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(57)【要約】
【課題】バルク記録方式が採用される場合において、そ
れぞれ異なるサイズによる記録マークの再生信号振幅差
を縮小／拡大できるようにすることで、マークサイズ変
動に伴う再生性能の悪化の抑制を図ったり、或いはマー
クサイズ変調による多値記録を行う場合における多値再
生性能の向上を図る。
【解決手段】信号再生方式としてホモダイン方式を採用
し、当該ホモダイン方式で行われる光路長サーボのサー
ボループに対して、記録マークサイズ差に起因して生じ
る再生信号の振幅差を縮小又は拡大させるオフセットを
与える。光路長サーボループに対して任意のオフセット
を付与するものとすれば、ホモダイン測定軸を任意の角
度傾けることができる。このため、上記のようなオフセ
ット付与を行うことで記録マークのサイズ差に起因した
再生信号振幅の差を縮小化、又は拡大化できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源より出射された光を分光して得た第１の光と第２の光について、上記第１の光を対
物レンズを介して光記録媒体の記録層に照射し、上記第２の光をミラーに対して照射する
と共に、上記記録層から得られる上記第１の光の反射光を信号光、上記ミラーによる上記
第２の光の反射光を参照光として、それら信号光及び参照光を用いたホモダイン検波を行
うホモダイン検波部と、
　上記ホモダイン検波部によるホモダイン検波の結果に基づき上記信号光に基づく再生信
号を得る信号再生部と、
　上記ミラーを当該ミラーへの上記第２の光の入射光軸に平行な方向に駆動する１軸アク
チュエータと、
　上記信号光と上記参照光とを受光する受光部による受光信号に基づき、上記信号光と上
記参照光との光路長差を一定とするように上記１軸アクチュエータを駆動制御する光路長
サーボ制御部と、
　上記光路長サーボ制御部によるサーボ制御に伴い形成される光路長サーボループに対し
て、上記記録層に記録されたそれぞれ異なるサイズによる上記マークの上記再生信号の振
幅差を縮小又は拡大させるオフセットを与えるオフセット付与部と
　を備える再生装置。
【請求項２】
　上記オフセット付与部が上記光路長サーボループに与える上記オフセットが可変設定さ
れるように制御を行う制御部をさらに備える
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　上記制御部は、上記光記録媒体の種類に応じた上記オフセットが設定されるように制御
を行う
　請求項２に記載の再生装置。
【請求項４】
　上記ミラーに入射する上記第２の光のビーム径を縮小化するビーム径縮小化部をさらに
備える
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項５】
　上記ホモダイン検波部は、
　位相が一致するように調整された上記信号光と上記参照光とを受光する第１の受光部と
、上記信号光と当該信号光に対する位相差が１８０°となるように調整された上記参照光
とを受光する第２の受光部とを備え、
　上記信号再生部は、
　上記第１の受光部による第１の受光信号と上記第２の受光部による第２の受光信号とに
基づき上記再生信号を得るように構成されると共に、
　上記光路長サーボ制御部は、
　上記第１の受光部が受光する上記信号光とは位相が９０°ずれるように調整された上記
信号光と、当該信号光と位相が一致するように調整された上記参照光とを受光する第３の
受光部による第３の受光信号と、上記第１の受光部が受光する上記信号光とは位相が９０
°ずれるように調整された上記信号光と、当該信号光に対する位相差が１８０°となるよ
うに調整された上記参照光とを受光する第４の受光部による第４の受光信号とを入力し、
これら第３の受光信号と第４の受光信号との差分の値がゼロで一定となるように上記１軸
アクチュエータを駆動制御する
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項６】
　上記オフセット付与部は、上記オフセットとして、上記参照光の位相を遅らせる方向へ
のオフセットを付与する
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　請求項１に記載の再生装置。
【請求項７】
　上記オフセット付与部は、上記オフセットとして、上記参照光の位相を進ませる方向へ
のオフセットを付与する
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項８】
　深さ方向において設定された複数の層位置に選択的にマーク記録が行われるバルク状の
記録層を有するバルク型記録媒体としての上記光記録媒体についての再生を行う請求項１
に記載の再生装置。
【請求項９】
　上記記録層に空孔による上記マークが記録された上記光記録媒体についての再生を行う
請求項８に記載の再生装置。
【請求項１０】
　光源より出射された光を分光して得た第１の光と第２の光について、上記第１の光を対
物レンズを介して光記録媒体の記録層に照射し、上記第２の光をミラーに対して照射する
と共に、上記記録層から得られる上記第１の光の反射光を信号光、上記ミラーによる上記
第２の光の反射光を参照光として、それら信号光及び参照光を用いたホモダイン検波を行
うホモダイン検波部と、上記ホモダイン検波部によるホモダイン検波の結果に基づき上記
信号光に基づく再生信号を得る信号再生部と、上記ミラーを当該ミラーへの上記第２の光
の入射光軸に平行な方向に駆動する１軸アクチュエータと、上記信号光と上記参照光とを
受光する受光部による受光信号に基づき、上記再生信号の平均振幅を一定とするように上
記１軸アクチュエータを駆動制御する光路長サーボ制御部とを備えた再生装置における光
路長サーボ制御方法であって、
　上記光路長サーボ制御部によるサーボ制御に伴い形成される光路長サーボループに対し
て、上記記録層に記録されたそれぞれ異なるサイズによる上記マークの上記再生信号の振
幅差を縮小又は拡大させるオフセットを与える
　光路長サーボ制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、いわゆるホモダイン検波による信号再生を行う再生装置と、その光路長サー
ボ制御方法とに関するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】特開２００８－１３５１４４号公報
【特許文献２】特開２００８－１７６９０２号公報
【特許文献３】特開２００８－２４３２７３号公報
【特許文献４】特開２００８－２６９６８０号公報
【背景技術】
【０００３】
　光の照射により信号の記録／再生が行われる光記録媒体として、例えばＣＤ（Compact 
Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＢＤ（Blu-ray Disc：登録商標）などのい
わゆる光ディスクが普及している。
【０００４】
　これらＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤなど現状において普及している光記録媒体の次世代を担うべ
き光記録媒体に関して、先に本出願人は、上記特許文献１や上記特許文献２に記載される
ようないわゆるバルク記録型の光記録媒体を提案している。
【０００５】
　ここで、バルク記録とは、例えば図１６に示すようにして少なくともカバー層１０１と



(4) JP 2012-69190 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

バルク層（記録層）１０２とを有する光記録媒体（バルク型記録媒体１００）に対し、逐
次焦点位置を変えてレーザ光照射を行ってバルク層１０２内に多層記録を行うことで、大
記録容量化を図る技術である。
【０００６】
　このようなバルク記録に関して、上記特許文献１には、いわゆるマイクロホログラム方
式と呼ばれる記録技術が開示されている。
　このマイクロホログラム方式では、バルク層１０２の記録材料として、いわゆるホログ
ラム記録材料が用いられる。ホログラム記録材料としては、例えば光重合型フォトポリマ
等が広く知られている。
【０００７】
　マイクロホログラム方式は、大別して、ポジ型マイクロホログラム方式とネガ型マイク
ロホログラム方式との２つに分かれる。
　ポジ型マイクロホログラム方式は、対向する２つの光束（光束Ａ、光束Ｂ）を同位置に
集光して微細な干渉縞（ホログラム）を形成し、これを記録マークとする手法である。
【０００８】
　また、ネガ型マイクロホログラム方式は、ポジ型マイクロホログラム方式とは逆の発想
で、予め形成しておいた干渉縞をレーザ光照射により消去して、当該消去部分を記録マー
クとする手法である。このネガ型マイクロホログラム方式では、記録動作を行う前に、予
めバルク層１０２に対して干渉縞を形成するための初期化処理を行うことになる。具体的
にこの初期化処理としては、平行光による光束を対向して照射し、それらの干渉縞をバル
ク層１０２の全体に形成する。
　そして、このように初期化処理により予め干渉縞を形成しておいた上で、消去マークの
形成による情報記録を行う。すなわち、任意の層位置にフォーカスを合わせた状態で記録
情報に応じたレーザ光照射を行うことで、消去マークによる情報記録を行うものである。
【０００９】
　また、本出願人は、マイクロホログラム方式とは異なるバルク記録の手法として、例え
ば特許文献２に開示されるようなボイド（空孔、空包）を記録マークとして形成する記録
手法も提案している。
　ボイド記録方式は、例えば光重合型フォトポリマなどの記録材料で構成されたバルク層
１０２に対して、比較的高パワーでレーザ光照射を行い、上記バルク層１０２内に空孔（
ボイド）を記録する手法である。特許文献２に記載されるように、このように形成された
空孔部分は、バルク層１０２内における他の部分と屈折率が異なる部分となり、それらの
境界部分で光の反射率が高められることになる。従って上記空孔部分は記録マークとして
機能し、これによって空孔マークの形成による情報記録が実現される。
【００１０】
　このようなボイド記録方式は、ホログラムを形成するものではないので、記録にあたっ
ては片側からの光照射を行えば済むものとできる。すなわち、ポジ型マイクロホログラム
方式の場合のように２つの光束を同位置に集光して記録マークを形成する必要は無いもの
とできる。
　また、ネガ型マイクロホログラム方式との比較では、初期化処理を不要にできるという
メリットがある。
　なお、特許文献２には、ボイド記録を行うにあたり記録前のプリキュア光の照射を行う
例が示されているが、このようなプリキュア光の照射は省略してもボイドの記録は可能で
ある。
【００１１】
　ところで、上記のような各種の記録手法が提案されているバルク記録型（単にバルク型
とも称する）の光ディスク記録媒体であるが、このようなバルク型の光ディスク記録媒体
の記録層（バルク層）は、例えば反射膜が複数形成されるという意味での明示的な多層構
造を有するものではない。すなわち、バルク層１０２においては、通常の多層ディスクが
備えているような記録層ごとの反射膜、及び案内溝は設けられていない。
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　従って、先の図２０に示したバルク型記録媒体１００の構造のままでは、マークが未形
成である記録時において、フォーカスサーボやトラッキングサーボを行うことができない
ことになる。
【００１２】
　このため実際において、バルク型記録媒体１００に対しては、次の図１７に示すような
案内溝を有する基準となる反射面（基準面）を設けるようにされている。
　具体的には、カバー層１０１の下面側に例えばピットやグルーブの形成による案内溝（
位置案内子）がスパイラル状又は同心円状に形成され、そこに選択反射膜１０３が成膜さ
れる。そして、このように選択反射膜１０３が成膜されたカバー層１０２の下層側に対し
、図中の中間層１０４としての、例えばＵＶ硬化樹脂などの接着材料を介してバルク層１
０２が積層される。
　ここで、上記のようなピットやグルーブ等による案内溝の形成により、例えば半径位置
情報や回転角度情報などの絶対位置情報（アドレス情報）の記録が行われている。以下の
説明では、このような案内溝が形成され絶対位置情報の記録が行われた面（この場合は上
記選択反射膜１０３の形成面）のことを、「基準面Ｒｅｆ」と称する。
【００１３】
　また、上記のような媒体構造とした上で、バルク型記録媒体１００に対しては、次の図
２１に示されるようにマークの記録（又は再生）のためのレーザ光（以下、録再用レーザ
光、或いは単に録再光とも称する）とは別途に、位置制御用のレーザ光としてのサーボ用
レーザ光（単にサーボ光とも称する）を照射するようにされる。
　図示するようにこれら録再用レーザ光とサーボ用レーザ光とは、共通の対物レンズを介
してバルク型記録媒体１００に照射される。
【００１４】
　このとき、仮に、上記サーボ用レーザ光がバルク層１０２に到達してしまうと、当該バ
ルク層１０２内におけるマーク記録に悪影響を与える虞がある。このため、従来よりバル
ク記録方式では、上記サーボ用レーザ光として、録再用レーザ光とは波長帯の異なるレー
ザ光を用いるものとした上で、基準面Ｒｅｆに形成される反射膜としては、サーボ用レー
ザ光は反射し、録再用レーザ光は透過するという波長選択性を有する選択反射膜１０３を
設けるものとしている。
【００１５】
　以上の前提を踏まえた上で、図１８を参照し、バルク型記録媒体１００に対するマーク
