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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スパイラル状又は同心円状のトラックが蛇行して形成された複数の記録層を有する多層
ディスクに対応可能な光ピックアップ装置であって、
　光源と；
　前記光源から出射された光束を前記光ディスクの記録層に集光する対物レンズと、前記
光ディスクで反射され前記対物レンズを介した戻り光束の光路上に配置され、前記光ディ
スクの半径方向に対応する第１方向の第１分割線と前記第１方向に直交する第２方向の第
２分割線とによって分割された４つの部分領域を有するホログラムとを含む光学系と；
　前記ホログラムの各部分領域からの回折光を個別に受光し、受光量に応じた受光量信号
をそれぞれ生成する複数の受光素子を含む光検出器と；
　前記４つの部分領域に対応する受光量信号を用い、前記光ディスクにおけるアドレス情
報が含まれる信号を生成する情報信号生成手段と；を備え、
　前記ホログラムは、前記複数の記録層のうち、前記対物レンズの光軸方向に関してアク
セス対象の記録層よりも遠方に位置する記録層からの光を透過あるいは前記４つの部分領
域とは異なる方向に回折させる特定領域を、更に有することを特徴とする光ピックアップ
装置。
【請求項２】
　前記アドレス情報が含まれる信号は、ウォブル信号であることを特徴とする請求項１に
記載の光ピックアップ装置。
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【請求項３】
　前記情報信号生成手段は、前記第１方向に関して前記第２分割線の一側にある２つの部
分領域にそれぞれ対応する２つの受光量信号の和信号と、前記第１方向に関して前記第２
分割線の他側にある２つの部分領域にそれぞれ対応する２つの受光量信号の和信号との差
信号を用いて、前記ウォブル信号を生成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】
　前記特定領域の大きさは、前記ホログラム位置における、前記遠方に位置する記録層か
らの光のスポット径よりも大きいことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の
光ピックアップ装置。
【請求項５】
　前記情報信号生成手段は、前記４つの部分領域にそれぞれ対応する４つの受光量信号の
和信号を用いて、再生情報が含まれる信号を更に生成することを特徴とする請求項１～４
のいずれか一項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項６】
　前記光検出器は、前記特定領域からの透過光あるいは回折光を受光する受光素子を更に
有し、
　前記情報信号生成手段は、前記４つの部分領域及び前記特定領域にそれぞれ対応する５
つの受光量信号の和信号を用いて、再生情報が含まれる信号を更に生成することを特徴と
する請求項１～４のいずれか一項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項７】
　前記光源と前記光検出器は、同一の筐体内に収納され、パッケージ化されていることを
特徴とする請求項６に記載の光ピックアップ装置。
【請求項８】
　前記特定領域からの透過光あるいは回折光を受光する受光素子と前記光源との距離は、
前記４つの部分領域からの回折光を受光する受光素子と前記光源との距離と、異なること
を特徴とする請求項７に記載の光ピックアップ装置。
【請求項９】
　前記光検出器において、前記第１方向に関して前記第１分割線の一側にある２つの部分
領域からの回折光を個別に受光する２つの受光素子は、それぞれ前記第１方向の分割線に
よって分割された２つの部分受光領域を有し、該部分受光領域毎に受光量に応じた受光量
信号をそれぞれ生成する分割受光素子であり、
　前記情報信号生成手段は、前記分割受光素子で生成された受光量信号を用いて、フォー
カス方向に関する前記対物レンズの位置ずれ情報が含まれる信号を、更に生成することを
特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１０】
　前記第１方向に関して前記第１分割線の一側にある２つの部分領域の面積は、前記第１
方向に関して前記第１分割線の他側にある２つの部分領域の面積よりもそれぞれ小さいこ
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】
　前記情報信号生成手段は、前記第１方向に関して前記第２分割線の一側にある２つの部
分領域にそれぞれ対応する２つの受光量信号の和信号と、前記第１方向に関して前記第２
分割線の他側にある２つの部分領域にそれぞれ対応する２つの受光量信号の和信号との差
信号を用いて、前記光ディスクの半径方向に関する前記対物レンズの位置ずれ情報が含ま
れる信号を、更に生成することを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の光ピ
ックアップ装置。
【請求項１２】
　前記ホログラムは、入射光の偏光方向により回折効率が異なる偏光ホログラムであるこ
とを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１３】
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　前記情報信号生成手段は、前記第１方向に関して前記第２分割線の一側に位置するとと
もに前記第２方向に関して前記第１分割線の一側に位置する部分領域に対応する受光量信
号と、前記第１方向に関して前記第２分割線の他側に位置するとともに前記第２方向に関
して前記第１分割線の他側に位置する部分領域に対応する受光量信号との和信号と、前記
第１方向に関して前記第２分割線の一側に位置するとともに前記第２方向に関して前記第
１分割線の他側に位置する部分領域に対応する受光量信号と、前記第１方向に関して前記
第２分割線の他側に位置するとともに前記第２方向に関して前記第１分割線の一側に位置
する部分領域に対応する受光量信号との和信号と、の位相差に関する情報を含む信号を、
更に生成することを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の光ピックアップ装
置。
【請求項１４】
　光ディスクに光を照射し、情報の記録、再生、及び消去のうち少なくとも再生を行なう
光ディスク装置であって、
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の光ピックアップ装置と；
　前記光ピックアップ装置を構成する情報信号生成手段の出力信号を用いて、前記光ディ
スクに記録されている情報の再生を行なう処理装置と；を備える光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光ピックアップ装置及び光ディスク装置に係り、さらに詳しくは、光ディスク
に光を照射し、該光ディスクからの反射光を受光する光ピックアップ装置及び該光ピック
