となる。
【０２７６】
　ＰＢＳ４０を経由する第一波長レーザ光がＰ波とされたときに、第一波長レーザ光は、
ＰＢＳ４０内を略直進透過し、第一ＯＢＬ６０を経由して、第一光ディスク１００上に集
光される。
【０２７７】
　Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４０内を略直進透過して第一ＯＢＬ６０を経由し、
第一光ディスク１００上に確実に集光される。ＰＢＳ４０を経由した第一波長レーザ光が
Ｐ波とされ、第一波長レーザ光の偏光状態が明確化される。ＰＢＳ４０は、Ｐ波の第一波
長レーザ光を略直進透過させるものとして形成されているので、Ｐ波の第一波長レーザ光
は、ＰＢＳ４０内を確実に略直進透過し、第一ＯＢＬ６０を経由して確実に第一光ディス
ク１００上に集光される。
【０２７８】
　ＰＢＳ４０を経由する第一波長レーザ光がＳ波とされたときに、第一波長レーザ光は、
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ＰＢＳ４０にて略直角に内部反射され、第二ＯＢＬ７０を経由して、第三光ディスク３０
０上に集光される。
【０２７９】
　Ｓ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４０内にて略直角に反射されて第二ＯＢＬ７０を経
由し、第一光ディスク１００および第二光ディスク２００と異なる第三光ディスク３００
上に確実に集光される。ＰＢＳ４０を経由した第一波長レーザ光がＳ波とされ、第一波長
レーザ光の偏光状態が明確化される。ＰＢＳ４０は、Ｓ波の第一波長レーザ光を略直角に
内部反射させるものとして形成されているので、Ｓ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４０
内にて略直角に確実に反射され、第二ＯＢＬ７０を経由して確実に第三光ディスク３００
上に集光される。
【０２８０】
　このＯＰＵ１は、Ｓ波またはＰ波の第一波長レーザ光を偏光可能な偏光方向変換部材３
７を、第一光路Ｌ１の光路Ｌ１ｃ中に備えている。
【０２８１】
　偏光方向変換部材３７がＯＰＵ１に装備されることにより、第一ＬＤ１０から出射され
た第一波長レーザ光は、第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００に達する光路Ｌ
１ii、又は、第二ＯＢＬ７０を経由して第一光ディスク１００および第二光ディスク２０
０と異なる第三光ディスク３００に達する光路Ｌ２iiに振り向けられる。第一光路Ｌ１の
光路Ｌ１ｃ中に位置する偏光方向変換部材３７を用いて、第一波長レーザ光の偏光状態を
Ｐ波またはＳ波に変化させたり、第一波長レーザ光の偏光状態をＰ波またはＳ波のままに
させたりすることにより、第一波長レーザ光は、例えば、ＰＢＳ４０を内部透過したり、
ＰＢＳ４０を内部反射したりすることとなる。第一波長レーザ光がＰＢＳ４０を内部透過
または内部反射することにより、第一波長レーザ光は、第一ＯＢＬ６０を経由して第一光
ディスク１００に達する光路Ｌ１ii、又は、第二ＯＢＬ７０を経由して第三光ディスク３
００に達する光路Ｌ２iiに確実に振り向けられる。
【０２８２】
　偏光方向変換部材３７は、第一ＬＤ１０とＰＢＳ４０との間の光路Ｌ１ｉ中に位置して
いる。詳しく説明すると、偏光方向変換部材３７は、ＰＢＳ３５とＰＢＳ４０との間の光
路Ｌ１ｃ中に位置している。
【０２８３】
　このように偏光方向変換部材３７がハウジング７Ａ内に配置されることにより、ＰＢＳ
４０における第一波長レーザ光の光路変更は、確実に行われる。第一ＬＤ１０とＰＢＳ４
０との間の光路Ｌ１ｉ中に、Ｓ波またはＰ波の第一波長レーザ光を偏光可能な偏光方向変
換部材３７を位置させることにより、第一ＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光は、
ＰＢＳ４０に第一波長レーザ光が入射される前の段階で、確実にＰ波またはＳ波といった
所望の偏光状態となる。詳しく説明すると、ＰＢＳ３５とＰＢＳ４０との間の光路Ｌ１ｃ
中に、Ｓ波またはＰ波の第一波長レーザ光を偏光可能な偏光方向変換部材３７を位置させ
ることにより、第一ＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光は、ＰＢＳ４０に第一波長
レーザ光が入射される前の段階で、確実にＰ波またはＳ波といった所望の偏光状態となる
。又は、第一波長レーザ光の偏光状態は、Ｐ波またはＳ波のままで確実にＰＢＳ４０に入
射される。ＰＢＳ４０に第一波長レーザ光が入射される前に、予め、第一波長レーザ光の
偏光状態を定めておくことが可能となるので、第一ＬＤ１０から出射された第一波長レー
ザ光は、ＰＢＳ４０にて、第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００に達する光路
Ｌ１ii、又は、第二ＯＢＬ７０を経由して第一光ディスク１００および第二光ディスク２
００と異なる第三光ディスク３００に達する光路Ｌ２iiに、確実に振り向けられる。
【０２８４】
　偏光方向変換部材３７として、通電状態のときに、Ｓ波またはＰ波の第一波長レーザ光
をＰ波またはＳ波の第一波長レーザ光に自在に偏光可能なＬＣＤ３７が用いられている。
具体的に説明すると、通電状態のときに、Ｐ波の第一波長レーザ光をＳ波の第一波長レー
ザ光に自在に偏光可能なＬＣＤ３７が、ＯＰＵ１に装備されている。
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【０２８５】
　偏光方向変換部材３７としてＬＣＤ３７が用いられることにより、Ｓ波またはＰ波の第
一波長レーザ光は、Ｐ波またはＳ波の第一波長レーザ光に自在に偏光される。又は、第一
波長レーザ光の偏光状態が変化されることなく、Ｐ波またはＳ波の第一波長レーザ光は、
Ｐ波またはＳ波の第一波長レーザ光のままとされる。具体的に説明すると、例えば、ＬＣ
Ｄ３７に電気が流されていないときに、ＬＣＤ３７に入射されたＰ波の第一波長レーザ光
は、Ｐ波の第一波長レーザ光のままＬＣＤ３７から出射される。この場合、Ｐ波の第一波
長レーザ光は、例えば、ＰＢＳ４０内を略直進透過して第一ＯＢＬ６０に達し、第一ＯＢ
Ｌ６０によって、第一光ディスク１００上に集光される。また、例えば、ＬＣＤ３７に電
気が流されることにより、ＬＣＤ３７に入射されたＰ波の第一波長レーザ光は、Ｓ波の第
一波長レーザ光に偏光されてＬＣＤ３７から出射される。この場合、Ｓ波の第一波長レー
ザ光は、例えば、ＰＢＳ４０により略直角に内部反射されて第二ＯＢＬ７０に達し、第二
ＯＢＬ７０によって、第一光ディスク１００および第二光ディスク２００と異なる第三光
ディスク３００上に集光される。
【０２８６】
　このＯＰＵ１は、第一波長レーザ光と異なる波長とされると共に第二波長レーザ光と異
なる波長とされる第三波長レーザ光を出射可能な第三ＬＤ３０を備えている。
【０２８７】
　第三ＬＤ３０がＯＰＵ１に装備されることにより、ＯＰＵ１は、第一波長レーザ光と異
なる波長とされると共に第二波長レーザ光と異なる波長とされる第三波長レーザ光に対応
した第三光ディスク３００にも対応可能となる。従って、第一光ディスク１００、第二光
ディスク２００、及び第三光ディスク３００などの多種の光ディスク１００，２００，３
００に対応したＯＰＵ１の提供が可能となる。
【０２８８】
　第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００に達する光路Ｌ１iiまたは第二ＯＢＬ
７０を経由して第三光ディスク３００に達する光路Ｌ２iiに、第一波長レーザ光を導かせ
るＰＢＳ４０により、第二波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０を経由して、第二光ディスク
２００に達する光路Ｌ２iiに導かれる。また、第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク
１００に達する光路Ｌ１iiまたは第二ＯＢＬ７０を経由して第三光ディスク３００に達す
る光路Ｌ２iiに、第一波長レーザ光を導かせるＰＢＳ４０により、第三波長レーザ光は、
第二ＯＢＬ７０を経由して、第三光ディスク３００に達する光路Ｌ２iiに導かれる。
【０２８９】
　一部の第二波長レーザ光や、第二波長レーザ光や、第三波長レーザ光を光路Ｌ２iiに導
かせる性能を有するＰＢＳ４０がＯＰＵ１に装備されることにより、異なる規格の各種光
ディスク１００，２００，３００に対応したＯＰＵ１が構成される。上記性能を有するＰ
ＢＳ４０がＯＰＵ１に装備されることにより、第一ＬＤ１０から出射された第一波長レー
ザ光は、第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００に達する光路Ｌ１iiに導かれる
。又は、第一ＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０を経由して第
三光ディスク３００に達する光路Ｌ２iiに導かれる。また、上記性能を有するＰＢＳ４０
がＯＰＵ１に装備されることにより、第二ＬＤ２０から出射された第二波長レーザ光は、
第二ＯＢＬ７０を経由して第二光ディスク２００に達する光路Ｌ２iiに導かれる。また、
上記性能を有するＰＢＳ４０がＯＰＵ１に装備されることにより、第三ＬＤ３０から出射
された第三波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０を経由して第三光ディスク３００に達する光
路Ｌ２iiに導かれる。第一波長レーザ光と、第二波長レーザ光と、第三波長レーザ光とに
対応したＰＢＳ４０がＯＰＵ１に装備されることにより、このＯＰＵ１は、多種の光ディ
スク１００，２００，３００に対応可能となる。
【０２９０】
　第三ＬＤ３０から出射された第三波長レーザ光は、ＰＢＳ４０にて略直角に内部反射さ
れ、第二ＯＢＬ７０を経由して第三光ディスク３００上に集光される。
【０２９１】
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　第三ＬＤ３０から出射された第三波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０により、第三光ディ
スク３００上に集光される。ＰＢＳ４０が備えもった第三波長レーザ光に対する反射特性
を利用して、第三光ディスク３００上に、第三波長レーザ光を集光させることが可能とな
る。
【０２９２】
　第三ＬＤ３０から出射された第三波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０により、第一光ディ
スク１００と異なる規格の光ディスクとされると共に第二光ディスク２００と異なる規格
の光ディスクとされる第三光ディスク３００上に集光される。
【０２９３】
　ＯＰＵ１は、第三波長レーザ光に対応した第三光ディスク３００を含む多種の光ディス
ク１００，２００，３００に対応する。このＯＰＵ１は、第一波長レーザ光に対応する第
一光ディスク１００と、第一光ディスク１００と異なる規格の光ディスクとされ第二波長
レーザ光に対応する第二光ディスク２００と、第一光ディスク１００と異なる規格の光デ
ィスクとされると共に第二光ディスク２００と異なる規格の光ディスクとされ第三波長レ
ーザ光に対応する第三光ディスク３００とに対応可能なものとされている。例えば、第一
光ディスク１００が従来規格の光ディスクと互換性をもたない高密度記録規格の光ディス
クとされ、第二光ディスク２００が従来規格の光ディスクとされ、第三光ディスク３００
が第二光ディスク２００よりも高密度記録規格の光ディスクとされると共に第二光ディス
ク２００と異なる従来規格の光ディスクを含むものとされていても、このＯＰＵ１は、第
一光ディスク１００と、第二光ディスク２００と、第三光ディスク３００とに対応する。
【０２９４】
　図１の如く、このＯＰＵ１は、第一波長のレーザ光を出射可能な第一のＬＤ１０と、第
一のＬＤ１０から出射される第一波長のレーザ光と異なる波長とされる第二波長のレーザ
光を出射可能な第二のＬＤ２０と、第一のＬＤ１０から出射される第一波長のレーザ光と
異なる波長とされると共に第二のＬＤ２０から出射される第二波長のレーザ光と異なる波
長とされる第三波長のレーザ光を出射可能な第三のＬＤ３０と、第一のＬＤ１０から出射
される第一波長のレーザ光を略直進透過または略直角に反射させ、第二のＬＤ２０から出
射される第二波長のレーザ光を略直進透過させ、第三のＬＤ３０から出射される第三波長
のレーザ光を略直角に反射させるＰＢＳ４０と、第一波長のレーザ光を第一メディア１０
０上に集光させる第一のＯＢＬ６０と、第二波長のレーザ光を第二メディア２００上に集
光させると共に第一波長のレーザ光または第三波長のレーザ光を第三メディア３００上に
集光させる第二のＯＢＬ７０とを、備えるものとして構成されている。
【０２９５】
　このようにＯＰＵ１が構成されていれば、第一メディア１００の規格と、第二メディア
２００の規格と、第三メディア３００の規格とがそれぞれ異なる規格とされていても、第
一メディア１００と、第二メディア２００と、第三メディア３００とに対応したＯＰＵ１
の提供が可能となる。例えば、第一メディア１００が、従来の規格に非対応とされながら
高密度な記録が可能とされた新しい規格のBlu-ray Disc規格のメディアとされ、第二メデ
ィア２００が、従来の規格に対応したＣＤ規格のメディアとされ、第三メディア３００が
、従来の規格に対応したＤＶＤ規格のメディアとされた場合、全く異なる規格の第一メデ
ィア１００、第二メディア２００および第三メディア３００に対応可能な単一のＯＰＵ１
を開発することは困難とされていた。
【０２９６】
　これに対応するために、例えば、第一メディア１００に対応する第一のＯＰＵ（図示せ
ず）と、第二メディア２００および第三メディア３００に対応する第二のＯＰＵ（図示せ
ず）との二つのＯＰＵが用いられる光ディスク装置（図示せず）も考えられた。しかしな
がら、第一メディア１００に対応する不図示の第一のＯＰＵと、第二メディア２００およ
び第三メディア３００に対応する不図示の第二のＯＰＵとの複数のＯＰＵが用いられる光
ディスク装置は、部品点数が増加することから、大型化されて重量が増え、価格も高価な
ものとなることが懸念されていた。
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【０２９７】
　これに対し、第一波長のレーザ光を出射可能な第一のＬＤ１０と、第一のＬＤ１０から
出射される第一波長のレーザ光と異なる波長とされる第二波長のレーザ光を出射可能な第
二のＬＤ２０と、第一のＬＤ１０から出射される第一波長のレーザ光と異なる波長とされ
ると共に第二のＬＤ２０から出射される第二波長のレーザ光と異なる波長とされる第三波
長のレーザ光を出射可能な第三のＬＤ３０と、第一のＬＤ１０から出射される第一波長の
レーザ光を略直進透過または略直角に反射させ、第二のＬＤ２０から出射される第二波長
のレーザ光を略直進透過させ、第三のＬＤ３０から出射される第三波長のレーザ光を略直
角に反射させるＰＢＳ４０と、第一波長のレーザ光を第一メディア１００上に集光させる
第一のＯＢＬ６０と、第二波長のレーザ光を第二メディア２００上に集光させると共に第
一波長のレーザ光または第三波長のレーザ光を第三メディア３００上に集光させる第二の
ＯＢＬ７０とを備えるＯＰＵ１が構成されていれば、一つのＯＰＵ１で、新しい高密度記
録規格とされるBlu-ray Disc規格の第一メディア１００と、第一メディア１００と全く異
なる従来規格とされるＣＤ規格に対応の第二メディア２００と、第一メディア１００と全
く異なる従来規格とされ且つ第二メディア２００と全く異なる従来規格とされるＤＶＤ規
格に対応の第三メディア３００とに対応可能となる。従って、Blu-ray Disc規格、ＤＶＤ
規格、ＣＤ規格などの異なる規格の各種メディア１００，２００，３００等に対応したＯ
ＰＵ１を、ＯＰＵ１の組立メーカやＯＰＵ１の使用者等に提供することができる。
【０２９８】
　ＯＰＵ（１）の設計／仕様などにより、例えば第二ＬＤ（２０）は、複数種類の波長の
レーザ光を出射可能なＬＤ（２０）として構成されていてもよい。詳しく説明すると、第
二ＬＤ（２０）は、第二波長レーザ光と、第一波長レーザ光と異なる波長とされると共に
第二波長レーザ光と異なる波長とされる第三波長レーザ光とを出射可能な二波長発光素子
（二波長ＬＤ）（２０）として構成されていてもよい。その場合、第三ＬＤ（３０）、第
三ＤＯＥ（３１）、及び第三ＰＢＳ（３５）は、ＯＰＵ（１）に装備されることなく省略
可能とされる。
【０２９９】
　二波長ＬＤ（２０）等に代表される複数種類の波長のレーザ光を出射可能なＬＤ（２０
）がＯＰＵ１に装備されることにより、多種の光ディスク１００，２００，３００に対応
可能なＯＰＵ１が構成されると共に、ＯＰＵ１の部品点数の削減化が図られる。例えば第
二ＬＤ（２０）は、第二波長レーザ光と、第一波長レーザ光と異なる波長とされると共に
第二波長レーザ光と異なる波長とされる第三波長レーザ光との二種類の波長レーザ光を出
射可能な二波長ＬＤ（２０）として構成されるので、第一ＬＤ１０および第二ＬＤ（２０
）が装備されたＯＰＵ１は、多種の光ディスク１００，２００，３００に対応可能となる
。また、これと共に、第二波長レーザ光を出射可能なＬＤ２０と、第三波長レーザ光を出
射可能なＬＤ３０とが、一つのＬＤ（２０）としてまとめられ、第三ＬＤ（３０）、第三
ＤＯＥ（３１）、及び第三ＰＢＳ（３５）が、ＯＰＵ（１）に装備されることなく省略さ
れるので、ＯＰＵ１の部品削減化、軽量化、小型化、軽薄化、価格低減化などが図られる
こととなる。従って、多種の光ディスク１００，２００，３００に対応可能とされると共
に、部品削減化、軽量化、小型化、軽薄化、価格低減化などが図られたＯＰＵ（１）の提
供が可能となる。
【０３００】
　二波長ＬＤ（２０）とされる第二ＬＤ（２０）から出射された第三波長レーザ光は、例
えば、第二波長レーザ光がたどる光路と同じ光路とされる第二光路（Ｌ２）をたどり、第
二ＯＢＬ７０により、第一光ディスク１００と異なる規格の光ディスクとされると共に第
二光ディスク２００と異なる規格の光ディスクとされる第三光ディスク３００上に集光さ
れる。
【０３０１】
　ＯＰＵ（１）は、第三波長レーザ光に対応した第三光ディスク３００を含む多種の光デ
ィスク１００，２００，３００に対応する。このＯＰＵ（１）は、第一波長レーザ光に対
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応する第一光ディスク１００と、第一光ディスク１００と異なる規格の光ディスクとされ
第二波長レーザ光に対応する第二光ディスク２００と、第一光ディスク１００と異なる規
格の光ディスクとされると共に第二光ディスク２００と異なる規格の光ディスクとされ第
三波長レーザ光に対応する第三光ディスク３００とに対応可能なものとされている。例え
ば、第一光ディスク１００が従来規格の光ディスクと互換性をもたない高密度記録規格の
光ディスクとされ、第二光ディスク２００が従来規格の光ディスクとされ、第三光ディス
ク３００が第二光ディスク２００よりも高密度記録規格の光ディスクとされると共に第二
光ディスク２００と異なる従来規格の光ディスクを含むものとされていても、このＯＰＵ
（１）は、第一光ディスク１００と、第二光ディスク２００と、第三光ディスク３００と
に対応する。
【０３０２】
　例えば、第二波長レーザ光および第三波長レーザ光を出射可能な二波長ＬＤ（２０）が
ホログラムレーザダイオードユニット（２２）を構成するときには、第二のＰＢＳ（２５
）は、ＰＢＳ（２５）内において、第二波長レーザ光および第三波長レーザ光を共に内部
反射させるものとして構成される。その場合、第二波長レーザ光および第三波長レーザ光
は、Ｐ波またはＳ波に関係なく、ＰＢＳ（２５）内にて内部反射される。この場合、ＰＢ
Ｓ（２５）内の皮膜（２５ｃ）は、Ｐ波またはＳ波に関係なく、第二波長レーザ光および
第三波長レーザ光を反射させる。また、ＰＢＳ（２５）内の皮膜（２５ｃ）は、Ｐ波また
はＳ波に関係なく、第一波長レーザ光を透過させる。ＰＢＳ（４０）内を略直進透過した
のちにＰＢＳ（４０）から出射され、光路（Ｌ２ｃ）を戻る復路の第二波長レーザ光およ
び復路の第三波長レーザ光は、共に第二のＰＢＳ（２５）内にて略鈍角に反射され、ホロ
グラムレーザダイオードユニット（２２）に向けて進む。
【０３０３】
　光路（Ｌ２ａ）を戻る直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光または直線偏光Ｐ波の第三波長
レーザ光がＤＯＥ（２１）を透過するときに、第二波長レーザ光または第三波長レーザ光
