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(57)【要約】
【課題】　対物レンズの芯ずれに基づいて発生するコマ
収差を補正することが出来る光ピックアップ装置を提供
する。
【解決手段】　レーザーダイオード１から放射されたレ
ーザー光が入射されるとともに該レーザー光を光ディス
クＤに設けられている信号記録層Ｌに集光させる対物レ
ンズ１０を備え、前記対物レンズ１０とレーザーダイオ
ード１との間の光路内に該対物レンズの芯ずれに伴って
発生するコマ収差を補正する１枚のコマ収差補正板１１
を設けたことを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
レーザーダイオードから放射されたレーザー光が入射されるとともに該レーザー光を光デ
ィスクに設けられている信号記録層に集光させる対物レンズを備えた光ピックアップ装置
であり、前記対物レンズとレーザーダイオードとの間の光路内に該対物レンズの芯ずれに
伴って発生するコマ収差を補正する１枚のコマ収差補正板を設けたことを特徴とする光ピ
ックアップ装置。
【請求項２】
コマ収差補正板を入射面が凸レンズ形状、出射面が凹レンズ形状のメニスカス形状にした
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】
対物レンズのコマ収差発生方向とコマ収差補正板のコマ収差発生方向とが逆方向になるよ
うにした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４】
対物レンズのコマ収差発生方向を光ディスクの径方向にしたことを特徴とする請求項３に
記載の光ピックアップ装置。
【請求項５】
レーザーダイオードから放射されたレーザー光が入射されるとともに該レーザー光を光デ
ィスクに設けられている信号記録層に集光させる対物レンズを備えた光ピックアップ装置
のコマ収差補正方法であり、前記対物レンズとレーザーダイオードとの間の光路内に該対
物レンズの芯ずれに伴って発生するコマ収差を補正する１枚のコマ収差補正板を設け、対
物レンズのコマ収差規格の上限をＡとしたとき、コマ収差量が０から１／２Ａの対物レン
ズと１／２ＡからＡまでの対物レンズに分類し、各分類に対応したコマ収差を生成するコ
マ収差補正板にて対物レンズのコマ収差を補正するようにしたことを特徴するコマ収差補
正方法。
【請求項６】
コマ収差量が０から１／２Ａの対物レンズと組み合わせて使用されるコマ収差補正板のコ
マ収差量を１／４Ａ、コマ収差量が１／２ＡからＡの対物レンズと組み合わせて使用され
るコマ収差補正板のコマ収差量を３／４Ａに設定したことを特徴とする請求項５に記載の
コマ収差補正方法。
【請求項７】
補正後のコマ収差量が所定値以下になるようにしたことを特徴とする請求項５に記載のコ
マ収差補正方法。
【請求項８】
レーザーダイオードから放射されたレーザー光が入射されるとともに該レーザー光を光デ
ィスクに設けられている信号記録層に集光させる対物レンズを備えた光ピックアップ装置
のコマ収差補正方法であり、前記対物レンズとレーザーダイオードとの間の光路内に該対
物レンズの芯ずれに伴って発生するコマ収差を補正するコマ収差補正板を設け、対物レン
ズのコマ収差量の平均値をＢとしたとき、１／２Ｂのコマ収差を発生するコマ収差補正板
を２枚使用することによって対物レンズのコマ収差を補正するようにしたことを特徴する
コマ収差補正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクに記録されている信号の読み出し動作や光ディスクに信号の記録
動作を行う光ピックアップ装置およびコマ収差補正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ピックアップ装置から照射されるレーザー光を光ディスクの信号記録層に照射するこ