アップ装置を備えた光ディスク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　データを記録するための情報記録媒体（メディア）としてＣＤ（compact disc）やＤＶ
Ｄ（digital versatile disc）などの光ディスクが注目されるようになり、光ディスクを
データ記録の対象媒体とする光ディスク装置が普及するようになった。
【０００３】
　光ディスク装置には、光ディスクの記録面に光束を照射するとともに、記録面からの反
射光を受光するための装置として、光ピックアップ装置が設けられている。
【０００４】
　一般的に光ピックアップ装置は、対物レンズを含み、光源から出射される光束を記録面
に導くとともに、記録面で反射された戻り光束を所定の受光位置まで導く光学系、及び受
光位置に配置された光検出器などを備えている。この光検出器からは、記録面に記録され
ているデータの再生情報だけでなく、光ディスクにおけるアドレス情報を含む信号などが
出力される。
【０００５】
　現在、一般に市販されているＤＶＤには、再生専用のＤＶＤ－ＲＯＭ、一度だけ記録可
能なＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ＋Ｒ、書き換えが可能なＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷなどがあり
、それぞれの規格に基づいてデータの記録及び再生が行なわれる。そこで、光ディスク装
置としては、規格の異なる複数種類の光ディスクに対応できることが好ましい。
【０００６】
　例えば、ＤＶＤ＋Ｒ及びＤＶＤ＋ＲＷ（以下、まとめて「ＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷ」とも記述
する）ではトラックの蛇行形状における位相変調部にアドレス情報が含まれており、ＤＶ
Ｄ－Ｒ及びＤＶＤ－ＲＷ（以下、まとめて「ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ」とも記述する）ではラン
ドプリピットにアドレス情報が含まれている。すなわち、ＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷをアクセスす
るには、位相変調部を精度良く検出する必要があり、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷをアクセスするに
は、ランドプリピットを精度良く検出する必要がある。なお、位相変調部及びランドプリ
ピットは、いずれもトラックの蛇行形状に関する情報が含まれるウォブル信号から抽出さ
れるが、ランドプリピットは位相変調部よりもＳ／Ｎ比が小さい。従って、１つの光ピッ
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クアップ装置で、規格の異なる複数種類の光ディスクに対応するには、それぞれの規格に
応じた多様な信号を生成する必要がある。
【０００７】
　さらに、ノート型パソコンに代表されるような携帯可能な情報機器の市場が拡大し、情
報機器の大きさ、重さ及び厚さなどが売れ行きを左右する重要なファクターとなっている
。それに伴って、情報機器に搭載される光ディスク装置の小型化、軽量化及び薄型化の要
求は年々厳しくなり、光ピックアップ装置の小型化、軽量化が必須となっている。そこで
、光ディスクからの戻り光束をホログラムで３つの光束に分割し、そのうちの１つの光束
をフォーカスエラー信号の生成用とし、他の２つの光束をウォブル信号の生成用とする光
ピックアップ装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に開示されている光ピックアップ装置では、フォーカスエラ
ー信号のレベルを確保する必要があるため、戻り光束の半分を用いてフォーカスエラー信
号を生成し、残りの半分を用いてウォブル信号を生成している。このウォブル信号から位
相変調部を精度良く検出するのは可能であるが、ランドプリピットを精度良く検出するの
は難しく、ＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷとＤＶＤ－Ｒ／ＲＷとの両方に対応して用いるには不適当で
あった。なお、戻り光束をホログラムで４つの光束に分割して、トラックエラーを検出す
る装置が、例えば特許文献２に開示されている。
【０００９】
【特許文献１】特開平９－１６１２８２号公報
【特許文献２】特開平１０－２６９５８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、かかる事情の下になされたもので、その第１の目的は、大型化を招くことな
く、複数種類の光ディスクに対応可能な光ピックアップ装置を提供することにある。
【００１１】
　また、本発明の第２の目的は、大型化を招くことなく、複数種類の光ディスクに対して
、安定したアクセスが可能な光ディスク装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、第１の観点からすると、スパイラル状又は同心円状のトラックが蛇行して形
成された複数の記録層を有する多層ディスクに対応可能な光ピックアップ装置であって、
光源と；前記光源から出射された光束を前記光ディスクの記録層に集光する対物レンズと
、前記光ディスクで反射され前記対物レンズを介した戻り光束の光路上に配置され、前記
光ディスクの半径方向に対応する第１方向の第１分割線と前記第１方向に直交する第２方
向の第２分割線とによって分割された４つの部分領域を有するホログラムとを含む光学系
と；前記ホログラムの各部分領域からの回折光を個別に受光し、受光量に応じた受光量信
号をそれぞれ生成する複数の受光素子を含む光検出器と；前記４つの部分領域に対応する
受光量信号を用い、前記光ディスクにおけるアドレス情報が含まれる信号を生成する情報
信号生成手段と；を備え、前記ホログラムは、前記複数の記録層のうち、前記対物レンズ
の光軸方向に関してアクセス対象の記録層よりも遠方に位置する記録層からの光を透過あ
るいは前記４つの部分領域とは異なる方向に回折させる特定領域を、更に有することを特
徴とする光ピックアップ装置である。
【００１３】
　これによれば、規格の異なる複数種類の光ディスクにおけるアドレス情報をそれぞれ精
度良く検出することが可能となり、結果として大型化を招くことなく、複数種類の光ディ
スクに対応することができる。
【００１４】
　この場合において、前記アドレス情報が含まれる信号は、ウォブル信号であることとす
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ることができる。
【００１５】
　この場合において、前記情報信号生成手段は、前記第１方向に関して前記第２分割線の
一側にある２つの部分領域にそれぞれ対応する２つの受光量信号の和信号と、前記第１方
向に関して前記第２分割線の他側にある２つの部分領域にそれぞれ対応する２つの受光量
信号の和信号との差信号を用いて、前記ウォブル信号を生成することとすることができる
。
【００１７】
　この場合において、前記特定領域の大きさは、前記ホログラム位置における、前記遠方