の光路が鈍角となるように曲げられて第二波長レーザ光または第三波長レーザ光の向きが
変えられ、直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光または直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は光
路（Ｌ２ｈ）を通る。ＤＯＥ（２１）を透過した第二波長レーザ光または第三波長レーザ
光は、光路（Ｌ２ｈ）を通って、ＬＤ（２０）を構成する金属カバー（２０ｃ）内に装備
された光検出部（２０ｂ）に達する。
【０３０４】
　特殊皮膜（２５ｃ）を備えたＰＢＳ（２５）により、ＰＢＳ（２５）に入射された第二
波長レーザ光または第三波長レーザ光は、鈍角となるように内部反射されてＰＢＳ（２５
）内を通り抜けＰＢＳ（２５）から出射する。ＰＢＳ（２５）内を鈍角となるように内部
反射した直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光または直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、光
路（Ｌ２ａ）を戻り例えばダイバージェントレンズ（２３）を透過しＤＯＥ（２１）に達
する。光路（Ｌ２ａ）を戻る直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光または直線偏光Ｐ波の第三
波長レーザ光がＤＯＥ（２１）を透過するときに、第二波長レーザ光または第三波長レー
ザ光の光路が鈍角となるように曲げられて第二波長レーザ光または第三波長レーザ光の向
きが変えられ、直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光または直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光
は光路（Ｌ２ｈ）を通る。ＤＯＥ（２１）を透過した第二波長レーザ光または第三波長レ
ーザ光は、光路（Ｌ２ｈ）を通って、ＬＤ（２０）を構成する金属カバー（２０ｃ）内に
装備された光検出部（２０ｂ）に達する。
【０３０５】
　また、例えば、第二波長レーザ光および第三波長レーザ光を出射可能な二波長ＬＤ（２
０）がホログラムレーザダイオードユニット（２２）を構成することのない形態の二波長
ＬＤ（２０）とされたときには、第二のＰＢＳ（２５）は、ＰＢＳ（２５）内において、
第二波長レーザ光のＳ波および第三波長レーザ光のＳ波を内部反射させ、第二波長レーザ
光のＰ波および第三波長レーザ光のＰ波を略直進透過させるものとして構成される。この
場合、ＰＢＳ（２５）内の皮膜（２５ｃ）は、第二波長レーザ光のＳ波および第三波長レ
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ーザ光のＳ波を内部反射させ、第二波長レーザ光のＰ波および第三波長レーザ光のＰ波を
略直進透過させる。なお、ＰＢＳ（２５）内の皮膜（２５ｃ）は、Ｐ波またはＳ波に関係
なく、第一波長レーザ光を透過させる。ＰＢＳ（４０）内を略直進透過したのちにＰＢＳ
（４０）から出射され、光路（Ｌ２ｃ）を戻る復路の第二波長レーザ光および復路の第三
波長レーザ光は、共に第二のＰＢＳ（２５）内を略直進透過し、センサレンズ（８０）に
向けて進む。
【０３０６】
　特殊皮膜（２５ｃ）を備えたＰＢＳ（２５）により、ＰＢＳ（２５）に入射された直線
偏光Ｐ波の第二波長レーザ光または直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、略直進してＰＢ
Ｓ（２５）内を通り抜けＰＢＳ（２５）から出射する。ＰＢＳ（２５）内を略直進透過し
た直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光または直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、光路（Ｌ
２ｂ）を通ってセンサレンズ（８０）に達する。直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光または
直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光がセンサレンズ（８０）を透過するときに、第二波長レ
ーザ光または第三波長レーザ光に非点収差が生じる。センサレンズ（８０）を透過した第
二波長レーザ光または第三波長レーザ光は、光路（Ｌ２ｂ）を通ってＰＤＩＣ（９０）に
達する。
【０３０７】
　このＯＰＵ１は、例えばノート型ＰＣまたはラップトップ型ＰＣ等の持運びが容易なＰ
Ｃの光ディスク装置に装備可能な厚さ約１０ｍｍ以内の薄型、具体的には厚さ約７．３ｍ
ｍ以内の薄型に形成されている。この明細書におけるＯＰＵ１の厚さとは、フォーカス方
向Ｄｆに沿ったＯＰＵ１の例えば最大厚さとされる。
【０３０８】
　上記光学レイアウトがＯＰＵ１に採用されることにより、異なる規格の各種光ディスク
１００，２００，３００に対応すると共に、例えばノート型ＰＣまたはラップトップ型Ｐ
Ｃ等の持運びが容易なＰＣの光ディスク装置に装備可能な厚さ約１０ｍｍ以下、具体的に
は厚さ約７．３ｍｍ以下の薄型化されたＯＰＵ１が構成される。ノート型ＰＣまたはラッ
プトップ型ＰＣ等の持運びが容易なＰＣに対応する光ディスク装置やＯＰＵ１の設計／仕
様などにもよるが、ＯＰＵ１を構成する各種部品の最小の大きさ等により、薄型化される
ＯＰＵ１は、例えば厚さ約２ｍｍ程度以上、具体的には厚さ約３ｍｍ程度以上／超が必要
と推察される。
【０３０９】
　上記ＯＰＵ１は、例えば光ディスク装置の組立メーカ等に出荷され、光ディスク装置の
組立メーカ等において、上記ＯＰＵ１を一つのみ備えた一つの光ディスク装置が構成され
る。
【０３１０】
　上記ＯＰＵ１が光ディスク装置に装備されることにより、各種光ディスク１００，２０
０，３００からのデータの読出しや、各種光ディスク１００，２００，３００に対するデ
ータの書込みは、上記ＯＰＵ１を一つのみ備える一つの光ディスク装置にて実行可能とな
る。光ディスク装置に各種光ディスク１００，２００，３００が装備されて、例えば、各
種光ディスク１００，２００，３００のデータが読み出されたり、又は、各種光ディスク
１００，２００，３００にデータが書き込まれたりされる。従って、各種光ディスク１０
０，２００，３００に対応可能な光ディスク装置の提供が可能となる。
【０３１１】
　上記ＯＰＵ１は、例えば、「ＣＤ－ＲＯＭ」，「ＤＶＤ－ＲＯＭ」，「ＨＤ　ＤＶＤ－
ＲＯＭ」，「ＢＤ－ＲＯＭ」などの読出し専用の光ディスクや、「ＣＤ－Ｒ」，「ＤＶＤ
－Ｒ」，「ＤＶＤ＋Ｒ」，「ＨＤ　ＤＶＤ－Ｒ」，「ＢＤ－Ｒ」などの追記型の光ディス
クや、「ＣＤ－ＲＷ」，「ＤＶＤ－ＲＷ」，「ＤＶＤ＋ＲＷ」，「ＤＶＤ－ＲＡＭ」，「
ＨＤ　ＤＶＤ－ＲＷ」，「ＨＤ　ＤＶＤ－ＲＡＭ」，「ＢＤ－ＲＥ」などの書込み／消去
や書換え可能なタイプの光ディスクに対応したものとされる。
【０３１２】
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　また、上記ＯＰＵ１を備える光ディスク装置は、例えば、ノート型パーソナルコンピュ
ータ（図示せず）や、ラップトップ型パーソナルコンピュータ（図示せず）や、デスクト
ップ型パーソナルコンピュータ（図示せず）などのコンピュータや、ＣＤプレーヤなどの
音響機器や、ＤＶＤプレーヤなどの音響／映像機器（図示せず）などに装備可能なものと
される。また、上記ＯＰＵ１を備える光ディスク装置は、ＣＤ系光ディスクや、ＤＶＤ系
光ディスクや、Blu-ray Disc等の複数のメディアに対応可能なものとされる。
【０３１３】
　本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置は、図示されたも
のや、上に記載されたものに限定されるものではない。
【０３１４】
　例えば、図１に示すＯＰＵ（１）の光路交差部（ＬＸ）において、第一光路（Ｌ１）と
第二光路（Ｌ２）とが傾斜された角度で交差されていてもよい。
【０３１５】
　また、例えば、上記ＣＤ系等のレーザ光のＰ波またはＳ波が逆とされていてもよい。ま
た、右旋回の円偏光のレーザ光と、左旋回の円偏光のレーザ光とが逆とされてもよい。
【０３１６】
　また、例えば、ＣＤ系列のメディア２００（図２（Ｂ））とされる第二メディア２００
に対し、データの書込みが行われることなく、データの再生だけが行われるＯＰＵ（１）
（図１）においては、ダイバージェントレンズ（２３）が装備されることなく省略されて
もよい。
【０３１７】
　また、例えば上記ＯＰＵ（１）は、「ＣＤ－ＲＯＭ」，「ＤＶＤ－ＲＯＭ」，「ＨＤ　
ＤＶＤ－ＲＯＭ」，「ＢＤ－ＲＯＭ」などの読出し専用の光ディスクに対応し、「ＣＤ－
Ｒ」，「ＤＶＤ－Ｒ」，「ＤＶＤ＋Ｒ」，「ＨＤ　ＤＶＤ－Ｒ」，「ＢＤ－Ｒ」などの追
記型の光ディスクや、「ＣＤ－ＲＷ」，「ＤＶＤ－ＲＷ」，「ＤＶＤ＋ＲＷ」，「ＤＶＤ
－ＲＡＭ」，「ＨＤ　ＤＶＤ－ＲＷ」，「ＨＤ　ＤＶＤ－ＲＡＭ」，「ＢＤ－ＲＥ」など
の書込み／消去や書換え可能なタイプの光ディスクには、非対応とされてもよい。
【０３１８】
　また、例えば、光路（Ｌ１）にＱＷＰ（５７）が介在されず省略されてもよい。
【０３１９】
　また、例えば、図１に示すホログラムレーザダイオードユニット２２が装備されている
位置にＬＤ（３０）が装備され、その代わりに、図１に示すＬＤ３０が装備されている位
置にホログラムレーザダイオードユニット（２２）が装備されてもよい。
【０３２０】
　また、例えば、ＯＰＵ（１）を構成するハウジング（７）の略ディスク中心側に位置す
る第一のＯＢＬ（６０）と、第二のＯＢＬ（７０）とが、ディスク半径方向（Ｄｒ）に直
交する方向であってフォーカス方向（Ｄｆ）に直交する方向とされるタンジェンシャル方
向（Ｄｓ）に略沿って並設されていてもよい。
【０３２１】
　また、例えば、図２（Ａ），図３（Ａ）に示すBlu-ray Disc用の第一ＯＢＬ６０に代え
て、例えば、第一メディア１００に照射される第一波長レーザ光の光軸方向Ｄｆに沿って
配列された一対のＯＢＬ（図示せず）が、重ね合わせられるようにBlu-ray Disc用のＯＢ
ＬとしてＯＰＵ１に配備されてもよい。すなわち、図２（Ａ），図３（Ａ）に示すBlu-ra
y Disc用の第一ＯＢＬ６０に代えて、例えば、フォーカス方向Ｄｆに沿って直列に配置さ
れた一対の不図示のＯＢＬが、Blu-ray Disc用のＯＢＬとしてＯＰＵ（１）に配備されて
もよい。
【０３２２】
　また、例えば、上記一つのＬＤＤ９（図１）に代えて、上記第一のＬＤ１０に対応した
第一のＬＤＤ（図示せず）と、上記第二のＬＤ２０に対応した第二のＬＤＤ（図示せず）
と、上記第三のＬＤ３０に対応した第三のＬＤＤ（図示せず）とが、個別にＯＰＵ１に装



(53) JP 2008-77821 A 2008.4.3

10

20

30

40

50

備されてもよい。また、前記第二のＬＤ２０に対応した不図示の第二のＬＤＤと、前記第
三のＬＤ３０に対応した不図示の第三のＬＤＤとが、一つのＬＤＤ（図示せず）として構
成されてもよい。
【０３２３】
　また、例えば、Blu-ray Disc用の反射性ＭＲ５８（図２（Ａ），図３（Ａ））と、Blu-
ray Disc用の第一のＯＢＬ６０との間の光路Ｌ１ｆや、Blu-ray Disc用の反射性ＭＲ５８
（図１）と、Blu-ray Disc用の第一のダイクロイックミラー４８との間の光路Ｌ１ｅ等の
第一光路Ｌ１中に、レーザ光の集光スポットＳ１（図２（Ａ），図３（Ａ））に生じた球
面収差等に対する収差補正を行うと共に光ディスク１００に照射されるレーザ光の垂直複
屈折または面内複屈折のうち何れか一方または両方の補正を併せて行うBlu-ray Disc用の
液晶補正素子（図示せず）が、さらに装備されてもよい。
【実施例２】
【０３２４】
　次に、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第二の実
施形態について、図２～図４を用いて詳細に説明する。
【０３２５】
　図４は、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第二の
実施形態を示す概略図である。
【０３２６】
　このＯＰＵ２における集光スポットＳ１（図２（Ａ），図３（Ａ）），Ｓ２（図２（Ｂ
）），Ｓ３（図３（Ｂ））のフォーカシング検出法は、上記第一実施例のＯＰＵ１（図１
）と同じく、差動非点収差法に基づいた検出法とされている。このＯＰＵ２（図４）は、
差動非点収差法による光学系を備えたＯＰＵ２とされている。また、このＯＰＵ２におけ
る集光スポットＳ１，Ｓ２，Ｓ３のトラッキング検出法は、上記第一実施例のＯＰＵ１（
図１）と同じく、差動プッシュプル法や、位相差法に基づいた検出法とされる（図４）。
【０３２７】
　第一のＰＢＳ４０（図１）と第三のＰＢＳ３５との間の光路Ｌ１ｃに位置するＬＣＤ３
７に代えて、図４の如く、第一のＰＢＳ４０と第三のＰＢＳ３５との間の光路Ｌ１ｃｒに
、例えばＳ波またはＰ波の第一波長レーザ光をＰ波またはＳ波の第一波長レーザ光に偏光
可能な１／２波長板（ＨＷＰ）３８が移動可能に装備される。
【０３２８】
　図１に示す第一実施例のＯＰＵ１と、図４に示す第二実施例のＯＰＵ２とは、前記した
部分において異なるものとされている。しかしながら、他の部分においては、第一実施例
のＯＰＵ１（図１）と、第二実施例のＯＰＵ２（図４）とは、同一のものとされている。
例えば図１および図４の如く、ハウジング７Ａは、ＯＰＵ１とＯＰＵ２とに共通して使用
可能な例えば規格化されたハウジング７Ａとして形成されている。また、例えばＦＰＣ８
Ａは、ＯＰＵ１とＯＰＵ２とに共通して使用可能な例えば規格化されたＦＰＣ８Ａとして
形成されている。図４に示す第二実施例のＯＰＵ２において、図１に示す第一実施例のＯ
ＰＵ１と略同一のものについては、同一の符号を付しその詳細な説明を省略した。
【０３２９】
　先ず、第一のＬＤ１０（図４）から出射された第一波長レーザ光が、第一のＯＢＬ６０
を透過して「Blu-ray Disc」規格の第一メディア１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に照
射されると共に反射され、反射された第一波長レーザ光が第一のＰＤＩＣ９０Ａ（図４）
に達するまでの光路について説明する。
【０３３０】
　なお、第一のＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光が第三のＰＢＳ３５を直進透過
し光路Ｌ１ｃｒに進む光路説明や、光路Ｌ１ｃｒを進んだ第一波長レーザ光が第一のＰＢ
Ｓ４０を直進透過し、第一のＯＢＬ６０を透過して「Blu-ray Disc」規格の第一メディア
１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に照射されると共に反射されて第一のＰＤＩＣ９０Ａ
（図４）まで戻される過程の光路説明や、第一波長レーザ光が第一ＦＭＤ５０に達するま
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での光路説明については、上記第一実施例における光路説明と同じとされることから、そ
の詳細な説明を省略した。
【０３３１】
　第一のＬＤ１０から出射され、光路Ｌ１ａを通って第一のＤＯＥ１１を透過した直線偏
光Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ３５内を略直進して通り抜け、光路Ｌ１ｃｒを通り
、偏光方向変換部材３８とされるＨＷＰ３８に入射されることなくＨＷＰ３８の近傍を通
過する。または、第一のＬＤ１０から出射され、光路Ｌ１ａを通って第一のＤＯＥ１１を
透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ３５内を略直進して通り抜け、光路
Ｌ１ｃｒを通り、偏光方向変換部材３８とされるＨＷＰ３８に入射される。
【０３３２】
　偏光方向変換部材３７，３８として、図１に示す前記ＬＣＤ３７に代えて、例えば、Ｓ
波またはＰ波の第一波長レーザ光をＰ波またはＳ波の第一波長レーザ光に偏光可能なＨＷ
Ｐ３８が用いられている。ＨＷＰ３８は、第一光路Ｌ１を構成する前半光路Ｌ１ｉの光路
Ｌ１ｃｒ中に抜差し可能に装備される。具体的に説明すると、第一光路Ｌ１を構成する前
半光路Ｌ１ｉの光路Ｌ１ｃｒ中にＨＷＰ３８が位置したときに、Ｐ波の第一波長レーザ光
をＳ波の第一波長レーザ光に偏光させるＨＷＰ３８が、ＯＰＵ２に装備される。
【０３３３】
　偏光方向変換部材３８としてＨＷＰ３８が用いられることにより、Ｓ波またはＰ波の第
一波長レーザ光は、Ｐ波またはＳ波の第一波長レーザ光に自在に偏光される。第一光路Ｌ
１を構成する前半光路Ｌ１ｉの光路Ｌ１ｃｒ中にＨＷＰ３８が位置していないときに、第
一波長レーザ光の偏光状態が変化されることなく、Ｐ波またはＳ波の第一波長レーザ光は
、Ｐ波またはＳ波の第一波長レーザ光のまま光路Ｌ１ｃｒを通り抜ける。
【０３３４】
　具体的に説明すると、例えば、第一光路Ｌ１を構成する前半光路Ｌ１ｉの光路Ｌ１ｃｒ
中にＨＷＰ３８を位置させていないときに、ＨＷＰ３８の近傍の光路Ｌ１ｃｒを通るＰ波
の第一波長レーザ光は、Ｐ波の第一波長レーザ光のまま光路Ｌ１ｃｒを通り抜ける。この
場合、Ｐ波の第一波長レーザ光は、例えば、ＰＢＳ４０内を略直進透過し第一光路Ｌ１を
構成する後半光路Ｌ１iiを通って第一ＯＢＬ６０に達し、第一ＯＢＬ６０によって、第一
光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））上に集光される。
【０３３５】
　次に、第一のＬＤ１０（図４）から出射された第一波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０
を透過して「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共
に反射され、反射された第一波長レーザ光が第一のＰＤＩＣ９０Ａ（図４）に達するまで
の光路について説明する。
【０３３６】
　なお、第一のＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光が第三のＰＢＳ３５を直進透過
し光路Ｌ１ｃｒに進む光路説明や、光路Ｌ１ｃｒを進んだ第一波長レーザ光が第一のＰＢ
Ｓ４０内にて略直角に反射されつつ透過され、第二のＯＢＬ７０を透過して「ＨＤ　ＤＶ
Ｄ」規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射されて第一のＰＤ
ＩＣ９０Ａ（図４）まで戻される過程の光路説明や、第一波長レーザ光が第二ＦＭＤ６５
に達するまでの光路説明については、上記第一実施例における光路説明と同じとされるこ
とから、その詳細な説明を省略した。
【０３３７】
　第一のＬＤ１０から出射され、光路Ｌ１ａを通って第一のＤＯＥ１１を透過した直線偏
光Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ３５内を略直進して通り抜け、光路Ｌ１ｃｒを通り
、偏光方向変換部材３８とされるＨＷＰ３８に入射される。例えば、第一光路Ｌ１を構成
する前半光路Ｌ１ｉの光路Ｌ１ｃｒ中にＨＷＰ３８を位置させたときに、ＨＷＰ３８に入
射されたＰ波の第一波長レーザ光は、Ｓ波の第一波長レーザ光に偏光されてＨＷＰ３８か
ら出射される。この場合、光路Ｌ１ｃｒを進むＳ波の第一波長レーザ光は、例えば、ＰＢ
Ｓ４０により略直角に内部反射され第二光路Ｌ２を構成する後半光路Ｌ２iiを通って第二
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ＯＢＬ７０に達し、第二ＯＢＬ７０によって、第一光ディスク１００（図２（Ａ），図３
（Ａ））および第二光ディスク２００（図２（Ｂ））と異なる第三光ディスク３００（図
３（Ｂ））上に集光される。
【０３３８】
　第二のＬＤ２０（図４）から出射された第二波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過
してＣＤ規格の第二メディア２００（図２（Ｂ））に照射されると共に反射され、反射さ
れた第二波長レーザ光がＬＤ２０（図４）を構成する金属カバー２０ｃ内の第二のＰＤＩ
Ｃ２０ｂに達するまでの光路については、上記第一実施例における光路説明と同じとされ
ることから、その詳細な説明を省略した。
【０３３９】
　次に、第三のＬＤ３０から出射された第三波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過し