とによって信号の読み出し動作や信号の記録動作を行うことが出来る光ディスク装置が普
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及している。
【０００３】
　光ディスク装置としては、ＣＤやＤＶＤと呼ばれる光ディスクを使用するものが一般に
普及しているが、最近では記録密度を向上させた光ディスク、即ちＢｌｕ－ｒａｙ規格や
ＨＤ　ＤＶＤ（High Density Digital Versatile Disk）規格の光ディスクを使用するも
のが開発されている。
【０００４】
　ＣＤ規格の光ディスクに記録されている信号の読み出し動作を行うレーザー光としては
、波長が７８０ｎｍである赤外光が使用され、ＤＶＤ規格の光ディスクに記録されている
信号の読み出し動作を行うレーザー光としては、波長が６５０ｎｍの赤色光が使用されて
いる。
【０００５】
　そして、前記ＣＤ規格の光ディスクにおける信号記録層の上面に設けられている保護層
の厚さは１．２ｍｍであり、この信号記録層から信号の読み出し動作を行うために使用さ
れる対物レンズの開口数は０．４５と規定されている。また、ＤＶＤ規格の光ディスクに
おける信号記録層の上面に設けられている保護層の厚さは０．６ｍｍであり、この信号記
録層から信号の読み出し動作を行うために使用される対物レンズの開口数は０．６と規定
されている。
【０００６】
　斯かるＣＤ規格及びＤＶＤ規格の光ディスクに対して、Ｂｌｕ－ｒａｙ規格やＨＤ　Ｄ
ＶＤ規格の光ディスクに記録されている信号の読み出し動作を行うレーザー光としては、
波長が短いレーザー光、例えば波長が４０５ｎｍの青紫色光が使用されている。
【０００７】
　Ｂｌｕ－ｒａｙ規格の光ディスクにおける信号記録層の上面に設けられている保護層の
厚さは、０．１ｍｍであり、この信号記録層から信号の読み出し動作を行うために使用さ
れる対物レンズの開口数は、０．８５と規定されている。
【０００８】
　Ｂｌｕ－ｒａｙ規格の光ディスクに設けられている信号記録層に記録されている信号の
再生動作や該信号記録層に信号を記録するためにレーザー光を集光させることによって生
成されるレーザースポットの径を小さくする必要がある。所望のレーザースポット形状を
得るために使用される対物レンズは、開口数が高くなるだけでなく焦点距離が短くなるの
で、対物レンズの曲率半径が小さくなる。
【０００９】
　レーザーダイオードから放射されるレーザー光を光ディスクに設けられている信号記録
層に集光させる対物レンズは、レーザーダイオードから放射されるレーザー光が照射され
る面、即ち入射面と光ディスク側の面、即ち出射面を有している。そして、斯かる入射面
及び出射面は異なる曲率半径の曲面にて形成されているが、各面の中心点、即ち芯は同一
の光軸上になく、微細ではあるがずれている。
【００１０】
　斯かる芯の位置ずれは、一般には芯ずれと呼ばれており、この芯ずれに起因してコマと
呼ばれる収差が発生することになる。斯かるコマ収差が発生すると光ディスクの信号記録
層に生成されるスポットの形状が彗星のように頭と尻尾を持つ形状となり、信号の読み取
り動作に悪影響を与えるという問題がある。
【００１１】
　対物レンズの芯ずれに起因して発生するコマ収差を補正する技術として液晶光学素子を
使用したものがある。（特許文献１参照。）斯かる液晶光学素子を使用する方法は、高価
となるため補正用の光学素子を使用してコマ収差を補正するようにした技術も提供されて
いる。（特許文献２参照。）
【特許文献１】特開２００６－１８５４９８号公報
【特許文献２】特開平７－１４０３８１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　特許文献２に記載されている技術はコマ収差を補正するために２枚の光学素子を使用し
ているため、光ピックアップの構成が複雑になるだけでなく、光学部品の数が増加するた