に位置する記録層からの光のスポット径よりも大きいこととすることができる。
【００１８】
　上記各光ピックアップ装置において、前記情報信号生成手段は、前記４つの部分領域に
それぞれ対応する４つの受光量信号の和信号を用いて、再生情報が含まれる信号を更に生
成することとすることができる。
【００１９】
　上記各光ピックアップ装置において、前記光検出器は、前記特定領域からの透過光ある
いは回折光を受光する受光素子を更に有し、前記情報信号生成手段は、前記４つの部分領
域及び前記特定領域にそれぞれ対応する５つの受光量信号の和信号を用いて、再生情報が
含まれる信号を更に生成することとすることができる。
【００２０】
　この場合において、前記光源と前記光検出器は、同一の筐体内に収納され、パッケージ
化されていることとすることができる。
【００２１】
　この場合において、前記特定領域からの透過光あるいは回折光を受光する受光素子と前
記光源との距離は、前記４つの部分領域からの回折光を受光する受光素子と前記光源との
距離と、異なることとすることができる。
【００２２】
　上記各光ピックアップ装置の光検出器において、前記第１方向に関して前記第１分割線
の一側にある２つの部分領域からの回折光を個別に受光する２つの受光素子は、それぞれ
前記第１方向の分割線によって分割された２つの部分受光領域を有し、該部分受光領域毎
に受光量に応じた受光量信号をそれぞれ生成する分割受光素子であり、前記情報信号生成
手段は、前記分割受光素子で生成された受光量信号を用いて、フォーカス方向に関する前
記対物レンズの位置ずれ情報が含まれる信号を、更に生成することとすることができる。
【００２３】
　この場合において、前記第１方向に関して前記第１分割線の一側にある２つの部分領域
の面積は、前記第１方向に関して前記第１分割線の他側にある２つの部分領域の面積より
もそれぞれ小さいこととすることができる。
【００２４】
　上記各光ピックアップ装置において、前記情報信号生成手段は、前記第１方向に関して
前記第２分割線の一側にある２つの部分領域にそれぞれ対応する２つの受光量信号の和信
号と、前記第１方向に関して前記第２分割線の他側にある２つの部分領域にそれぞれ対応
する２つの受光量信号の和信号との差信号を用いて、前記光ディスクの半径方向に関する
前記対物レンズの位置ずれ情報が含まれる信号を、更に生成することとすることができる
。
【００２５】
　上記各光ピックアップ装置において、前記ホログラムは、入射光の偏光方向により回折
効率が異なる偏光ホログラムであることとすることができる。
【００２６】
　上記各光ピックアップ装置において、前記情報信号生成手段は、前記第１方向に関して
前記第２分割線の一側に位置するとともに前記第２方向に関して前記第１分割線の一側に
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位置する部分領域に対応する受光量信号と、前記第１方向に関して前記第２分割線の他側
に位置するとともに前記第２方向に関して前記第１分割線の他側に位置する部分領域に対
応する受光量信号との和信号と、前記第１方向に関して前記第２分割線の一側に位置する
とともに前記第２方向に関して前記第１分割線の他側に位置する部分領域に対応する受光
量信号と、前記第１方向に関して前記第２分割線の他側に位置するとともに前記第２方向
に関して前記第１分割線の一側に位置する部分領域に対応する受光量信号との和信号と、
の位相差に関する情報を含む信号を、更に生成することとすることができる。
【００２７】
　本発明は、第２の観点からすると、光ディスクに光を照射し、情報の記録、再生、及び
消去のうち少なくとも再生を行なう光ディスク装置であって、本発明の光ピックアップ装
置と；前記光ピックアップ装置を構成する情報信号生成手段の出力信号を用いて、前記光
ディスクに記録されている情報の再生を行なう処理装置と；を備える光ディスク装置であ
る。
【００２８】
　これによれば、本発明の光ピックアップ装置を備えているため、光ディスクの種類に依
らず、アクセス位置に精度良く位置決めを行なうことができる。従って、大型化を招くこ
となく、複数種類の光ディスクに対して、安定したアクセスが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
《第１の実施形態》
　以下、本発明の第１の実施形態を図１～図６に基づいて説明する。図１には、本発明の
第１の実施形態に係る光ディスク装置２０の概略構成が示されている。
【００３０】
　この図１に示される光ディスク装置２０は、光ディスク１５を回転駆動するためのスピ
ンドルモータ２２、光ピックアップ装置２３、該光ピックアップ装置２３をスレッジ方向
に駆動するためのシークモータ２１、レーザ制御回路２４、エンコーダ２５、駆動制御回
路２６、再生信号処理回路２８、バッファＲＡＭ３４、バッファマネージャ３７、インタ
ーフェース３８、フラッシュメモリ３９、ＣＰＵ４０及びＲＡＭ４１などを備えている。
なお、図１における矢印は、代表的な信号や情報の流れを示すものであり、各ブロックの
接続関係の全てを表すものではない。また、本第１の実施形態では、一例としてＤＶＤ系
の規格に準拠した情報記録媒体が光ディスク１５に用いられるものとする。
【００３１】
　前記光ピックアップ装置２３は、光ディスク１５の記録面にレーザ光を照射するととも
に、記録面からの反射光を受光するための装置である。この光ピックアップ装置２３は、
一例として図２に示されるように、受発光ユニット５１、カップリングレンズ５２、立上
げミラー５３、対物レンズ６０、Ｉ／Ｖアンプ７１、情報信号生成回路７３及び駆動系（
フォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータ（いずれも図示省略））
などを備えている。
【００３２】
　前記受発光ユニット５１は、波長が約６６０ｎｍの光束を出射する光源としての半導体
レーザＬＤ、該半導体レーザＬＤの近傍に配置され、光ディスク１５からの戻り光束を受
光する光検出器としての受光器ＰＤ、及び戻り光束を受光器ＰＤの受光面方向に分岐する
ためのホログラムＨＧを有している。この受発光ユニット５１は出射される光束の最大強
度出射方向が＋Ｘ方向となるように配置されている。
【００３３】
　ホログラムＨＧは、一例として図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示されるように、光ディス
ク１５の半径方向に対応する方向（第１方向、Ｄradとする）の分割線ＤＬ１（第１分割
線）と、該分割線ＤＬ１に直交する方向（第２方向）の分割線ＤＬ２（第２分割線）とに
よって４つの部分領域に分割されている。ここでは、図３（Ａ）における紙面右上の部分
領域を部分領域ＨＧa、紙面左上の部分領域を部分領域ＨＧb、紙面左下の部分領域を部分
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領域ＨＧc、紙面右下の部分領域を部分領域ＨＧdとする。そこで、図３（Ｂ）に示される
ように、戻り光束における一方のトラックパターンは部分領域ＨＧaと部分領域ＨＧbとに
入射され、他方のトラックパターンは部分領域ＨＧcと部分領域ＨＧdとに入射されること
