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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに波長が相違する第１波長の第１レーザ光及び第２波長の第２レーザ光をそれぞれ発
光する第１レーザ発光点及び第２レーザ発光点を備えるレーザ光源から出射される前記第
１レーザ光及び前記第２レーザ光をビームスプリッタの反射膜により反射させた後、対物
レンズに導いて光記録媒体に照射すると共に、光記録媒体により反射されて前記ビームス
プリッタに戻された前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光をそれぞれ前記反射膜を透過
させて光検出器に導く構成の光ピックアップ装置において、前記ビームスプリッタの反射
膜には前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光の直線偏光方向を前記反射膜の反射面の傾
斜方向に対して絶対値で２６度～４４度の角度に傾けて前記第１レーザ光及び前記第２レ
ーザ光が入射され、前記ビームスプリッタの反射膜に入射する前記第１レーザ光及び前記
第２レーザ光の直線偏光方向をＰ偏光がＳ偏光より大となるように設定し、この設定によ
る前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光の直線偏光方向に対応して前記反射膜による前
記第１レーザ光及び前記第２レーザ光の分光特性を設定すると共に、前記反射膜で発生さ
れる前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光の位相差を調整することを特徴とする光ピッ
クアップ装置。
【請求項２】
前記ビームスプリッタの反射膜とこの反射膜により反射された前記第１レーザ光及び前記
第２レーザ光を曲げて対物レンズに導く反射ミラーに形成される反射膜との両方、もしく
は前記ビームスプリッタ単体の反射膜によりレーザ光源から出射された前記第１レーザ光
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及び前記第２レーザ光に±９０度±１５度の位相差を発生させることを特徴とする請求項
１記載の光ピックアップ装置。
【請求項３】
前記ビームスプリッタの反射膜の分光特性は入射される前記第１レーザ光及び前記第２レ
ーザ光のＳ偏光の反射率Ｒｓ、及び該反射率Ｒｓと前記第１レーザ光及び前記第２レーザ
光のＰ偏光の反射率Ｒｐとの比Ｒｐ／Ｒｓがそれぞれ次式（ａ）、（ｂ）、
Ｒｓ＞５０％…式（ａ）
０．２４≦Ｒｐ／Ｒｓ＜１．００…式（ｂ）
を満足することを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ装置。
【請求項４】
レーザ光源の第１レーザ発光点及び第２レーザ発光点からそれぞれ発光され前記ビームス
プリッタの反射膜を透過するそれぞれ一部の第１レーザ光及び第２レーザ光を受光するフ
ロントモニタ受光検出器を配置し、前記フロントモニタ受光検出器により前記第１レーザ
光及び前記第２レーザ光の各レーザ光量に対応する受光出力を発生させることを特徴とす
る請求項１記載の光ピックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ光源から出射されるレーザ光をビームスプリッタの反射膜により反射
させた後、対物レンズに導いて光記録媒体に照射する構成の光ピックアップ装置に関し、
特に、レーザ光源から出射される直線偏光のレーザを円偏光にして光記録媒体に照射する
光ピックアップ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)やＣＤ（Compact Disc）の光ディスク等の光記録媒体
に対してレーザ光を用いて光学的に信号の記録再生を行う光ピックアップ装置において、
単一の光ピックアップ装置によって記録密度が異なるＤＶＤ及びＣＤに対応させたものが
知られている。
【０００３】
　このようなＤＶＤ及びＣＤ対応の光ピックアップ装置は、ＤＶＤに適合する赤色波長帯
６４５ｎｍ～６７５ｎｍのレーザ光を発光すると共に、ＣＤに適合する赤外波長帯７６５
ｎｍ～８０５ｎｍのレーザ光を発光するレーザ光源が備えられ、光ディスクに応じて使用
するレーザ光を切り換えるようになっている。
【０００４】
　前記レーザ光源は、一般にレーザダイオードの半導体レーザにより構成され、各波長の
レーザ光を発光する各レーザ発光点が単一のレーザチップに構成されることにより、ある
いは各レーザ発光点が別々のレーザチップに構成されて同一の半導体ベースに設置される
ことにより単一のパッケージに組み込まれたマルチレーザユニットを採用する場合が増加
している。
【０００５】
　また、ＤＶＤ及びＣＤ対応の光ピックアップ装置は、入射面に輪帯状の回折格子が形成
される対物レンズを使用し、この回折格子による各光ディスクに適合する波長の各レーザ
光の回折によりＤＶＤ及びＣＤの各光ディスクに対して球面収差を補正して各光ディスク
に照射される各レーザ光の品質を確保して、単一の対物レンズにより対応させることが行
われている。
【０００６】
　ＤＶＤ及びＣＤ対応の光ピックアップ装置は、上述したマルチレーザユニット及び単一
の対物レンズを採用することにより光学経路の簡略化が図られる。
【０００７】
　一方、青紫色波長帯４００ｎｍ～４２０ｎｍのレーザ光（例えば４０５ｎｍ）を用いた
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Blu-ray Disc（商標）（略してＢＤ）規格に適合させたＢＤ対応光ピックアップ装置が存
在する。
【０００８】
　このようなＢＤ対応光ピックアップ装置は、ＢＤ装置がＤＶＤ，ＣＤの再生（及び記録
）に対応させていることからＢＤ再生（及び記録）用光学系の他にＤＶＤ，ＣＤ用光学系
を備えている。
【０００９】
　したがって、ＢＤ対応光ピックアップ装置は各光学系の複数の部品が組み込まれること
からＤＶＤ，ＣＤ用光学系を簡素化やコンパクト化する構成とすることが好ましい。
【００１０】
　ところで、光ピックアップ装置においては、光ディスクの信号層上に照射されるレーザ
光を円偏光とし、光ディスクの透明基板樹脂の複屈折などによる悪影響を軽減し、光ディ
スクにより反射されるレーザ光の品質を良好にすることが行われる。
【００１１】
　光ディスクの記録再生に使用される光ピックアップ装置のレーザ光源である半導体レー
ザは、その構造から直線偏光のレーザ光を発光するので、光ピックアップ装置は光ディス
クに照射するレーザ光を円偏光とするためにレーザ光源から発光されたレーザ光に１／４