め製造コストが上昇するだけでなく小型化することが出来ないという問題がある。
【００１３】
　本発明は、斯かる問題を解決することが出来る光ピックアップ装置及びコマ収差の補正
方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、レーザーダイオードから放射されたレーザー光が入射されるとともに該レー
ザー光を光ディスクに設けられている信号記録層に集光させる対物レンズを備え、前記対
物レンズとレーザーダイオードとの間の光路内に該対物レンズの芯ずれに伴って発生する
コマ収差を補正する１枚のコマ収差補正板を設けたことを特徴とするものである。
【００１５】
　また、本発明は、コマ収差補正板を入射面が凸レンズ形状、出射面が凹レンズ形状のメ
ニスカス形状にしたことを特徴とするものである。
【００１６】
　そして、本発明は、対物レンズのコマ収差発生方向とコマ収差補正板のコマ収差発生方
向とが逆方向になるようにしたことを特徴とするものである。
【００１７】
　また、本発明は、対物レンズのコマ収差発生方向とコマ収差補正板のコマ収差発生方向
とが逆方向になるようにするとともにその収差の発生方向を光ディスクの径方向にしたこ
とを特徴とするものである。
【００１８】
　更に、本発明は、レーザーダイオードから放射されたレーザー光が入射されるとともに
該レーザー光を光ディスクに設けられている信号記録層に集光させる対物レンズを備え、
前記対物レンズとレーザーダイオードとの間の光路内に該対物レンズの芯ずれに伴って発
生するコマ収差を補正する１枚のコマ収差補正板を設け、対物レンズのコマ収差規格の上
限、即ち使用可能なコマ収差量をＡとしたとき、０から１／２Ａの対物レンズと１／２Ａ
からＡまでの対物レンズに分類し、分類された対物レンズに対応したコマ収差を生成する
補正板にて対物レンズのコマ収差を補正するようにしたことを特徴するものである。
【００１９】
　また、本発明は、補正後のコマ収差量が所定値以下になるようにしたことを特徴とする
ものである。
【００２０】
　そして、本発明は、レーザーダイオードから放射されたレーザー光が入射されるととも
に該レーザー光を光ディスクに設けられている信号記録層に集光させる対物レンズを備え
、前記対物レンズとレーザーダイオードとの間の光路内に該対物レンズの芯ずれに伴って
発生するコマ収差を補正するコマ収差補正板を設け、対物レンズのコマ収差量の平均をＢ
としたとき、１／２Ｂのコマ収差を発生するコマ収差補正板を２枚使用することによって
対物レンズのコマ収差を補正するようにしたことを特徴するものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の光ピックアップ装置は、レーザーダイオードから放射されたレーザー光が入射
されるとともに該レーザー光を光ディスクに設けられている信号記録層に集光させる対物
レンズを備え、前記対物レンズとレーザーダイオードとの間の光路内に該対物レンズの芯
ずれに伴って発生するコマ収差を補正する１枚のコマ収差補正板を設けたので、即ち１つ
のコマ収差補正板によってコマ収差を補正するようにしたので、安価になるだけでなく、
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組み立て作業が簡単になり、また小型化に対しても大きな効果を奏するものである。
【００２２】
　また、本発明のコマ収差補正方法は、レーザーダイオードから放射されたレーザー光が
入射されるとともに該レーザー光を光ディスクに設けられている信号記録層に集光させる
対物レンズを備え、前記対物レンズとレーザーダイオードとの間の光路内に該対物レンズ
の芯ずれに伴って発生するコマ収差を補正する１枚のコマ収差補正板を設け、対物レンズ
のコマ収差規格の上限をＡとしたとき、０から１／２Ａの対物レンズと１／２ＡからＡま
での対物レンズに分類し、各分類に対応したコマ収差を生成するコマ収差補正板にて対物