となる。
【００３４】
　受光器ＰＤは、一例として図４に示されるように、４つの受光素子（ＰＤa、ＰＤb、Ｐ
Ｄc、及びＰＤdとする）を有している。ここでは、一例として図５に示されるように、受
光素子ＰＤaは部分領域ＨＧaからの回折光を受光し、受光素子ＰＤbは部分領域ＨＧbから
の回折光を受光し、受光素子ＰＤcは部分領域ＨＧcからの回折光を受光し、受光素子ＰＤ
dは部分領域ＨＧdからの回折光を受光するように設定されている。そして、受光素子ＰＤ
aは方向Ｄradの分割線によって２つの受光領域（ＰＤa1、ＰＤa2とする）に分割され、受
光素子ＰＤdは方向Ｄradの分割線によって２つの受光領域（ＰＤd1、ＰＤd2とする）に分
割されている。受光領域ＰＤa1、受光領域ＰＤa2、受光素子ＰＤb、受光素子ＰＤc、受光
領域ＰＤd1、受光領域ＰＤd2からは、それぞれ受光量に応じた光電変換信号（受光量信号
）が前記Ｉ／Ｖアンプ７１に出力される。
【００３５】
　Ｉ／Ｖアンプ７１は、受光器ＰＤからの光電変換信号をそれぞれ電圧信号に変換すると
ともに、所定のゲインで増幅する。ここでは、受光領域ＰＤa1からの信号に対応する電圧
信号をＳa1、受光領域ＰＤa2からの信号に対応する電圧信号をＳa2、受光素子ＰＤbから
の信号に対応する電圧信号をＳb、受光素子ＰＤcからの信号に対応する電圧信号をＳc、
受光領域ＰＤd1からの信号に対応する電圧信号をＳd1、受光領域ＰＤd2からの信号に対応
する電圧信号をＳd2とする。
【００３６】
　情報信号生成回路７３は、一例として図６に示されるように、８つの加算器（２８１、
２８２、２８３、２８４、２８５、２８６、２９７、２９９）と、４つの減算器（２８７
、２８８、２９５、２９６）と、切換スイッチ２８９と、ＤＰＤ信号生成回路２９０と、
ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）２９１と、２つのローパスフィルタ（ＬＰＦ）（２９２、２
９８）などを有している。
【００３７】
　加算器２８１はＩ／Ｖアンプ７１の出力信号Ｓa1とＳa2とを加算し、加算器２８２はＩ
／Ｖアンプ７１の出力信号Ｓd1とＳd2とを加算する。加算器２８３はＩ／Ｖアンプ７１の
出力信号Ｓbと加算器２８１の出力信号とを加算し、加算器２８４はＩ／Ｖアンプ７１の
出力信号Ｓcと加算器２８２の出力信号とを加算する。減算器２８７は加算器２８４の出
力信号から加算器２８３の出力信号を減算する。この減算器２８７の出力信号（以下「Ｐ
Ｐ信号」ともいう）Ｓppは（Ｓc＋Ｓd1＋Ｓd2）－（Ｓa1＋Ｓa2＋Ｓb）である。ＨＰＦ２
９１はＰＰ信号Ｓppに含まれる高周波成分を抽出し、ウォブル信号Ｓwbとして再生信号処
理回路２８に出力する。すなわち、ウォブル信号Ｓwbは、ホログラムＨＧの４つの部分領
域に対応するＩ／Ｖアンプ７１の出力信号を用いて生成されている。
【００３８】
　加算器２８５はＩ／Ｖアンプ７１の出力信号Ｓbと加算器２８２の出力信号とを加算し
、加算器２８６はＩ／Ｖアンプ７１の出力信号Ｓcと加算器２８１の出力信号とを加算す
る。
【００３９】
　ＤＰＤ信号生成回路２９０は、加算器２８５の出力信号と加算器２８６の出力信号との
位相差に基づいて２つのＤＰＤ信号を生成する。減算器２８８は、ＤＰＤ信号生成回路２
９０からの２つのＤＰＤ信号の差信号を生成する。減算器２８８から出力される信号（以
下「位相差信号」ともいう）Ｓdpdは、加算器２８５の出力信号と加算器２８６の出力信
号との位相差に関する情報を含んでいる。
【００４０】
　切換スイッチ２８９はＣＰＵ４０からの信号Ｓselに基づいて、ＰＰ信号Ｓpp及び位相
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差信号Ｓdpdの一方を選択する。ここでは、光ディスク１５がＤＶＤ＋Ｒ、又はＤＶＤ＋
ＲＷ、又はＤＶＤ－Ｒ、又はＤＶＤ－ＲＷのときにＰＰ信号Ｓppが選択され、光ディスク
１５がＤＶＤ－ＲＯＭのときに位相差信号Ｓdpdが選択されるように設定されている。
【００４１】
　ＬＰＦ２９２は切換スイッチ２８９で選択された信号に含まれる低周波成分を抽出し、
トラックエラー信号Ｓtrとして駆動制御回路２６に出力する。従って、光ディスク１５が
ＤＶＤ＋Ｒ、又はＤＶＤ＋ＲＷ、又はＤＶＤ－Ｒ、又はＤＶＤ－ＲＷのときにはプッシュ
プル法で生成されたトラックエラー信号が出力され、光ディスク１５がＤＶＤ－ＲＯＭの
ときにはＤＰＤ法（位相差法）で生成されたトラックエラー信号が出力される。このよう
に、トラックエラー信号Ｓtrは、ホログラムＨＧの４つの部分領域に対応するＩ／Ｖアン
プ７１の出力信号を用いて生成されている。
【００４２】
　減算器２９５はＩ／Ｖアンプ７１の出力信号Ｓa1からＳa2を減算し、減算器２９６はＩ
／Ｖアンプ７１の出力信号Ｓd1からＳd2を減算する。加算器２９７は減算器２９５の出力
信号と減算器２９６の出力信号とを加算する。この加算器２９７の出力信号は（Ｓa1－Ｓ
a2）＋（Ｓd1＋Ｓd2）である。ＬＰＦ２９８は加算器２９７の出力信号に含まれる低周波
成分を抽出し、フォーカスエラー信号Ｓfeとして駆動制御回路２６に出力する。すなわち
、フォーカスエラー信号Ｓfeは、ダブルナイフエッジ法を用いて生成されている。
【００４３】
　加算器２９９はＩ／Ｖアンプ７１の出力信号Ｓa1、Ｓa2、Ｓb、Ｓc、Ｓd1、及びＳd2を
加算し、ＲＦ信号Ｓrfとして再生信号処理回路２８に出力する。すなわち、ＲＦ信号Ｓrf
は、ホログラムＨＧの４つの部分領域に対応するＩ／Ｖアンプ７１の出力信号を用いて生
成されている。
【００４４】
　前記フォーカシングアクチュエータ（図示省略）は、対物レンズ６０の光軸方向である
フォーカス方向に対物レンズ６０を微少駆動するためのアクチュエータである。前記トラ
ッキングアクチュエータ（図示省略）は、光ディスク１５の半径方向であるトラッキング
方向に対物レンズ６０を微少駆動するためのアクチュエータである。
【００４５】
　図１に戻り、前記再生信号処理回路２８は、光ピックアップ装置２３の情報信号生成回
路７３からのＲＦ信号Ｓrfに対して復号処理及び誤り検出処理などを行い、誤りが検出さ
れたときには誤り訂正処理を行った後、再生データとして前記バッファマネージャ３７を
介して前記バッファＲＡＭ３４に格納する。
【００４６】
　また、再生信号処理回路２８は、ＣＰＵ４０からの信号Ｓselに基づいてディスクの種
類を取得し、光ディスク１５がＤＶＤ＋Ｒ又はＤＶＤ＋ＲＷのときには、情報信号生成回
路７３からのウォブル信号Ｓwbに基づいて同期信号及びアドレス情報（アドレス情報）な
どを検出する。光ディスク１５がＤＶＤ－Ｒ又はＤＶＤ－ＲＷのときには、再生信号処理
回路２８は、ウォブル信号Ｓwbからランドプリピットを抽出し、該ランドプリピットに基
づいて同期信号及びアドレス情報などを検出する。さらに、光ディスク１５がＤＶＤ－Ｒ
ＯＭのときには、再生信号処理回路２８は、ＲＦ信号Ｓrfに基づいて同期信号及びアドレ
ス情報などを検出する。ここで検出された同期信号はエンコーダ２５に出力され、アドレ
ス情報はＣＰＵ４０に出力される。
【００４７】
　前記駆動制御回路２６は、光ピックアップ装置２３の情報信号生成回路７３からのトラ