波長の位相差を発生させる１／４波長板を必要とする。
【００１２】
　また、光ピックアップ装置は１／４波長板により、レーザ光源からのレーザ光を光ディ
スクに導く往路と光ディスクにより反射されたレーザ光を光検出器に導く復路とでレーザ
光の直線偏光方向を９０度相違させることが出来るので、偏光ビームスプリッタを用いて
レーザ光の利用効率を高くしてレーザ光源と光検出器とを別光路に配置することが出来る
。
【００１３】
　従来、ＤＶＤ及びＣＤ対応の波長の異なる２組のレーザ光源を備え、各レーザ光源から
発光される各レーザ光を共通光路に導き共通の対物レンズを介して各光ディスクに対応さ
せた光ピックアップ装置において、往路上で対物レンズの手前に配置される立ち上げ用反
射ミラーに１／４波長板の機能を持たせてＤＶＤ及びＣＤ対応の各波長のレーザ光を円偏
光にして光ディスクに照射する構成が知られている。（特許文献１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００８－２５１１１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　上記特許文献１に示される光ピックアップ装置は、立ち上げ用反射ミラーに１／４波長
板の機能を持たせることにより光学部品の点数が減り、組み立て工数、小型化に有利であ
るが、前記立ち上げ用反射ミラーによりＤＶＤ及びＣＤ対応の各波長のレーザ光に対して
１／４波長の位相差を発生させる必要がある。
【００１６】
　前記光ピックアップ装置は、前記立ち上げ用反射ミラーにより１／４波長の位相差を発
生させるために、前記立ち上げ用反射ミラーに入射するレーザ光の直線偏光方向を反射面
の傾斜方向に対して４５度の回転角、すなわちレーザ光のＰ偏光成分とＳ偏光成分とが等
しくなるように前記立ち上げ用反射ミラーに入射させている。これにより前記光ピックア
ップ装置は、前記立ち上げ用反射ミラーによりＤＶＤ及びＣＤ対応の各波長のレーザ光に
対して所望の１／４波長の位相差を発生させている。
【００１７】
　しかしながら、前記光ピックアップ装置は、単体の立ち上げ用反射ミラーにＤＶＤ及び
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ＣＤ対応の各波長のレーザ光に対応する広帯域の１／４波長板の位相差機能を持たせる必
要があるので、前記反射ミラーの反射率と位相差機能とを両立する反射膜の形成が困難で
あったり、あるいは前記反射ミラーの反射面に広帯域の１／４波長板の位相差膜をコーテ
ィングで形成するのではなく面精度やコスト面で不利である接着により設ける必要が生じ
る。その為、前記反射ミラー単体ではなく、専用の位相差板を設けずに他の光学部品に位
相差機能を形成することが考えられる。
【００１８】
　また、立ち上げ用反射ミラーは光ピックアップ装置の薄型化を図るために用いられるの
で、光ピックアップ装置によっては立ち上げ用反射ミラーを備えない光学レイアウトとな
るので、専用の位相差板を設けずに立ち上げ用反射ミラー以外の光学部品に位相差機能を
形成することが望まれる。
【００１９】
　ところで、前記反射ミラーのように全反射させる場合は、レーザ光の４５度の回転角入
射においてＳ偏光及びＰ偏光の各反射率を実質的に同一にした反射膜を形成することがで
きる。
【００２０】
　しかしながら、全反射ではなく反射するレーザ光と透過するレーザ光の両方を考慮する
反射膜を備えるビームスプリッタなどにおいて、前記反射膜で位相差を発生させようとす
る場合、レーザ光の直線偏光方向を反射面の傾斜方向に対して４５度の回転角に設定して
レーザ光を入射すると、前記反射膜で所望の位相差を発生させることが出来ないことが判
明した。
【００２１】
　すなわち、反射膜が全反射でない場合、Ｓ偏光、Ｐ偏光の入射角と反射率との関係の物
理法則からＰ偏光はＳ偏光に比べて反射率が小であるので、ビームスプリッタに形成され
る反射膜での反射特性は、レーザ光の入射角度からＰ偏光がＳ偏光に比べて反射率が小と
なる。その為、前記反射膜におけるＰ偏光とＳ偏光とで反射率が相違する特性によりビー
ムスプリッタにレーザ光のＰ偏光成分とＳ偏光成分とが等しくなるように反射面の傾斜方
向に対して４５度の回転角で入射すると、前記反射膜で発生される位相差が正しく１／４
波長（９０度）とならず前記反射膜により反射されたレーザ光が円偏光とならない問題が
あった。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　請求項１にかかる発明は、互いに波長が相違する第１波長の第１レーザ光及び第２波長
の第２レーザ光をそれぞれ発光する第１レーザ発光点及び第２レーザ発光点を備えるレー
ザ光源から出射される前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光源から出射される前記第１
レーザ光及び前記第２レーザ光をビームスプリッタの反射膜により反射させた後、対物レ
ンズに導いて光記録媒体に照射すると共に、光記録媒体により反射されて前記ビームスプ
リッタに戻された前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光をそれぞれ前記反射膜を透過さ
せて光検出器に導く構成の光ピックアップ装置において、前記ビームスプリッタの反射膜
には前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光の直線偏光方向を前記反射膜の反射面の傾斜
方向に対して絶対値で２６度～４４度の角度に傾けて前記第１レーザ光及び前記第２レー
ザ光が入射され、前記ビームスプリッタの反射膜に入射する前記第１レーザ光及び前記第
２レーザ光の直線偏光方向をＰ偏光がＳ偏光より大となるように設定し、この設定による
前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光の直線偏光方向に対応して前記反射膜による前記
第１レーザ光及び前記第２レーザ光の分光特性を設定すると共に、前記反射膜で発生され
る前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光の位相差を調整している。これにより前記反射
膜においてＰ偏光がＳ偏光に比べて反射率が小さくなる特性を補償して前記反射膜により
所望の位相差を発生させ、光記録媒体に照射されるレーザ光を円偏光とするようにしてお
り、また、光記録媒体及び光検出器に導かれる第１レーザ光及び第２レーザ光の光量を満
足するようにビームスプリッタの反射膜の分光特性が設定される。
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【００２３】