記録時の動作について説明する。
　先ず、案内溝や反射膜の形成されていないバルク層１０２に対して多層記録を行うとし
たときには、バルク層１０２内の深さ方向においてマークを記録する層位置を何れの位置
とするかを予め定めておくことになる。図中では、バルク層１０２内においてマークを形
成する層位置（マーク形成層位置：情報記録層位置とも呼ぶ）として、第１情報記録層位
置Ｌ１～第５情報記録層位置Ｌ５の計５つの情報記録層位置Ｌが設定された場合を例示し
ている。図示するように第１情報記録層位置Ｌ１は、案内溝が形成された選択反射膜１０
３（基準面Ｒｅｆ）からフォーカス方向（深さ方向）に第１オフセットｏｆ-L1分だけ離
間した位置として設定される。また、第２情報記録層位置Ｌ２、第３情報記録層位置Ｌ３
、第４情報記録層位置Ｌ４、第５情報記録層位置Ｌ５は、それぞれ基準面Ｒｅｆから第２
オフセットｏｆ-L2分、第３オフセットｏｆ-L3分、第４オフセットｏｆ-L4分、第５オフ
セットｏｆ-L5分だけ離間した位置として設定される。
【００１６】
　マークが未だ形成されていない記録時においては、録再用レーザ光の反射光に基づいて
バルク層１０２内の各層位置を対象としたフォーカスサーボ、トラッキングサーボを行う
ことはできない。従って、記録時における対物レンズのフォーカスサーボ制御、トラッキ
ングサーボ制御は、サーボ用レーザ光の反射光に基づき、当該サーボ用レーザ光のスポッ
ト位置が基準面Ｒｅｆにおいて案内溝に追従するようにして行うことになる。
【００１７】
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　但し、上記録再用レーザ光は、マーク記録のために基準面Ｒｅｆよりも下層側に形成さ
れたバルク層１０２に到達させる必要がある。このため、この場合の光学系には、対物レ
ンズのフォーカス機構とは別途に、録再用レーザ光の合焦位置を独立して調整するための
録再光用フォーカス機構が設けられることになる。
【００１８】
　ここで、このような録再光用レーザ光の合焦位置を独立して調整するための機構を含め
た、バルク型記録媒体１００の記録再生を行うための光学系の概要を図１９に示しておく
。
　図１９において、図１８にも示した対物レンズは、図示するように２軸アクチュエータ
によりバルク型記録媒体１００の半径方向（トラッキング方向）、及びバルク型記録媒体
１００に接離する方向（フォーカス方向）に変位可能とされている。
【００１９】
　この図１９において、録再用レーザ光の合焦位置を独立して調整するための機構は、図
中のフォーカス機構（エキスパンダ）が該当する。具体的に、このエキスパンダとしての
フォーカス機構は、固定レンズと、レンズ駆動部により録再用レーザ光の光軸に平行な方
向に変位可能に保持された可動レンズとを備えて構成されており、上記レンズ駆動部によ
り上記可動レンズが駆動されることで、図中の対物レンズに入射する録再用レーザ光のコ
リメーションが変化し、それにより録再用レーザ光の合焦位置がサーボ用レーザ光とは独
立して調整されるようになっている。
【００２０】
　また、上述のように録再用レーザ光とサーボ用レーザ光とはそれぞれ波長帯が異なるも
のとされているので、これに対応しこの場合の光学系では、図中のダイクロイックプリズ
ムにより、録再用レーザ光、サーボ用レーザ光のバルク型記録媒体１００からの反射光が
それぞれの系に分離されるように（つまりそれぞれの反射光検出を独立して行えるように
）している。
　また、往路光で考えた場合、上記ダイクロイックプリズムは、録再用レーザ光とサーボ
用レーザ光とを同一軸上に合成して対物レンズに入射させる機能を有する。具体的にこの
場合、録再用レーザ光は、図示するように上記エキスパンダを介しミラーで反射された後
、上記ダイクロイックプリズムの選択反射面で反射されて対物レンズに対して入射する。
一方、サーボ用レーザ光は、上記ダイクロイックプリズムの選択反射面を透過して対物レ
ンズに対して入射する。
【００２１】
　図２０は、バルク型記録媒体１００の再生時におけるサーボ制御について説明するため
の図である。
　マーク記録が既に行われたバルク型記録媒体１００について再生を行う際は、記録時の
ように対物レンズの位置をサーボ用レーザ光の反射光に基づいて制御する必要性はない。
すなわち、再生時においては、再生対象とする情報記録層位置Ｌ（再生時については情報
記録層Ｌとも称する）に形成されたマーク列を対象として、録再用レーザ光の反射光に基
づいて対物レンズのフォーカスサーボ制御、トラッキングサーボ制御を行えばよい。
【００２２】
　上記のようにしてバルク記録方式においては、バルク型記録媒体１００に対し、マーク
記録／再生を行うための録再用レーザ光と位置制御用光としてのサーボ光とを共通の対物
レンズを介して（同一光軸上に合成して）照射するようにした上で、記録時においては、
サーボ用レーザ光が基準面Ｒｅｆの位置案内子に追従するように対物レンズのフォーカス
サーボ制御、トラッキングサーボ制御を行い且つ、録再光用フォーカス機構により録再用
レーザ光の合焦位置を別途調整することによって、バルク層１０２内に位置案内子が形成
されていなくとも、バルク層１０２内の所要の位置（深さ方向及びトラッキング方向）に
対してマーク記録ができるように図られている。
　また、再生時には、既に記録されたマーク列に録再用レーザ光の焦点位置が追従するよ
うにして当該録再用レーザ光の反射光に基づく対物レンズのフォーカスサーボ制御、トラ
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ッキングサーボ制御を行うことで、バルク層１０２内に記録されたマークの再生を行うこ
とができる。
【００２３】
　ここで、上記により説明したようなバルク記録方式を採用する場合において、記録され
たマークの反射率は、例えばＢＤなどの従来の光ディスクにおける記録層の反射率と比較
すると非常に微少なものとなる。
　そこで、バルク型記録媒体１００の再生方式としては、いわゆるホモダイン方式（ホモ
ダイン検波方式）を採用することが検討されている。
【００２４】
　周知のようにホモダイン方式は、検出対象とする光（信号光）に対し、参照光としての
コヒーレントな光（ＤＣ光）を干渉させた光を検波することで、信号増幅を図る技術であ
る。
　このホモダイン方式に対しては、いわゆる差動検出という手法が組み合わされる。具体
的には、信号光に対し、それと同位相による参照光を干渉させた光と、逆位相による参照
光を干渉させた光とをそれぞれ個別に受光し、それらの受光信号の差分をとることで、信
号増幅とノイズの抑制の双方が図られるようにするというものである。
【００２５】
　このとき、ホモダイン方式は、光の干渉効果を利用したものであり、その実現のために
は信号光と参照光の光路長を少なくとも可干渉距離内に収める必要性がある。このためホ