ックエラー信号Ｓtrに基づいて、光ディスク１５の半径方向に関する対物レンズ６０の位
置ずれを補正するための前記トラッキングアクチュエータの駆動信号を生成するとともに
、フォーカスエラー信号Ｓfeに基づいて、対物レンズ６０のフォーカスずれを補正するた
めの前記フォーカシングアクチュエータの駆動信号を生成する。ここで生成された各駆動
信号は光ピックアップ装置２３に出力される。これにより、トラッキング制御及びフォー
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カス制御が行われる。また、駆動制御回路２６は、ＣＰＵ４０の指示に基づいて、シーク
モータ２１を駆動するための駆動信号、及びスピンドルモータ２２を駆動するための駆動
信号を生成する。各駆動信号は、それぞれシークモータ２１及びスピンドルモータ２２に
出力される。
【００４８】
　前記バッファＲＡＭ３４には、光ディスク１５に記録するデータ（記録用データ）、及
び光ディスク１５から再生したデータ（再生データ）などが一時的に格納される。このバ
ッファＲＡＭ３４へのデータの入出力は、前記バッファマネージャ３７によって管理され
ている。
【００４９】
　前記エンコーダ２５は、ＣＰＵ４０の指示に基づいてバッファＲＡＭ３４に蓄積されて
いる記録用データをバッファマネージャ３７を介して取り出し、データの変調及びエラー
訂正コードの付加などを行ない、光ディスク１５への書き込み信号を生成する。ここで生
成された書き込み信号はレーザ制御回路２４に出力される。
【００５０】
　前記レーザ制御回路２４は、前記半導体レーザＬＤから出射されるレーザ光のパワーを
制御する。例えば記録の際には、前記書き込み信号、記録条件、及び半導体レーザＬＤの
発光特性などに基づいて、半導体レーザＬＤの駆動信号が生成される。
【００５１】
　前記インターフェース３８は、上位装置９０（例えば、パソコン）との双方向の通信イ
ンターフェースであり、ＡＴＡＰＩ（AT Attachment Packet Interface）、ＳＣＳＩ（Sm
all Computer System Interface）及びＵＳＢ（Universal Serial Bus）などの標準イン
ターフェースに準拠している。
【００５２】
　前記フラッシュメモリ３９は、プログラム領域及びデータ領域を含んで構成されている
。フラッシュメモリ３９のプログラム領域には、ＣＰＵ４０にて解読可能なコードで記述
されたプログラムが格納されている。そして、データ領域には、記録条件や半導体レーザ
ＬＤの発光特性などが格納されている。
【００５３】
　前記ＣＰＵ４０は、フラッシュメモリ３９のプログラム領域に格納されているプログラ
ムに従って前記各部の動作を制御するとともに、制御に必要なデータなどをＲＡＭ４１及
びバッファＲＡＭ３４に保存する。
【００５４】
　また、ＣＰＵ４０は、光ディスク１５がセットされると、記録層の反射率、サーボ追従
性、及び光ディスク１５に記録されているディスク情報などに基づいて、光ディスク１５
の種類を判別し、その判別結果を信号Ｓselとして前記情報信号生成回路７３及び再生信
号処理回路２８などのディスクの種類に依存する処理を行う回路に通知する。これにより
、ディスクの種類に応じたトラックエラー信号が情報信号生成回路７３から出力される。
また、上位装置からアクセス要求があると、再生信号処理回路２８は、前述したように、
ディスクの種類に応じて同期信号及びアドレス情報を検出する。そして、検出された同期
信号及びアドレス情報に基づいて、対物レンズ６０の位置決めがなされ、光ディスク１５
への記録及び再生が行なわれる。
【００５５】
　以上の説明から明らかなように、本第１の実施形態に係る光ピックアップ装置２３では
、Ｉ／Ｖアンプ７１と情報信号生成回路７３とによって情報信号生成手段が構成されてい
る。
【００５６】
　また、本第１の実施形態に係る光ディスク装置２０では、再生信号処理回路２８と、Ｃ
ＰＵ４０及び該ＣＰＵ４０によって実行されるプログラムとによって、処理装置が構成さ
れている。なお、ＣＰＵ４０によるプログラムに従う処理の少なくとも一部をハードウェ
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アによって構成することとしても良いし、あるいは全てをハードウェアによって構成する
こととしても良い。
【００５７】
　以上説明したように、本第１の実施形態に係る光ピックアップ装置２３によると、半導
体レーザＬＤ（光源）から出射された光束は、対物レンズ６０を介して光ディスク１５の
記録層に集光される。光ディスク１５で反射され対物レンズ６０を介した戻り光束は、光
ディスク６０の半径方向に対応する方向Ｄrad（第１方向）の分割線ＤＬ１（第１分割線
）と、該分割線ＤＬ１に直交する方向（第２方向）の分割線ＤＬ２（第２分割線）とによ
って分割された４つの部分領域（ＨＧa、ＨＧb、ＨＧc、ＨＧd）を有するホログラムＨＧ
で回折される。各部分領域からの回折光は、受光器ＰＤ（光検出器）を構成する複数の受
光素子（ＰＤa、ＰＤb、ＰＤc、ＰＤd）で個別に受光され、受光量に応じた受光量信号が
Ｉ／Ｖアンプ７１を介して情報信号生成回路７３に供給される。情報信号生成回路７３で
は、方向Ｄradに関して分割線ＤＬ２の一側にある２つの部分領域（ＨＧc、ＨＧd）にそ
れぞれ対応する２つの受光量信号の和信号と、方向Ｄradに関して分割線ＤＬ２の他側に
ある２つの部分領域（ＨＧa、ＨＧb）にそれぞれ対応する２つの受光量信号の和信号との
差から、ウォブル信号を生成するとともに、４つの部分領域にそれぞれ対応する４つの受
光量信号の和信号から、ＲＦ信号を生成している。すなわち、光ディスク１５がＤＶＤ＋
Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、及びＤＶＤ－ＲＯＭのいずれであっても
、戻り光束の大部分を利用して、アドレス情報を含む信号が生成されるため、光ディスク
におけるアドレス情報をそれぞれ精度良く検出することが可能となる。従って、結果とし
て複数種類の光ディスクに対応することができる。
【００５８】
　また、情報信号生成回路７３では、ダブルナイフエッジ法を用いてフォーカスエラー信
号を生成している。これにより、ウォブル信号のＳ／Ｎ比を低下させることなく、従来と
同等の精度のフォーカスエラー信号を生成することができる。
【００５９】
　また、情報信号生成回路７３では、光ディスク１５がＤＶＤ＋Ｒ、又はＤＶＤ＋ＲＷ、
又はＤＶＤ－Ｒ、又はＤＶＤ－ＲＷのときには、ＰＰ法でトラックエラー信号を生成し、
光ディスク１５がＤＶＤ－ＲＯＭのときには、ＤＰＤ法でトラックエラー信号を生成して
いるため、光ディスクの種類に応じたトラックエラー信号を得ることができる。
【００６０】
　また、本第１の実施形態に係る光ディスク装置２０によると、Ｓ／Ｎ比の高いウォブル
信号及びＲＦ信号が光ピックアップ装置２３から出力されるため、光ディスク１５が、Ｄ
ＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、及びＤＶＤ－ＲＯＭのいずれであ