てＤＶＤ規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射され、反射さ
れた第三波長レーザ光が第一のＰＤＩＣ９０Ａ（図４）に達するまでの光路について説明
する。
【０３４０】
　なお、第三のＬＤ３０から出射された第三波長レーザ光が第三のＰＢＳ３５内にて略直
角に反射されつつ透過されて光路Ｌ１ｃｒに進む光路説明や、光路Ｌ１ｃｒを進んだ第一
波長レーザ光が第一のＰＢＳ４０内にて略直角に反射されつつ透過され、第二のＯＢＬ７
０を透過してＤＶＤ規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射さ
れて第一のＰＤＩＣ９０Ａ（図４）まで戻される過程の光路説明や、第三波長レーザ光が
第二ＦＭＤ６５に達するまでの光路説明については、上記第一実施例における光路説明と
同じとされることから、その詳細な説明を省略した。
【０３４１】
　第三のＬＤ３０から出射され、光路Ｌ１ｂを通って第三のＤＯＥ３１を透過した直線偏
光Ｓ波の第三波長レーザ光は、ＰＢＳ３５内にて略直角に反射されつつ透過されて光路Ｌ
１ｃｒに進む。例えば、第一光路Ｌ１を構成する前半光路Ｌ１ｉの光路Ｌ１ｃｒ中にＨＷ
Ｐ３８が位置していないときに、第三波長レーザ光の偏光状態が変化されることなく、Ｐ
波またはＳ波の第三波長レーザ光は、Ｐ波またはＳ波の第三波長レーザ光のまま光路Ｌ１
ｃｒを通り抜ける。具体的に説明すると、例えば、第一光路Ｌ１を構成する前半光路Ｌ１
ｉの光路Ｌ１ｃｒ中にＨＷＰ３８を位置させていないときに、ＨＷＰ３８の近傍の光路Ｌ
１ｃｒを通るＳ波の第三波長レーザ光は、Ｓ波の第三波長レーザ光のまま光路Ｌ１ｃｒを
通り抜ける。
【０３４２】
　この場合、光路Ｌ１ｃｒを進むＳ波の第三波長レーザ光は、例えば、ＰＢＳ４０により
略直角に内部反射され第二光路Ｌ２を構成する後半光路Ｌ２iiを通って第二ＯＢＬ７０に
達し、第二ＯＢＬ７０によって、第一光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））およ
び第二光ディスク２００（図２（Ｂ））と異なる第三光ディスク３００（図３（Ｂ））上
に集光される。
【実施例３】
【０３４３】
　次に、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第三の実
施形態について、図２、図３、及び、図５を用いて詳細に説明する。
【０３４４】
　図５は、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第三の
実施形態を示す概略図である。
【０３４５】
　このＯＰＵ３における集光スポットＳ１（図２（Ａ），図３（Ａ）），Ｓ２（図２（Ｂ
）），Ｓ３（図３（Ｂ））のフォーカシング検出法は、例えばナイフエッジ法に基づいた
検出法等とされる。この明細書におけるナイフエッジ法とは、例えば、ナイフエッジ、回
折格子機能を有するＤＯＥ７５（図５）等を用いて集光スポットＳ１，Ｓ２，Ｓ３の誤差
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を検出する方法とされる。このＯＰＵ３は、ナイフエッジ法による光学系を備えたＯＰＵ
３とされている。なお、このＯＰＵ３における集光スポットＳ１，Ｓ２，Ｓ３のトラッキ
ング検出法は、上記第一実施例のＯＰＵ１（図１）と同じく、差動プッシュプル法や、位
相差法に基づいた検出法とされる。
【０３４６】
　図１の光路Ｌ２ｉの終端に位置し差動非点収差法に基づくフォーカシング検出法に対応
した第一のＰＤＩＣ９０Ａに代えて、図５の如く、ナイフエッジ法に基づくフォーカシン
グ検出法に対応した第一のＰＤＩＣ９０Ｂが装備されている。また、図１の光路Ｌ２ｂ中
に位置するアナモフィックレンズ８０Ａに代えて、図５の如く、光路Ｌ２ｂｓ中にパワー
レンズ８０Ｂが装備されている。第三の実施形態におけるＯＰＵ３のセンサレンズ８０Ｂ
として、例えばパワーレンズ８０Ｂが用いられている。また、第二のＰＢＳ２５と、セン
サレンズ８０Ｂとの間の光路Ｌ２ｂｓに、「Blu-ray Disc」用または「ＨＤ　ＤＶＤ」用
もしくは「ＤＶＤ」用または「ＣＤ」用の復路用ＤＯＥ７５が装備される。復路用ＤＯＥ
７５は、四分割ホログラム素子などの複数分割ホログラム素子によってナイフエッジが形
成されたＤＯＥとされる。このＯＰＵ３は、四分割ホログラム素子によってナイフエッジ
が形成された復路用ＤＯＥ７５を備えて構成される。
【０３４７】
　図１に示す第一実施例のＯＰＵ１と、図５に示す第三実施例のＯＰＵ３とは、前記した
部分において異なるものとされている。しかしながら、他の部分においては、第一実施例
のＯＰＵ１（図１）と、第三実施例のＯＰＵ３（図５）とは、同一のものとされている。
例えば図１および図５の如く、ハウジング７Ａは、ＯＰＵ１とＯＰＵ３とに共通して使用
可能な例えば規格化されたハウジング７Ａとして形成されている。また、例えばＦＰＣ８
Ａは、ＯＰＵ１とＯＰＵ３とに共通して使用可能な例えば規格化されたＦＰＣ８Ａとして
形成されている。図５に示す第三実施例のＯＰＵ３において、図１に示す第一実施例のＯ
ＰＵ１と略同一のものについては、同一の符号を付しその詳細な説明を省略した。
【０３４８】
　先ず、第一のＬＤ１０（図５）から出射された第一波長レーザ光が、第一のＯＢＬ６０
を透過して「Blu-ray Disc」規格の第一メディア１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に照
射されると共に反射され、反射された第一波長レーザ光が第一のＰＤＩＣ９０Ｂ（図５）
に達するまでの光路について説明する。なお、第一のＬＤ１０から出射された第一波長レ
ーザ光が、第一のＯＢＬ６０を透過して「Blu-ray Disc」規格の第一メディア１００（図
２（Ａ），図３（Ａ））に照射されると共に反射されて第二のＰＢＳ２５（図５）まで戻
される過程の光路説明や、第一波長レーザ光が第一ＦＭＤ５０に達するまでの光路説明に
ついては、上記第一実施例における光路説明と同じとされることから、その詳細な説明を
省略した。
【０３４９】
　第一光路Ｌ１の光路Ｌ１ｄを通り第一のＰＢＳ４０内を略直角に反射しつつ透過して第
二光路Ｌ２の光路Ｌ２ｃを通り、光路Ｌ２ａと光路Ｌ２ｂｓと光路Ｌ２ｃとの分岐点に位
置する第二のＰＢＳ２５に達した復路の直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光は、第二のＰＢ
Ｓ２５内を略直進して通り抜け光路Ｌ２ｂｓを通り復路用ＤＯＥ７５に達する。復路用Ｄ
ＯＥ７５を透過した復路の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂｓを通りセンサレンズ８０Ｂ
を通り抜ける。センサレンズ８０Ｂを透過した復路の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂｓ
を通り第一のＰＤＩＣ９０Ｂに当てられる。
【０３５０】
　次に、第一のＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過し
て「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射さ
れ、反射された第一波長レーザ光が第一のＰＤＩＣ９０Ｂ（図５）に達するまでの光路に
ついて説明する。なお、第一のＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光が、第二のＯＢ
Ｌ７０を透過して「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射され
ると共に反射されて第二のＰＢＳ２５（図５）まで戻される過程の光路説明や、第一波長
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レーザ光が第二ＦＭＤ６５に達するまでの光路説明については、上記第一実施例における
光路説明と同じとされることから、その詳細な説明を省略した。
【０３５１】
　第二光路Ｌ２の光路Ｌ２ｄを通り第一のＰＢＳ４０内を略直進透過して第二光路Ｌ２の
光路Ｌ２ｃを通り第二のＰＢＳ２５に達した復路の直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、
第二のＰＢＳ２５内を略直進して通り抜け光路Ｌ２ｂｓを通り復路用ＤＯＥ７５に達する
。復路用ＤＯＥ７５を透過した復路の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂｓを通りセンサレ
ンズ８０Ｂを通り抜け第一のＰＤＩＣ９０Ｂに当てられる。
【０３５２】
　第二のＬＤ２０から出射された第二波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過してＣＤ
規格の第二メディア２００（図２（Ｂ））に照射されると共に反射され、反射された第二
波長レーザ光がＬＤ２０（図５）を構成する金属カバー２０ｃ内の第二のＰＤＩＣ２０ｂ
に達するまでの光路については、上記第一実施例における光路説明と同じとされることか
ら、その詳細な説明を省略した。
【０３５３】
　次に、第三のＬＤ３０から出射された第三波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過し
てＤＶＤ規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射され、反射さ
れた第三波長レーザ光が第一のＰＤＩＣ９０Ｂ（図５）に達するまでの光路について説明
する。
【０３５４】
　なお、第三のＬＤ３０から出射された第三波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過し
てＤＶＤ規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射されて第二の
ＰＢＳ２５（図５）まで戻される過程の光路説明や、第三波長レーザ光が第二ＦＭＤ６５
に達するまでの光路説明については、上記第一実施例における光路説明と同じとされるこ
とから、その詳細な説明を省略した。
【０３５５】
　第二光路Ｌ２の光路Ｌ２ｄを通り第一のＰＢＳ４０内を略直進透過して第二光路Ｌ２の
光路Ｌ２ｃを通り第二のＰＢＳ２５に達した復路の直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、
第二のＰＢＳ２５内を略直進して通り抜け光路Ｌ２ｂｓを通り復路用ＤＯＥ７５に達する
。復路用ＤＯＥ７５を透過した復路の第三波長のレーザ光は、光路Ｌ２ｂｓを通りセンサ
レンズ８０Ｂを通り抜け第一のＰＤＩＣ９０Ｂに当てられる。
【実施例４】
【０３５６】
　次に、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第四の実
施形態について、図２、図３、及び、図６を用いて詳細に説明する。
【０３５７】
　図６は、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第四の
実施形態を示す概略図である。
【０３５８】
　このＯＰＵ４における集光スポットＳ１（図２（Ａ），図３（Ａ）），Ｓ２（図２（Ｂ
）），Ｓ３（図３（Ｂ））のフォーカシング検出法は、上記第三実施例のＯＰＵ３（図５
）と同じく、例えばナイフエッジ法に基づいた検出法等とされる。例えば、ナイフエッジ
、回折格子機能を有するＤＯＥ７５（図６）等を用いて集光スポットＳ１，Ｓ２，Ｓ３の
誤差を検出する。このＯＰＵ４は、ナイフエッジ法による光学系を備えたＯＰＵ４とされ
ている。なお、このＯＰＵ４における集光スポットＳ１，Ｓ２，Ｓ３のトラッキング検出
法は、上記第一実施例のＯＰＵ１（図１）や上記第三実施例のＯＰＵ３（図５）と同じく
、差動プッシュプル法や、位相差法に基づいた検出法とされる。
【０３５９】
　第一のＰＢＳ４０（図１）と第三のＰＢＳ３５との間の光路Ｌ１ｃに位置するＬＣＤ３
７に代えて、図６の如く、第一のＰＢＳ４０と第三のＰＢＳ３５との間の光路Ｌ１ｃｒに
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、例えばＳ波またはＰ波の第一波長レーザ光をＰ波またはＳ波の第一波長レーザ光に偏光
可能な１／２波長板（ＨＷＰ）３８が移動可能に装備される。
【０３６０】
　また、図１の光路Ｌ２ｉの終端に位置し差動非点収差法に基づくフォーカシング検出法
に対応した第一のＰＤＩＣ９０Ａに代えて、図６の如く、ナイフエッジ法に基づくフォー
カシング検出法に対応した第一のＰＤＩＣ９０Ｂが装備されている。また、図１の光路Ｌ
２ｂ中に位置するアナモフィックレンズ８０Ａに代えて、図６の如く、光路Ｌ２ｂｓ中に
パワーレンズ８０Ｂが装備されている。第四の実施形態におけるＯＰＵ４のセンサレンズ
８０Ｂとして、例えばパワーレンズ８０Ｂが用いられている。また、第二のＰＢＳ２５と
、センサレンズ８０Ｂとの間の光路Ｌ２ｂｓに、「Blu-ray Disc」用または「ＨＤ　ＤＶ
Ｄ」用もしくは「ＤＶＤ」用または「ＣＤ」用の復路用ＤＯＥ７５が装備される。復路用
ＤＯＥ７５は、四分割ホログラム素子などの複数分割ホログラム素子によってナイフエッ
ジが形成されたＤＯＥとされる。このＯＰＵ４は、四分割ホログラム素子によってナイフ
エッジが形成された復路用ＤＯＥ７５を備えて構成される。
【０３６１】
　図１に示す第一実施例のＯＰＵ１と、図６に示す第四実施例のＯＰＵ４とは、前記した
部分において異なるものとされている。しかしながら、他の部分においては、第一実施例
のＯＰＵ１（図１）と、第四実施例のＯＰＵ４（図６）とは、同一のものとされている。
例えば図１および図６の如く、ハウジング７Ａは、ＯＰＵ１とＯＰＵ４とに共通して使用
可能な例えば規格化されたハウジング７Ａとして形成されている。また、例えばＦＰＣ８
Ａは、ＯＰＵ１とＯＰＵ４とに共通して使用可能な例えば規格化されたＦＰＣ８Ａとして
形成されている。図６に示す第四実施例のＯＰＵ４において、図１に示す第一実施例のＯ
ＰＵ１と略同一のものについては、同一の符号を付しその詳細な説明を省略した。
【０３６２】
　先ず、第一のＬＤ１０（図６）から出射された第一波長レーザ光が、第一のＯＢＬ６０
を透過して「Blu-ray Disc」規格の第一メディア１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に照
射されると共に反射され、反射された第一波長レーザ光が第一のＰＤＩＣ９０Ｂ（図６）
に達するまでの光路について説明する。
【０３６３】
　なお、第一のＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光が第三のＰＢＳ３５を直進透過
し光路Ｌ１ｃｒに進む光路説明や、光路Ｌ１ｃｒを進んだ第一波長レーザ光が第一のＰＢ
Ｓ４０を直進透過し、第一のＯＢＬ６０を透過して「Blu-ray Disc」規格の第一メディア
１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に照射されると共に反射されて第二のＰＢＳ２５（図
６）まで戻される過程の光路説明や、第一波長レーザ光が第一ＦＭＤ５０に達するまでの
光路説明については、上記第一実施例における光路説明と同じとされることから、その詳
細な説明を省略した。
【０３６４】
　第一のＬＤ１０から出射され、光路Ｌ１ａを通って第一のＤＯＥ１１を透過した直線偏
光Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ３５内を略直進して通り抜け、光路Ｌ１ｃｒを通り
、偏光方向変換部材３８とされるＨＷＰ３８に入射されることなくＨＷＰ３８の近傍を通
過する。または、第一のＬＤ１０から出射され、光路Ｌ１ａを通って第一のＤＯＥ１１を
透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ３５内を略直進して通り抜け、光路
Ｌ１ｃｒを通り、偏光方向変換部材３８とされるＨＷＰ３８に入射される。
【０３６５】
　偏光方向変換部材３７，３８として、図１に示す前記ＬＣＤ３７に代えて、例えば、Ｓ
波またはＰ波の第一波長レーザ光をＰ波またはＳ波の第一波長レーザ光に偏光可能なＨＷ
Ｐ３８が用いられている。ＨＷＰ３８は、第一光路Ｌ１を構成する前半光路Ｌ１ｉの光路
Ｌ１ｃｒ中に抜差し可能に装備される。具体的に説明すると、第一光路Ｌ１を構成する前
半光路Ｌ１ｉの光路Ｌ１ｃｒ中にＨＷＰ３８が位置したときに、Ｐ波の第一波長レーザ光
をＳ波の第一波長レーザ光に偏光させるＨＷＰ３８が、ＯＰＵ４に装備される。
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【０３６６】
　偏光方向変換部材３８としてＨＷＰ３８が用いられることにより、Ｓ波またはＰ波の第
一波長レーザ光は、Ｐ波またはＳ波の第一波長レーザ光に自在に偏光される。第一光路Ｌ
１を構成する前半光路Ｌ１ｉの光路Ｌ１ｃｒ中にＨＷＰ３８が位置していないときに、第
一波長レーザ光の偏光状態が変化されることなく、Ｐ波またはＳ波の第一波長レーザ光は
、Ｐ波またはＳ波の第一波長レーザ光のまま光路Ｌ１ｃｒを通り抜ける。
【０３６７】
　具体的に説明すると、例えば、第一光路Ｌ１を構成する前半光路Ｌ１ｉの光路Ｌ１ｃｒ
中にＨＷＰ３８を位置させていないときに、ＨＷＰ３８の近傍の光路Ｌ１ｃｒを通るＰ波
の第一波長レーザ光は、Ｐ波の第一波長レーザ光のまま光路Ｌ１ｃｒを通り抜ける。この
場合、Ｐ波の第一波長レーザ光は、例えば、ＰＢＳ４０内を略直進透過し第一光路Ｌ１を
構成する後半光路Ｌ１iiを通って第一ＯＢＬ６０に達し、第一ＯＢＬ６０によって、第一
光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））上に集光される。
【０３６８】
　第一光ディスク１００を反射した第一波長レーザ光は、第一光路Ｌ１（図６）を構成す
る後半光路Ｌ１iiを戻り第一のＰＢＳ４０に達する。第一光路Ｌ１の光路Ｌ１ｄを通り第
一のＰＢＳ４０内を略直角に反射しつつ透過して第二光路Ｌ２の光路Ｌ２ｃを通り、光路
Ｌ２ａと光路Ｌ２ｂｓと光路Ｌ２ｃとの分岐点に位置する第二のＰＢＳ２５に達した復路
の直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光は、第二のＰＢＳ２５内を略直進して通り抜け光路Ｌ
２ｂｓを通り復路用ＤＯＥ７５に達する。復路用ＤＯＥ７５を透過した復路の第一波長レ
ーザ光は、光路Ｌ２ｂｓを通りセンサレンズ８０Ｂを通り抜ける。センサレンズ８０Ｂを
透過した復路の第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂｓを通り第一のＰＤＩＣ９０Ｂに当てら
れる。
【０３６９】
　次に、第一のＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過し
て「ＨＤ　ＤＶＤ」規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射さ
れ、反射された第一波長レーザ光が第一のＰＤＩＣ９０Ｂ（図６）に達するまでの光路に
ついて説明する。
【０３７０】
　なお、第一のＬＤ１０から出射された第一波長レーザ光が第三のＰＢＳ３５を直進透過
し光路Ｌ１ｃｒに進む光路説明や、光路Ｌ１ｃｒを進んだ第一波長レーザ光が第一のＰＢ
Ｓ４０内にて略直角に反射されつつ透過され、第二のＯＢＬ７０を透過して「ＨＤ　ＤＶ
Ｄ」規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射されて第二のＰＢ
Ｓ２５（図６）まで戻される過程の光路説明や、第一波長レーザ光が第二ＦＭＤ６５に達
するまでの光路説明については、上記第一実施例における光路説明と同じとされることか
ら、その詳細な説明を省略した。
【０３７１】
　第一のＬＤ１０から出射され、光路Ｌ１ａを通って第一のＤＯＥ１１を透過した直線偏
光Ｐ波の第一波長レーザ光は、ＰＢＳ３５内を略直進して通り抜け、光路Ｌ１ｃｒを通り
、偏光方向変換部材３８とされるＨＷＰ３８に入射される。例えば、第一光路Ｌ１を構成
する前半光路Ｌ１ｉの光路Ｌ１ｃｒ中にＨＷＰ３８を位置させたときに、ＨＷＰ３８に入
射されたＰ波の第一波長レーザ光は、Ｓ波の第一波長レーザ光に偏光されてＨＷＰ３８か
ら出射される。この場合、光路Ｌ１ｃｒを進むＳ波の第一波長レーザ光は、例えば、ＰＢ
Ｓ４０により略直角に内部反射され第二光路Ｌ２を構成する後半光路Ｌ２iiを通って第二
ＯＢＬ７０に達し、第二ＯＢＬ７０によって、第一光ディスク１００（図２（Ａ），図３
（Ａ））および第二光ディスク２００（図２（Ｂ））と異なる第三光ディスク３００（図