レンズのコマ収差を補正するようにしたので、コマ収差補正板の選択を容易に行うことが
出来、それ故、本発明によれば光ピックアップ装置の製造コストを下げることが出来る。
【実施例】
【００２３】
　図１は本発明の光ピックアップ装置を示す概略図、図２は本発明に係るコマ収差補正板
と対物レンズとの関係を示す拡大図、図３は対物レンズの芯ずれである偏芯量と収差量と
の関係を示す図、図４は本発明に係る対物レンズとコマ収差補正板との関係を説明するた
めの図である。
【００２４】
　図１において、１は例えば４０５ｎｍの青紫色光であるレーザー光を放射するレーザー
ダイオード、２は前記レーザーダイオード１から放射されるレーザー光が入射される回折
格子であり、レーザー光を０次光、＋１次光及び－１次光に分離する回折格子部２ａと入
射されるレーザー光をＳ方向の直線偏光光に変換する１／２波長板２ｂとより構成されて
いる。
【００２５】
　３は前記回折格子２を透過したレーザー光が入射されるとともにＳ偏光された大部分の
レーザー光を反射させ、且つ一部のレーザー光を透過させる制御膜３ａが設けられている
偏光ビームスプリッタであり、前記制御膜３ａはＰ方向に偏光されたレーザー光を透過さ
せるように構成されている。４は前記レーザーダイオード１から放射されたレーザー光の
中の前記偏光ビームスプリッタ３を透過したレーザー光が照射される位置に設けられてい
るモニター用光検出器であり、その検出出力は前記レーザーダイオード１から放射される
レーザー光の出力を制御するために使用される。
【００２６】
　５は前記偏光ビームスプリッタ３の制御膜３ａにて反射されたレーザー光が入射される
位置に設けられている１／４波長板であり、入射されるレーザー光を直線偏光光から円偏
光光に、また反対に円偏光光から直線偏光光に変換する作用を成すものである。６は前記
１／４波長板５を透過した発散光であるレーザー光が入射されるコリメートレンズであり
、入射されたレーザー光を平行光にする作用を成すとともにＢｌｕ－ｒａｙ規格の光ディ
スクＤの保護層による球面収差を補正するために適した位置に設けられている。
【００２７】
　７は前記コリメートレンズ６にて平行光に変換されたレーザー光が入射されるとともに
該レーザー光を光ディスクＤの信号面方向へ反射させる反射ミラーであり、後述するよう
に光ディスクＤの信号記録層Ｌから反射された戻り光が入射されるとともに該戻り光を前
記偏光ビームスプリッタ３の方向へ反射させる作用を成すように設けられている。
【００２８】
　８は前記偏光ビームスプリッタ３に設けられている制御膜３ａを透過した戻り光が入射
されるセンサーレンズであり、シリンドリカル面、平面、凹曲面または凸曲面等が入射面
側及び出射面側に形成されている。斯かるセンサーレンズ８は戻り光に非点収差を発生さ
せることによってフォーカス制御動作に使用されるフォーカスエラー信号を生成させるた
めに設けられている。
【００２９】
　９は前記センサーレンズ８を通過した戻り光が集光されて照射される位置に設けられて
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いる光検出器であり、フォトダイオードが配列された４分割センサー等にて構成されてい
る。斯かる光検出器９の構成及び非点収差法によるフォーカスエラー信号の生成動作等は
周知であり、その説明は省略する。
【００３０】
　１０は前記反射ミラー７にて反射されたレーザー光が入射されるとともに入射されたレ
ーザー光を前記光ディスクＤに設けられている信号記録層Ｌに集光させる対物レンズであ
り、前記レーザーダイオード１から放射されたレーザー光が照射される面、即ち入射面１
０ａの曲率半径が球面と異なり小さくされている。また、前記対物レンズ１０の光ディス
クＤ側の面、即ち出射面１０ｂの曲率半径は入射面１０ａと異なり大きくなるように構成
されている。