っても、アドレス情報が精度良く検出され、その結果対物レンズ６０の位置決めを精度良
く行なうことができる。従って、大型化を招くことなく、複数種類の光ディスクに対して
、安定したアクセスが可能となる。
【００６１】
　また、ホログラムを用いているため、装置の小型化、軽量化及び薄型化を実現すること
ができる。
【００６２】
　また、光ピックアップ装置２３から、光ディスクの種類に応じたトラックエラー信号が
得られるため、光ディスク１５の半径方向に関する対物レンズの位置ずれを精度良く補正
することができる。
【００６３】
　ところで、近年光ディスクの高密度化に対応して光源波長の短波長化が図られている。
すなわち、７８０ｎｍ（ＣＤ用）→６６０ｎｍ（ＤＶＤ用）→４０５ｎｍ（Blu-ray用）
と短くなってきている。一例として図７（Ａ）～図７（Ｃ）に示されるように、波長が短
くなるにつれて受光素子上のスポット径が小さくなるため、一例として図８に示されるよ
うに、フォーカス感度が高くなる。フォーカス感度が高いとフォーカス引き込み範囲が狭
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くなるため、光ピックアップ装置における各部品の組み付け位置のばらつきを小さく抑え
なければならない。さらに、振動に起因してフォーカス外れが起こり易くなる。そこで波
長が短くなった場合にはフォーカス感度を低くすることが好ましい。受光素子上では、一
例として図９（Ａ）～図９（Ｃ）に示されるように、光スポットの中心部は周辺部に比べ
てデフォーカス時の位置変動が小さいので、中心部の光を使うことによりフォーカス感度
を低くすることが可能である。そこで、前記ホログラムＨＧに代えて、一例として図１０
に示されるように、前記部分領域ＨＧa及びＨＧdよりも大きさが小さい部分領域ＨＧa’
及びＨＧd’が設けられているホログラムＨＧ’を用いれば、受光素子上のスポット径を
大きくすることが可能である。この場合には、一例として図１１に示されるように、部分
領域ＨＧa’からの回折光は受光素子ＰＤaで受光され、部分領域ＨＧd’からの回折光は
受光素子ＰＤdで受光される。なお、この場合には、戻り光束の一部が利用されなくなる
が、光量の大きいトラックパターン部分は利用しているため、各信号への影響は小さい。
【００６４】
《第２の実施形態》
　以下、本発明の第２の実施形態を図１２～図１８に基づいて説明する。この第２の実施
形態は、光ディスク装置が２つの記録層を有する光ディスク（２層ディスク）に対応して
いる点が、前述した第１の実施形態と異なっている。そこで、以下においては、第１の実
施形態との相違点を中心に説明するとともに、前述した第１の実施形態と同一若しくは同
等の構成部分については同一の符号を用い、その説明を簡略化し若しくは省略するものと
する。
【００６５】
　一例として図１２に示されるように、光ディスク１５は、光束の入射側から順に、基板
Ｌ0、記録層Ｍ0、中間層ＭＬ、記録層Ｍ1、基板Ｌ1などを有している。また、記録層Ｍ0
と中間層ＭＬとの間にはシリコン、銀、アルミニウムなどで形成された半透過膜ＭＢ0が
あり、記録層Ｍ1と基板Ｌ1との間には銀、アルミニウムなどで形成された金属反射膜ＭＢ
1がある。また、本第２の実施形態では、一例としてＤＶＤ系の規格に準拠した２層ディ
スクが光ディスク１５に用いられるものとする。
【００６６】
　そこで、光ピックアップ装置２３は、光ディスク１５の２つの記録層のうちアクセス対
象の記録層（以下「対象記録層」と略述する）にレーザ光を集光する。
【００６７】
　ここで、光ディスク１５からの戻り光束について説明する。
【００６８】
　対象記録層が記録層Ｍ0のときには、一例として図１３（Ａ）に示されるように、半導
体レーザＬＤから出射された光束は、対物レンズ６０によって記録層Ｍ0に集光される。
そして、半透過膜ＭＢ0で反射された光束（以下「第１反射光束」ともいう）Ｌr1は信号
光として対物レンズ６０に入射する。一方、半透過膜ＭＢ0を透過し、金属反射膜ＭＢ1で
反射された光束（以下「第２反射光束」ともいう）Ｌr2は、フレアとして対物レンズ６０
に入射する。
【００６９】
　対象記録層が記録層Ｍ1のときには、一例として図１３（Ｂ）に示されるように、半導
体レーザＬＤから出射された光束は、対物レンズ６０によって記録層Ｍ1に集光される。
そして、金属反射膜ＭＢ1で反射された光束（第２反射光束Ｌr2）は信号光として対物レ
ンズ６０に入射する。一方、半透過膜ＭＢ0で反射された光束（第１反射光束Ｌr1）はフ
レアとして対物レンズ６０に入射する。すなわち、対象記録層がいずれの記録層であって
も、戻り光束には信号光成分とフレア成分とが含まれている。
【００７０】
　特に、対象記録層が記録層Ｍ0のときには、一例として図１４に示されるように、フレ
ア成分（ここではＬr2）はホログラムＨＧ近傍で集光する。フレア成分が、均等に各部分
領域に入射すれば、情報信号生成回路７３でキャンセルされるが、対物レンズ６０のレン
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ズシフトなどで光軸ずれがあると、フレアの光スポットは移動し、各部分領域に入射する
フレア成分は不均等になり、情報信号生成回路７３でのキャンセルは困難となる。
【００７１】
　そこで、本第２の実施形態では、一例として図１５（Ａ）に示されるように、ホログラ
ムＨＧの中央近傍にフレア成分を透過させるための新たな領域（特定領域）Ｆaを設けて
いる。この領域Ｆaの大きさは、一例として図１５（Ｂ）に示されるように、ホログラム
ＨＧにおけるフレアのスポット径よりも大きくなるように設定されている。なお、領域Ｆ
aの形状は円形でなくても良い。そして、第１の実施形態と同様に、受光素子ＰＤaは部分
領域ＨＧaからの回折光を受光し、受光素子ＰＤbは部分領域ＨＧbからの回折光を受光し
、受光素子ＰＤcは部分領域ＨＧcからの回折光を受光し、受光素子ＰＤdは部分領域ＨＧd
からの回折光を受光する（図１６参照）。また、情報信号生成回路７３では、第１の実施
形態と同様にして、各信号が生成される。従って、情報信号生成回路７３で生成された各
信号にフレアに起因するノイズが含まれるのを抑制することができる。
【００７２】
　一方、対象記録層が記録層Ｍ1のときには、一例として図１７及び図１８に示されるよ
うに、ホログラムＨＧにおけるフレア成分（ここではＬr1）のスポット径は、信号光成分
（ここではＬr2）のスポット径よりも大きくなる。この場合には、フレア成分の全てを除
去することはできないが、対物レンズ６０のレンズシフトなどで光軸ずれがあった場合で
も大きい光スポットがわずかに動くので、各部分領域には常にほぼ均等にフレアが入る。
すなわち、各受光素子で受光される回折光に含まれるフレア量もほぼ均等になり、情報信
号生成回路７３の減算器での減算時にほぼキャンセルされる。従って、情報信号生成回路
７３で生成された各信号にフレアに起因するノイズが含まれるのを抑制することができる
。
【００７３】
　以上説明したように、本第２の実施形態に係る光ピックアップ装置２３によると、第１
の実施形態におけるホログラムＨＧの中央近傍にフレア成分を透過させるための新たな領
域（特定領域）Ｆaを設けているため、光ディスクが２層ディスクであり、アクセス対象