３（Ｂ））上に集光される。
【０３７２】
　第三光ディスク３００を反射した第一波長レーザ光は、第二光路Ｌ２（図６）を構成す
る後半光路Ｌ２iiを戻り第一のＰＢＳ４０に達する。第二光路Ｌ２の光路Ｌ２ｄを通り第
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一のＰＢＳ４０内を略直進透過して第二光路Ｌ２の光路Ｌ２ｃを通り第二のＰＢＳ２５に
達した復路の直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、第二のＰＢＳ２５内を略直進して通り
抜け光路Ｌ２ｂｓを通り復路用ＤＯＥ７５に達する。復路用ＤＯＥ７５を透過した復路の
第一波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂｓを通りセンサレンズ８０Ｂを通り抜け第一のＰＤＩＣ
９０Ｂに当てられる。
【０３７３】
　第二のＬＤ２０から出射された第二波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過してＣＤ
規格の第二メディア２００（図２（Ｂ））に照射されると共に反射され、反射された第二
波長レーザ光がＬＤ２０（図６）を構成する金属カバー２０ｃ内の第二のＰＤＩＣ２０ｂ
に達するまでの光路については、上記第一実施例における光路説明と同じとされることか
ら、その詳細な説明を省略した。
【０３７４】
　次に、第三のＬＤ３０から出射された第三波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過し
てＤＶＤ規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射され、反射さ
れた第三波長レーザ光が第一のＰＤＩＣ９０Ｂ（図６）に達するまでの光路について説明
する。
【０３７５】
　なお、第三のＬＤ３０から出射された第三波長レーザ光が第三のＰＢＳ３５内にて略直
角に反射されつつ透過されて光路Ｌ１ｃｒに進む光路説明や、光路Ｌ１ｃｒを進んだ第一
波長レーザ光が第一のＰＢＳ４０内にて略直角に反射されつつ透過され、第二のＯＢＬ７
０を透過してＤＶＤ規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射さ
れて第二のＰＢＳ２５（図６）まで戻される過程の光路説明や、第三波長レーザ光が第二
ＦＭＤ６５に達するまでの光路説明については、上記第一実施例における光路説明と同じ
とされることから、その詳細な説明を省略した。
【０３７６】
　第三のＬＤ３０から出射され、光路Ｌ１ｂを通って第三のＤＯＥ３１を透過した直線偏
光Ｓ波の第三波長レーザ光は、ＰＢＳ３５内にて略直角に反射されつつ透過されて光路Ｌ
１ｃｒに進む。例えば、第一光路Ｌ１を構成する前半光路Ｌ１ｉの光路Ｌ１ｃｒ中にＨＷ
Ｐ３８が位置していないときに、第三波長レーザ光の偏光状態が変化されることなく、Ｐ
波またはＳ波の第三波長レーザ光は、Ｐ波またはＳ波の第三波長レーザ光のまま光路Ｌ１
ｃｒを通り抜ける。具体的に説明すると、例えば、第一光路Ｌ１を構成する前半光路Ｌ１
ｉの光路Ｌ１ｃｒ中にＨＷＰ３８を位置させていないときに、ＨＷＰ３８の近傍の光路Ｌ
１ｃｒを通るＳ波の第三波長レーザ光は、Ｓ波の第三波長レーザ光のまま光路Ｌ１ｃｒを
通り抜ける。
【０３７７】
　この場合、光路Ｌ１ｃｒを進むＳ波の第三波長レーザ光は、例えば、ＰＢＳ４０により
略直角に内部反射され第二光路Ｌ２を構成する後半光路Ｌ２iiを通って第二ＯＢＬ７０に
達し、第二ＯＢＬ７０によって、第一光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））およ
び第二光ディスク２００（図２（Ｂ））と異なる第三光ディスク３００（図３（Ｂ））上
に集光される。
【０３７８】
　第三光ディスク３００を反射した第三波長レーザ光は、第二光路Ｌ２（図６）を構成す
る後半光路Ｌ２iiを戻り第一のＰＢＳ４０に達する。第二光路Ｌ２の光路Ｌ２ｄを通り第
一のＰＢＳ４０内を略直進透過して第二光路Ｌ２の光路Ｌ２ｃを通り第二のＰＢＳ２５に
達した復路の直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、第二のＰＢＳ２５内を略直進して通り
抜け光路Ｌ２ｂｓを通り復路用ＤＯＥ７５に達する。復路用ＤＯＥ７５を透過した復路の
第三波長のレーザ光は、光路Ｌ２ｂｓを通りセンサレンズ８０Ｂを通り抜け第一のＰＤＩ
Ｃ９０Ｂに当てられる。
【実施例５】
【０３７９】
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　次に、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第五の実
施形態について、図２、図３、及び、図７を用いて詳細に説明する。
【０３８０】
　図７は、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第五の
実施形態を示す概略図である。
【０３８１】
　第一の実施形態のＯＰＵ１（図１）と、第五の実施形態のＯＰＵ５（図７）との主要な
違いについて説明すると、図１に示す第一の実施形態のＯＰＵ１においては、光路交差部
ＬＸに偏光部材４０が装備されているのに対し、図７に示す第五の実施形態のＯＰＵ５に
おいては、光路交差部ＬＸに偏光部材が装備されることなく省略されている。また、図１
に示す第一の実施形態のＯＰＵ１においては、第二波長レーザ光を出射可能な第二のＬＤ
２０を含むホログラムレーザダイオードユニット２２と、第三波長レーザ光を出射可能な
第三のＬＤ３０とが各々装備されているが、図７に示す第五の実施形態のＯＰＵ５におい
ては、第二波長レーザ光と第三波長レーザ光とを出射可能な二波長発光素子（二波長ＬＤ
）２０Ｗが装備されている。第一の実施形態のＯＰＵ１（図１）における光学レイアウト
と、第五の実施形態のＯＰＵ５（図７）における光学レイアウトとは若干異なる。
【０３８２】
　また、他の各部も、第一の実施形態のＯＰＵ１（図１）と、第五の実施形態のＯＰＵ５
（図７）とでは異なる。例えば図１に示すＯＰＵ１のハウジング７Ａと、図７に示すＯＰ
Ｕ５のハウジング７Ｂとは、例えば軸受部７ｐ，７ｑ，７ｒなど共通化された部分もある
が、異なる形状のものとして形成されている。また、例えば図１に示すＯＰＵ１のＦＰＣ
８Ａと、図７に示すＯＰＵ５のＦＰＣ８Ｂとは、共通化された部分もあるが異なる形状／
形態とされている。図７に示す第五実施例のＯＰＵ５において、図１に示す第一実施例の
ＯＰＵ１と略同一のものについては、同一の符号を付しその詳細な説明を省略した。
【０３８３】
　このＯＰＵ５（図７）における集光スポットＳ１（図２（Ａ），図３（Ａ）），Ｓ２（
図２（Ｂ）），Ｓ３（図３（Ｂ））のフォーカシング検出法は、差動非点収差法に基づい
た検出法とされている。このＯＰＵ５（図７）は、差動非点収差法による光学系を備えた
ＯＰＵ５とされている。
【０３８４】
　また、このＯＰＵ５における集光スポットＳ１（図２（Ａ），図３（Ａ）），Ｓ２（図
２（Ｂ）），Ｓ３（図３（Ｂ））のトラッキング検出法は、差動プッシュプル法や、位相
差法に基づいた検出法とされる。例えば、四分割型ＰＤＩＣ９１Ａ，９２Ａ（図７）によ
って検出される位相差信号に基づいて、トラッキング検出が行われる。
【０３８５】
　各ＬＤ１０，２０Ｗから例えば０．２～５００ｍＷ、具体的には３～３００ｍＷの出力
値のレーザ光が出射される。例えば０．２ｍＷ未満の出力値のレーザ光とされた場合、各
光ディスク１００，２００，３００（図２，図３）に照射されたのちに反射されるレーザ
光の光量が不足する。各光ディスク１００，２００，３００の各データ等を再生させると
きには、例えば３～１０ｍＷ程度という数～数十ｍＷの出力値のレーザ光で十分とされる
。各光ディスク１００，２００，３００に各データ等を書き込むときには、数十～数百ｍ
Ｗの出力値のレーザ光が必要とされる。例えば各光ディスク１００，２００，３００に高
速で各データ等を書き込むときには、３００ｍＷや５００ｍＷという高い出力値のレーザ
光が必要とされることがある。
【０３８６】
　先ず、第一のＬＤ１０（図７）から出射されるレーザの光路について説明する。ＬＤＤ
９から第一のＬＤ１０へ電流が流されて、第一のＬＤ１０から第一波長のレーザ光が出力
される。第一波長のレーザ光が第一のＬＤ１０から出力される状態について詳しく説明す
ると、ＬＤＤ９から「Blu-ray Disc」用のＬＤ１０へ電流が流されて、「Blu-ray Disc」
用ＬＤ１０から「Blu-ray Disc」系ディスクに対応した波長のレーザ光が出力される。第
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一のＬＤ１０は、例えば波長が約３５０～４５０ｎｍ、基準とされる波長が略４０５ｎｍ
の青紫色レーザ光を出射可能な「Blu-ray Disc」用レーザダイオードである。
【０３８７】
　ＬＤＤ９は、第一のＬＤ１０を駆動させて第一のＬＤ１０から第一波長のレーザ光を出
射させるレーザ駆動回路を備えるものとされている。また、ＬＤＤ９は、第二のＬＤ２０
Ｗを駆動させて第二のＬＤ２０Ｗから第二波長のレーザ光を出射させるレーザ駆動回路を
備えるものとされている。また、ＬＤＤ９は、第二のＬＤ２０Ｗを駆動させて第二のＬＤ
２０Ｗから第三波長のレーザ光を出射させるレーザ駆動回路を備えるものとされている。
ＬＤＤ９は、例えば第一の実施形態のＯＰＵ１（図１）と共用可能な規格化されたＬＤＤ
９（図７）とされている。また、第二のＬＤ２０Ｗは、複数種類の波長のレーザ光を出射
可能な特殊なＬＤとして構成されている。
【０３８８】
　第一のＬＤ１０から出射されたレーザ光が、「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００
に照射されるまでの光路について説明する。ＬＤＤ９から第一のＬＤ１０に電流が供給さ
れ、第一のＬＤ１０から出射された波長３５０～４５０ｎｍの青紫色レーザ光により、「
Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に情報の記録が行わ
れたり、「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００に記録された情報が再生されたりする
。第一のＬＤ１０（図７）は、特殊なＬＤとして構成されている。
【０３８９】
　第一のＬＤ１０から拡散光が出射される。第一のＬＤ１０から出力された拡散光の第一
波長レーザ光は、光路Ｌ１ａｔを通り、「Blu-ray Disc」用の第一のＤＯＥ１１を通り抜
ける。第一波長のレーザ光が第一のＤＯＥ１１を透過したときに、第一波長のレーザ光は
直線偏光Ｐ波となる。
【０３９０】
　第一のＤＯＥ１１を透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ａｔを通り
第一のＰＢＳ１６に入射される。第一のＰＢＳ１６は、ＰＢＳ１６内において、Ｐ波を略
直角に反射させ、Ｓ波を略直進させて透過させるものとして構成されている。第一のＰＢ
Ｓ１６は、ダイクロイックフィルタを形成する特殊皮膜１６ｃを備えて構成されている。
使用部位や使用方法などにより、ＰＢＳ１６，２６は、例えば、ダイクロイックプリズム
や、偏光ビームスプリッタとも呼ばれる。
【０３９１】
　ＰＢＳ１６は、略三角柱状の第一部材１６ａと、この第一部材１６ａに合わせられる略
三角柱状の第二部材１６ｂと、第一部材１６ａと第二部材１６ｂとの間の特殊な膜１６ｃ
とを備えるものとして構成されている。略三角柱状の第一部材１６ａと、略三角柱状の第
二部材１６ｂとが合わせられることにより、特殊な膜１６ｃを備える略立方体形状のＰＢ
Ｓ１６が構成される。第一のＰＢＳ１６を構成する第一部材１６ａと、第一のＰＢＳ１６
を構成する第二部材１６ｂとの間に、特殊な膜１６ｃが設けられている。第一のＰＢＳ１
６内に、特殊な膜１６ｃが形成されている。第一のＰＢＳ１６内に、直線偏光Ｐ波を略直
角に反射させ、直線偏光Ｓ波を略直進させて透過させる特殊皮膜１６ｃが設けられている
。
【０３９２】
　これにより、第一のＰＢＳ１６に入射された直線偏光Ｐ波のレーザ光は、第一のＰＢＳ
１６内において略直角に反射されて第一のＰＢＳ１６内を通り抜け第一のＰＢＳ１６から
出射する。また、第一のＰＢＳ１６に入射された直線偏光Ｓ波のレーザ光は、略直進して
第一のＰＢＳ１６内を通り抜け第一のＰＢＳ１６から出射する。内部に特殊な膜１６ｃを
備えたＰＢＳ１６として、例えば、タムロン社製：ＰＢＳプリズムなどが挙げられる。第
一のＤＯＥ１１を透過した直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、第一のＰＢＳ１６内にお
いて略直角に反射されて第一のＰＢＳ１６内を通り抜け、第一のＱＷＰ１７に入射される
。
【０３９３】
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　略立方体形状の第一のＰＢＳ１６内を略直角に反射した第一波長レーザ光は、光路Ｌ１
ｃｔを通り第一のＱＷＰ１７に達する。光路Ｌ１ｃｔを通り、第一のＱＷＰ１７を透過し
た直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光は、円偏光となる。直線偏光Ｐ波の第一波長レーザ光
は、第一のＱＷＰ１７において、例えば右旋回の円偏光になる。
【０３９４】
　光路Ｌ１ｃｔを通り、第一のＱＷＰ１７を透過して右旋回の円偏光となった第一波長レ
ーザ光は、Blu-ray Disc用の光路Ｌ１Ｔとされる第一光路Ｌ１Ｔと、第一光路Ｌ１Ｔに略
直交しＣＤ用およびＤＶＤ用の光路Ｌ２Ｔとされる第二光路Ｌ２Ｔとが交差する光路交差
部ＬＸを直進し、第一のＣＬ４１を通り抜ける。第一のＱＷＰ１７を透過して右旋回の円
偏光となった第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｃｔを通り、光路交差部ＬＸを直進し、光路
Ｌ１ｄｔを通り、第一のＣＬ４１に入射される。第一のＱＷＰ１７を略直進して透過した
拡散光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｄｔを通り、「Blu-ray Disc」用の第一のＣＬ４
１を透過する。
【０３９５】
　第一のＣＬ４１は、ＣＬ４１を保持する保持部材４２ｔに固定されている。保持部材４
２ｔは、第一のＣＬ４１が装着された保持部材４２ｔを第一のＣＬ４１の光軸方向に延び
た光路Ｌ１ｄｔに沿って移動可能とさせるガイド部材４３に取り付けられている。ガイド
部材４３は、ガイド部材４３などを駆動させる不図示のモータなどを備えた台座４４に取
り付けられている。台座４４は、ハウジング７Ｂに取り付けられている。第一のＣＬ４１
と、保持部材４２ｔと、ガイド部材４３と、台座４４とを備えたエキスパンダユニット４
６が、ＯＰＵ５のハウジング７Ｂ内に構成されている。
【０３９６】
　例えば、不図示の可動モータが用いられて、第一のＣＬ４１を備える保持部材４２ｔが
、第一のＣＬ４１の光軸方向に延びた光路Ｌ１ｄｔに沿ってガイド部材４３上を移動する
ことにより、第一波長レーザ光が必要な大きさに可変される。例えば複数の信号層を備え
るBlu-ray Disc規格の光ディスク１００にデータの記録が行われたり、複数の信号層を備
えるBlu-ray Disc規格の光ディスク１００に記録されたデータが再生されたりするときに
、第一のＣＬ４１を備えたビームエキスパンダユニット４６が必要となる。ビームエキス
パンダユニット４６の第一ＣＬ４１を透過した右旋回円偏光の第一波長レーザ光は、平行
光となって光路Ｌ１ｄｔを通り、偏光性ミラー４８いわゆるダイクロイックミラー４８に
達する。
【０３９７】
　例えば、光路Ｌ１ｄｔを通って第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａに照射さ
れた右旋回円偏光の第一波長レーザ光の略９２～９８％の光は、略三角柱状の第一ダイク
ロイックミラー４８の表側面４８ａにて直角よりもやや鋭角となるように反射され、第一
反射性ＭＲ５８に向けて光路Ｌ１ｅを進む。また、例えば、光路Ｌ１ｄｔを通って第一ダ
イクロイックミラー４８の表側面４８ａに照射された右旋回円偏光の第一波長レーザ光の
略２～８％の光は、略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａから鈍角
となるように曲げられて第一のダイクロイックミラー４８内に入射され第一のダイクロイ
ックミラー４８内を透過して略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の裏側面４８ｂ
から鈍角となるように曲げられて出射され、第一のＦＭＤ５０に向けて光路Ｌ１ｇを進む
。
【０３９８】
　具体的に説明すると、光路Ｌ１ｄｔを通って第一ダイクロイックミラー４８の表側面４
８ａに照射された右旋回円偏光の第一波長レーザ光の略９３～９７％の光は、略三角柱状
の第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａにて直角よりもやや鋭角となるように反
射され、第一反射性ＭＲ５８に向けて光路Ｌ１ｅを進む。また、光路Ｌ１ｄｔを通って第
一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａに照射された右旋回円偏光の第一波長レーザ
光の略３～７％の光は、略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａから
鈍角となるように曲げられて第一のダイクロイックミラー４８内に入射され第一のダイク
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ロイックミラー４８内を透過して略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の裏側面４
８ｂから鈍角となるように曲げられて出射され、第一のＦＭＤ５０に向けて光路Ｌ１ｇを
進む。
【０３９９】
　ダイクロイックミラー４８は、ダイクロイックフィルタを形成する特殊皮膜４８ｃを備
えて構成されている。第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａに、ダイクロイック
皮膜４８ｃが形成されている。
【０４００】
　第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａの特殊皮膜４８ｃに右旋回円偏光の第一
波長レーザ光が当てられたときに、第一のダイクロイックミラー４８における右旋回円偏
光の第一波長レーザ光の反射量が例えば９２％よりも少ない場合、即ち、第一のダイクロ
イックミラー４８における右旋回円偏光の第一波長レーザ光の透過量が例えば８％よりも
多い場合、光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に第一波長レーザ光を照射させ
るための必要な光量が不足する。
【０４０１】
　具体的に説明すると、第一ダイクロイックミラー４８（図７）の表側面４８ａの特殊皮
膜４８ｃに右旋回円偏光の第一波長レーザ光が当てられたときに、第一のダイクロイック
ミラー４８における右旋回円偏光の第一波長レーザ光の反射量が９３％よりも少ない場合
、即ち、第一のダイクロイックミラー４８における右旋回円偏光の第一波長レーザ光の透
過量が７％よりも多い場合、光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に第一波長レ
ーザ光を照射させるための必要な光量が不足する。
【０４０２】
　第一ダイクロイックミラー４８（図７）の表側面４８ａの特殊皮膜４８ｃに右旋回円偏
光の第一波長レーザ光が当てられたときに、第一のダイクロイックミラー４８における右
旋回円偏光の第一波長レーザ光の反射量が例えば９８％よりも多い場合、即ち、第一のダ
イクロイックミラー４８における右旋回円偏光の第一波長レーザ光の透過量が例えば２％
よりも少ない場合、第一のＦＭＤ５０に必要とされる第一波長レーザ光の受光量が不足す
る。
【０４０３】
　具体的に説明すると、第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａの特殊皮膜４８ｃ
に右旋回円偏光の第一波長レーザ光が当てられたときに、第一のダイクロイックミラー４
８における右旋回円偏光の第一波長レーザ光の反射量が９７％よりも多い場合、即ち、第
一のダイクロイックミラー４８における右旋回円偏光の第一波長レーザ光の透過量が３％