モダイン方式においては、信号光と参照光との光路長差を所定値で一定とするための光路
長サーボを行うようにされている。
　なお、このような光路長サーボに関しては、例えば上記特許文献３や特許文献４にも記
載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　ここで、バルク記録方式を採用する場合として、特に空孔マークを記録するボイド記録
方式を採用する場合においては、例えば記録用のレーザの特性等に起因して、記録マーク
サイズに変動が生じる虞がある。
　先の説明からも理解されるように、バルク記録方式において、記録マークは反射体とし
て機能するものとなるので、そのサイズが変動することによっては反射光量に差が生じて
しまうことになる。そして、このようなマークサイズ差による反射光量差が生じることに
よって、本来は同レベルで検出されるべき再生信号振幅にも差が生じることとなり、これ
に起因して再生性能が悪化するという虞がある。
【００２７】
　また一方で、バルク記録方式においては、積極的にマークサイズを変えて多値記録を行
うということも検討されている。
　但し、このようなマークサイズ差による多値記録を行う場合としても、マークサイズの
コントロールは困難であることが予想され、各値に対応するマーク間のサイズ差が不揃い
となって、それらの検出値の差を十分に確保することが困難となる虞がある。つまりその
結果、多値の再生性能（各値の判別性能）の低下を招く虞がある。
　この点を考慮すると、多値記録を行う際には、個々のサイズのマークについての再生信
号振幅の差を強調できることが望ましいものとなる。
【００２８】
　本発明は上記のような問題点に鑑みなされたもので、バルク記録方式が採用される場合
において、それぞれ異なるサイズによる記録マークの再生信号に関し、それらの振幅差を
縮小／拡大できるようにすることをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　かかる課題の解決を図るべく、本発明では、再生装置として以下のように構成すること
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とした。
　すなわち、光源より出射された光を分光して得た第１の光と第２の光について、上記第
１の光を対物レンズを介して光記録媒体の記録層に照射し、上記第２の光をミラーに対し
て照射すると共に、上記記録層から得られる上記第１の光の反射光を信号光、上記ミラー
による上記第２の光の反射光を参照光として、それら信号光及び参照光を用いたホモダイ
ン検波を行うホモダイン検波部を備える。
　また、上記ホモダイン検波部によるホモダイン検波の結果に基づき上記信号光に基づく
再生信号を得る信号再生部を備える。
　また、上記ミラーを当該ミラーへの上記第２の光の入射光軸に平行な方向に駆動する１
軸アクチュエータを備える。
　また、上記信号光と上記参照光とを受光する受光部による受光信号に基づき、上記信号
光と上記参照光との光路長差を一定とするように上記１軸アクチュエータを駆動制御する
光路長サーボ制御部を備える。
　また、上記光路長サーボ制御部によるサーボ制御に伴い形成される光路長サーボループ
に対して、上記記録層に記録されたそれぞれ異なるサイズによる上記マークの上記再生信
号の振幅差を縮小又は拡大させるオフセットを与えるオフセット付与部を備えるようにし
た。
【００３０】
　上記のように本発明では、信号再生方式としてホモダイン方式を採用するものとしてい
る。その上で、ホモダイン方式で行われる光路長サーボのサーボループに対して、記録マ
ークサイズ差に起因して生じる再生信号の振幅差を縮小又は拡大させるオフセットを与え
るものとしている。
　ここで、後述もするように、光路長サーボループに対して任意のオフセットを付与する
ものとすれば、ホモダイン測定軸を任意の角度傾けることができる。このため、上記のよ
うなオフセット付与を行う本発明によれば、記録マークのサイズ差に起因した再生信号振
幅の差を縮小化、又は拡大化することができる。
　この結果、上記本発明によれば、例えばマークサイズのばらつき（マークサイズ変動）
に起因する再生信号振幅差を縮小化して、マークサイズ変動に伴う再生性能の悪化の抑制
を図ったり、或いはマークサイズ変調による多値記録を行う場合に対応して、各サイズの
マーク間の再生信号振幅差を拡大して多値再生性能の向上を図るといったことができる。
【発明の効果】
【００３１】
　上記のように本発明によれば、マークサイズ差に起因する再生信号振幅差を縮小又は拡
大することができる。
　これにより、マークサイズ変動に伴う再生性能の悪化の抑制を図ったり、マークサイズ
変調による多値記録を行う場合における再生性能の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】実施の形態で再生対象とする光記録媒体の断面構造を示した図である。
【図２】実施の形態の再生装置が備える主に光学系の構成について説明するための図であ
る。
【図３】第１の実施の形態としての再生装置全体の内部構成について説明するための図で
ある。
【図４】光路長サーボの具体的な手法について説明するための図である。
【図５】直交位相空間での信号光の電界ベクトルについて説明するための図である。
【図６】ホモダイン方式による再生原理について説明するための図である。
【図７】記録マークサイズの変動の具体的な態様について説明するための図である。
【図８】記録マークサイズを変化させたときのマーク反射光の電界強度分布を直交位相空
間において示した図である。
【図９】光路長サーボループに対するオフセット付与によってマークサイズ変動に伴うＲ
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Ｆ信号振幅の差の縮小化が図られる原理について説明するための図である。
【図１０】マークサイズ変動として通常サイズマークよりも大となるサイズによるマーク
が形成されることも想定した場合におけるオフセット値の求め方について説明するための
図である。
【図１１】第２の実施の形態としての再生装置全体の内部構成について説明するための図
である。
【図１２】多値記録の具体例について説明するための図である。
【図１３】第２の実施の形態のオフセット付与について説明するための図である。
【図１４】参照光ミラー系の構成についての変形例について説明するための図である。
【図１５】オフセットを可変設定する変形例としての再生装置の構成について説明するた
めの図である。
【図１６】バルク記録方式について説明するための図である。
【図１７】バルク型記録媒体の断面構造を示した図である。
【図１８】バルク型記録媒体に対するマーク記録時の動作について説明するための図であ