の記録層がいずれの記録層であっても、情報信号生成回路７３で生成される各信号に及ぼ
す層間クロストークの影響を低減することができる。従って、前述した第１の実施形態と
同様な効果を得ることができる。
【００７４】
　また、本第２の実施形態に係る光ディスク装置２０によると、光ディスクが２層ディス
クであっても、前述した第１の実施形態と同様な効果を得ることができる。
【００７５】
　なお、上記第２の実施形態では、特定領域として、フレア成分を透過させるための領域
Ｆaを設ける場合について説明したが、これに限らず、例えば図１９に示されるように、
領域Ｆaとほぼ同じ位置に、回折方向が前記４つの部分領域と異なる部分領域ＨＧeを設け
ても良い。
【００７６】
　この場合に、一例として図２０及び図２１に示されるように、部分領域ＨＧeからの回
折光を受光するための新たな受光素子ＰＤeを受光器ＰＤに設けても良い。そして、情報
信号生成回路７３における前記加算器２９９に代えて、図２２に示されるように、受光素
子ＰＤeからの信号に対応するＩ／Ｖアンプ７１の出力信号（Ｓeとする）を更に加算する
加算器２９９’を用いても良い。これにより、ＲＦ信号における光利用効率を向上させる
ことができる。
【００７７】
　なお、フレアはデフォーカス状態で受光素子ＰＤeに入射するので、受光素子ＰＤe上で
は大きな光スポットとなる。信号のノイズを低減するためには、この光スポットが受光素
子ＰＤe以外の受光素子にかからないようにする必要がある。そこで、一例として図２３
に示されるように、半導体レーザＬＤと受光素子ＰＤeとの距離を、半導体レーザＬＤと
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他の受光素子との距離と異なるようにしても良い。また、特に、フレアのスポット径が大
きい場合には、一例として図２４に示されるように、半導体レーザＬＤと各受光素子との
距離がそれぞれ異なるようにしても良い。
【００７８】
　また、上記第２の実施形態では、光ディスクの記録層が２つの場合について説明したが
、これに限定されるものではなく、記録層が３つ以上であっても良い。
【００７９】
《第３の実施形態》
　以下、本発明の第３の実施形態を図２５～図２７に基づいて説明する。この第３の実施
形態は、光ディスク１５がＤＶＤ＋Ｒ、又はＤＶＤ＋ＲＷ、又はＤＶＤ－Ｒ、又はＤＶＤ
－ＲＷのときにＤＰＰ法（差動プッシュプル法）を用いてトラックエラー信号を生成する
点が、前述した第１の実施形態と異なっている。そこで、以下においては、第１の実施形
態との相違点を中心に説明するとともに、前述した第１の実施形態と同一若しくは同等の
構成部分については同一の符号を用い、その説明を簡略化し若しくは省略するものとする
。
【００８０】
　第３の実施形態では、一例として図２５に示されるように、半導体レーザＬＤから出射
される光束を１つの主ビーム（０次光）と２つの副ビーム（±１次回折光）に分割するた
めのグレーティングＧＴが、受発光ユニット５１とホログラムＨＧとの間の光路上に配置
されている。なお、グレーティングＧＴは、光ディスク１５の記録層において、トラッキ
ング方向に関してトラックピッチの１／２だけ０次光の光スポットからずれた位置に、＋
１次回折光の光スポット及び－１次回折光の光スポットがそれぞれ形成されるように設定
されている。
【００８１】
　従って、ホログラムＨＧには、０次光の戻り光束（以下、便宜上「第１戻り光束」とも
いう）、＋１次回折光の戻り光束（以下、便宜上「第２戻り光束」ともいう）、及び－１
次回折光の戻り光束（以下、便宜上「第３戻り光束」ともいう）がそれぞれ入射する。
【００８２】
　また、受光器ＰＤは、一例として図２６に示されるように、第１の実施形態における４
つの受光素子（ＰＤa、ＰＤb、ＰＤc、ＰＤd）に加え、８つの受光素子（ＰＤaＡ、ＰＤb
Ａ、ＰＤcＡ、ＰＤdＡ、ＰＤaＢ、ＰＤbＢ、ＰＤcＢ、ＰＤdＢ）を備えている。ここでは
、ホログラムＨＧからの第１戻り光束の回折光は４つの受光素子（ＰＤa、ＰＤb、ＰＤc
、ＰＤd）で受光され、ホログラムＨＧからの第２戻り光束の回折光は４つの受光素子（
ＰＤaＡ、ＰＤbＡ、ＰＤcＡ、ＰＤdＡ）で受光され、ホログラムＨＧからの第３戻り光束
の回折光は４つの受光素子（ＰＤaＢ、ＰＤbＢ、ＰＤcＢ、ＰＤdＢ）で受光されるように
配置されている。なお、受光素子ＰＤa、ＰＤaＡ及びＰＤaＢは部分領域ＨＧaからの回折
光を受光し、受光素子ＰＤb、ＰＤbＡ及びＰＤbＢは部分領域ＨＧbからの回折光を受光し
、受光素子ＰＤc、ＰＤcＡ及びＰＤcＢは部分領域ＨＧcからの回折光を受光し、受光素子
ＰＤd、ＰＤdＡ及びＰＤdＢは部分領域ＨＧdからの回折光を受光するものとする。
【００８３】
　Ｉ／Ｖアンプ７１は、受光器ＰＤからの光電変換信号をそれぞれ電圧信号に変換すると
ともに、所定のゲインで増幅する。ここでは、受光領域ＰＤa1からの信号に対応する電圧
信号をＳa1、受光領域ＰＤa2からの信号に対応する電圧信号をＳa2、受光素子ＰＤbから
の信号に対応する電圧信号をＳb、受光素子ＰＤcからの信号に対応する電圧信号をＳc、
受光領域ＰＤd1からの信号に対応する電圧信号をＳd1、受光領域ＰＤd2からの信号に対応
する電圧信号をＳd2とする。また、受光素子ＰＤaＡからの信号に対応する電圧信号をＳa
Ａ、受光素子ＰＤbＡからの信号に対応する電圧信号をＳbＡ、受光素子ＰＤcＡからの信
号に対応する電圧信号をＳcＡ、受光素子ＰＤdＡからの信号に対応する電圧信号をＳdＡ
とする。さらに、受光素子ＰＤaＢからの信号に対応する電圧信号をＳaＢ、受光素子ＰＤ
bＢからの信号に対応する電圧信号をＳbＢ、受光素子ＰＤcＢからの信号に対応する電圧
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信号をＳcＢ、受光素子ＰＤdＢからの信号に対応する電圧信号をＳdＢとする。
【００８４】
　情報信号生成回路７３は、一例として図２７に示されるように、第１の実施形態におけ
る８つの加算器（２８１、２８２、２８３、２８４、２８５、２８６、２９７、２９９）
、４つの減算器（２８７、２８８、２９５、２９６）、切換スイッチ２８９、ＤＰＤ信号
生成回路２９０、ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）２９１、２つのローパスフィルタ（ＬＰＦ
）（２９２、２９８）に加え、５つの加算器（３０１、３０２、３０５、３０６、３０９
）と、３つの減算器（３０３、３０７、３１０）などを有している。
【００８５】
　情報信号生成回路７３は、第１の実施形態と同様にして、ＰＰ信号Ｓpp、位相差信号Ｓ
dpd、フォーカスエラー信号Ｓfe、及びＲＦ信号Ｓrfを生成する。
【００８６】
　また、加算器３０１はＩ／Ｖアンプ７１の出力信号ＳaＡとＳbＡとを加算し、加算器３
０２はＩ／Ｖアンプ７１の出力信号ＳcＡとＳdＡとを加算する。減算器３０３は加算器３
０２の出力信号から加算器３０１の出力信号を減算する。加算器３０５はＩ／Ｖアンプ７
１の出力信号ＳaＢとＳbＢとを加算し、加算器３０６はＩ／Ｖアンプ７１の出力信号Ｓc