【００３１】
　また、前記対物レンズ１０は、例えば４本の支持ワイヤーによって光ディスクＤの信号
面に対して垂直方向、即ちフォーカス方向への変位動作及び光ディスクの径方向、即ちト
ラッキング方向への変位動作を可能に設けられているレンズホルダーに固定されている。
そして、Ｂｌｕ－ｒａｙ規格の光ディスクＤのように高精度の特性を要求される光ピック
アップ装置の中には、対物レンズ１０の光ディスクＤの径方向に対する傾斜角度を調整す
ることが出来るスキューと呼ばれる調整機能を備えたものが多く開発されている。斯かる
対物レンズ１０の支持機構やスキュー調整機構は周知であるので、その説明は省略する。
【００３２】
　斯かる構成において、対物レンズ１０の入射面１０ａの中心である芯と出射面１０ｂの
中心である芯とは、レーザー光の中心である光軸方向から見て同一の光軸上になく僅かに
ずれた関係にある。斯かる芯ずれに起因して光ディスクＤの信号記録層Ｌ上に集光されて
生成されるスポットにコマ収差が発生することになり、その結果スポット形状が円形にな
らないという問題が生じることになる。
【００３３】
　本発明の光ピックアップ装置は、斯かる問題を解決するために前記反射ミラー７と対物
レンズ１０との間の光路内に１枚のコマ収差補正板１１を設けたことを特徴とするもので
ある。斯かるコマ収差補正板１１は、図２に示した拡大図のようにメニスカス形状、即ち
レーザー光の入射面１１ａが凸レンズ形状とされているとともに出射面１１ｂが凹レンズ
形状にされている。
【００３４】
　斯かる構成において、コマ収差補正板１１の入射面１１ａの形状である凸レンズの曲率
半径は球面収差や非点収差を発生させないように大きくなるように構成されている。同様
にコマ収差補正板１１の出射面１１ｂの形状である凹レンズの曲率半径は球面収差や非点
収差を発生させないように大きくなるように構成されている。
【００３５】
　そして、本発明では、コマ収差補正板１１の入射面１１ａの中心である芯と出射面１１
ｂの中心である芯の位置をずらせるように、即ち芯ずれによってコマ収差を発生させるよ
うに構成されている。コマ収差補正板１１の入射面１１ａと出射面１１ｂの芯ずれに基づ
いて発生させるコマ収差の量は、前述したように対物レンズ１０の芯ずれによって発生す
るコマ収差を補正するために適した量になるようにされている。
【００３６】
　また、前記コマ収差補正板１１の芯ずれによって生成されるコマ収差の発生方向と対物
レンズ１０の芯ずれによって生成されるコマ収差の発生方向とが逆方向になるように構成
されている。即ち、図４は芯ずれによって生成されるコマ収差がある場合におけるスポッ
トの形状を示すものであり、例えばＳ１が対物レンズ１０のコマ収差によって生成される
スポットの形状を示し、Ｓ２がコマ収差補正板１１のコマ収差によって生成されるスポッ
ト形状を示すものである。
【００３７】
　図４より明らかなようにコマ収差がある場合に生成されるスポットの形状は彗星のよう
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に頭部Ｈと尻尾部Ｔがある形状となる。斯かる構成において、本発明は、対物レンズ１０
のコマ収差の発生方向とコマ収差補正板１１のコマ収差の発生方向とが図４に示したよう
に逆方向になるように構成されている。斯かる構成にすることによって対物レンズ１０の
芯ずれによって生成されるコマ収差を前記コマ収差補正板１１の芯ずれによって生成され
るコマ収差によって相殺することが出来る。従って、光ディスクＤの信号記録層Ｌに対物
レンズ１０の集光動作によって生成されるスポットからコマ収差を減少させることが出来
る。
【００３８】
　本発明はコマ収差補正板１１のコマ収差の発生方向を対物レンズ１０のコマ収差の発生
方向に対して逆方向にすることによってコマ収差の補正動作が行われるが、対物レンズ１
０のコマ収差の発生する方向を光ディスクＤの径方向に一致させると、前述したスキュー