よりも少ない場合、第一のＦＭＤ５０に必要とされる第一波長レーザ光の受光量が不足す
る。
【０４０４】
　第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａの特殊皮膜４８ｃに右旋回円偏光の第一
波長レーザ光が当てられたときに、第一のダイクロイックミラー４８における右旋回円偏
光の第一波長レーザ光の反射量が例えば９５％とされた場合、即ち、第一のダイクロイッ
クミラー４８における右旋回円偏光の第一波長レーザ光の透過量が例えば５％とされた場
合、光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に十分なレーザ光が照射されると共に
、第一のＦＭＤ５０（図７）に必要とされる適度なレーザ光が照射される。従って、この
ような特性をもつ第一のダイクロイックミラー４８がＯＰＵ５に装備されることが好まし
い。
【０４０５】
　ダイクロミラー４８のダイクロ膜４８ｃは、波長約３５０～４５０ｎｍの右旋回円偏光
の「Blu-ray Disc」用レーザ光（第一波長レーザ光）に対し、その殆どを反射させる。右
旋回円偏光の波長３５０～４５０ｎｍの第一波長レーザ光が第一のダイクロイックミラー
４８に当てられたときに、第一のダイクロイックミラー４８は、大部分の波長３５０～４
５０ｎｍの第一波長レーザ光を反射させ、一部の波長３５０～４５０ｎｍの第一波長レー
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ザ光を透過させるものとして形成されている。
【０４０６】
　略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａから第一のダイクロイック
ミラー４８内に入射され第一のダイクロイックミラー４８内を透過して略三角柱状の第一
ダイクロイックミラー４８の裏側面４８ｂから出射された一部の第一波長レーザ光は、光
路Ｌ１ｇを通り第一のＦＭＤ５０に達する。ＦＭＤ５０は、ＬＤ１０から出力されるレー
ザ光をモニタして、ＬＤ１０の制御のためにフィードバックをかけるものとされている。
【０４０７】
　略三角柱状の第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａを直角よりもやや鋭角とな
るように反射した大部分の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｅを通り第一反射性ＭＲ５８に
達する。
【０４０８】
　光路Ｌ１ｅを通る第一波長レーザ光は、ハウジング基壁基準部７ｈ（図２（Ａ），図３
（Ａ））の上側に位置する第一波長光反射用の第一反射性ＭＲ５８に当てられる。第一反
射性ＭＲ５８に、レーザ光を略全反射させる皮膜５８ａが設けられている。従って、反射
性ＭＲ５８に当てられたレーザ光は、略全反射される。
【０４０９】
　光路Ｌ１ｅ（図７）を通る第一波長レーザ光は、「Blu-ray Disc」用反射性ＭＲ５８（
図２（Ａ），図３（Ａ））を略直角に反射し、光路Ｌ１ｆを通って第一のＯＢＬ６０を通
り抜ける。平行光となっている右旋回円偏光の第一波長レーザ光は、開口数略０．８５の
第一ＯＢＬ６０によって収束光となり、「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００の信号
部１５０に照射される。
【０４１０】
　光ディスク１００に対し、不図示のレンズホルダに装備された第一のＯＢＬ６０のフォ
ーカスサーボが行われるときに、第一のＯＢＬ６０を備えるレンズホルダは、フォーカス
方向Ｄｆに沿って動かされる。また、光ディスク１００に対し、不図示のレンズホルダに
装備された第一のＯＢＬ６０のトラッキングサーボが行われるときに、第一のＯＢＬ６０
を備えるレンズホルダは、トラッキング方向Ｄｒに沿って動かされる。また、光ディスク
１００に対し、レンズホルダに装備された第一のＯＢＬ６０のチルト制御が行われるとき
に、第一のＯＢＬ６０を備えるレンズホルダは、チルト方向に沿って揺動される。
【０４１１】
　第一のＯＢＬ６０が装備されたレンズホルダは、複数本の不図示のワイヤが用いられて
駆動される。具体的に説明すると、レンズホルダは、四本、六本などといった偶数本の不
図示のサスペンションワイヤによって支持された状態で、偶数本のサスペンションワイヤ
により、例えば、フォーカス方向Ｄｆ、トラッキング方向Ｄｒ、チルト方向のうち、何れ
か一つ以上の方向または全ての方向に略沿って駆動される。また、第一のＯＢＬ６０に隣
接して、第二のＯＢＬ７０が不図示のレンズホルダに装備される（図７）。ＯＰＵ５を構
成するハウジング７Ｂの略ディスク中心側に位置する第一のＯＢＬ６０に対し、第二のＯ
ＢＬ７０は、ディスク半径方向Ｄｒに略沿って第一のＯＢＬ６０の外側に並設されている
。また、第一ＯＢＬ６０の光軸ＬＡ１と、第二ＯＢＬ７０の光軸ＬＡ２とは、ディスクの
中心部からディスクの外周部に向けて伸びるディスク半径方向Ｄｒいわゆるトラッキング
方向Ｄｒに略沿った仮想線上に位置する。
【０４１２】
　第一のＬＤ１０から出射された拡散光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ａｔの第一ＤＯ
Ｅ１１により直線偏光Ｐ波とされ、光路Ｌ１ｃｔの第一ＱＷＰ１７により直線偏光Ｐ波か
ら右旋回の円偏光となり、光路Ｌ１ｄｔの第一ＣＬ４１により拡散光から平行光に変えら
れ、光路Ｌ１ｆ（図２（Ａ），図３（Ａ））の第一ＯＢＬ６０により収束光となって、「
Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００の信号部１５０に集光される。第一波長のレーザ
光は、このように往路をたどり、第一メディア１００とされる「Blu-ray Disc」規格の光
ディスク１００に集光される。
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【０４１３】
　次に、「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００に対し反射した第一波長レーザ光の復
路について説明する。第一波長レーザ光が「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００の信
号部１５０にて反射されるときに、右旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、左旋回の円偏
光となる。左旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、拡散光となって光路Ｌ１ｆを戻り第一
のＯＢＬ６０に達する。拡散光となっている左旋回円偏光の第一波長レーザ光は、第一の
ＯＢＬ６０によって平行光となる。第一のＯＢＬ６０を透過し光路Ｌ１ｆを戻る左旋回の
円偏光の第一波長レーザ光は、第一反射性ＭＲ５８に達する。
【０４１４】
　第一反射性ＭＲ５８を反射した左旋回の円偏光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｅ（図
７）を戻り第一のダイクロイックミラー４８に達する。
【０４１５】
　第一ダイクロイックミラー４８の表側面４８ａにて反射された左旋回円偏光の第一波長
レーザ光は、光路Ｌ１ｄｔを戻って第一のＣＬ４１に達する。第一波長レーザ光が光路Ｌ
１ｄｔを戻って第一のＣＬ４１を透過したときに、平行光の左旋回円偏光の第一波長レー
ザ光は、収束光の左旋回円偏光の第一波長レーザ光となる。第一のＣＬ４１を透過した左
旋回円偏光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｄｔを通り、光路交差部ＬＸを直進し、光路
Ｌ１ｃｔを通り、第一のＱＷＰ１７に入射される。
【０４１６】
　第一波長レーザ光が光路Ｌ１ｃｔを戻って第一のＱＷＰ１７を透過したときに、左旋回
の円偏光の第一波長レーザ光は、直線偏光Ｓ波となる。光路Ｌ１ｄｔを戻り光路交差部Ｌ
Ｘを通過した左旋回円偏光の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｃｔを通って第一のＱＷＰ１
７を透過し、そのときに直線偏光Ｓ波となってＰＢＳ１６に達する。
【０４１７】
　ＰＢＳ１６内に、直線偏光Ｐ波を略直角に反射させ、直線偏光Ｓ波を略直進させて透過
させる特殊皮膜１６ｃが設けられているので、直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光は、ＰＢ
Ｓ１６内を略直進透過する。ＰＢＳ１６内を略直進透過した直線偏光Ｓ波の第一波長レー
ザ光は、光路Ｌ１ｂｔを通って第一のセンサレンズ８１Ａに達する。
【０４１８】
　直線偏光Ｓ波の第一波長レーザ光が第一のセンサレンズ８１Ａを透過するときに、第一
波長レーザ光に非点収差が生じる。第一センサレンズ８１Ａは、第一波長レーザ光の非点
収差を発生させるものとされている。
【０４１９】
　第一のセンサレンズ８１Ａを透過した第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｂｔを通って第一
のＰＤＩＣ９１Ａに達する。第一のＰＤＩＣ９１Ａは、光ディスク１００（図２（Ａ），
図３（Ａ））から反射されたレーザ光を受けて、その信号を電気信号に変え、光ディスク
１００に記録された情報を検出するためのものとされている。また、第一のＰＤＩＣ９１
Ａ（図７）は、光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））から反射されたレーザ光を
受けて、その信号を電気信号に変えて、ＯＰＵ５（図７）を構成する不図示のＯＢＬ付レ
ンズホルダのサーボ機構を動作させるためのものとされている。
【０４２０】
　「Blu-ray Disc」規格の光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））の信号部１５０
にて反射された拡散光の第一波長レーザ光は、光ディスク１００の信号部１５０にて反射
されたときに右旋回の円偏光から左旋回の円偏光となり、光路Ｌ１ｆの第一ＯＢＬ６０に
より平行光となり、光路Ｌ１ｄｔ（図７）の第一ＣＬ４１により平行光から収束光に変え
られ、光路Ｌ１ｃｔの第一ＱＷＰ１７により左旋回の円偏光から直線偏光Ｓ波となり、光
路Ｌ１ａｔと光路Ｌ１ｂｔと光路Ｌ１ｃｔとの分岐点に位置する第一ＰＢＳ１６を略直進
して、光路Ｌ１ｂｔの終端に位置する第一のＰＤＩＣ９１Ａに照射される。「Blu-ray Di
sc」規格の光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ））を反射した第一波長のレーザ光
は、このように復路をたどり、第一のＰＤＩＣ９１Ａ（図７）に照射される。
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【０４２１】
　次に、第二のＬＤ２０Ｗ（図７）から出射されたレーザ光が、ＣＤ規格の光ディスク２
００（図２（Ｂ））に照射されるまでの光路について説明する。ＬＤＤ９から第二のＬＤ
２０Ｗに電流が供給され、第二のＬＤ２０Ｗから出射された波長７６５～８３０ｎｍの赤
外レーザ光により、例えばＣＤ規格の光ディスク２００（図２（Ｂ））に情報の記録が行
われたり、ＣＤ規格の光ディスク２００に記録された情報が再生されたりする。また、Ｌ
ＤＤ９（図７）から第二のＬＤ２０Ｗに電流が供給され、第二のＬＤ２０Ｗから出射され
た波長６３０～６８５ｎｍの赤色レーザ光により、ＤＶＤ規格の光ディスク３００（図３
（Ｂ））に情報の記録が行われたり、ＤＶＤ規格の光ディスク３００に記録された情報が
再生されたりする。第二のＬＤ２０Ｗ（図７）は、例えば波長が約７６５～８３０ｎｍ、
基準とされる波長が略７８０ｎｍの赤外レーザ光を出射できると共に、例えば波長が約６
３０～６８５ｎｍ、基準とされる波長が略６３５ｎｍまたは６５０ｎｍの赤色レーザ光を
出射できる二波長レーザダイオードである。第二のＬＤ２０Ｗは、特殊な半導体レーザダ
イオードとされている。
【０４２２】
　第二のＬＤ２０Ｗ（図７）から拡散光が出射される。第二のＬＤ２０Ｗから出力された
拡散光の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ａｔを通り、ＣＤおよびＤＶＤ用の第二のＤＯＥ
２４を通り抜ける。第二波長のレーザ光が第二のＤＯＥ２４を透過したときに、第二波長
のレーザ光は直線偏光Ｓ波となる。第二のＤＯＥ２４を透過した直線偏光Ｓ波の第二波長
レーザ光は、光路Ｌ２ａｔを通り第二のＰＢＳ２６に入射される。
【０４２３】
　ＰＢＳ２６は、略三角柱状の第一部材２６ａと、この第一部材２６ａに合わせられる略
三角柱状の第二部材２６ｂと、第一部材２６ａと第二部材２６ｂとの間の特殊な膜２６ｃ
とを備えるものとして構成されている。略三角柱状の第一部材２６ａと、略三角柱状の第
二部材２６ｂとが合わせられることにより、特殊な膜２６ｃを備える略立方体形状のＰＢ
Ｓ２６が構成される。第二のＰＢＳ２６を構成する第一部材２６ａと、第二のＰＢＳ２６
を構成する第二部材２６ｂとの間に、特殊な膜２６ｃが設けられている。第二のＰＢＳ２
６内に、特殊な膜２６ｃが形成されている。第二のＰＢＳ２６内に、直線偏光Ｓ波を略直
角に反射させ、直線偏光Ｐ波を略直進させて透過させる特殊皮膜２６ｃが設けられている
。
【０４２４】
　これにより、第二のＰＢＳ２６に入射された直線偏光Ｓ波のレーザ光は、第二のＰＢＳ
２６内において略直角に反射されて第二のＰＢＳ２６内を通り抜け第二のＰＢＳ２６から
出射する。また、第二のＰＢＳ２６に入射された直線偏光Ｐ波のレーザ光は、略直進して
第二のＰＢＳ２６内を通り抜け第二のＰＢＳ２６から出射する。第二のＰＢＳ２６内に、
第二波長レーザ光の直線偏光Ｓ波または第三波長レーザ光の直線偏光Ｓ波を略直角に反射
させ、第二波長レーザ光の直線偏光Ｐ波または第三波長レーザ光の直線偏光Ｐ波を略直進
させて透過させる特殊皮膜２６ｃが設けられているので、第二のＰＢＳ２６に入射された
第二波長光の直線偏光Ｓ波のレーザ光は、略直角に内部反射してＰＢＳ２６内を通り抜け
ＰＢＳ２６から出射する。内部に特殊な膜２６ｃを備えたＰＢＳ２６として、例えば、タ
ムロン社製：ＰＢＳプリズムなどが挙げられる。第二のＤＯＥ２４を透過した直線偏光Ｓ
波の第二波長レーザ光は、第二のＰＢＳ２６内を略直角に内部反射して通り抜け、光路Ｌ
２ｃｔ，Ｌ２ｄｔを通り第二のＣＬ６１に達する。
【０４２５】
　第二のＰＢＳ２６から出射された直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｃｔを
通りＣＤ用およびＤＶＤ用の光路Ｌ２Ｔとされる第二光路Ｌ２Ｔと、第二光路Ｌ２Ｔに略
直交しBlu-ray Disc用の光路Ｌ１Ｔとされる第一光路Ｌ１Ｔとが交差する光路交差部ＬＸ
を直進し、光路Ｌ２ｄｔを通り第二のＣＬ６１に入射される。
【０４２６】
　Ｓ波の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｃｔを通り、光路交差部ＬＸを直進する。光路交
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差部ＬＸを直進したＳ波の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄｔを通り、第二のＣＬ６１を
透過する。第二ＣＬ６１を透過したＳ波の第二波長レーザ光は、略平行光となって光路Ｌ
２ｄｔを通り、第二のＱＷＰ６２に達する。第二のＣＬ６１を透過した第二波長レーザ光
は、第二のＱＷＰ６２に入る。第二のＱＷＰ６２を透過した直線偏光Ｓ波の第二波長レー
ザ光は、円偏光となる。直線偏光Ｓ波の第二波長レーザ光は、第二のＱＷＰ６２において
、例えば左旋回の円偏光になる。左旋回の円偏光となった第二波長レーザ光は、第二ダイ
クロイックミラー６４に達する。
【０４２７】
　光路Ｌ２ｄｔを通って第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａに左旋回円偏光の
第二波長レーザ光が照射される。例えば、光路Ｌ２ｄｔを通って第二ダイクロイックミラ
ー６４の表側面６４ａに照射された左旋回円偏光の第二波長レーザ光の略９２～９８％の
光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａにて略直角に反射され
、第二反射性ＭＲ６８に向けて光路Ｌ２ｅを進む。また、例えば、光路Ｌ２ｄｔを通って
第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａに照射された左旋回円偏光の第二波長レー
ザ光の略２～８％の光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａか
ら鈍角となるように曲げられて第二ダイクロイックミラー６４内に入射され第二のダイク
ロイックミラー６４内を透過して略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の裏側面６
４ｂから鈍角となるように曲げられて出射され、第二のＦＭＤ６５に向けて光路Ｌ２ｇｔ
を進む。
【０４２８】
　具体的に説明すると、光路Ｌ２ｄｔを通って第二ダイクロイックミラー６４の表側面６
４ａに照射された左旋回円偏光の第二波長レーザ光の略９３～９７％の光は、略三角柱状
の第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａにて略直角に反射され、第二反射性ＭＲ
６８に向けて光路Ｌ２ｅを進む。また、光路Ｌ２ｄｔを通って第二ダイクロイックミラー
６４の表側面６４ａに照射された左旋回円偏光の第二波長レーザ光の略３～７％の光は、
略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａから鈍角となるように曲げら
れて第二のダイクロイックミラー６４内に入射され第二のダイクロイックミラー６４内を
透過して略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の裏側面６４ｂから鈍角となるよう
に曲げられて出射され、第二のＦＭＤ６５に向けて光路Ｌ２ｇｔを進む。
【０４２９】
　第二ダイクロイックミラー６４の裏側面６４ｂの特殊皮膜６４ｃに左旋回円偏光の第二
波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６４における左旋回円偏
光の第二波長レーザ光の反射量が例えば９２％よりも少ない場合、即ち、第二のダイクロ
イックミラー６４における左旋回円偏光の第二波長レーザ光の透過量が例えば８％よりも
多い場合、光ディスク２００（図２（Ｂ））に第二波長レーザ光を照射させるための必要
な光量が不足する。
【０４３０】
　具体的に説明すると、第二ダイクロイックミラー６４（図７）の裏側面６４ｂの特殊皮
膜６４ｃに左旋回円偏光の第二波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイック
ミラー６４における左旋回円偏光の第二波長レーザ光の反射量が９３％よりも少ない場合
、即ち、第二のダイクロイックミラー６４における左旋回円偏光の第二波長レーザ光の透
過量が７％よりも多い場合、光ディスク２００（図２（Ｂ））に第二波長レーザ光を照射
させるための必要な光量が不足する。
【０４３１】
　第二ダイクロイックミラー６４（図７）の裏側面６４ｂの特殊皮膜６４ｃに左旋回円偏
光の第二波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６４における左
旋回円偏光の第二波長レーザ光の反射量が例えば９８％よりも多い場合、即ち、第二のダ
イクロイックミラー６４における左旋回円偏光の第二波長レーザ光の透過量が例えば２％
よりも少ない場合、第二のＦＭＤ６５に必要とされる第二波長レーザ光の受光量が不足す
る。
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【０４３２】
　具体的に説明すると、第二ダイクロイックミラー６４の裏側面６４ｂの特殊皮膜６４ｃ
に左旋回円偏光の第二波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６
４における左旋回円偏光の第二波長レーザ光の反射量が９７％よりも多い場合、即ち、第
二のダイクロイックミラー６４における左旋回円偏光の第二波長レーザ光の透過量が３％
よりも少ない場合、第二のＦＭＤ６５に必要とされる第二波長レーザ光の受光量が不足す
る。
【０４３３】
　第二ダイクロイックミラー６４の裏側面６４ｂの特殊皮膜６４ｃに左旋回円偏光の第二