　請求項２にかかる発明は、ビームスプリッタの反射膜により反射された前記第１レーザ
光及び前記第２レーザ光を反射ミラーにより光軸を曲げて対物レンズに導いて光記録媒体
に照射する構成の光ピックアップ装置において、前記ビームスプリッタの反射膜に入射す
る前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光の直線偏光方向をＰ偏光がＳ偏光より大となる
ように設定し、前記ビームスプリッタの反射膜及び前記反射ミラーに形成される反射膜の
両方、もしくは前記ビームスプリッタの反射膜単体によりレーザ光源から出射された前記
第１レーザ光及び前記第２レーザ光に±９０度±１５度の位相差を発生させるようにして
いる。これにより前記ビームスプリッタ単体で所望の位相差を発生させることが困難の場
合に前記ビームスプリッタの反射膜及び前記反射ミラーの反射膜の両方で前記第１レーザ
光及び前記第２レーザ光の各レーザ波長に対する位相差の発生を調整可能としている。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の光ピックアップ装置は、互いに波長が相違する第１レーザ光及び第２レーザ光
がビームスプリッタの反射膜に入射する際の各レーザ光の直線偏光方向をＰ偏光がＳ偏光
より大となるように設定すると共に、この設定による前記第１レーザ光及び前記第２レー
ザ光の直線偏光方向に対応して前記反射膜による前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光
の分光特性を設定しているので、前記反射膜におけるＰ偏光とＳ偏光との反射率の相違が
補償され、光記録媒体及び光検出器に導かれる第１レーザ光及び第２レーザ光の光量を満
足させた上で、対物レンズから出射され光記録媒体に照射されるレーザ光を必要な円偏光
楕円率とするのに有利である。
【００２５】
　また、本発明の光ピックアップ装置は、ビームスプリッタの反射膜及び反射ミラーに形
成される反射膜の両方、もしくはビームスプリッタ単体の反射膜によりレーザ光源から出
射された第１レーザ光及び第２レーザ光に±９０度±１５度の位相差を発生させるように
しているので、前記ビームスプリッタ単体で所望の位相差を発生させることが困難の場合
に前記ビームスプリッタの反射膜及び前記反射ミラーの反射膜の両方で第１レーザ光及び
第２レーザ光の各レーザ波長に対する位相差の発生が調整可能であり、光記録媒体に照射
されるレーザ光を必要な円偏光楕円率とするのに有利である。
【００２６】
　この場合、前記ビームスプリッタの反射膜により発生する第１レーザ光及び第２レーザ
光の各レーザ波長における位相差を基準にして前記反射ミラーの反射膜により第１レーザ
光及び第２レーザ光の各レーザ波長に発生する位相差を９０度±１５度となるように設定
することにより、前記ビームスプリッタの反射膜はビームスプリッタとしての本来の光路
分岐機能を優先して形成することが出来、分岐される各光路の第１レーザ光及び第２レー
ザ光のレーザ光量比率を所望の設計値に設定するのに有利である。
【００２７】
　また、ビームスプリッタの反射膜に入射される前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光
のＳ偏光の反射率Ｒｓ＞５０％とし、該反射率Ｒｓと前記第１レーザ光及び前記第２レー
ザ光のＰ偏光の反射率Ｒｐとの反射率比Ｒｐ／Ｒｓ＜１．００とすると共に、前記反射率
比Ｒｐ／Ｒｓ≧０．２４としているので、光記録媒体及び光検出器に導かれる前記第１レ
ーザ光及び前記第２レーザ光を必要な光量確保した光ピックアップ装置を提供することが
出来る。
【００３０】
　また、ビームプリッタの反射膜を透過する一部の第１レーザ光及び第２レーザ光をフロ
ントモニタ受光検出器に受光させるような光学レイアウトにしているので、単一のフロン
トモニタ受光検出器を第１レーザ光及び第２レーザ光の両方に使用でき、効率的な光学レ
イアウトが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
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【図１】本発明に係る光ピックアップ装置の光学系の一実施例の平面を示す光学配置図で
ある。
【図２】図２は図１のＡ－Ａ’における断面を示す光学配置図である。
【図３】光検出器のＤＶＤ受光領域及びＣＤ受光領域の各受光部を説明する説明図である
。
【図４】ビームスプリッタの反射膜及び立ち上げ用反射ミラーの反射膜においてそれぞれ
発生する位相差を説明する表を示す説明図である。
【図５】立ち上げ用反射ミラーの反射膜を説明する説明図である。
【図６】光ディスクＤに照射されるレーザ光が必要な円偏光楕円率を満たす条件を示す特
性図である。
【図７】ビームスプリッタ７の反射膜８における分光特性を示す特性図である。
【図８】ビームスプリッタ７の反射膜８に入射されるレーザ光のレーザ入射偏光角θを説
明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明に係る光ピックアップ装置の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する
。
【実施例１】
【００３３】
　図１は本発明に係る光ピックアップ装置の光学系の一実施例の平面を示す光学配置図、
図２は図１のＡ－Ａ’における断面を示す光学配置図である。
【００３４】
　図示の光ピックアップ装置は、ＤＶＤの記録再生に対応すると共に、ＣＤの記録再生に
対応する構成となっている。
【００３５】
　レーザ光源となるレーザユニット１はＤＶＤに適した赤色波長帯６４５ｎｍ～６７５ｎ
ｍの第１波長、例えば６６０ｎｍの第１レーザ光を発生する第１レーザ発光点２と、ＣＤ
に適した赤外波長帯７６５ｎｍ～８０５ｎｍ、例えば７８４ｎｍの第２波長の第２レーザ
光を発生する第２レーザ発光点３とがそれぞれレーザダイオードを構成するレーザチップ
により同一半導体基板上に形成され、ＣＤ記録再生及びＤＶＤ記録再生に適合する２波長
のレーザ光を発光する、いわゆるマルチレーザユニットになっている。
【００３６】
　レーザユニット１の第１レーザ発光点２及び第２レーザ発光点３からそれぞれ選択的に
出射される各レーザ光は、複合光学素子４に入射される。前記複合光学素子４は第１レー
ザ発光点２及び第２レーザ発光点３からそれぞれ発生されるレーザ光の各レーザ波長に対
して有効な回折作用を有する回折格子５を備え、前記各レーザ光を０次回折光ビーム及び
±１次回折光ビームの３ビームに分離する。
【００３７】
　また、前記複合光学素子４は１／２波長板６を備え、この１／２波長板６は第１レーザ