調整機能が組み込まれた光ピックアップ装置では、補正出来なかったコマ収差がある場合
に対物レンズ１０を傾けることによって補正することが出来ることになる。
【００３９】
　以上の如く構成された光ピックアップ装置を使用して光ディスクＤに記録されている信
号の再生動作を行う場合には、レーザーダイオード１に駆動電流が供給され、該レーザー
ダイオード１から波長が４０５ｎｍのレーザー光が放射される。前記レーザーダイオード
１から放射されたレーザー光は、回折格子２に入射され、該回折格子２を構成する回折格
子部２ａによって０次光、＋１次光及び－１次光に分離されるとともに１／２波長板２ｂ
によってＳ方向の直線偏光光に変換される。前記回折格子２を透過したレーザー光は、偏
光ビームスプリッタ３に入射され、該偏光ビームスプリッタ３に設けられている制御膜３
ａにて大部分が反射されるとともに一部のレーザー光は透過してモニター用光検出器４に
照射される。
【００４０】
　前記制御膜３ａにて反射されたレーザー光は、１／４波長板５を通してコリメートレン
ズ６に入射され該コリメートレンズ６の働きによって平行光に変換される。前記コリメー
トレンズ６によって平行光に変換されたレーザー光は、反射ミラー７にて反射された後コ
マ収差補正板１１を通して対物レンズ１０に入射される。前記対物レンズ１０に入射され
たレーザー光は該対物レンズ１０の集光動作によって光ディスクＤの信号記録層Ｌにスポ
ットとして照射されることになる。このようにして、レーザーダイオード１から放射され
るレーザー光は、光ディスクＤの信号記録層Ｌに所望のスポットとして照射されるが、こ
の場合における対物レンズ１０の開口数は０．８５になるように設定されている。
【００４１】
　また、前述した対物レンズ１０によるレーザー光の集光動作が行われるとき、信号記録
層Ｌと光ディスクＤの信号入射面との間にある保護層の厚みの相違によって球面収差が発
生するが、本実施例に示したコリメートレンズ６を光軸方向へ変位させることによってこ
の球面収差が最も少なくなる位置に調整固定することが出来る。斯かる調整固定動作は一
般的に行われており、その説明は省略する。
【００４２】
　前述した動作によってレーザー光の光ディスクＤに設けられている信号記録層Ｌへの照
射動作が行われるが、斯かる照射動作が行われるとき、該信号記録層Ｌから反射される戻
り光が対物レンズ１０に対して光ディスクＤ側から入射される。前記対物レンズ１０に入
射された戻り光は、コマ収差補正板１１、反射ミラー７、コリメートレンズ６及び１／４
波長板５を通して偏光ビームスプリッタ３に入射される。前記偏光ビームスプリッタ３に
入射される戻り光は、前記１／４波長板５によってＰ方向の直線偏光光に変換されている
ので、該偏光ビームスプリッタ３に設けられている制御膜３ａを透過することになる。
【００４３】
　前記制御膜３ａを透過したレーザー光である戻り光は、センサーレンズ８に入射され、
該センサーレンズ８の働きによって非点収差が発生せしめられる。前記センサーレンズ８
によって非点収差が発生せしめられた戻り光は、該センサーレンズ８の集光動作によって
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光検出器９に設けられている４分割センサー等のセンサー部に照射される。このようにし
て戻り光が光検出器９に照射される結果、該光検出器９に組み込まれているセンサー部に
照射されるスポット形状の変化を利用して周知のようにフォーカスエラー信号の生成動作
が行われる。前記センサー部から生成されるフォーカスエラー信号を利用して対物レンズ
１０を光ディスクＤの信号面に対して垂直方向へ変位させることによって周知のフォーカ
ス制御動作を行うことが出来る。
【００４４】
　また、本実施例では説明しないが、回折格子２によって生成される＋1次光と－1次光を