ＢとＳdＢとを加算する。減算器３０７は加算器３０５の出力信号から加算器３０６の出
力信号を減算する。
【００８７】
　そして、加算器３０９は減算器３０３の出力信号と減算器３０７の出力信号とを加算す
る。減算器３１０は減算器２８７の出力信号（ＰＰ信号Ｓpp）から加算器３０９の出力信
号を減算する。この減算器３１０の出力信号（以下「ＤＰＰ信号」ともいう）Ｓdppは、
｛（Ｓc＋Ｓd1＋Ｓd2）－（Ｓa1＋Ｓa2＋Ｓb）｝－｛（ＳcＡ＋ＳdＡ）－（ＳaＡ＋ＳbＡ
）｝－｛（ＳcＢ＋ＳdＢ）－（ＳaＢ＋ＳbＢ）｝である。
【００８８】
　第３の実施形態では、切換スイッチ２８９はＣＰＵ４０からの信号Ｓselに基づいて、
ＤＰＰ信号Ｓdpp及び位相差信号Ｓdpdの一方を選択する。ここでは、光ディスク１５がＤ
ＶＤ＋Ｒ、又はＤＶＤ＋ＲＷ、又はＤＶＤ－Ｒ、又はＤＶＤ－ＲＷのときにＤＰＰ信号Ｓ
dppが選択され、光ディスク１５がＤＶＤ－ＲＯＭのときに位相差信号Ｓdpdが選択される
ように設定されている。従って、光ディスク１５がＤＶＤ＋Ｒ、又はＤＶＤ＋ＲＷ、又は
ＤＶＤ－Ｒ、又はＤＶＤ－ＲＷのときにはＤＰＰ法で生成されたトラックエラー信号が出
力され、光ディスク１５がＤＶＤ－ＲＯＭのときにはＤＰＤ法で生成されたトラックエラ
ー信号が出力される。
【００８９】
　以上説明したように、本第３の実施形態に係る光ピックアップ装置２３によると、３ビ
ーム方式においても、第１の実施形態と同様な効果を得ることができる。
【００９０】
　また、本第３の実施形態に係る光ディスク装置２０によると、前述した第１の実施形態
と同様な効果を得ることができる。
【００９１】
　なお、上記各実施形態において、ホログラムとして、入射光の偏光方向により回折効率
が異なる偏光ホログラムを用いても良い。偏光ホログラムは無偏光のホログラムに比べて
回折効率が大きいため信号成分を大きくすることができる。これにより、光利用効率を更
に向上させることができる。但し、この場合には、受発光ユニット５１と対物レンズ６０
との間の光路上に１／４波長板を配置する必要がある。なお、偏光ホログラムとしては、
液晶を用いたもの、複屈折結晶を用いたもの、及び有機延伸膜を用いたものなどがある。
【００９２】
　また、上記各実施形態において、ホログラムとして、ブレーズホログラムを用いても良
い。偏光ホログラムを用いたときと同様に信号成分を大きくすることができる。
【００９３】
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　また、上記各実施形態において、フォーカスエラー信号及びトラックエラー信号の少な
くとも一方の信号を再生信号処理回路２８で生成しても良い。
【００９４】
　また、上記各実施形態において、ＤＶＤ－ＲＯＭに対応する必要がなければ、加算器２
８５、２８６、ＤＰＤ信号生成回路２９０、減算器２８８、及び切換スイッチ２８９はな
くても良い。この場合には、ＰＰ信号ＳppがＬＰＦ２９２に入力される。さらに、ＲＦ信
号Ｓrfを再生信号処理回路２８で生成しても良い。
【００９５】
　また、上記各実施形態では、情報の記録及び再生が可能な光ディスク装置について説明
したが、これに限らず、情報の記録、再生、及び消去のうち少なくとも再生が可能な光デ
ィスク装置であれば良い。
【００９６】
　また、上記各実施形態では、光ピックアップ装置が１つの半導体レーザを備える場合に
ついて説明したが、これに限らず、例えば互いに異なる波長の光束を発光する複数の半導
体レーザを備えていても良い。この場合に、例えば波長が約４０５ｎｍの光束を発光する
半導体レーザ、波長が約６６０ｎｍの光束を発光する半導体レーザ及び波長が約７８０ｎ
ｍの光束を発光する半導体レーザの少なくとも１つを含んでいても良い。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１における光ピックアップ装置の構成を説明するための図である。
【図３】図３（Ａ）及び図３（Ｂ）は、それぞれ図２でのホログラムを説明するための図
である。
【図４】図２での受光器の構成を説明するための図である。
【図５】ホログラムの部分領域と受光器の受光素子との関係を説明するための図である。
【図６】図２での情報信号生成回路を説明するための図である。
【図７】図７（Ａ）～図７（Ｃ）は、それぞれ光源波長と受光素子上におけるスポット径
との関係を説明するための図である。
【図８】光源波長とフォーカスエラー信号との関係を説明するための図である。
【図９】図９（Ａ）～図９（Ｃ）は、それぞれフォーカス状態と受光素子上でのスポット
形状との関係を説明するための図である。
【図１０】図２でのホログラムの変形例を説明するための図である。
【図１１】図１０のホログラムの部分領域と受光器の受光素子との関係を説明するための
図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態で用いられる２層ディスクを説明するための図である
。
【図１３】図１３（Ａ）及び図１３（Ｂ）は、それぞれ対象記録層以外の記録層からの反
射光（フレア）を説明するための図である。
【図１４】対象記録層が記録層Ｍ0のときの信号光とフレアを説明するための図である。
【図１５】図１５（Ａ）及び図１５（Ｂ）は、それぞれ第２の実施形態におけるホログラ
ムを説明するための図である。
【図１６】図１５（Ａ）のホログラムの部分領域と受光器の受光素子との関係を説明する
ための図である。
【図１７】対象記録層が記録層Ｍ1のときの信号光とフレアを説明するための図である。
【図１８】対象記録層が記録層Ｍ0のときの、ホログラム上における信号光とフレアを説
明するための図である。
【図１９】第２の実施形態におけるホログラムの変形例を説明するための図である。
【図２０】図１９のホログラムに対応して用いることができる受光器の構成を説明するた
めの図である。
【図２１】図１９のホログラムの部分領域と図２０の受光器の受光素子との関係を説明す
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るための図である。
【図２２】図１９のホログラムと図２０の受光器が用いられるときの情報信号生成回路を
説明するための図である。
【図２３】図２０の受光器の変形例１を説明するための図である。
【図２４】図２０の受光器の変形例２を説明するための図である。
【図２５】本発明の第３の実施形態に係る光ピックアップ装置の構成を説明するための図
である。
【図２６】図２５での受光器の構成を説明するための図である。
【図２７】図２５での情報信号生成回路を説明するための図である。
【符号の説明】
【００９８】
　１５…光ディスク、２０…光ディスク装置、２８…再生信号処理回路（処理装置の一部
）、４０…ＣＰＵ（処理装置の一部）、６０…対物レンズ、７１…Ｉ／Ｖアンプ（情報信
号生成手段の一部）、７３…情報信号生成回路（情報信号生成手段の一部）、Ｆa…領域
（特定領域）、ＨＧ…ホログラム、ＨＧa、ＨＧb、ＨＧc、ＨＧd…部分領域、ＨＧe…部
分領域（特定領域）、ＬＤ…光源、ＰＤ…受光器（光検出器）。

【図１】 【図２】

【図３】
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