発光点２及び第２レーザ発光点３からそれぞれ発生される各レーザ光の直線偏光方向の向
きをビームスプリッタ７の反射膜８に対して適切な回転角に設定する機能を有すると共に
、レーザユニット１に戻る戻り光を抑制する機能を有する。
【００３８】
　前記複合光学素子４を通過したレーザ光はこのレーザ光に対して４５°傾けて配置され
たプレート型のビームスプリッタ７の反射膜８により反射され、コリメータレンズ９に入
射される。前記ビームスプリッタ７は、反射膜８の膜特性によって複合光学素子４を通過
したレーザ光の一部を透過させてフロントモニタ受光検出器１０に導き、透過されない残
りのレーザ光を反射させて主光路に導く。
【００３９】
　前記ビームスプリッタ７の反射膜８は偏光依存性を有する半透過ミラーにより形成され
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、前記反射膜８の膜特性によって所定のレーザ光量の比率で反射するレーザ光量と透過す
るレーザ光量とを分配するようになっている。
【００４０】
　レーザユニット１の第１レーザ発光点２及び第２レーザ発光点３からそれぞれ発生され
る各レーザ光のレーザ光量に余裕がある場合、前記反射膜８として半透過ミラーの採用が
可能で前記反射膜８の設計及び形成が容易でビームスプリッタ７のコスト削減が図れる。
この場合、前記反射膜８の半透過ミラー特性は反射するレーザ光量と透過するレーザ光量
とを同量にする必要は無く、光ディスクに到達するレーザ光量及び後述する光検出器１６
に受光されるレーザ光量を考慮して設定される。
【００４１】
　ここで、前記ビームスプリッタ７の反射膜８に入射される第１及び第２レーザ光の直線
偏光方向は、Ｐ偏光成分とＳ偏光成分とが等しくなる前記反射膜８の反射面の傾斜方向に
対して傾けられる角度を４５度より小さくしてＰ偏光成分がＳ偏光成分より大となるよう
に設定され、例えば前記反射膜８の反射面の傾斜方向に対して傾けられる角度を４２度に
設定する。この反射膜８に入射されるレーザ光の直線偏光方向の傾け角の設定は、詳細を
後述する。
【００４２】
　また、前記ビームスプリッタ７の反射膜８の分光特性は、例えば入射されるレーザ光の
Ｓ偏光に対して反射率Ｒｓ＝９２％、透過率Ｔｓ＝８％となっており、入射されるレーザ
光のＰ偏光に対して反射率Ｒｐ＝７３％、透過率Ｔｐ＝２７％となっている。
【００４３】
　前記ビームスプリッタ７の反射膜８を反射するレーザ光及び前記反射膜８を透過するレ
ーザ光のそれぞれの分光量は、前記反射膜８の分光特性、及び前記反射膜８に入射される
レーザ光の直線偏光方向の向きによって決定される。
【００４４】
　ビームスプリッタ７の反射膜８に入射される第１レーザ光あるいは第２レーザ光は、前
記反射膜８によりレーザ光の一部、多くても５０％未満、好ましくは２０％以下、例えば
７～１０％の光量が透過されてフロントモニタ受光検出器１０に導かれ、少なくてもレー
ザ光の５０％を超える光量、好ましくは８０％以上、例えば９０～９３％が反射されて主
要光路に導かれる。
【００４５】
　ビームスプリッタ７の反射膜８に反射されたレーザ光は、コリメータレンズ９に導かれ
ろ。前記コリメータレンズ９は、ＤＶＤ適合波長のレーザ光を平行光にし、ＣＤ適合波長
のレーザ光の広がり角を狭める。前記コリメータレンズ９を通過したレーザ光は、立ち上
げ用反射ミラー１１の反射膜１２により反射されてレーザ光の光軸が折曲され、レーザユ
ニット１から出射される各レーザ光の光軸及び光検出器１６に受光されるディスクＤから
の反射光の光軸に対して略垂直の光軸となり、対物レンズ１３に入射される。
【００４６】
　前記対物レンズ１３は入射面に光軸を中心とした輪帯状回折構造が形成され、この回折
構造による回折作用により所定次数の回折光がＤＶＤ，ＣＤの各光ディスクＤの透明基板
層の厚みに対して球面収差を適切に補正して集光されるように設計された２波長対応とな
っており、例えば、ＤＶＤ適合波長のレーザ光に対するＮＡ（Numerical Aperture）が０
．６５に、ＣＤ適合波長のレーザ光に対するＮＡが０．５１にそれぞれ設計されている。
【００４７】
　その為、第１レーザ光源２からのＤＶＤ適合波長のレーザ光は、対物レンズ１３により
ＤＶＤの透明基板層の厚みに適合して集光されてＤＶＤの信号層に照射され、第２レーザ
光源３からのＣＤ適合波長のレーザ光は、対物レンズ１３によりＣＤの透明基板層の厚み
に適合して集光されてＣＤの信号層に照射される。
【００４８】
　このような光学系によりレーザユニット１の第１レーザ光源２及び第２レーザ光源３か
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らそれぞれ発生されるＤＶＤ適合波長のレーザ光及びＣＤ適合波長のレーザ光は、単一の
対物レンズ１３に入射され、該対物レンズ１３がフォーカス方向及びトラッキング方向に
駆動されることによりＤＶＤあるいはＣＤの光ディスクＤの信号層に合焦されると共に、
所定の信号トラックに追従されるように照射される。
【００４９】
　ところで、ビームスプリッタ７の反射膜８により反射される第１レーザ光及び第２レー
ザ光はそれぞれレーザ波長に応じた位相差が発生され、また、立ち上げ用反射ミラー１１
の反射膜１２により反射される第１レーザ光及び第２レーザ光はそれぞれレーザ波長に応
じた位相差が発生される。前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光のそれぞれの位相差が
前記ビームスプリッタ７の反射膜８により発生する位相差と前記反射ミラー１１の反射膜
１２により発生する位相差とにより合成されてそれぞれ略１／４波長（９０度）となるよ
うに、前記ビームスプリッタ７の反射膜８及び前記反射ミラー１１の反射膜１２はそれぞ
れの位相特性が設定されている。その為、光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第
２レーザ光はいずれも必要な円偏光楕円率が確保される。
【００５０】
　光ディスクＤの信号層に照射されたレーザ光は前記信号層により変調されて反射され、
対物レンズ１２に戻り、来た光路を逆向きに戻されてビームスプリッタ７に至る。前記ビ
ームスプリッタ７に戻されたレーザ光は、このビームスプリッタ７を透過し、その後、光
ディスクＤに照射されるレーザ光のフォーカスエラー成分となる非点収差を付与する第１
プレート１４を透過し、更にビームスプリッタ７を透過する際に発生される有害な非点収
差を補正するように傾けて配置された第２プレート１５を介して光検出器１６に導かれる
。
【００５１】
　ここで、ビームスプリッタ７の反射膜８が半透過ミラーである場合、光検出器１６に到