る。
【図１９】バルク型記録媒体の記録再生を行うための光学系の概要について説明するため
の図である。
【図２０】バルク型記録媒体の再生時におけるサーボ制御について説明するための図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について説明していく。
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。

　＜１．第１の実施の形態＞
 　[1-1．再生対象とする光記録媒体]
 　[1-2．再生装置の構成]
　 [1-3．光路長サーボの具体的手法について]
　 [1-4．光路長サーボと再生信号振幅との関係]
　［1-5．マークサイズ変動による再生信号振幅の変動］
　 [1-6．オフセット付与]
　＜２．第２の実施の形態＞
　 [2-1．再生装置の構成]
　 [2-2．オフセット付与]
　＜３．変形例＞
【００３４】
　＜１．第１の実施の形態＞
 　[1-1．再生対象とする光記録媒体]

　図１は、実施の形態において再生対象とする光記録媒体の断面構造を示した図である。
　実施の形態で再生対象とする光記録媒体は、先に説明したバルク型記録媒体１００と同
様のバルク型の光記録媒体となり、以下、バルク型記録媒体１と称する。
　バルク型記録媒体１はディスク状の記録媒体とされ、回転駆動されるバルク型記録媒体
１に対するレーザ光照射が行われてマーク記録（情報記録）が行われる。また、記録情報
の再生としても、回転駆動されるバルク型記録媒体１に対してレーザ光を照射して行われ
る。
　なお光記録媒体とは、光の照射により情報の記録／再生が行われる記録媒体を総称した
ものである。
【００３５】
　図示するようにバルク型記録媒体１には、上層側から順にカバー層２、選択反射膜３、
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中間層４、バルク層５が形成されている。
　ここで、本明細書において「上層側」とは、後述する実施の形態としての再生装置側か
らのレーザ光が入射する面を上面としたときの上層側を指す。
【００３６】
　また、本明細書においては「深さ方向」という語を用いるが、この「深さ方向」とは、
上記「上層側」の定義に従った上下方向と一致する方向（すなわち再生装置側からのレー
ザ光の入射方向に平行な方向：フォーカス方向）を指すものである。
【００３７】
　バルク型記録媒体１において、上記カバー層２は、例えばポリカーボネートやアクリル
などの樹脂で構成され、図示するようにその下面側には、記録／再生位置を案内するため
の位置案内子として案内溝が形成されていることで、凹凸の断面形状が与えられている。
　この場合、案内溝はピット列（断続溝）又はグルーブ（連続溝）で形成されており、且
つ、そのディスク面内方向における形成形状がスパイラル状又は同心円状とされている。
　ここで、カバー層２は、このような案内溝が形成されたスタンパを用いた射出成形など
により生成される。
【００３８】
　また、上記案内溝が形成された上記カバー層２の下面側には、選択反射膜３が成膜され
る。
　ここで、前述もした通りバルク記録方式では、記録層としてのバルク層５に対してマー
ク記録／再生を行うための光（録再用レーザ光）とは別に、上記のような案内溝などの位
置案内子に基づきトラッキングやフォーカスのエラー信号を得るための光（サーボ用レー
ザ光）を別途に照射するものとされている。
　このとき、仮に、上記サーボ用レーザ光がバルク層５に到達してしまうと、当該バルク
層５内におけるマーク記録に悪影響を与える虞がある。このため、サーボ用レーザ光は反
射し、録再用レーザ光は透過するという選択性を有する反射膜が必要とされている。
　従来よりバルク記録方式では、録再用レーザ光とサーボ用レーザ光とはそれぞれ波長帯
の異なるレーザ光を用いるようにされており、これに対応すべく、上記選択反射膜３とし
ては、サーボ用レーザ光と同一の波長帯の光は反射し、それ以外の波長による光は透過す
るという、波長選択性を有する選択反射膜が用いられる。
【００３９】
　上記選択反射膜３の下層側には、例えばＵＶ硬化樹脂などの接着材料で構成された中間
層４を介して、記録層としてのバルク層５が積層（接着）されている。
　バルク層５の形成材料（記録材料)としては、例えば先に説明したポジ型マイクロホロ
グラム方式やネガ型マイクロホログラム方式、ボイド記録方式など、採用するバルク記録
の方式に応じて適宜最適なものが採用されればよい。
　なお、本発明で対象とする光記録媒体に対するマーク記録方式は特に限定されるべきも
のではなく、バルク記録方式の範疇において任意の方式が採用されればよい。以下の説明
においては一例として、ボイド記録方式が採用される場合を例示する。
　ボイド記録の場合、バルク層５は例えば樹脂で構成される。
【００４０】
　ここで、上記のような断面構造を有するバルク型記録媒体１において、位置案内子が形
成された選択反射膜３は、後述もするようにサーボ用レーザ光に基づく録再用レーザ光の
位置制御を行うにあたっての基準となる反射面となる。この意味で、選択反射膜３が形成
された面を以下、基準面Ｒｅｆと称する。
【００４１】
　先の図１８においても説明したように、バルク型の光記録媒体においては、バルク状の
記録層内に多層記録を行うために、予め情報記録を行うべき各層位置（情報記録層位置Ｌ
）が設定される。バルク型記録媒体１においても、情報記録層位置Ｌについては、先の図
１８の場合と同様に、基準面Ｒｅｆからそれぞれ深さ方向に第１オフセットｏｆ-L1、第
２オフセットｏｆ-L2、第３オフセットｏｆ-L3、第４オフセットｏｆ-L4、第５オフセッ
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トｏｆ-L5分だけ離間した第１情報記録層位置Ｌ、第２情報記録層位置Ｌ２、第３情報記
録層位置Ｌ３、第４情報記録層位置Ｌ４、第５情報記録層位置Ｌ５が設定されているとす
る。
　基準面Ｒｅｆからの各層位置Ｌへのオフセットｏｆ-Lの情報は、予め再生装置側に設定
される。
【００４２】
　なお、情報記録層位置Ｌの数は５に限定されるべきものではない。
【００４３】
　[1-2．再生装置の構成]

　図２は、上記により説明したバルク型記録媒体１についてホモダイン方式による信号再
生を行う第１の実施の形態としての再生装置が備える主に光学ピックアップＯＰの内部構
成について説明するための図である。
　なお図中において、バルク型記録媒体１とスピンドルモータ（ＳＰＭ）５０とを除いた
部分が、光学ピックアップＯＰとなる。
【００４４】
　図２において、バルク型記録媒体１は、再生装置に装填されると図中のスピンドルモー
タ５０によって回転駆動される。
　光学ピックアップＯＰには、このように回転駆動されるバルク型記録媒体１についての