波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６４における左旋回円偏
光の第二波長レーザ光の反射量が例えば９５％とされた場合、即ち、第二のダイクロイッ
クミラー６４における左旋回円偏光の第二波長レーザ光の透過量が例えば５％とされた場
合、光ディスク２００（図２（Ｂ））に十分なレーザ光が照射されると共に、第二のＦＭ
Ｄ６５（図７）に必要とされる適度なレーザ光が照射される。従って、このような特性を
もつ第二のダイクロイックミラー６４がＯＰＵ５に装備されることが好ましい。
【０４３４】
　ダイクロミラー６４のダイクロ膜６４ｃは、波長約７６５～８３０ｎｍの左旋回円偏光
のＣＤ用レーザ光（第二波長レーザ光）に対し、その殆どを反射させる。左旋回円偏光の
波長７６５～８３０ｎｍの第二波長レーザ光が第二のダイクロイックミラー６４に当てら
れたときに、第二のダイクロイックミラー６４は、大部分の波長７６５～８３０ｎｍの第
二波長レーザ光を反射させ、一部の波長７６５～８３０ｎｍの第二波長レーザ光を透過さ
せるものとして形成されている。
【０４３５】
　略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａから第二のダイクロイック
ミラー６４内に入射され第二のダイクロイックミラー６４内を透過して略三角柱状の第二
ダイクロイックミラー６４の裏側面６４ｂから鈍角となるように曲げられて出射された一
部の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｇｔを通り第二のＦＭＤ６５に達する。ＦＭＤ６５は
、二波長ＬＤ２０Ｗから出力されるレーザ光をモニタして、二波長ＬＤ２０Ｗの制御のた
めにフィードバックをかけるものとされている。
【０４３６】
　第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａを略直角に反射した左旋回円偏光の第二
波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅを通り、ハウジング基壁基準部７ｈ（図２（Ｂ））の上側に
位置する第二反射性ＭＲ６８に当てられる。第二反射性ＭＲ６８に、レーザ光を略全反射
させる皮膜６８ａが設けられているので、反射性ＭＲ６８に当てられたレーザ光は、略全
反射される。
【０４３７】
　第二ダイクロイックミラー６４（図７）の表側面６４ａを略直角に反射した左旋回円偏
光の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅを通り、反射性ＭＲ６８（図２（Ｂ））を直角より
もやや鋭角に反射し、光路Ｌ２ｆｃを通って開口制限素子６９を通り抜ける。ＣＤ用の波
長約７６５～８３０ｎｍの第二波長レーザ光が、開口制限素子６９を通り抜けるときに、
第二波長レーザ光の位相補正が行われる。開口制限素子６９の第一側面６９ａに、波長約
７６５～８３０ｎｍのＣＤ用の赤外レーザ光（第二波長レーザ光）の一部をマスクして遮
断させ、波長約６３０～６８５ｎｍのＤＶＤ用の赤色レーザ光（第三波長レーザ光）をマ
スクさせずに透過させる特殊な皮膜６９ｃが設けられているので、第二波長レーザ光が開
口制限素子６９を通過するときに、第二波長レーザ光は、マスクされた状態でＯＢＬ７０
に入り、ＯＢＬ７０により絞り込まれる。
【０４３８】
　これにより、第二波長レーザ光は、開口数略０．４５の不図示のＯＢＬにより絞り込ま
れるのと同じ状態で、ＯＢＬ７０により絞り込まれる。ＯＢＬ７０の実際の開口数は、略
０．６または０．６５とされているが、光路に開口制限素子６９が設けられていれば、第
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二波長レーザ光は、マスクされた状態でＯＢＬ７０に入るので、第二波長レーザ光は、開
口数略０．４５の不図示のＯＢＬが用いられて絞り込まれるのと同じ状態で、ＣＤ用光デ
ィスク２００の信号部２５０に集光される。開口制限素子６９が光路中に装備されること
により、開口数略０．６～０．６５の一つのＯＢＬ７０が用いられていても、ＯＢＬ７０
は、例えば開口数約０．３７～０．９５、実質的に開口数略０．４５～０．６５として機
能する。左旋回円偏光の第二波長レーザ光は、開口制限素子６９の第一側面６９ａから開
口制限素子６９内に入射されるときに開口制限素子６９の第一側面６９ａに形成された特
殊皮膜６９ｃによってマスクされ、マスクされた状態で開口制限素子６９の第二側面６９
ｂから出射される。このように、このＯＰＵ５は、第三波長レーザ光に作用することなく
第二波長レーザ光に作用する開口制限素子６９を備えて構成される。
【０４３９】
　ＯＰＵ５の設計／仕様等により、例えば特殊皮膜（６９ｃ）が開口制限素子（６９）の
第二側面（６９ｂ）に設けられていてもよい。また、特殊皮膜６９ｃが第一側面６９ａに
形成された開口制限素子６９に代えて、例えば特殊皮膜（６９ｃ）が第二側面（６９ｂ）
に形成された開口制限素子（６９）も使用可能とされる。
【０４４０】
　上記ダイクロ膜４８ｃ，６４ｃなどの特殊な膜１６ｃ，２６ｃ，４８ｃ，６４ｃ，６９
ｃは、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法などに基づいて、所望の面に形成される。
また、上記ダイクロ膜４８ｃ，６４ｃなどの特殊な膜１６ｃ，２６ｃ，４８ｃ，６４ｃ，
６９ｃは、例えば、ＳｉＯ２，ＺｎＯ２，Ｔａ２Ｏ５，ＴｉＯ２およびＴｉ２Ｏ５からな
る群から選ばれる少なくとも一種以上の物質を含有する層として構成される。具体的に説
明すると、上記各ダイクロ膜４８ｃ，６４ｃは、ＳｉＯ２，ＺｎＯ２，Ｔａ２Ｏ５，Ｔｉ
Ｏ２およびＴｉ２Ｏ５からなる群から選択される少なくとも一種以上の物質を含有する薄
層として構成される。
【０４４１】
　開口制限素子６９を透過した左旋回円偏光の第二波長レーザ光は、第二のＯＢＬ７０を
通り抜ける。略平行光となっている左旋回円偏光の第二波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０
によって収束光となり、ＣＤ規格の光ディスク２００の信号部２５０に照射される。
【０４４２】
　光ディスク２００に対し、不図示のレンズホルダに装備された第二のＯＢＬ７０のフォ
ーカスサーボが行われるときに、第二のＯＢＬ７０を備えるレンズホルダは、フォーカス
方向Ｄｆに沿って動かされる。また、光ディスク２００に対し、不図示のレンズホルダに
装備された第二のＯＢＬ７０のトラッキングサーボが行われるときに、第二のＯＢＬ７０
を備えるレンズホルダは、トラッキング方向Ｄｒに沿って動かされる。また、光ディスク
２００に対し、レンズホルダに装備された第二のＯＢＬ７０のチルト制御が行われるとき
に、第二のＯＢＬ７０を備えるレンズホルダは、チルト方向Ｄｔに沿って揺動される。
【０４４３】
　第二のＬＤ２０Ｗ（図７）から出射された拡散光の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ａｔ
の第二ＤＯＥ２４により直線偏光Ｓ波とされ、光路Ｌ２ｄｔの第二ＣＬ６１により拡散光
から略平行光に変えられ、光路Ｌ２ｄｔの第二ＱＷＰ６２により直線偏光Ｓ波から左旋回
の円偏光となり、光路Ｌ２ｆｃ（図２（Ｂ））の開口制限素子６９によりマスクされ、第
二ＯＢＬ７０により収束光となって、ＣＤ規格の光ディスク２００の信号部２５０に集光
される。第二波長のレーザ光は、このように往路をたどり、第二メディア２００とされる
ＣＤ規格の光ディスク２００に集光される。
【０４４４】
　次に、ＣＤ規格の光ディスク２００に対し反射した第二波長レーザ光の復路について説
明する。第二波長レーザ光がＣＤ規格の光ディスク２００の信号部２５０にて反射される
ときに、左旋回の円偏光の第二波長レーザ光は、右旋回の円偏光となる。右旋回の円偏光
の第二波長レーザ光は、拡散光となって光路Ｌ２ｆｃを戻り第二のＯＢＬ７０に達する。
拡散光となっている右旋回円偏光の第二波長レーザ光は、第二のＯＢＬ７０によって略平
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行光となる。第二のＯＢＬ７０を透過し光路Ｌ２ｆｃを戻る右旋回の円偏光の第二波長レ
ーザ光は、開口制限素子６９を通り、第二反射性ＭＲ６８に達する。
【０４４５】
　第二反射性ＭＲ６８を反射した右旋回の円偏光の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅ（図
７）を戻って第二のダイクロイックミラー６４に達する。
【０４４６】
　第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａにて反射された右旋回円偏光の第二波長
レーザ光は、光路Ｌ２ｄｔを戻って第二のＱＷＰ６２に達する。第二波長レーザ光が光路
Ｌ２ｄｔを戻って第二のＱＷＰ６２を透過したときに、右旋回の円偏光の第二波長レーザ
光は、直線偏光Ｐ波となる。第二のＱＷＰ６２を透過した直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ
光は、第二のＣＬ６１に達する。第二波長レーザ光が光路Ｌ２ｄｔを戻って第二のＣＬ６
１を透過したときに、略平行光の直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光は、収束光の直線偏光
Ｐ波の第二波長レーザ光となる。第二のＣＬ６１を透過した直線偏光Ｐ波の第二波長レー
ザ光は、光路Ｌ２ｄｔを戻り、光路交差部ＬＸを直進し、光路Ｌ２ｃｔを戻り、第二のＰ
ＢＳ２６に入射される。
【０４４７】
　第二波長レーザ光が光路Ｌ２ｄｔを戻って第二のＱＷＰ６２を透過したときに、右旋回
の円偏光の第二波長レーザ光は、直線偏光Ｐ波となる。光路Ｌ２ｄｔを戻り光路交差部Ｌ
Ｘを通過した直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｃｔを通ってＰＢＳ２６に達
する。ＰＢＳ２６内に、第二波長レーザ光の直線偏光Ｐ波または第三波長レーザ光の直線
偏光Ｐ波を略直進させ、第二波長レーザ光の直線偏光Ｓ波または第三波長レーザ光の直線
偏光Ｓ波を略直角に反射させて透過させる特殊皮膜２６ｃが設けられているので、直線偏
光Ｐ波の第二波長レーザ光は、ＰＢＳ２６内を略直進透過する。
【０４４８】
　ＰＢＳ２６内を略直進透過した直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂｔを通
って第二のセンサレンズ８２Ａに達する。直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光が第二のセン
サレンズ８２Ａを透過するときに、第二波長レーザ光に非点収差が生じる。第二センサレ
ンズ８２Ａは、第二波長レーザ光または第三波長レーザ光の非点収差を発生させるものと
されている。
【０４４９】
　第二のセンサレンズ８２Ａを透過した第二波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂｔを通って第二
のＰＤＩＣ９２Ａに達する。第二のＰＤＩＣ９２Ａは、光ディスク２００（図２（Ｂ））
から反射されたレーザ光を受けて、その信号を電気信号に変え、光ディスク２００に記録
された情報を検出するためのものとされている。また、第二のＰＤＩＣ９２Ａ（図７）は
、光ディスク２００（図２（Ｂ））から反射されたレーザ光を受けて、その信号を電気信
号に変えて、ＯＰＵ５（図７）を構成する不図示のＯＢＬ付レンズホルダのサーボ機構を
動作させるためのものとされている。
【０４５０】
　「ＣＤ」規格の光ディスク２００（図２（Ｂ））の信号部２５０にて反射された拡散光
の第二波長レーザ光は、光ディスク２００の信号部２５０にて反射されたときに左旋回の
円偏光から右旋回の円偏光となり、光路Ｌ２ｆｃの第二ＯＢＬ７０により平行光となって
、光路Ｌ２ｄｔ（図７）の第二ＱＷＰ６２により右旋回の円偏光から直線偏光Ｐ波となり
、光路Ｌ２ｄｔの第二ＣＬ６１により平行光から収束光に変えられ、光路Ｌ２ａｔと光路
Ｌ２ｂｔと光路Ｌ２ｃｔとの分岐点に位置する第二ＰＢＳ２６を略直進して、光路Ｌ２ｂ
ｔの終端に位置する第二のＰＤＩＣ９２Ａに照射される。「ＣＤ」規格の光ディスク２０
０（図２（Ｂ））を反射した第二波長のレーザ光は、このように復路をたどり、第二のＰ
ＤＩＣ９２Ａ（図７）に照射される。
【０４５１】
　次に、第二のＬＤ２０Ｗ（図７）から出射されたレーザ光が、ＤＶＤ規格の光ディスク
３００（図３（Ｂ））に照射されるまでの光路について説明する。第二のＬＤ２０Ｗは、
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ＣＤ用のレーザ光とＤＶＤ用のレーザ光とを出射可能な二波長レーザダイオードとされて
いる。
【０４５２】
　第二のＬＤ２０Ｗ（図７）から拡散光が出射される。第二のＬＤ２０Ｗから出力された
拡散光の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ａｔを通り、ＣＤおよびＤＶＤ用の第二のＤＯＥ
２４を通り抜ける。第三波長のレーザ光が第二のＤＯＥ２４を透過したときに、第三波長
のレーザ光は直線偏光Ｓ波となる。
【０４５３】
　第二のＤＯＥ２４を透過した直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ａｔを通り
第二のＰＢＳ２６に入射される。第二のＰＢＳ２６内に、第二波長レーザ光の直線偏光Ｓ
波または第三波長レーザ光の直線偏光Ｓ波を略直角に反射させ、第二波長レーザ光の直線
偏光Ｐ波または第三波長レーザ光の直線偏光Ｐ波を略直進させて透過させる特殊皮膜２６
ｃが設けられているので、第二のＰＢＳ２６に入射された第二波長光の直線偏光Ｓ波のレ
ーザ光は、略直角に内部反射してＰＢＳ２６内を通り抜けＰＢＳ２６から出射する。第二
のＤＯＥ２４を透過した直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は、第二のＰＢＳ２６内を略直
角に内部反射して通り抜け、光路Ｌ２ｃｔ，Ｌ２ｄｔを通り第二のＣＬ６１に達する。
【０４５４】
　第二のＰＢＳ２６から出射された直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｃｔを
通りＣＤ用およびＤＶＤ用の光路Ｌ２Ｔとされる第二光路Ｌ２Ｔと、第二光路Ｌ２Ｔに略
直交しBlu-ray Disc用の光路Ｌ１Ｔとされる第一光路Ｌ１Ｔとが交差する光路交差部ＬＸ
を直進し、光路Ｌ２ｄｔを通り第二のＣＬ６１に入射される。
【０４５５】
　Ｓ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｃｔを通り、光路交差部ＬＸを直進する。光路交
差部ＬＸを直進したＳ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｄｔを通り、第二のＣＬ６１を
透過する。第二ＣＬ６１を透過したＳ波の第三波長レーザ光は、略平行光となって光路Ｌ
２ｄｔを通り、第二のＱＷＰ６２に達する。第二のＣＬ６１を透過した第三波長レーザ光
は、第二のＱＷＰ６２に入る。第二のＱＷＰ６２を透過した直線偏光Ｓ波の第三波長レー
ザ光は、円偏光となる。直線偏光Ｓ波の第三波長レーザ光は、第二のＱＷＰ６２において
、例えば左旋回の円偏光になる。左旋回の円偏光となった第三波長レーザ光は、第二ダイ
クロイックミラー６４に達する。
【０４５６】
　光路Ｌ２ｄｔを通って第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａに左旋回円偏光の
第三波長レーザ光が照射される。例えば、光路Ｌ２ｄｔを通って第二ダイクロイックミラ
ー６４の表側面６４ａに照射された左旋回円偏光の第三波長レーザ光の略９２～９８％の
光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａにて略直角に反射され
、第二反射性ＭＲ６８に向けて光路Ｌ２ｅを進む。また、例えば、光路Ｌ２ｄｔを通って
第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａに照射された左旋回円偏光の第三波長レー
ザ光の略２～８％の光は、略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａか
ら鈍角となるように曲げられて第二ダイクロイックミラー６４内に入射され第二のダイク
ロイックミラー６４内を透過して略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の裏側面６
４ｂから鈍角となるように曲げられて出射され、第二のＦＭＤ６５に向けて光路Ｌ２ｇｔ
を進む。
【０４５７】
　具体的に説明すると、光路Ｌ２ｄｔを通って第二ダイクロイックミラー６４の表側面６
４ａに照射された左旋回円偏光の第三波長レーザ光の略９３～９７％の光は、略三角柱状
の第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａにて略直角に反射され、第二反射性ＭＲ
６８に向けて光路Ｌ２ｅを進む。また、光路Ｌ２ｄｔを通って第二ダイクロイックミラー
６４の表側面６４ａに照射された左旋回円偏光の第三波長レーザ光の略３～７％の光は、
略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａから鈍角となるように曲げら
れて第二のダイクロイックミラー６４内に入射され第二のダイクロイックミラー６４内を
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透過して略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の裏側面６４ｂから鈍角となるよう
に曲げられて出射され、第二のＦＭＤ６５に向けて光路Ｌ２ｇｔを進む。
【０４５８】
　第二ダイクロイックミラー６４の裏側面６４ｂの特殊皮膜６４ｃに左旋回円偏光の第三
波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６４における左旋回円偏
光の第三波長レーザ光の反射量が例えば９２％よりも少ない場合、即ち、第二のダイクロ
イックミラー６４における左旋回円偏光の第三波長レーザ光の透過量が例えば８％よりも
多い場合、光ディスク３００（図３（Ｂ））に第三波長レーザ光を照射させるための必要
な光量が不足する。
【０４５９】
　具体的に説明すると、第二ダイクロイックミラー６４（図７）の裏側面６４ｂの特殊皮
膜６４ｃに左旋回円偏光の第三波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイック
ミラー６４における左旋回円偏光の第三波長レーザ光の反射量が９３％よりも少ない場合
、即ち、第二のダイクロイックミラー６４における左旋回円偏光の第三波長レーザ光の透
過量が７％よりも多い場合、光ディスク３００（図３（Ｂ））に第三波長レーザ光を照射
させるための必要な光量が不足する。
【０４６０】
　第二ダイクロイックミラー６４（図７）の裏側面６４ｂの特殊皮膜６４ｃに左旋回円偏
光の第三波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６４における左
旋回円偏光の第三波長レーザ光の反射量が例えば９８％よりも多い場合、即ち、第二のダ
イクロイックミラー６４における左旋回円偏光の第三波長レーザ光の透過量が例えば２％
よりも少ない場合、第二のＦＭＤ６５に必要とされる第三波長レーザ光の受光量が不足す
る。
【０４６１】
　具体的に説明すると、第二ダイクロイックミラー６４の裏側面６４ｂの特殊皮膜６４ｃ
に左旋回円偏光の第三波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６
４における左旋回円偏光の第三波長レーザ光の反射量が９７％よりも多い場合、即ち、第
二のダイクロイックミラー６４における左旋回円偏光の第三波長レーザ光の透過量が３％
よりも少ない場合、第二のＦＭＤ６５に必要とされる第三波長レーザ光の受光量が不足す
る。
【０４６２】
　第二ダイクロイックミラー６４の裏側面６４ｂの特殊皮膜６４ｃに左旋回円偏光の第三
波長レーザ光が当てられたときに、第二のダイクロイックミラー６４における左旋回円偏
光の第三波長レーザ光の反射量が例えば９５％とされた場合、即ち、第二のダイクロイッ
クミラー６４における左旋回円偏光の第三波長レーザ光の透過量が例えば５％とされた場
合、光ディスク３００（図３（Ｂ））に十分なレーザ光が照射されると共に、第二のＦＭ