達するレーザ光はレーザユニット１側に戻される損失分が大きくなるが、第１レーザ光源
２及び第２レーザ光源３から出射される各レーザ光量の大きさ、光路損失及び光検出器１
６の受光感度によって実用上問題とならないレーザ光量が確保される。また、この場合、
複合光学素子４によりレーザユニット１への戻り光が抑制され、第１レーザ光及び第２レ
ーザ光のノイズが増加するのが防止されている。
【００５２】
　一方、ビームスプリッタ７の反射膜８が偏光フィルタである場合、前記反射膜８に到達
するレーザ光は光ディスクＤへの往路と復路で立ち上げ用反射ミラー１１の反射膜１２に
より２度反射されると共に、往路で前記反射膜８により１度反射されている。その為、往
路と復路で第１レーザ光及び第２レーザ光の直線偏光方向が９０度回転されるには、前記
反射膜８を反射することにより発生する位相差分不足するが、光ディスクＤへの往路でＳ
偏光の直線偏光であったレーザ光が復路でＰ偏光成分を多く含む楕円偏光となって前記反
射膜８に入射される。ビームスプリッタ７の反射膜８はＰ偏光のレーザ光に対して大部分
を透過（９０％強）する膜特性となっていると、前記ビームスプリッタ７に戻されたＰ偏
光成分を多く含む楕円偏光のレーザ光は反射膜８による反射で損失されるレーザ光量が抑
制されてレーザ光量の多くが前記反射膜８を透過して光検出器１６に到達する。
【００５３】
　前記光検出器１６には図３に示す如く、同一受光面にＤＶＤの記録再生に用いられるＤ
ＶＤ受光領域２１及びＣＤの記録再生に用いられるＣＤ受光領域２２が並べて形成されて
おり、ＤＶＤ受光領域２１にはそれぞれＤＶＤ適合波長のレーザ光の３ビーム、すなわち
０次光のメインビームとこのメインビームの前後に配置される±１次回折光の前方サブビ
ーム及び後方サブビームにそれぞれ対応してメイン受光部２１Ａ、前方サブ受光部２１Ｂ
及び後方サブ受光部２１Ｃが形成されており、ＣＤ受光領域２２にはそれぞれＣＤ適合波
長のレーザ光の３ビーム、すなわち０次光のメインビームとメインビームの前後に配置さ
れる±１次回折光の前方サブビーム及び後方サブビームにそれぞれ対応してメイン受光部
２２Ａ、前方サブ受光部２２Ｂ及び後方サブ受光部２２Ｃが形成されている。



(9) JP 5261307 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

【００５４】
　ＤＶＤ受光領域２１の各受光部間距離はＤＶＤの信号面上における３ビームの各光スポ
ットの間隔に対応し、ＣＤ受光領域２２の各受光部間距離はＣＤの信号面上における３ビ
ームの各光スポットの間隔に対応する。
【００５５】
　前記光検出器１５におけるＤＶＤ受光領域２１のメイン受光部２１Ａ、前方サブ受光部
２１Ｂ及び後方サブ受光部２１ＣとＣＤ受光領域２２のメイン受光部２２Ａ、前方サブ受
光部２２Ｂ及び後方サブ受光部２２Ｃとは、それぞれ十字状に４分割されてそれぞれ４つ
のセグメントにより構成されている。前記ＤＶＤ受光領域２１のメイン受光部２１Ａ、前
方サブ受光部２１Ｂ及び後方サブ受光部２１Ｃには、レーザユニット１から出射された第
１レーザ光が光ディスクに照射される際にそれぞれ各受光部の分割線の向きに対して有効
なフォーカスエラー成分及びトラッキングエラー成分を含んだ受光スポットが受光され、
前記ＣＤ受光領域２２のメイン受光部２２Ａ、前方サブ受光部２２Ｂ及び後方サブ受光部
２２Ｃには、レーザユニット１から出射された第２レーザ光が光ディスクに照射される際
にそれぞれ各受光部の分割線の向きに対して有効なフォーカスエラー成分及びトラッキン
グエラー成分を含んだ受光スポットが受光される。
【００５６】
　その為、ＤＶＤ受光領域２１のメイン受光部２１Ａ、前方サブ受光部２１Ｂ及び後方サ
ブ受光部２１Ｃを構成する各セグメントから得られる各受光出力を各種信号を得る所定の
演算式に基づいて演算することによりＤＶＤの記録再生時のメイン情報信号、フォーカス
エラー信号及びトラッキングエラー信号、あるいはチルトエラー信号が得られる。
【００５７】
　一方、ＣＤ受光領域２２のメイン受光部２２Ａ、前方サブ受光部２２Ｂ及び後方サブ受
光部２２Ｃを構成する各セグメントから得られる各受光出力を各種信号を得る所定の演算
式に基づいて演算することによりＣＤの記録再生時のメイン情報信号、フォーカスエラー
信号及びトラッキングエラー信号が得られる。
【００５８】
　ところで、波長６６０ｎｍの第１レーザ光及び波長７８４ｎｍの第２レーザ光において
、ビームスプリッタ７の反射膜８及び立ち上げ用反射ミラー１１の反射膜１２は、それぞ
れ例えば図４に示す表の如く位相差を発生する。
【００５９】
　この場合、前記ビームスプリッタ７の反射膜８により発生する第１レーザ光及び第２レ
ーザ光のそれぞれの位相差17.80度及び34.26度を基準にして前記第１レーザ光及び前記第
２レーザ光の光ディスクＤに到達するそれぞれの位相差が第１レーザ光源２及び第２レー
ザ光源３からそれぞれ発光される第１レーザ光及び第２レーザ光に対してそれぞれ１／４
波長（±９０度、ただし、正負は相違する回転方向を示す）となるように、図４の場合は
前記反射ミラー１１の反射膜１２により前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光に発生す
る位相差をそれぞれ－107.80度及び－124.26度に設定している。
【００６０】
　すなわち、前記ビームスプリッタ７の反射膜８により発生する第１レーザ光及び第２レ
ーザ光のそれぞれの位相差がθ１及びθ２である場合、前記反射ミラー１１の反射膜１２
により前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光に発生させる位相差をそれぞれＸ１及びＸ
２とすると、θ１＋Ｘ１＝±９０度±１５度、及びθ２＋Ｘ２＝±９０度±１５度を満足
するように前記ビームスプリッタ７の反射膜８による位相差θ１及びθ２と前記反射ミラ
ー１１の反射膜１２による位相差Ｘ１及びＸ２とが設定される。尚、前記位相差θ１及び
θ２、前記位相差Ｘ１及びＸ２は正負の値を取り得ると共に、正負の符号は円偏光の旋光
回転方向が時計回り及び反時計回りを示す。また、±１５度は部品のばらつき、温度特性
変化、レーザ波長変化などによるレーザ光の位相変化を考慮している。
【００６１】
　これにより前記第１レーザ光及び前記第２レーザ光のそれぞれの位相差は、前記ビーム
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スプリッタ７の反射膜８により発生する位相差と前記反射ミラー１１の反射膜１２により
発生する位相差とにより合成されてそれぞれ１／４波長となっている。
【００６２】