再生を行うためのレーザ光（録再用レーザ光）を照射するための光学系と、ホモダイン検
波の際に必要となる参照光を生成するための参照光光学系と、上記参照光とバルク型記録
媒体１からの録再用レーザ光の反射光とを受光してホモダイン検波を行うためのホモダイ
ン検波用光学系と、さらには、サーボ用レーザ光をバルク型記録媒体１に照射し且つ基準
面Ｒｅｆからのサーボ用レーザ光の反射光を受光するための光学系と、光路長サーボを行
うための光学系が設けられる。
【００４５】
　図１において、録作用レーザ１０は、録再用レーザ光の光源となる。この場合、録再用
レーザ１０が出力する録再用レーザ光の波長は、４０５nm程度であるとする。これに対し
、後述するサーボ用レーザ光の波長は、６５０nm程度であるとする。
【００４６】
　録再用レーザ１０より出射された録再用レーザ光は、コリメーションレンズ１１を介し
て平行光となるようにされた後、１／２波長板１２を介して偏光ビームスプリッタ（ＰＢ
Ｓ）１３に入射する。
【００４７】
　このとき、上記偏光ビームスプリッタ１３は、例えばＰ偏光を透過しＳ偏光を反射する
ように構成されているとする。その上で、上記１／２波長板１２の取り付け角度（レーザ
光の入射面内において光軸を中心した回転角度）は、上記偏光ビームスプリッタ１３を透
過して出力される光（Ｐ偏光成分）と反射して出力される光（Ｓ偏光成分）との比率（す
なわち偏光ビームスプリッタ１３による分光比）が１：１となるように調整されていると
する。
【００４８】
　偏光ビームスプリッタ１３にて反射された録再用レーザ光は、[固定レンズ１４、可動
レンズ１５、レンズ駆動部１６]を備えて構成される録再光用独立フォーカス機構に入射
する。
　録再光用独立フォーカス機構において、固定レンズ１４は光源である録再用レーザ１０
により近い側に配置され、可動レンズ１５は上記光源に対しより遠い側に配置されている
。可動レンズ１５は、レンズ駆動部１６により入射光軸に平行な方向に駆動され、これに
より対物レンズ１９に入射する録再用レーザ光のコリメーションが変化し、該録再用レー
ザ光の合焦位置をサーボ用レーザ光とは独立して変化させることが可能とされている。
　レンズ駆動部１６は、後述するコントローラ６６（図３）がオフセット値ｏｆ-Lに基づ
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き駆動制御する。
【００４９】
　上記録再光用独立フォーカス機構に形成された固定レンズ１４→可動レンズ１５を介し
た録再用レーザ光は、ダイクロイックプリズム１７に入射する。
　ダイクロイックプリズム１７は、バルク型記録媒体１に対して照射されるべき往路光と
しての録再用レーザ光とサーボ用レーザ光とを同一光軸上に合成し、且つバルク型記録媒
体１のからの反射光（復路光）として得られる録再用レーザ光、サーボ用レーザ光の反射
光を分離するために設けられる。
　本例の場合、ダイクロイックプリズム１７としては、録再用レーザ光と同波長帯の光は
透過し、それ以外の波長による光は反射するように構成されている。このため、上述のよ
うに録再光用独立フォーカス機構を介して入射した録再用レーザ光は、当該ダイクロイッ
クプリズム１７を透過し、１／４波長板１８→対物レンズ１９を介してバルク型記録媒体
１に対して照射される。
【００５０】
　対物レンズ１９は、２軸アクチュエータ２０によってフォーカス方向（バルク型記録媒
体１に対して接離する方向）及びトラッキング方向（バルク型記録媒体１の半径方向に平
行な方向：上記フォーカス方向とは直交関係となる方向）に変位可能に保持されている。
　２軸アクチュエータ２０にはフォーカスコイル、トラッキングコイルが備えられており
、これらフォーカスコイル、トラッキングコイルにそれぞれ後述するフォーカスドライブ
信号ＦＤ、トラッキングドライブ信号ＴＤが供給されることで、対物レンズ１９を上記フ
ォーカス方向、上記トラッキング方向にそれぞれ変位させる。
【００５１】
　上記のように対物レンズ１９を介してバルク型記録媒体１に対し録再用レーザ光が照射
されることに応じては、バルク型記録媒体１（バルク層５に記録されたマーク）からの反
射光が得られる。
　このような録再用レーザ光の反射光は、対物レンズ１９→１／４波長板１８を介した後
、ダイクロイックプリズム１７を透過して、録再光用独立フォーカス機構を介して偏光ビ
ームスプリッタ１３に戻されることになる。
　ここで、以下、上記のようにバルク層５から得られた録再用レーザ光の反射光について
は、「信号光」と称する。
【００５２】
　このとき、偏光ビームスプリッタ１３に入射する信号光（復路光）は、上記１／４波長
板１８による作用とバルク層５（マーク）での反射時の作用とにより、その偏光方向が、
録再用レーザ１０側から入射し該偏光ビームスプリッタ１３にて反射された光（往路光と
する）の偏光方向に対して９０°異なったものとなっている。すなわち、上記信号光はＰ
偏光で偏光ビームスプリッタ１３に入射する。
　このため、復路光としての上記信号光は、偏光ビームスプリッタ１３を透過することに
なる。
【００５３】
　また、光学ピックアップＯＰ内において、録再用レーザ１０より出射され偏光ビームス
プリッタ１３を透過したレーザ光（Ｐ偏光）は、ホモダイン方式における参照光として機
能する。
　偏光ビームスプリッタ１３を透過した参照光は、図中の１／４波長板２１を介して、１
軸アクチュエータ２３により保持されたミラー２２に入射する。
【００５４】
　１軸アクチュエータ２３は、ミラー２２を、当該ミラー２２に入射する参照光の光軸に
平行な方向に変位可能に保持しており、図中の駆動信号Ｄdsにより駆動される。
　この１軸アクチュエータ２３は、後述する光路長サーボを実現するために設けられたも
のとなる。
　なお、１軸アクチュエータ２３としては、例えばボイスコイルモータ等の電磁駆動方式
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によるものやピエゾ素子を用いたものなどを挙げることができる。
【００５５】
　ミラー２２にて反射された参照光は、１／４波長板２１を介して偏光ビームスプリッタ
１３に入射する。
　ここで、このように偏光ビームスプリッタ１３に入射する参照光（復路光）は、１／４
波長板２１による作用とミラー２２での反射時の作用とにより、その偏光方向が、往路光
としての参照光とは９０°異なるものとされる（つまりＳ偏光となる）。従って、上記復
路光としての参照光は、偏光ビームスプリッタ１３にて反射されることになる。
【００５６】
　図中では、このように偏光ビームスプリッタ１３にて反射された参照光を破線矢印によ
り示している。
　また図中では、前述のように偏光ビームスプリッタ１３を透過した信号光を実線矢印に
より示している。
【００５７】