利用した周知のトラッキング制御動作を行うことが出来るように構成されており、斯かる
トラッキング制御動作にて対物レンズ１０をトラッキング方向へ変位させることによって
光ディスクＤに記録されている信号の読み取り動作を行うことが出来る。
【００４５】
　前述したように光ディスクＤに記録されている信号の読み取り動作は行われるが、斯か
る読み取り動作が行われているとき、モニター用光検出器４にレーザー光の一部が照射さ
れているので、該モニター用光検出器４から得られるモニター信号のレベル変化を利用し
てレーザーダイオード１に供給される駆動電流値を制御することが出来る。
【００４６】
　レーザーダイオード１に供給される駆動電流値を制御することによってレーザー光の出
力を制御することが出来るので、光ディスクＤに記録されている信号の再生動作だけでな
く該光ディスクＤ１に信号を記録する場合に要求されるレーザー出力の調整動作も行うこ
とが出来る。
【００４７】
　以上に説明したようにレーザーダイオード１から放射されるレーザー光は対物レンズ１
０の集光動作によって光ディスクＤの信号記録層Ｌに集光されて該信号記録層Ｌ上にスポ
ットが生成されるが、前述したように構成されたコマ収差補正板１１による対物レンズ１
０に対するコマ収差補正動作が行われるので、コマ収差のないスポットを生成することが
出来る。
【００４８】
　次に本発明のコマ収差補正方法について図３を参照して説明する。図３はコマ収差補正
板１１の入射面１１ａの中心と出射面１１ｂの中心とのずれの大きさ、即ち偏芯量と収差
量との関係を示すものであり、直線Ｃがコマ収差の変化を示し、直線Ａが非点収差の変化
を示すものである。
【００４９】
　図３より明らかなように偏芯量に対する収差の大きさはコマ収差の方が非点収差と比較
して格段に大きいことが分かる。非点収差量が小さくなる理由は、メニスカス形状のコマ
収差補正板１１を構成する入射面１１ａである凸レンズ形状の曲率半径及び出射面１１ｂ
である凹レンズ形状の曲率半径が大きいことによるものである。
【００５０】
　図３に示す特性からコマ収差補正板１１の製造時に偏芯量を設定することによって発生
させるコマ収差量を決定することが出来るので、対物レンズ１０の芯ずれに伴って生成さ
れるコマ収差の量を補正するために適したコマ収差を生成するようなコマ収差補正板１１
を製造することが出来る。斯かるコマ収差補正板１１は、入射面１１ａである凸レンズ形
状の曲率半径及び出射面１１ｂである凹レンズ形状の曲率半径が大きいだけでなくコマ収
差のみの補正を行う構成であるので、所望のコマ収差を発生させるコマ収差補正板１１を
簡単且つ安価にて製造することが出来る。
【００５１】
　前述したようにコマ収差補正板１１は容易に所望のものを製造することが出来るが、対
物レンズ１０は入射面１０ａの曲率半径が小さいだけでなく、球面収差等の収差や開口数
等を考慮する必要があるので、製造が困難であり、製造される対物レンズ１０は収差量等
が大きくバラつくことになる。
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【００５２】
　本発明は、対物レンズ１０のバラつき等に対応したコマ収差補正板１１を選別すること
によってコマ収差を補正する方法を提供するものである。
【００５３】
　対物レンズ１０として規格上使用可能なコマ収差量の上限を４０ｍλｒｍｓ(ここで、
ｍはミリ、λは波長、ｒｍｓは二乗平均平方根)とすると、半分である２０ｍλｒｍｓよ
り少ないコマ収差を生成する対物レンズ１０Ｄとそれ以上のコマ収差を生成する対物レン
ズ１０Ｕとに別け、各対物レンズ１０Ｄと対物レンズ１０Ｕに適したコマ収差を発生する
コマ収差補正板１１Ｄとコマ収差補正板１１Ｕとを製造すれば良い。
【００５４】
　即ち、対物レンズ１０Ｄはコマ収差量が０～２０ｍλｒｍｓであるので、この対物レン
ズ１０Ｄのコマ収差を補正するために使用されるコマ収差補正板１１Ｄとしてコマ収差量