　したがって、光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第２レーザ光はいずれも必要
な円偏光楕円率が確保される。
【００６３】
　図６は、光ディスクＤに照射されるレーザ光が必要な円偏光楕円率を満たす条件を示す
特性図である。図６において、縦軸はビームスプリッタ７の反射膜８に入射されるレーザ
光における前記反射膜８の反射面の傾斜方向に対する直線偏光方向の回転角（レーザ入射
偏光角）を示し、横軸は前記反射膜８に入射されるレーザ光のＳ偏光の反射率Ｒｓに対す
る前記レーザ光のＰ偏光の反射率Ｒｐの反射率比Ｒｐ／Ｒｓを示している。
【００６４】
　図８は、ビームスプリッタ７の反射膜８に入射されるレーザ光のレーザ入射偏光角θを
説明する説明図で、前記レーザ入射偏光角θは前記反射膜８の反射面の傾斜方向Ｂ－Ｂ’
に対する直線偏光方向の絶対値の回転角を示している。
【００６５】
　前記レーザ入射偏光角と前記反射率比Ｒｐ／Ｒｓが図６に示される曲線上にある場合に
、光ディスクＤに照射されるレーザ光は必要な円偏光楕円率を満たすことを示している。
【００６６】
　すなわち、ビームスプリッタ７の反射膜８におけるＳ偏光とＰ偏光との反射率比Ｒｐ／
Ｒｓが１．００である場合に前記レーザ入射偏光角を４５度とすることで必要な円偏光楕
円率を満たしていたものが、前記反射率比Ｒｐ／Ｒｓが小さくなるのに伴って必要な円偏
光楕円率を満たすためには前記レーザ入射偏光角を絶対値で４５度より小さくする必要が
ある。
【００６７】
　その為、ビームスプリッタ７の反射膜８におけるＳ偏光とＰ偏光との反射率比Ｒｐ／Ｒ
ｓに応じたレーザ入射偏光角に各レーザ光の直線偏光方向を設定して光ディスクＤに照射
される第１レーザ光及び第２レーザ光の円偏光楕円率を確保する。ビームスプリッタ７の
反射膜８が半透過ミラーである場合、Ｓ偏光とＰ偏光との反射率比Ｒｐ／Ｒｓを１．００
とすることは実質不可能であるので、前記レーザ入射偏光角は必要な円偏光楕円率を満た
すためにビームスプリッタ７の反射膜８の反射面の傾斜方向に対して４５度（絶対値）の
回転角より小さい所定角に設定される。
【００６８】
　すなわち、ビームスプリッタ７の反射膜８の反射面の傾斜方向に対して４５度（絶対値
）の回転角である場合の反射率比Ｒｐ／Ｒｓ＝１．００に達しない反射率比Ｒｐ／Ｒｓ＜
１．００までの範囲で光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第２レーザ光の円偏光
楕円率を確保できる可能性がある。
【００６９】
　一方、光ピックアップ装置としては、光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第２
レーザ光の円偏光楕円率の他にレーザ光量が重要な要件である。
【００７０】
　ビームスプリッタ７は、レーザユニット１から出射された第１レーザ光及び第２レーザ
光を反射させて主光路に導いて光ディスクＤへ向かわせると共に、前記第１レーザ光及び
第２レーザ光の一部を透過させてフロントモニタ受光検出器１０に導き、かつ、光ディス
クＤにより反射されて戻される前記第１レーザ光及び第２レーザ光を透過させて光検出器
１６に導く役割を担っている。
【００７１】
　その為、光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第２レーザ光を必要なレーザ光量
確保するためには、ビームスプリッタ７の反射膜８における分光特性が重要である。
【００７２】
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　この場合、前記反射膜８の一部を透過してフロントモニタ受光検出器１０に導かれるレ
ーザ光量、および光ディスクＤにより反射されて前記反射膜８を透過して光検出器１６に
導かれるレーザ光量が考慮される。
【００７３】
　図７は、ビームスプリッタ７の反射膜８における分光特性を示す特性図である。図７に
おいて、縦軸はビームスプリッタ７の反射膜８の往路・復路におけるＳ偏光及びＰ偏光の
合成の透過率（％）を示し、横軸は前記反射膜８に入射されるレーザ光のＳ偏光の反射率
Ｒｓと前記レーザ光のＰ偏光の反射率Ｒｐとの反射率比Ｒｐ／Ｒｓを示している。
【００７４】
　図７において、右肩上がりの実線はビームスプリッタ７の反射膜８に対するレーザ光の
Ｓ偏光反射率Ｒｓ＝１００％の場合のレーザユニット１から前記反射膜８により反射され
て主光路に導かれるレーザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の往路透過率を示し、右肩下がり
の実線はビームスプリッタ７の反射膜８に対するレーザ光のＳ偏光反射率Ｒｓ＝１００％
の場合の光ディスクＤにより反射されて前記反射膜８を透過して光検出器１６に導かれる
レーザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の復路透過率を示す。
【００７５】
　また、右肩上がりの１点鎖線はビームスプリッタ７の反射膜８に対するレーザ光のＳ偏
光反射率Ｒｓ＝９０％の場合のレーザユニット１から前記反射膜８により反射されて主光
路に導かれるレーザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の往路透過率を示し、右肩下がりの１点
鎖線はビームスプリッタ７の反射膜８に対するレーザ光のＳ偏光反射率Ｒｓ＝９０％の場
合の光ディスクＤにより反射されて前記反射膜８を透過して光検出器１６に導かれるレー
ザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の復路透過率を示す。
【００７６】
　また、右肩上がりの２点鎖線はビームスプリッタ７の反射膜８に対するレーザ光のＳ偏
光反射率Ｒｓ＝５０％の場合のレーザユニット１から前記反射膜８により反射されて主光
路に導かれるレーザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の往路透過率を示し、右肩下がりの２点
鎖線はビームスプリッタ７の反射膜８に対するレーザ光のＳ偏光反射率Ｒｓ＝５０％の場
合の光ディスクＤにより反射されて前記反射膜８を透過して光検出器１６に導かれるレー
ザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の復路透過率を示す。
【００７７】
　図７から分かるように、ビームスプリッタ７の反射膜８において、レーザ光のＳ偏光反
射率Ｒｓが小さくなるに従ってレーザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の往路透過率は小さく