　これら偏光ビームスプリッタ１３から出力される信号光及び参照光は、ビームスプリッ
タ（無偏光ビームスプリッタ）２４に入射し、該ビームスプリッタ２４にてその一部が透
過、一部が反射される。
【００５８】
　ここで、ビームスプリッタ２４にて反射された信号光及び参照光は、図のように参照光
除去部２５に導かれ、参照光が除去されて信号光のみとされた後、当該信号光が集光レン
ズ２６を介して位置制御用受光部２７の受光面上に集光する。
　これら参照光除去部２５、集光レンズ２６、位置制御用受光部２７から成る光学系は、
対物レンズ１９のフォーカスサーボ、トラッキングサーボを行うためのフォーカスエラー
信号ＦＥ-rp、トラッキングエラー信号ＴＥ-rpを生成するための受光系として設けられた
ものとなる。すなわち、再生時に対応して、録再用レーザ光の反射光に基づき対物レンズ
１９についてのフォーカス・トラッキングの各サーボを行うにあたってのエラー信号を得
るための受光系となる。
【００５９】
　なお、フォーカスエラー信号ＦＥ-rpやトラッキングエラー信号ＴＥ-rpについては、バ
ルク型記録媒体１に記録された情報信号についての再生信号（ＲＦ信号）と比較してその
周波数帯域が非常に低いため、検出光量が小であってもＳＮＲ（信号対ノイズ比）の悪化
が抑制される。このため本例では、上記の受光系によって、エラー信号の検出用に信号光
のみを分離してこれを独立に検出するものとしている。
　ここで、当該受光系において、参照光除去部２５は、例えば偏光板や偏光ビームスプリ
ッタ等で構成することができる。
　また、図示されているように、位置制御用受光部２７にて得られた受光信号については
、受光信号Ｄ_psと表記する。
【００６０】
　ビームスプリッタ２５を透過した信号光及び参照光は、ビームスプリッタ（無偏光ビー
ムスプリッタ）２８に入射し、該ビームスプリッタ２８にてその一部が透過、一部が反射
される。
　ビームスプリッタ２８を透過した信号光及び参照光は、１／２波長板２９及び偏光ビー
ムスプリッタ３０と、集光レンズ３１及び第１ホモダイン検波用受光部３２と、集光レン
ズ３３及び第２ホモダイン検波用受光部３４とを備えて成るホモダイン検波用光学系に導
かれる。
　また、ビームスプリッタ２８にて反射された信号光及び参照光は、１／４波長版３５及
び１／２波長板３６及び偏光ビームスプリッタ３７と、集光レンズ３８及び第１光路長サ
ーボ用受光部３９と、集光レンズ４０及び第２光路長サーボ用受光部４１とを備えて成る
光路長サーボ用受光系に導かれる。
【００６１】
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　先ず、上記ホモダイン検波用光学系に関して、ビームスプリッタ２８にて反射された信
号光及び参照光は、１／２波長板２９を介した後、偏光ビームスプリッタ３０に入射する
。該偏光ビームスプリッタ３０は、先の偏光ビームスプリッタ１３と同様にＰ偏光を透過
しＳ偏光を反射するように構成されている。
　図のように偏光ビームスプリッタ３０を透過した光は、集光レンズ３１を介して第１ホ
モダイン検波用受光部３２の受光面上に集光し、また偏光ビームスプリッタ３０にて反射
された光は、集光レンズ３３を介して第２ホモダイン検波用受光部３４の受光面上に集光
する。
【００６２】
　ここで、先に説明したように偏光ビームスプリッタ１３を透過した信号光（Ｐ偏光）と
偏光ビームスプリッタ１３にて反射された参照光（Ｓ偏光）は、その偏光方向が互いに直
交する関係となっており、この時点では光の干渉は生じない。
【００６３】
　ホモダイン検波用光学系において、１／２波長板２９は、ビームスプリッタ２８側より
入射する信号光と参照光の偏光方向を、光の進行方向に対し時計回りに４５°回転させる
ようにその取り付け角度（回転角度）が調整されている。
　またホモダイン検波用光学系において、偏光ビームスプリッタ３０によっては、その透
過光と反射光とによって、信号光・参照光の双方が、それぞれ偏光方向の直交する光に分
光されることになる。
【００６４】
　このとき、偏光ビームスプリッタ３０を透過した信号光・参照光は、共にＰ偏光であり
、従ってこれらの光は同位相の光として集光レンズ３０を介して第１ホモダイン検波用受
光部３１に集光される。つまりこの結果、第１ホモダイン検波用受光部３１側では、信号
光に対し、該信号光と同位相の参照光が合成された（干渉した）光が受光されることにな
る。
　図示するように、当該第１ホモダイン検波用受光部３１による受光信号については、受
光信号Ｄ_hm1と表記する。
【００６５】
　一方、偏光ビームスプリッタ３０にて反射された信号光・参照光については、上述のよ
うに１／２波長板２９によりそれらの光の偏光方向が時計回りに４５°回転されることと
、該偏光ビームスプリッタ３０の分光面上での反射時の作用とにより、参照光の位相が、
信号光の位相に対して１８０°（π）異なるようにされる。
　このことで、第２ホモダイン検波用受光部３４側では、信号光に対して、該信号光とは
逆位相となる参照光が合成された（干渉した）光が受光されることになる。
　当該第２ホモダイン検波用受光部３４による受光信号については、受光信号Ｄ_hm2と表
記する。
【００６６】
　また、上述のように、ビームスプリッタ２８にて反射された信号光及び参照光は、光路
長サーボ用受光系に導かれる。
　光路長サーボ用受光系において、ビームスプリッタ２８にて反射された信号光及び参照
光は、１／４波長板３５及び１／２波長板３６を介した後、偏光ビームスプリッタ３７に
入射する。この偏光ビームスプリッタ３７としても、先の偏光ビームスプリッタ１３,３
０と同様にＰ偏光を透過しＳ偏光を反射するように構成されている。
　図のように偏光ビームスプリッタ３７を透過した光は、集光レンズ３８を介して第１光
路長サーボ用受光部３８の受光面上に集光し、また偏光ビームスプリッタ３７にて反射さ
れた光は、集光レンズ４０を介して第２光路長サーボ用受光部４１の受光面上に集光する
。
【００６７】
　ここで、このような光路長サーボ用受光系の構成と先のホモダイン検波用光学系の構成
とを比較すると、光路長サーボ用受光系は、ホモダイン検波用光学系の構成に対して１／
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４波長板３５を追加したものとなっていることが分かる。この１／４波長板３５は信号光
（Ｐ偏光）と参照光（Ｓ偏光）の偏光方向は変えずに、参照光又は信号光の位相を９０°
遅らせるように調整されている。なお、１／２波長板３６としても、先の１／２波長板２
９と同様に、ビームスプリッタ２８側より入射する信号光と参照光の偏光方向を光の進行
方向に対し時計回りに４５°回転させるように調整されている。
　このような１／４波長板３５の追加によって、第１光路長サーボ用受光部３９が受光す