Ｄ６５（図７）に必要とされる適度なレーザ光が照射される。従って、このような特性を
もつ第二のダイクロイックミラー６４がＯＰＵ５に装備されることが好ましい。
【０４６３】
　ダイクロミラー６４のダイクロ膜６４ｃは、波長約６３０～６８５ｎｍの左旋回円偏光
のＤＶＤ用レーザ光（第三波長レーザ光）に対し、その殆どを反射させる。左旋回円偏光
の波長６３０～６８５ｎｍの第三波長レーザ光が第二のダイクロイックミラー６４に当て
られたときに、第二のダイクロイックミラー６４は、大部分の波長６３０～６８５ｎｍの
第三波長レーザ光を反射させ、一部の波長６３０～６８５ｎｍの第三波長レーザ光を透過
させるものとして形成されている。
【０４６４】
　略三角柱状の第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａから第二のダイクロイック
ミラー６４内に入射され第二のダイクロイックミラー６４内を透過して略三角柱状の第二
ダイクロイックミラー６４の裏側面６４ｂから鈍角となるように曲げられて出射された一
部の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｇｔを通り第二のＦＭＤ６５に達する。
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【０４６５】
　第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａを略直角に反射した左旋回円偏光の第三
波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅを通り、ハウジング基壁基準部７ｈ（図３（Ｂ））の上側に
位置する第二反射性ＭＲ６８に当てられる。第二反射性ＭＲ６８に、レーザ光を略全反射
させる皮膜６８ａが設けられているので、反射性ＭＲ６８に当てられたレーザ光は、略全
反射される。
【０４６６】
　第二ダイクロイックミラー６４（図７）の表側面６４ａを略直角に反射した左旋回円偏
光の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅを通り、反射性ＭＲ６８（図３（Ｂ））を直角より
もやや鋭角に反射し、光路Ｌ２ｆｄを通って開口制限素子６９を通り抜ける。開口制限素
子６９の第一側面６９ａに、波長約７６５～８３０ｎｍのＣＤ用の赤外レーザ光（第二波
長レーザ光）の一部をマスクして遮断させ、波長約６３０～６８５ｎｍのＤＶＤ用の赤色
レーザ光（第三波長レーザ光）をマスクさせずに透過させる特殊な皮膜６９ｃが設けられ
ている。このような特殊皮膜６９ｃが開口制限素子６９の第一側面６９ａに設けられてい
ることから、開口制限素子６９は、波長約７６５～８３０ｎｍのＣＤ用の赤外レーザ光（
第二波長レーザ光）にのみ作用し、波長約６３０～６８５ｎｍのＤＶＤ用の赤色レーザ光
（第三波長レーザ光）には作用しない。従って、波長約６３０～６８５ｎｍの赤色をした
左旋回円偏光の第三波長レーザ光が開口制限素子６９を通過しても、左旋回円偏光の第三
波長レーザ光に大きな変化は生じない。左旋回円偏光の第三波長レーザ光は、マスクされ
ることなく開口制限素子６９の第一側面６９ａから開口制限素子６９内に入射されると共
に、開口制限素子６９の第二側面６９ｂから出射される。
【０４６７】
　開口制限素子６９を透過した左旋回円偏光の第三波長レーザ光は、第二のＯＢＬ７０を
通り抜ける。略平行光となっている左旋回円偏光の第三波長レーザ光は、第二ＯＢＬ７０
によって収束光となり、ＤＶＤ規格の光ディスク３００の信号部３５０に照射される。
【０４６８】
　光ディスク３００に対し、不図示のレンズホルダに装備された第二のＯＢＬ７０のフォ
ーカスサーボが行われるときに、第二のＯＢＬ７０を備えるレンズホルダは、フォーカス
方向Ｄｆに沿って動かされる。また、光ディスク３００に対し、不図示のレンズホルダに
装備された第二のＯＢＬ７０のトラッキングサーボが行われるときに、第二のＯＢＬ７０
を備えるレンズホルダは、トラッキング方向Ｄｒに沿って動かされる。また、光ディスク
３００に対し、レンズホルダに装備された第二のＯＢＬ７０のチルト制御が行われるとき
に、第二のＯＢＬ７０を備えるレンズホルダは、チルト方向Ｄｔに沿って揺動される。
【０４６９】
　第二のＬＤ２０Ｗ（図７）から出射された拡散光の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ａｔ
の第二ＤＯＥ２４により直線偏光Ｓ波とされ、光路Ｌ２ｄｔの第二ＣＬ６１により拡散光
から略平行光に変えられ、光路Ｌ２ｄｔの第二ＱＷＰ６２により直線偏光Ｓ波から左旋回
の円偏光となり、光路Ｌ２ｆｄ（図３（Ｂ））の開口制限素子６９を通り、第二ＯＢＬ７
０により収束光となって、ＤＶＤ規格の光ディスク３００の信号部３５０に集光される。
第三波長のレーザ光は、このように往路をたどり、第三メディア３００とされるＤＶＤ規
格の光ディスク３００に集光される。
【０４７０】
　次に、ＤＶＤ規格の光ディスク３００に対し反射した第三波長レーザ光の復路について
説明する。第三波長レーザ光がＤＶＤ規格の光ディスク３００の信号部３５０にて反射さ
れるときに、左旋回の円偏光の第三波長レーザ光は、右旋回の円偏光となる。右旋回の円
偏光の第三波長レーザ光は、拡散光となって光路Ｌ２ｆｄを戻り第二のＯＢＬ７０に達す
る。拡散光となっている右旋回円偏光の第三波長レーザ光は、第二のＯＢＬ７０によって
略平行光となる。第二のＯＢＬ７０を透過し光路Ｌ２ｆｄを戻る右旋回の円偏光の第三波
長レーザ光は、開口制限素子６９を通り、第二反射性ＭＲ６８に達する。
【０４７１】
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　第二反射性ＭＲ６８を反射した右旋回の円偏光の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｅ（図
７）を戻って第二のダイクロイックミラー６４に達する。
【０４７２】
　第二ダイクロイックミラー６４の表側面６４ａにて反射された右旋回円偏光の第三波長
レーザ光は、光路Ｌ２ｄｔを戻って第二のＱＷＰ６２に達する。第三波長レーザ光が光路
Ｌ２ｄｔを戻って第二のＱＷＰ６２を透過したときに、右旋回の円偏光の第三波長レーザ
光は、直線偏光Ｐ波となる。第二のＱＷＰ６２を透過した直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ
光は、第二のＣＬ６１に達する。第三波長レーザ光が光路Ｌ２ｄｔを戻って第二のＣＬ６
１を透過したときに、略平行光の直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、収束光の直線偏光
Ｐ波の第三波長レーザ光となる。第二のＣＬ６１を透過した直線偏光Ｐ波の第三波長レー
ザ光は、光路Ｌ２ｄｔを戻り、光路交差部ＬＸを直進し、光路Ｌ２ｃｔを戻り、第二のＰ
ＢＳ２６に入射される。
【０４７３】
　第三波長レーザ光が光路Ｌ２ｄｔを戻って第二のＱＷＰ６２を透過したときに、右旋回
の円偏光の第三波長レーザ光は、直線偏光Ｐ波となる。光路Ｌ２ｄｔを戻り光路交差部Ｌ
Ｘを通過した直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｃｔを通ってＰＢＳ２６に達
する。ＰＢＳ２６内に、第二波長レーザ光の直線偏光Ｐ波または第三波長レーザ光の直線
偏光Ｐ波を略直進させ、第二波長レーザ光の直線偏光Ｓ波または第三波長レーザ光の直線
偏光Ｓ波を略直角に反射させて透過させる特殊皮膜２６ｃが設けられているので、直線偏
光Ｐ波の第三波長レーザ光は、ＰＢＳ２６内を略直進透過する。
【０４７４】
　ＰＢＳ２６内を略直進透過した直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂｔを通
って第二のセンサレンズ８２Ａに達する。直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光が第二のセン
サレンズ８２Ａを透過するときに、第三波長レーザ光に非点収差が生じる。
【０４７５】
　第二のセンサレンズ８２Ａを透過した第三波長レーザ光は、光路Ｌ２ｂｔを通って第二
のＰＤＩＣ９２Ａに達する。第二のＰＤＩＣ９２Ａは、光ディスク３００（図３（Ｂ））
から反射されたレーザ光を受けて、その信号を電気信号に変え、光ディスク３００に記録
された情報を検出するためのものとされている。また、第二のＰＤＩＣ９２Ａ（図７）は
、光ディスク３００（図３（Ｂ））から反射されたレーザ光を受けて、その信号を電気信
号に変えて、ＯＰＵ５（図７）を構成する不図示のＯＢＬ付レンズホルダのサーボ機構を
動作させるためのものとされている。
【０４７６】
　「ＤＶＤ」規格の光ディスク３００（図３（Ｂ））の信号部３５０にて反射された拡散
光の第三波長レーザ光は、光ディスク３００の信号部３５０にて反射されたときに左旋回
の円偏光から右旋回の円偏光となり、光路Ｌ２ｆｄの第二ＯＢＬ７０により平行光となっ
て、光路Ｌ２ｄｔ（図７）の第二ＱＷＰ６２により右旋回の円偏光から直線偏光Ｐ波とな
り、光路Ｌ２ｄｔの第二ＣＬ６１により平行光から収束光に変えられ、光路Ｌ２ａｔと光
路Ｌ２ｂｔと光路Ｌ２ｃｔとの分岐点に位置する第二ＰＢＳ２６を略直進して、光路Ｌ２
ｂｔの終端に位置する第二のＰＤＩＣ９２Ａに照射される。「ＤＶＤ」規格の光ディスク
３００（図３（Ｂ））を反射した第三波長のレーザ光は、このように復路をたどり、第二
のＰＤＩＣ９２Ａ（図７）に照射される。
【０４７７】
　上記ＬＤＤ９、上記ＬＤ１０，ＬＤ２０Ｗ、上記エキスパンダユニット４６、上記ＦＭ
Ｄ５０，６５、上記ＰＤＩＣ９１Ａ，９２Ａなどは、上記フレキシブルプリント回路体な
どのＦＰＣ８Ｂに通電可能に接続されている。ＦＰＣ８Ｂは、複数の回路導体が例えば不
図示の全芳香族系ポリイミド樹脂などの芳香族系耐熱性樹脂製絶縁シートに印刷されて、
例えば銅箔などの不図示の金属箔が絶縁シートに並設され、その上に例えば全芳香族系ポ
リイミド樹脂などの芳香族系耐熱性樹脂製の透明もしくは半透明の不図示の保護層が設け
られて構成される。全芳香族系ポリイミド樹脂などの芳香族系耐熱性樹脂製の絶縁シート
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および／または保護層を備えるＦＰＣ８Ｂが用いられることにより、ＦＰＣ８Ｂに対し、
ＬＤＤ９、ＬＤ１０，ＬＤ２０Ｗ、エキスパンダユニット４６、ＦＭＤ５０，６５、ＰＤ
ＩＣ９１Ａ，９２Ａなどの半田付けが良好に行われる。ＦＰＣ８Ｂは、他のＯＰＵに共通
して使用可能な例えば規格化されたＦＰＣ８Ｂとして構成されている。
【０４７８】
　ＯＰＵ５は、上記各種のものを備えて構成される。ＯＰＵ５を構成する各種部品は、金
属製のハウジング７Ｂに装備される。ハウジング７Ｂは、各種部品が装備されるハウジン
グ本体７ｅと、ハウジング本体７ｅから突設され不図示の略直線丸棒状の第一軸部材と移
動可能に合わせられる一対の主軸用の側面視略丸孔状をした軸受部７ｐ，７ｑと、主軸用
の側面視略丸孔状をした軸受部７ｐ，７ｑに対し反対側に向けてハウジング本体７ｅから
突設され不図示の略直線丸棒状の第二軸部材と移動可能に合わせられる副軸用の側面視略
Ｕ字状をした軸受部７ｒとを備えて形成されている。主軸用の軸受部７ｐ，７ｑと、副軸
用の軸受部７ｒとは、ハウジング本体７ｅと一体成形されている。主軸用の軸受部７ｐ，
７ｑと、副軸用の軸受部７ｒと、ハウジング本体７ｅとは、同一の金属材料が用いられて
一つのものとして形成されている。
【０４７９】
　ＯＰＵ５を構成するハウジング７Ｂは、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム
（Ｍｇ）、亜鉛（Ｚｎ）などの非鉄金属や、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ
）、亜鉛（Ｚｎ）を含有する合金が用いられて形成される。例えばアルミニウムを主成分
とするアルミニウム合金が用いられてハウジング７Ｂが形成されている。例えば、複数の
ＬＤ１０，２０Ｗ等から生じる熱は、放熱性に優れるアルミニウムを主成分としたアルミ
ニウム合金製ハウジング７Ｂにより、効率よくハウジング７Ｂの外側に発散される。ハウ
ジング７Ｂは、アルミニウムが用いられて、他のＯＰＵに共通して使用可能な例えば規格
化されたハウジング７Ｂとして形成されている。ハウジング７Ｂなどを備えるＯＰＵ５は
、図示されたもの以外に、他のものも備えるものとされているが、図７においては、便宜
上、それらの他のものを省略した。
【０４８０】
　例えば、光ディスク装置の電源が入れられて、光ディスク装置が起動状態とされるとき
や、光ディスク１００（図２（Ａ），図３（Ａ）），２００（図２（Ｂ）），３００（図
３（Ｂ））に対するＯＰＵ５（図７）のトラックジャンプが行われるときに、略直線丸棒
状の第一軸部材および第二軸部材に移動可能に支持されたＯＰＵ５は、ディスク半径方向
Ｄｒに略沿って駆動させられる。このＯＰＵ５は、ディスク半径方向Ｄｒに略沿って往復
移動が可能な状態で、略直線丸棒状の第一軸部材および第二軸部材に装備される。
【０４８１】
　上記ＯＰＵ５は、上記ハウジング７Ｂ、上記ＦＰＣ８Ｂ、上記ＬＤＤ９、上記ＬＤ１０
，２０Ｗ、上記ＤＯＥ１１，２４、上記ＰＢＳ１６，２６、上記ＱＷＰ１７，６２、上記
ＣＬ４１，６１、上記ビームエキスパンダユニット４６、上記ダイクロイックミラー４８
，６４、上記ＦＭＤ５０，６５、上記ＭＲ５８，６８、上記ＯＢＬ６０，７０、上記開口
制限素子６９、上記センサレンズ８１Ａ，８２Ａ、及び上記ＰＤＩＣ９１Ａ，９２Ａ等を
備えて構成されている。また、上記ＯＰＵ５は、各種規格の異なる光ディスク１００（図
２（Ａ），図３（Ａ）），２００（図２（Ｂ）），３００（図３（Ｂ））に対応可能なも
のとされている。
【０４８２】
　このＯＰＵ５（図７）は、第一波長レーザ光を出射可能な第一ＬＤ１０と、第一波長レ
ーザ光と異なる波長とされる第二波長レーザ光を出射可能な第二ＬＤ２０Ｗと、第一波長
レーザ光を第一光ディスク１００上に集光させる第一ＯＢＬ６０と、第二波長レーザ光を
第一光ディスク１００と異なる規格の光ディスクとされる第二光ディスク２００上に集光
させる第二ＯＢＬ７０とを少なくとも備えている。
【０４８３】
　第一ＬＤ１０から第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００に達するまでの第一
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波長レーザ光の光路Ｌ１ｉｔ，Ｌ１iiｔを、便宜上、第一光路Ｌ１Ｔと定める。また、第
二ＬＤ２０Ｗから第二ＯＢＬ７０を経由して第二光ディスク２００に達するまでの第二波
長レーザ光の光路Ｌ２ｉｔ，Ｌ２iiｔを、便宜上、第二光路Ｌ２Ｔと定める。このように
第一光路Ｌ１Ｔおよび第二光路Ｌ２Ｔが定められて図７の如くＯＰＵ５が平面視されたと
きに、ＯＰＵ５における光学レイアウトは、第一光路Ｌ１Ｔと第二光路Ｌ２Ｔとが、ハウ
ジング７Ｂ内にて、例えば略十字状で略直角に交差する光学レイアウトとされている。
【０４８４】
　このように光学レイアウトが構成されることにより、第一光ディスク１００の規格と、
第二光ディスク２００の規格とが異なっていても、少なくとも、第一光ディスク１００と
、第一光ディスク１００と異なる規格の光ディスクとされる第二光ディスク２００とに対
応したＯＰＵ５の提供が可能となる。
【０４８５】
　第一波長レーザ光を出射可能な第一ＬＤ１０と、第一波長レーザ光と異なる波長とされ
る第二波長レーザ光を出射可能な第二ＬＤ２０Ｗと、第一波長レーザ光を第一光ディスク
１００上に集光させる第一ＯＢＬ６０と、第二波長レーザ光を第一光ディスク１００と異
なる規格の光ディスクとされる第二光ディスク２００上に集光させる第二ＯＢＬ７０とを
備えるＯＰＵ５が構成されていれば、一つのＯＰＵ５で、例えば、高密度記録規格の第一
光ディスク１００と、第一光ディスク１００と異なる従来規格の第二光ディスク２００と
に少なくとも対応可能となる。従って、異なる規格の各種光ディスク１００，２００に対
応したＯＰＵ５の提供が可能となる。
【０４８６】
　また、第一ＬＤ１０から第一ＯＢＬ６０を経由して第一光ディスク１００に達するまで
の第一波長レーザ光の光路Ｌ１ｉｔ，Ｌ１iiｔとされる第一光路Ｌ１Ｔと、第二ＬＤ２０
Ｗから第二ＯＢＬ７０を経由して第二光ディスク２００に達するまでの第二波長レーザ光
の光路Ｌ２ｉｔ，Ｌ２iiｔとされる第二光路Ｌ２Ｔとを、ハウジング７Ｂ内にて、例えば
平面視略十字状で略直角に交差させる光学レイアウトとさせることにより、ＯＰＵ５の小
型／薄型化が可能となる。従って、省スペース化が図られたＯＰＵ５の提供が可能となる
。また、ＯＰＵ５が平面視されたときに、第一光路Ｌ１Ｔと第二光路Ｌ２Ｔとがハウジン
グ７Ｂ内にて例えば略十字状で略直角に交差する光学レイアウトとされることにより、Ｏ
ＰＵ５のハウジング７Ｂにおける光学レイアウトの設計が容易化される。
【０４８７】
　第二ＬＤ２０Ｗは、複数種類の波長のレーザ光を出射可能なＬＤ２０Ｗとして構成され
ている。詳しく説明すると、第二ＬＤ２０Ｗは、第二波長レーザ光と、第一波長レーザ光
と異なる波長とされると共に第二波長レーザ光と異なる波長とされる第三波長レーザ光と
を出射可能な二波長ＬＤ２０Ｗとして構成されている。
【０４８８】
　二波長ＬＤ２０Ｗ等に代表される複数種類の波長のレーザ光を出射可能なＬＤ２０Ｗが
ＯＰＵ５に装備されることにより、多種の光ディスク１００，２００，３００に対応可能
なＯＰＵ５が構成されると共に、ＯＰＵ５の部品点数の削減化が図られる。例えば第二Ｌ
Ｄ２０Ｗは、第二波長レーザ光と、第一波長レーザ光と異なる波長とされると共に第二波
長レーザ光と異なる波長とされる第三波長レーザ光との二種類の波長レーザ光を出射可能
な二波長ＬＤ２０Ｗとして構成されているので、第一ＬＤ１０および第二ＬＤ２０Ｗが装
備されたＯＰＵ５は、多種の光ディスク１００，２００，３００に対応可能となる。また
、これと共に、第二波長レーザ光を出射可能なＬＤと、第三波長レーザ光を出射可能なＬ
Ｄとが、一つのＬＤ２０Ｗとしてまとめられているので、ＯＰＵ５の部品削減化、軽量化
、小型化、軽薄化、価格低減化などが図られることとなる。従って、多種の光ディスク１
００，２００，３００に対応可能とされると共に、部品削減化、軽量化、小型化、軽薄化
、価格低減化などが図られたＯＰＵ５の提供が可能となる。
【０４８９】
　二波長ＬＤ２０Ｗとされる第二ＬＤ２０Ｗから出射された第三波長レーザ光は、例えば
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、第二波長レーザ光がたどる光路と同じ光路とされる第二光路Ｌ２Ｔをたどり、第二ＯＢ
Ｌ７０により、第一光ディスク１００と異なる規格の光ディスクとされると共に第二光デ
ィスク２００と異なる規格の光ディスクとされる第三光ディスク３００上に集光される。
【０４９０】
　ＯＰＵ５は、第三波長レーザ光に対応した第三光ディスク３００を含む多種の光ディス
ク１００，２００，３００に対応する。このＯＰＵ５は、第一波長レーザ光に対応する第
一光ディスク１００と、第一光ディスク１００と異なる規格の光ディスクとされ第二波長
レーザ光に対応する第二光ディスク２００と、第一光ディスク１００と異なる規格の光デ
ィスクとされると共に第二光ディスク２００と異なる規格の光ディスクとされ第三波長レ
ーザ光に対応する第三光ディスク３００とに対応可能なものとされている。例えば、第一
光ディスク１００が従来規格の光ディスクと互換性をもたない高密度記録規格の光ディス
クとされ、第二光ディスク２００が従来規格の光ディスクとされ、第三光ディスク３００
が第二光ディスク２００よりも高密度記録規格の光ディスクとされると共に第二光ディス
ク２００と異なる従来規格の光ディスクを含むものとされていても、このＯＰＵ５は、第
一光ディスク１００と、第二光ディスク２００と、第三光ディスク３００とに対応する。
【０４９１】
　このＯＰＵ５は、例えばノート型ＰＣまたはラップトップ型ＰＣ等の持運びが容易なＰ
Ｃの光ディスク装置に装備可能な厚さ約１０ｍｍ以内の薄型、具体的には厚さ約７．３ｍ
ｍ以内の薄型に形成されている。
【０４９２】
　上記光学レイアウトがＯＰＵ５に採用されることにより、異なる規格の各種光ディスク
１００，２００，３００に対応すると共に、例えばノート型ＰＣまたはラップトップ型Ｐ
Ｃ等の持運びが容易なＰＣの光ディスク装置に装備可能な厚さ約１０ｍｍ以下、具体的に
は厚さ約７．３ｍｍ以下の薄型化されたＯＰＵ５が構成される。ノート型ＰＣまたはラッ
プトップ型ＰＣ等の持運びが容易なＰＣに対応する光ディスク装置やＯＰＵ５の設計／仕