なり、また、レーザ光のＳ偏光反射率Ｒｓが小さくなるに従ってレーザ光のＳ偏光及びＰ
偏光の合成の復路透過率は大となる。
【００７８】
　その為、レーザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の往路透過率と復路透過率との交点は、レ
ーザ光のＳ偏光反射率Ｒｓ＝１００％である場合の反射率比Ｒｐ／Ｒｓが０．２４となり
、このときのレーザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の往路透過率及び復路透過率が３７％と
なる。このレーザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の往路透過率と復路透過率との交点は、レ
ーザ光のＳ偏光反射率Ｒｓが１００％より小さくなるに従って反射率比Ｒｐ／Ｒｓが０．
２４より大きくなり、併せて、レーザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の往路透過率及び復路
透過率が３７％より大きくなる。そして、レーザ光のＳ偏光反射率Ｒｓがそれぞれ小さく
なり、このＳ偏光反射率Ｒｓ＝５０％である場合に反射率比Ｒｐ／Ｒｓが略１．００とな
り、この場合のレーザ光のＳ偏光及びＰ偏光の合成の往路透過率及び復路透過率が略５０
％となる。
【００７９】
　尚、図７に示す特性図の条件は、ビームスプリッタ７の反射膜８及び立ち上げ用反射ミ
ラー１１の反射膜１２以外の光学素子であるコリメータレンズ９及び対物レンズ１３の各
光学素子の透過率＝１００％、前記反射ミラー１１の反射膜１２のレーザ光のＳ偏光及び
Ｐ偏光における各反射率Ｒｐ，Ｒｓ＝９８％、及び光ディスクＤによる反射率＝１００％
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としている。
【００８０】
　ビームスプリッタ７の反射膜８の分光特性は、図６及び図７の特性図に示される条件を
考慮して光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第２レーザ光が必要な円偏光楕円率
、及びレーザ光量を満たすように設定される。
【００８１】
　したがって、ビームスプリッタ７の反射膜８の分光特性は、入射されるレーザ光のＳ偏
光の反射率Ｒｓ、及び該反射率Ｒｓと前記レーザ光のＰ偏光の反射率Ｒｐとの反射率比Ｒ
ｐ／Ｒｓがそれぞれ次式（ａ）、（ｂ）、
Ｒｓ＞５０％…式（ａ）
０．２４≦Ｒｐ／Ｒｓ＜１．００…式（ｂ）
を満足する場合に、光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第２レーザ光が必要な円
偏光楕円率、及びレーザ光量を満たすと判断される。
【００８２】
　また、この際、図６により、前記反射率比Ｒｐ／Ｒｓ＝０．２４のとき、前記ビームス
プリッタ７の反射膜８の反射面の傾斜方向に対して２６度（絶対値）の角度に傾けられた
直線偏光方向のレーザ光を前記反射膜８に入射することで、すなわち、前記反射膜８に対
するレーザ入射偏光角θを２６度に設定することで必要な円偏光楕円率が得られる。その
為、ビームスプリッタ７の反射膜８の分光特性が必要な円偏光楕円率、及びレーザ光量を
満たすようにするには、前記ビームスプリッタ７の反射膜８の反射面の傾斜方向に対して
２６度～４４度（絶対値）の角度内の適切な角度に傾けられた直線偏光方向のレーザ光を
前記反射膜８に入射すれば良い。すなわち、前記反射膜８に対するレーザ入射偏光角θを
２６度～４４度の角度内の適切な角度に設定する。
【００８３】
　ところで、ビームスプリッタ７の反射膜８により発生する位相差、及び立ち上げ用反射
ミラー１１の反射膜１２により発生する位相差を合成させることにより光ディスクＤに照
射される第１レーザ光及び第２レーザ光が必要な円偏光楕円率となるように構成されてい
る。その為、前記ビームスプリッタ７の反射膜８により反射されたレーザ光は楕円偏光に
より立ち上げ用反射ミラー１１の反射膜１２に入射される。
【００８４】
　ここで、前記反射ミラー１１の反射膜１２は、全反射させる作用を持たせれば良いので
、レーザ光の偏光によらずＳ偏光及びＰ偏光の各反射率を実質的に同一に形成することが
できる。
【００８５】
　したがって、レーザ光の直線偏光方向の設定は、ビームスプリッタ７の反射膜８に対し
てのみ考慮される。
【００８６】
　また、ビームスプリッタ７の反射膜８は、上述の分光特性を満たすような膜特性となっ
ており、第１レーザ光及び第２レーザ光の両方に対して所望の位相差を設けることは困難
である。
【００８７】
　一方、反射ミラー１１の反射膜１２の本来の機能は第１レーザ光及び第２レーザ光の光
軸を折り曲げる全反射ミラーであり単機能であるので、ビームスプリッタ７の反射膜８に
比べて前記反射膜１２に第１レーザ光及び第２レーザ光に対して所望の位相差を設けるこ
とは比較的に容易である。
【００８８】
　一具体例として、反射ミラー１１の基材の構造材として白板ガラス（例えば、商品名：
Ｂ２７０（ＳＣＨＯＴＴ社））を使用し、反射膜１２の最反射面から中間層をTi3O5とSiO
2の多層膜とし、この反射膜１２の膜厚と積層数を設計する事で任意の反射率と位相差を
持たせる。
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【００８９】
　図５は立ち上げ用反射ミラー１１の反射膜１２の構成を説明する説明図であり、前記反
射膜１２は前記反射ミラー１１の基材の傾斜面に反射ミラー機能膜１２ａが成膜され、そ
の上に重ねて位相差機能膜１２ｂが成膜されて、あるいは接着されて構成される。
【００９０】
　前記反射膜１２の反射ミラー機能膜１２ａ及び位相差機能膜１２ｂは、それぞれ反射ミ
ラー機能に適したアルミニウム、クロム、ニッケルクロムなどの金属材料を、及び位相差
機能に適したポリカーボネート、ポリビニルアルコール、環状オレフェンポリマー、ノル
ボルネン系や液晶コーティングタイプの有機材料を、例えば物理的気相成長法（ＰＶＤ）
の真空蒸着法やスパッタリング法による薄膜製造技術により形成され、あるいは化学的気
相成長法（ＣＶＤ）による薄膜製造技術により形成される。
【００９１】
　また、前記反射膜１２の形成としては、塗布型位相差板材料を塗布して熱処理する方法
、及び反射ミラー１１の基材表面の鏡面に位相差フィルムを接着することも考えられる。
【００９２】
　また、ビームスプリッタ７の反射膜８も立ち上げ用反射ミラー１１の反射膜１２と同様
に、例えばＰＶＤの真空蒸着法やスパッタリング法により形成され、あるいはＣＶＤによ
り形成される。
【００９３】
　ところで、図１に示す光ピックアップ装置は、ビームスプリッタ７に入射されるレーザ