が１０ｍλｒｍｓのものを製造して使用すれば良い。斯かるコマ収差を生成するコマ収差
補正板１１Ｄを使用して対物レンズ１０Ｄのコマ収差を補正すると、そのコマ収差量を１
０ｍλｒｍｓ以下にすることが出来る。
【００５５】
　また、対物レンズ１０Ｕはコマ収差量が２０～４０ｍλｒｍｓであるので、この対物レ
ンズ１０Ｕのコマ収差を補正するために使用されるコマ収差補正板１１Ｕとしては、コマ
収差量が３０ｍλｒｍｓのものを製造して使用すれば良い。斯かるコマ収差を生成するコ
マ収差補正板１１Ｕを使用して対物レンズ１０Ｕのコマ収差を補正すると、そのコマ収差
量を１０ｍλｒｍｓ以下にすることが出来る。
【００５６】
　このように対物レンズ１０のコマ収差量にバラつきがあっても対物レンズ１０をコマ収
差量に基づいて２つに分別し、その分別された対物レンズ１０のコマ収差を補正するため
に適したコマ収差を発生するコマ収差補正板１１を２種類製造すれば良いので、製造コス
トを下げることが出来る。
【００５７】
　本実施例では、対物レンズ１０の規格上使用可能なコマ収差量の上限を４０ｍλｒｍｓ
としたが、この数値は限定されるものではなく、この数値をＡとした場合には、０～１／
２Ａまでの対物レンズ１０Ｄと１／２Ａ～Ａまでの対物レンズ１０Ｕとに分別し、各対物
レンズと組み合わせて使用されるコマ収差補正板１１Ｄとして１／４Ａのコマ収差を生成
するものを使用し、コマ収差補正板１１Ｕとして３／４Ａのコマ収差を生成するものを使
用すれば良い。
【００５８】
　本発明のコマ収差補正方法に係る第１の実施例は前述したように構成されているが、次
に第２の実施例について説明する。
【００５９】
　対物レンズ１０として規格上使用可能なコマ収差量の上限を４０ｍλｒｍｓとして、対
物レンズ１０を製造し、その製造された１ロット分、即ち同一の製造装置にてまとめて製
造された対物レンズ１０のコマ収差量の平均値が３０ｍλｒｍｓの場合、１５ｍλｒｍｓ
のコマ収差を発生するコマ収差補正板１１を製造し、このコマ収差補正板１１を２枚重ね
て使用すれば良い。
【００６０】
　斯かる１５ｍλｒｍｓのコマ収差を生成するように製造されたコマ収差補正板１１を２
枚重ねて使用し、平均３０ｍλｒｍｓのコマ収差を発生する対物レンズ１０のコマ収差を
補正するように構成すると、光ディスクＤの信号記録層Ｌに集光されて生成されるスポッ
トのコマ収差の平均値を０ｍλｒｍｓにすることが出来る。
【００６１】
　本実施例では、対物レンズ１０の規格上使用可能なコマ収差量の上限を４０ｍλｒｍｓ
とし、平均値を３０ｍλｒｍｓにしたが、この数値は限定されるものではなく、このコマ
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するものを２枚使用すれば良い。
【００６２】
　尚、本実施例では、コマ収差補正板１１を反射ミラー７と対物レンズ１０との間に設け
たが、その他の光路内、例えばコリメートレンズ６と反射ミラー７との間に設けることも
出来る。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の光ピックアップ装置を示す概略図である。
【図２】本発明に係るコマ収差補正板と対物レンズとの関係を示す拡大図である。
【図３】対物レンズの芯ずれである偏芯量と収差量との関係を示す図である。
【図４】本発明に係る対物レンズとコマ収差補正板との関係を説明するための図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　　レーザーダイオード
　２　　　回折格子
　３　　　偏光ビームスプリッタ
　６　　　コリメートレンズ
　７　　　反射ミラー
　１０　　対物レンズ
　１１　　コマ収差補正板
　Ｄ　　　光ディスク

【図１】 【図２】
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