様などにもよるが、ＯＰＵ５を構成する各種部品の最小の大きさ等により、薄型化される
ＯＰＵ５は、例えば厚さ約２ｍｍ程度以上、具体的には厚さ約３ｍｍ程度以上／超が必要
と推察される。
【０４９３】
　上記ＯＰＵ５は、例えば光ディスク装置の組立メーカ等に出荷され、光ディスク装置の
組立メーカ等において、上記ＯＰＵ５を一つのみ備えた一つの光ディスク装置が構成され
る。
【０４９４】
　上記ＯＰＵ５が光ディスク装置に装備されることにより、各種光ディスク１００，２０
０，３００からのデータの読出しや、各種光ディスク１００，２００，３００に対するデ
ータの書込みは、上記ＯＰＵ５を一つのみ備える一つの光ディスク装置にて実行可能とな
る。光ディスク装置に各種光ディスク１００，２００，３００が装備されて、例えば、各
種光ディスク１００，２００，３００のデータが読み出されたり、又は、各種光ディスク
１００，２００，３００にデータが書き込まれたりされる。従って、各種光ディスク１０
０，２００，３００に対応可能な光ディスク装置の提供が可能となる。
【０４９５】
　上記ＯＰＵ５は、例えば、「ＣＤ－ＲＯＭ」，「ＤＶＤ－ＲＯＭ」，「ＢＤ－ＲＯＭ」
などの読出し専用の光ディスクや、「ＣＤ－Ｒ」，「ＤＶＤ－Ｒ」，「ＤＶＤ＋Ｒ」，「
ＢＤ－Ｒ」などの追記型の光ディスクや、「ＣＤ－ＲＷ」，「ＤＶＤ－ＲＷ」，「ＤＶＤ
＋ＲＷ」，「ＤＶＤ－ＲＡＭ」，「ＢＤ－ＲＥ」などの書込み／消去や書換え可能なタイ
プの光ディスクに対応したものとされる。
【０４９６】
　また、上記ＯＰＵ５を備える光ディスク装置は、例えば、不図示のノート型パーソナル
コンピュータや、不図示のラップトップ型パーソナルコンピュータや、不図示のデスクト
ップ型パーソナルコンピュータなどのコンピュータや、ＣＤプレーヤなどの音響機器や、
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ＤＶＤプレーヤなどの不図示の音響／映像機器などに装備可能なものとされる。また、上
記ＯＰＵ５を備える光ディスク装置は、ＣＤ系光ディスクや、ＤＶＤ系光ディスクや、Bl
u-ray Disc等の複数のメディアに対応可能なものとされる。
【０４９７】
　本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置は、図示されたも
のや、上に記載されたものに限定されるものではない。
【０４９８】
　例えば、図７に示すＯＰＵ（５）の光路交差部（ＬＸ）において、第一光路（Ｌ１Ｔ）
と第二光路（Ｌ２Ｔ）とが傾斜された角度で交差されていてもよい。
【０４９９】
　また、例えば、上記Blu-ray Disc系、ＤＶＤ系、ＣＤ系のレーザ光のＰ波またはＳ波が
逆とされていてもよい。また、右旋回の円偏光のレーザ光と、左旋回の円偏光のレーザ光
とが逆とされてもよい。
【０５００】
　また、例えばＤＶＤ系列の光ディスク３００が第二メディア（３００）とされ、その代
わりにＣＤ系列の光ディスク２００が第三メディア（２００）とされてもよい。
【０５０１】
　また、例えば、ＣＤ系列のメディア２００（図２（Ｂ））とされる第二メディア２００
に対し、データの書込みが行われることなく、データの再生だけが行われるＯＰＵ（５）
（図７）とされてもよい。
【０５０２】
　また、例えば上記ＯＰＵ（５）は、「ＣＤ－ＲＯＭ」，「ＤＶＤ－ＲＯＭ」，「ＢＤ－
ＲＯＭ」などの読出し専用の光ディスクに対応し、「ＣＤ－Ｒ」，「ＤＶＤ－Ｒ」，「Ｄ
ＶＤ＋Ｒ」，「ＢＤ－Ｒ」などの追記型の光ディスクや、「ＣＤ－ＲＷ」，「ＤＶＤ－Ｒ
Ｗ」，「ＤＶＤ＋ＲＷ」，「ＤＶＤ－ＲＡＭ」，「ＢＤ－ＲＥ」などの書込み／消去や書
換え可能なタイプの光ディスクには、非対応とされてもよい。
【０５０３】
　また、第一光路Ｌ１Ｔを構成する前半光路Ｌ１ｉｔの光路Ｌ１ｃｔに位置するＱＷＰ１
７が、例えば第一光路（Ｌ１Ｔ）を構成する後半光路（Ｌ１iiｔ）の光路（Ｌ１ｅ）に位
置されてもよい。また、例えば、光路（Ｌ１Ｔ）にＱＷＰ（１７）が介在されず省略され
てもよい。また、第二光路Ｌ２Ｔを構成する後半光路Ｌ２iiｔの光路Ｌ２ｄｔに位置する
ＱＷＰ６２が、例えば第二光路（Ｌ２Ｔ）を構成する後半光路（Ｌ２iiｔ）の光路（Ｌ２
ｅ）に位置されてもよい。
【０５０４】
　また、例えば、図７に示す第二ＬＤ２０Ｗが装備されている位置に第一ＬＤ（１０）が
装備され、その代わりに、図７に示す第一ＬＤ１０が装備されている位置に第二ＬＤ（２
０Ｗ）が装備されてもよい。
【０５０５】
　また、例えば、ＯＰＵ（５）を構成するハウジング（７）の略ディスク中心側に位置す
る第一のＯＢＬ（６０）と、第二のＯＢＬ（７０）とが、ディスク半径方向（Ｄｒ）に直
交する方向であってフォーカス方向（Ｄｆ）に直交する方向とされるタンジェンシャル方
向（Ｄｓ）に略沿って並設されていてもよい。
【０５０６】
　また、例えば、図２（Ａ），図３（Ａ）に示すBlu-ray Disc用の第一ＯＢＬ６０に代え
て、例えば、第一メディア１００に照射される第一波長レーザ光の光軸方向Ｄｆに沿って
配列された一対の不図示のＯＢＬが、重ね合わせられるようにBlu-ray Disc用のＯＢＬと
してＯＰＵ５に配備されてもよい。すなわち、図２（Ａ），図３（Ａ）に示すBlu-ray Di
sc用の第一ＯＢＬ６０に代えて、例えば、フォーカス方向Ｄｆに沿って直列に配置された
一対の不図示のＯＢＬが、Blu-ray Disc用のＯＢＬとしてＯＰＵ５に配備されてもよい。
【０５０７】
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　また、例えば、上記一つのＬＤＤ９（図７）に代えて、上記第一のＬＤ１０に対応した
不図示の第一のＬＤＤと、上記第二のＬＤ２０Ｗに対応した不図示の第二のＬＤＤとが、
個別にＯＰＵ５に装備されてもよい。
【０５０８】
　また、例えば、Blu-ray Disc用の反射性ＭＲ５８（図２（Ａ），図３（Ａ））と、Blu-
ray Disc用の第一のＯＢＬ６０との間の光路Ｌ１ｆや、Blu-ray Disc用の反射性ＭＲ５８
（図１）と、Blu-ray Disc用の第一のダイクロイックミラー４８との間の光路Ｌ１ｅ等の
第一光路Ｌ１Ｔ中に、レーザ光の集光スポットＳ１（図２（Ａ），図３（Ａ））に生じた
球面収差等に対する収差補正を行うと共に光ディスク１００に照射されるレーザ光の垂直
複屈折または面内複屈折のうち何れか一方または両方の補正を併せて行う不図示のBlu-ra
y Disc用の液晶補正素子が、さらに装備されてもよい。
【実施例６】
【０５０９】
　次に、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第六の実
施形態について、図２、図３、及び、図８を用いて詳細に説明する。
【０５１０】
　図８は、本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第六の
実施形態を示す概略図である。
【０５１１】
　このＯＰＵ６における集光スポットＳ１（図２（Ａ），図３（Ａ）），Ｓ２（図２（Ｂ
）），Ｓ３（図３（Ｂ））のフォーカシング検出法は、例えばナイフエッジ法に基づいた
検出法等とされる。例えば、ナイフエッジ、回折格子機能を有するＤＯＥ７６，７７（図
８）等を用いて集光スポットＳ１，Ｓ２，Ｓ３の誤差を検出する。このＯＰＵ６は、ナイ
フエッジ法による光学系を備えたＯＰＵ６とされている。なお、このＯＰＵ６における集
光スポットＳ１，Ｓ２，Ｓ３のトラッキング検出法は、上記第五実施例のＯＰＵ５（図７
）と同じく、差動プッシュプル法や、位相差法に基づいた検出法とされる。
【０５１２】
　図７の光路Ｌ１ｉｔの終端に位置し差動非点収差法に基づくフォーカシング検出法に対
応した第一のＰＤＩＣ９１Ａに代えて、図８の如く、ナイフエッジ法に基づくフォーカシ
ング検出法に対応した第一のＰＤＩＣ９１Ｂが装備されている。また、図７の光路Ｌ１ｂ
ｔ中に位置する第一のアナモフィックレンズ８１Ａに代えて、図８の如く、光路Ｌ１ｂｕ
中に第一のパワーレンズ８１Ｂが装備されている。第六の実施形態におけるＯＰＵ６の第
一のセンサレンズ８１Ｂとして、例えば第一のパワーレンズ８１Ｂが用いられている。ま
た、第一のＰＢＳ１６と、第一のセンサレンズ８１Ｂとの間の光路Ｌ１ｂｕに、「Blu-ra
y Disc」用の第一の復路用ＤＯＥ７６が装備される。第一の復路用ＤＯＥ７６は、四分割
ホログラム素子などの複数分割ホログラム素子によってナイフエッジが形成されたＤＯＥ
とされる。
【０５１３】
　また、図７の光路Ｌ２ｉｔの終端に位置し差動非点収差法に基づくフォーカシング検出
法に対応した第二のＰＤＩＣ９２Ａに代えて、図８の如く、ナイフエッジ法に基づくフォ
ーカシング検出法に対応した第二のＰＤＩＣ９２Ｂが装備されている。また、図７の光路
Ｌ２ｂｕ中に位置する第二のアナモフィックレンズ８２Ａに代えて、図８の如く、光路Ｌ
２ｂｕ中に第二のパワーレンズ８２Ｂが装備されている。第六の実施形態におけるＯＰＵ
６の第二のセンサレンズ８２Ｂとして、例えば第二のパワーレンズ８２Ｂが用いられてい
る。また、第二のＰＢＳ２６と、第二のセンサレンズ８２Ｂとの間の光路Ｌ２ｂｕに、Ｄ
ＶＤ用もしくはＣＤ用の第二の復路用ＤＯＥ７７が装備される。第一の復路用ＤＯＥ７６
と同じく、第二の復路用ＤＯＥ７７も、四分割ホログラム素子などの複数分割ホログラム
素子によってナイフエッジが形成されたＤＯＥとされる。このＯＰＵ６は、四分割ホログ
ラム素子によってナイフエッジが形成された第一の復路用ＤＯＥ７６および第二の復路用
ＤＯＥ７７を備えて構成される。
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【０５１４】
　図７に示す第五実施例のＯＰＵ５と、図８に示す第六実施例のＯＰＵ６とは、前記した
部分において異なるものとされている。しかしながら、他の部分においては、第五実施例
のＯＰＵ５（図７）と、第六実施例のＯＰＵ６（図８）とは、同一のものとされている。
例えば図７および図８の如く、ハウジング７Ｂは、ＯＰＵ５とＯＰＵ６とに共通して使用
可能な例えば規格化されたハウジング７Ｂとして形成されている。また、例えばＦＰＣ８
Ｂは、ＯＰＵ５とＯＰＵ６とに共通して使用可能な例えば規格化されたＦＰＣ８Ｂとして
形成されている。図８に示す第六実施例のＯＰＵ６において、図７に示す第五実施例のＯ
ＰＵ５と略同一のものについては、同一の符号を付しその詳細な説明を省略した。
【０５１５】
　先ず、第一のＬＤ１０（図８）から出射された第一波長レーザ光が、第一のＯＢＬ６０
を透過して「Blu-ray Disc」規格の第一メディア１００（図２（Ａ），図３（Ａ））に照
射されると共に反射され、反射された第一波長レーザ光が第一のＰＤＩＣ９１Ｂ（図８）
に達するまでの光路について説明する。尚、第一のＬＤ１０から出射された第一波長レー
ザ光が、第一のＯＢＬ６０を透過して「Blu-ray Disc」規格の第一メディア１００（図２
（Ａ），図３（Ａ））に照射されると共に反射されて第一のＰＢＳ１６（図８）まで戻さ
れる過程の光路説明や、第一波長レーザ光が第一ＦＭＤ５０に達するまでの光路説明につ
いては、上記第五実施例における光路説明と同じとされることから、その詳細な説明を省
略した。
【０５１６】
　第一光路Ｌ１Ｔの光路Ｌ１ｄｔを通り光路交差部ＬＸを通過し第一光路Ｌ１Ｔの光路Ｌ
１ｃｔを通って第一のＱＷＰを透過して直線偏光Ｓ波となり、光路Ｌ１ａｔと光路Ｌ１ｂ
ｕと光路Ｌ１ｃｔとの分岐点に位置する第一のＰＢＳ１６に達した復路の直線偏光Ｓ波の
第一波長レーザ光は、第一のＰＢＳ１６内を略直進して通り抜け、光路Ｌ１ｂｕを通り「
Blu-ray Disc」用の第一の復路用ＤＯＥ７６に達する。第一の復路用ＤＯＥ７６を透過し
た復路の第一波長レーザ光は、光路Ｌ１ｂｕを通り「Blu-ray Disc」用の第一のセンサレ
ンズ８１Ｂを通り抜ける。第一のセンサレンズ８１Ｂを透過した復路の第一波長レーザ光
は、光路Ｌ１ｂｕを通り「Blu-ray Disc」用の第一のＰＤＩＣ９１Ｂに当てられる。
【０５１７】
　次に、第二のＬＤ２０Ｗから出射された第二波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過
してＣＤ規格の第二メディア２００（図２（Ｂ））に照射されると共に反射され、反射さ
れた第二波長レーザ光が第二のＰＤＩＣ９２Ｂ（図８）に達するまでの光路について説明
する。なお、第二のＬＤ２０Ｗから出射された第二波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を
透過してＣＤ規格の第二メディア２００（図２（Ｂ））に照射されると共に反射されて第
二のＰＢＳ２６（図８）まで戻される過程の光路説明や、第二波長レーザ光が第二ＦＭＤ
６５に達するまでの光路説明については、上記第五実施例における光路説明と同じとされ
ることから、その詳細な説明を省略した。
【０５１８】
　第二光路Ｌ２Ｔの光路Ｌ２ｄｔを通り光路交差部ＬＸを通過し第二光路Ｌ２Ｔの光路Ｌ
２ｃｔを通り、光路Ｌ２ａｔと光路Ｌ２ｂｕと光路Ｌ２ｃｔとの分岐点に位置する第二の
ＰＢＳ２６に達した復路の直線偏光Ｐ波の第二波長レーザ光は、第二のＰＢＳ２６内を略
直進して通り抜けて、光路Ｌ２ｂｕを通りＤＶＤ用もしくはＣＤ用の第二の復路用ＤＯＥ
７７に達する。第二の復路用ＤＯＥ７７を透過した復路の第二波長のレーザ光は、光路Ｌ
２ｂｕを通りＤＶＤ用もしくはＣＤ用の第二のセンサレンズ８２Ｂを通り抜け、ＤＶＤ用
もしくはＣＤ用の第二のＰＤＩＣ９２Ｂに当てられる。
【０５１９】
　次に、第二のＬＤ２０Ｗから出射された第三波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０を透過
してＤＶＤ規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射され、反射
された第三波長レーザ光が第二のＰＤＩＣ９２Ｂ（図８）に達するまでの光路について説
明する。なお、第二のＬＤ２０Ｗから出射された第三波長レーザ光が、第二のＯＢＬ７０
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を透過してＤＶＤ規格の第三メディア３００（図３（Ｂ））に照射されると共に反射され
て第二のＰＢＳ２６（図８）まで戻される過程の光路説明や、第三波長レーザ光が第二Ｆ
ＭＤ６５に達するまでの光路説明については、上記第五実施例における光路説明と同じと
されることから、その詳細な説明を省略した。
【０５２０】
　第二光路Ｌ２Ｔの光路Ｌ２ｄｔを通り光路交差部ＬＸを通過し第二光路Ｌ２Ｔの光路Ｌ
２ｃｔを通り第二のＰＢＳ２６に達した復路の直線偏光Ｐ波の第三波長レーザ光は、第二
のＰＢＳ２６内を略直進して通り抜けて、光路Ｌ２ｂｕを通りＤＶＤ用もしくはＣＤ用の
第二の復路用ＤＯＥ７７に達する。第二の復路用ＤＯＥ７７を透過した復路の第三波長の
レーザ光は、光路Ｌ２ｂｕを通りＤＶＤ用もしくはＣＤ用の第二のセンサレンズ８２Ｂを
通り抜け、ＤＶＤ用もしくはＣＤ用の第二のＰＤＩＣ９２Ｂに当てられる。
【０５２１】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、前述した実施形態は、本発明の理解を容
易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、
その趣旨を逸脱することなく、変更／改良され得るとともに、その等価物も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０５２２】
【図１】本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第一の実
施形態を示す概略図である。
【図２】（Ａ）は第一波長光が第一メディアに照射される状態を示す説明図、（Ｂ）は第
二波長光が第二メディアに照射される状態を示す説明図である。
【図３】（Ａ）は第一波長光が第一メディアに照射される状態を示す説明図、（Ｂ）は第
三波長光が第三メディアに照射される状態を示す説明図である。
【図４】本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第二の実
施形態を示す概略図である。
【図５】本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第三の実
施形態を示す概略図である。
【図６】本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第四の実
施形態を示す概略図である。
【図７】本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第五の実
施形態を示す概略図である。
【図８】本発明に係る光ピックアップ装置およびそれを備える光ディスク装置の第六の実
施形態を示す概略図である。
【図９】従来の光ピックアップ装置の一形態を示す概略図である。
【符号の説明】
【０５２３】
　１，２，３，４，５，６　　ＯＰＵ（光ピックアップ装置）
　７Ａ，７Ｂ　　　　ハウジング
　７ｄ，７ｅ　　　　ハウジング本体
　７ｐ，７ｑ，７ｒ　軸受部
　７ｈ　　　　　　　ハウジング基壁基準部（基壁基準部）
　８Ａ，８Ｂ　　　　ＦＰＣ（フレキシブル基板）
　９　　　　　　　　ＬＤＤ（レーザドライバ）
　１０，２０，２０Ｗ，３０　ＬＤ（発光素子）
　１１，２１，２４，３１，７５，７６，７７　ＤＯＥ（回折光学素子）
　１６，２５，２６，３５，４０　　ＰＢＳ（偏光部材）
　１６ａ，２５ａ，２６ａ，３５ａ，４０ａ　第一部材
　１６ｂ，２５ｂ，２６ｂ，３５ｂ，４０ｂ　第二部材
　１６ｃ，２５ｃ，２６ｃ，３５ｃ，５８ａ，６８ａ，６９ｃ　皮膜（膜）
　１７，５７，６２，６７　ＱＷＰ（１／４波長板）
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　２０ａ　　　　　　発光部
　２０ｂ　　　　　　ＰＤＩＣ（光検出部）
　２０ｃ　　　　　　カバー
　２２　　　　　　　ホログラムレーザダイオードユニット
　２３　　　　　　　ダイバージェントレンズ（カップリングレンズ）
　３７　　　　　　　ＬＣＤ（偏光方向変換部材）
　３８　　　　　　　ＨＷＰ（偏光方向変換部材）
　４０ｃ　　　　　　偏光性皮膜（膜）
　４１，６１　　　　ＣＬ（コリメータレンズ）
　４２，４２ｔ　　　保持部材
　４３　　　　　　　ガイド部材
　４４　　　　　　　台座
　４５，４６　　　　ビームエキスパンダユニット（エキスパンダユニット）
　４８，６３，６４　ダイクロイックミラー（ミラー）
　４８ａ，６３ａ，６４ａ　　表側面（表面）
　４８ｂ，６３ｂ，６４ｂ　　裏側面（表面）
　４８ｃ，６３ｃ，６４ｃ　　ダイクロ膜（膜）
　５０，６５　　　　ＦＭＤ（受光素子）
　５２　　　　　　　液晶補正素子
　５８，６８　　　　ＭＲ（ミラー）
　６０，７０　　　　ＯＢＬ（対物レンズ）
　６９　　　　　　　開口制限素子
　６９ａ　　　　　　第一側面（側面）
　６９ｂ　　　　　　第二側面（側面）
　８０Ａ，８０Ｂ，８１Ａ，８１Ｂ，８２Ａ，８２Ｂ　センサレンズ（レンズ）
　９０Ａ，９０Ｂ，９１Ａ，９１Ｂ，９２Ａ，９２Ｂ　ＰＤＩＣ（光検出器）
　１００，２００，３００　光ディスク（メディア）
　１１０，１２０，２１０，３１０，３２０　基板
　１１０ｔ，１２０ｔ，２１０ｔ，２２０ｔ，３１０ｔ，３２０ｔ　厚さ
　１５０，２５０，３５０　信号面部（信号部）
　２２０　　　　　　層（基板）
　Ｄｆ　　　　　　　フォーカス方向（方向）
　Ｄｒ　　　　　　　トラッキング方向（方向）
　Ｄｓ　　　　　　　タンジェンシャル方向（方向）
　Ｄｔ　　　　　　　チルト方向（方向）
　Ｌ１，Ｌ１Ｔ　　　第一光路（光路）
　Ｌ１ｉ，Ｌ１ｉｔ，Ｌ１ii，Ｌ１iiｔ，Ｌ１ａ，Ｌ１ａｔ，Ｌ１ｂ，Ｌ１ｂｔ，Ｌ１ｂ
ｕ，Ｌ１ｃ，Ｌ１ｃｒ，Ｌ１ｃｔ，Ｌ１ｄ，Ｌ１ｄｔ，Ｌ１ｅ，Ｌ１ｆ，Ｌ１ｇ，Ｌ２ｉ
，Ｌ２ｉｔ，Ｌ２ii，Ｌ２iiｔ，Ｌ２ａ，Ｌ２ａｔ，Ｌ２ｂ，Ｌ２ｂｓ，Ｌ２ｂｔ，Ｌ２
ｂｕ，Ｌ２ｃ，Ｌ２ｃｔ，Ｌ２ｄ，Ｌ２ｄｔ，Ｌ２ｅ，Ｌ２ｆｃ，Ｌ２ｆｄ，Ｌ２ｇ，Ｌ
２ｇｔ，Ｌ２ｈ　　光路
　Ｌ２，Ｌ２Ｔ　　　第二光路（光路）
　ＬＡ１，ＬＡ２　　光軸
　ＬＸ　　　　　　　光路交差部
　Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３　集光スポット（スポット）
　ＷＤｂ，ＷＤｃ，ＷＤｄ　ワーキングディスタンス（作動距離）
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【図７】 【図８】
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