光の光軸と反射ミラー１１から出射されるレーザ光の光軸とが互いに略直交するように前
記ビームスプリッタ７の反射面及び前記反射ミラー１１の反射面の向きが設定されている
。
【００９４】
　このような前記ビームスプリッタ７と前記反射ミラー１１との位置関係により薄型化に
適した光学レイアウトとした上で、ビームスプリッタ７の反射膜８及び反射ミラー１１の
反射膜１２において第１レーザ光及び第２レーザ光は効率良く位相差が発生される光学レ
イアウトとなる。
【００９５】
　また、図１に示す光ピックアップ装置は、ビームスプリッタ７に入射される第１レーザ
光及び第２レーザ光の直線偏光方向を１／２波長板６により設定させる光学構成となって
いる。その為、レーザユニット１から出射される第１レーザ光及び第２レーザ光の直線偏
光方向と前記１／２波長板６よる第１レーザ光及び第２レーザ光の直線偏光方向の回転方
向とを考慮してレーザユニット１の回転方向の向きを設定することにより前記ビームスプ
リッタ７の反射膜８の反射面の傾斜方向に対して２６度～４４度の角度内の適切な角度に
傾けられた直線偏光方向に設定されるが、図１に示す光ピックアップ装置の光学系から１
／２波長板６を省略し、レーザユニット１から出射される第１レーザ光及び第２レーザ光
の直線偏光方向を１／２波長板６を介さずに前記ビームスプリッタ７の反射膜８の反射面
の傾斜方向に対して２６度～４４度の角度内の適切な角度に直接傾けられた直線偏光方向
に設定することも可能である。
【００９６】
　ここで、光ディスクＤから読み出される信号品質を確保するため、光ディスクＤに照射
されるレーザ光のスポット形状を信号トラックに対して適切な所定方向に楕円の長軸方向
を設定することが行われるが、前記レーザ光のスポット形状はレーザユニット１から出射
される第１レーザ光及び第２レーザ光のファーフィールドパターンにより決定される。そ
の為、ビームスプリッタ７の反射膜８に入射するレーザ光の直線偏光方向を前記反射膜８
の反射面の傾斜方向に対して適切な角度に設定し、併せてディスクＤに照射されるレーザ
光のスポット形状を信号トラックに対して適切な所定方向に楕円の長軸方向を設定する場
合には１／２波長板６を介在させることによりレーザ光の直線偏光方向の向きとレーザ光
のスポット形状の楕円の長軸方向の向きとを独立して設定できるので、１／２波長板６を
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介在させた場合の方が光学配置の自由度が高い。
【００９７】
　尚、前述の実施例１においては、２波長対応のマルチレーザユニット１を用いた例を示
しているが、波長が相違する複数のレーザ光を光ディスクへの往路上の共通光路に導いて
その共通光路上に配置される各レーザ光に対してそれぞれ回折作用を有する回折格子を通
過させる構成とすれば良く、ビームスプリッタ７とは別のビームスプリッタを用いて第１
レーザ光及び第２レーザ光をそれぞれ発光する各レーザユニットをそれぞれ別光路に配置
し、往路上のビームスプリッタ７の手前で第１レーザ光及び第２レーザ光が共通光路に導
いた後に前記ビームスプリッタ７に導かれる構成であっても良い。
【００９８】
　また、光ピックアップ装置が３波長レーザ光対応である場合、マルチレーザユニット１
として３波長対応のマルチレーザユニットを用いる構成を採用することも可能である。
【実施例２】
【００９９】
　上述の実施例１においては、ビームスプリッタ７の反射膜８により発生する位相差、及
び立ち上げ用反射ミラー１１の反射膜１２により発生する位相差を合成させることにより
光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第２レーザ光が必要な円偏光楕円率となるよ
うに構成されている光ピックアップ装置について説明したが、本実施例２は立ち上げ用反
射ミラー１１単体で光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第２レーザ光が必要な円
偏光楕円率とする構成を示す。
【０１００】
　この場合、立ち上げ用反射ミラー１１の反射膜１２は位相差を発生させない構成とし、
ビームスプリッタ７の反射膜８は光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第２レーザ
光が必要な円偏光楕円率となるように位相差を発生させる構成とする。
【０１０１】
　ビームスプリッタ７の反射膜８の分光特性は、実施例１と同一の条件で光ディスクＤに
照射される第１レーザ光及び第２レーザ光が必要な円偏光楕円率、及びレーザ光量を満た
すように設定される。
【０１０２】
　すなわち、ビームスプリッタ７の反射膜８の分光特性は、入射されるレーザ光のＳ偏光
の反射率Ｒｓ、及び該反射率Ｒｓと前記レーザ光のＰ偏光の反射率Ｒｐとの反射率比Ｒｐ
／Ｒｓがそれぞれ次式（ａ）、（ｂ）、
Ｒｓ＞５０％…式（ａ）
０．２４≦Ｒｐ／Ｒｓ＜１．００…式（ｂ）
を満足する場合に、光ディスクＤに照射される第１レーザ光及び第２レーザ光が必要な円
偏光楕円率、及びレーザ光量を満たすと判断される。
【０１０３】
　また、この際、前記ビームスプリッタ７の反射膜８の反射面の傾斜方向に対して２６度
～４４度（絶対値）の角度に傾けられた直線偏光方向のレーザ光を前記反射膜８に入射す
ることで、前記反射膜８において必要な円偏光楕円率、及びレーザ光量を満たす分光特性
が得られる。
【０１０４】
　尚、本実施例２においては、立ち上げ用反射ミラー１１の反射膜１２による位相差を用
いないので、前記反射ミラー１１を使用しない光学構成の薄型対応でない光ピックアップ
装置に採用するのに好適である。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　ＤＶＤ及びＣＤに適合する光ピックアップ装置に限定されず、青紫色波長帯４００ｎｍ
～４２０ｎｍのレーザ光（例えば４０５ｎｍ）を用いたBlu-ray Disc（商標）規格に適合
させた光ピックアップ装置においても利用可能である。
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【符号の説明】
【０１０６】
　１　　　　レーザユニット
　２　　　　第１レーザ光源
　３　　　　第２レーザ光源
　４　　　　複合光学素子
　６　　　　１／２波長板
　７　　　　ビームスプリッタ
　８　　　　反射膜   
１０　　　　フロントモニタ受光検出器
１１　　　　立ち上げ用反射ミラー
１２　　　　反射膜
１３　　　　対物レンズ
１６　　　　光検出器
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