る信号光及び参照光の合成光は、先の第１ホモダイン検波用受光部３２が受光する同合成
光に対して位相が９０°ずれたものとなり、同様に、第２光路長サーボ用受光部４１が受
光する信号光及び参照光の合成光は、先の第２ホモダイン検波用受光部３４が受光する同
合成光に対して位相が９０°ずれたものとなる。
　換言すれば、第１ホモダイン検波用受光部３２が「位相０°の信号光」と「位相０°の
参照光」との合成光を受光し、第２ホモダイン検波用受光部３４が「位相０°の信号光」
と「位相１８０°の参照光」との合成光を受光するものであると表現すると、上記第１光
路長サーボ用受光部３９は「位相９０°の信号光」と「位相９０°の参照光」との合成光
を受光し、上記第２光路長サーボ用受光部４１は「位相９０°の信号光」と「位相２７０
°の参照光」との合成光を受光するものである。
【００６８】
　図示するように、第１光路長サーボ用受光部３９による受光信号については受光信号Ｄ
_ds1と、また第２光路長サーボ用受光部４１による受光信号については受光信号Ｄ_ds2と
それぞれ表記する。
【００６９】
　また、光学ピックアップＯＰ内には、図中のサーボ用レーザ４２を光源とするサーボ光
用光学系が設けられる。
　サーボ光用光学系において、サーボ用レーザ４２より出射されたサーボ用レーザ光は、
コリメーションレンズ４３を介して平行光となるようにされた後、偏光ビームスプリッタ
４４に入射する。偏光ビームスプリッタ４４は、このようにサーボ用レーザ４２側から入
射したサーボ用レーザ光（往路光）は透過するように構成される。
【００７０】
　偏光ビームスプリッタ４４を透過したサーボ用レーザ光は、図のようにダイクロイック
プリズム１７に入射する。前述のようにダイクロイックプリズム１７は録再用レーザ光と
同波長帯の光は透過しそれ以外の波長による光は反射するように構成されているので、上
記サーボ用レーザ光はダイクロイックプリズム１７にて反射される。この結果サーボ用レ
ーザ光は、図のように録再用レーザ光と同軸上に合成され、１／４波長板１８→対物レン
ズ１９を介してバルク型記録媒体１に照射される。
【００７１】
　また、このようにバルク型記録媒体１にサーボ用レーザ光が照射されたことに応じて得
られる当該サーボ用レーザ光の反射光（基準面Ｒｅｆからの反射光）は、対物レンズ１９
→１／４波長板１８を介し、ダイクロイックプリズム１７にて反射された後、偏光ビーム
スプリッタ４４に入射する。
　このようにバルク型記録媒体１側から入射したサーボ用レーザ光の反射光（復路光）は
、１／４波長板１８の作用と基準面Ｒｅｆでの反射時の作用とにより、往路光とはその偏
光方向が９０°異なるものとされ、従って復路光としての上記反射光は偏光ビームスプリ
ッタ４４にて反射される。
【００７２】
　偏光ビームスプリッタ４４にて反射されたサーボ用レーザ光の反射光は、集光レンズ４
５を介してサーボ光用受光部４６の受光面上に集光する。
　ここで、サーボ光用受光部４６により得られる受光信号については、受光信号Ｄ_svと
表記する。
【００７３】
　図３は、第１の実施の形態の再生装置全体の内部構成について説明するための図である
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。
　なお図３において、光学ピックアップＯＰについては、録再用レーザ１０、レンズ駆動
部１６、２軸アクチュエータ２０、及び１軸アクチュエータ２３のみを抽出して示してい
る。
　またこの図では、スピンドルモータ５０の図示は省略している。
【００７４】
　図示するように光学ピックアップＯＰの外部には、録再用レーザ１０を発光駆動してバ
ルク層５へのマーク記録（情報記録）を行うための記録処理部５１が設けられる。
　また、図２に示した第１ホモダイン検波用受光部３２による受光信号Ｄ_hm1と第２ホモ
ダイン検波用受光部３４による受光信号Ｄ_hm2とに基づき再生データを得るための構成と
して、第１信号生成回路４１、第２信号生成回路４２、減算部４３、及び再生処理部４４
が設けられる。
　また、位置制御用受光部２７による受光信号Ｄ_psに基づき２軸アクチュエータ２０（
対物レンズ１９）についてのサーボ制御（再生時におけるサーボ制御）を行うための構成
として、エラー信号生成回路５６、録再光用サーボ回路５７が設けられる。
　また、サーボ光用受光部４６による受光信号Ｄ_svに基づき２軸アクチュエータ２０に
ついてのサーボ制御（記録時におけるサーボ制御）を行うための構成として、エラー信号
生成回路５８、録再光用サーボ回路５９が設けられる。
　さらに、第１光路長サーボ用受光部３９による受光信号Ｄ_ds1と第２光路長サーボ用受
光部４１による受光信号Ｄ_ds2とに基づいて光路長サーボを行うための構成として、第１
信号生成回路６０、第２信号生成回路６１、減算部６２、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）６
３、加算部６４、光路長サーボ回路６５が設けられている。
　なお、当該光路長サーボ系の構成については、後に改めて説明する。
【００７５】
　先ず、記録処理部５１には、バルク型記録媒体１に対して記録すべきデータ（図中、記
録データ）が入力される。
　記録処理部５１は、入力された記録データについて例えばエラー訂正符号の付加処理や
所定の記録変調方式に従った記録変調符号化処理などの必要な変調処理を施して、バルク
型記録媒体１に記録される例えば「０」「１」の２値データ列による符号列を得る。そし
て、このように記録データに基づいて得られた符号列に基づく記録パルス信号Ｒｃｐを生
成し、当該記録パルス信号Ｒｃｐに基づき録再用レーザ１を発光駆動する。
　これによってバルク型記録媒体１に対する情報記録が行われる。
　なお確認のため述べておくと、この場合のボイド記録方式では、ＣＤ（Compact Disc）
、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＢＤ（Blu-ray Disc：登録商標）などで採用され
るマークエッジ記録ではなく、マークポジション記録（マークがあるべき位置におけるマ
ークの記録有無により符号を表現する記録方式）を採用するものとなる。
【００７６】
　第１信号生成回路５２は、受光信号Ｄ_hm1を入力しＩ－Ｖ変換を行って、信号光に対し
て同位相の参照光が干渉した光についての再生信号を得る。
　また、第２信号生成回路５３は、受光信号Ｄ_hm2を入力しＩ－Ｖ変換を行って、信号光
に対して逆位相の参照光が干渉した光についての再生信号を得る。
【００７７】
　第１信号生成回路５２、第２信号生成回路５３により得られたそれぞれの再生信号は、
減算部５４に供給される。
　減算部５４は、第１信号生成回路５２より供給される再生信号から、第２信号生成回路
５３より供給される再生信号を減算する。換言すれば、当該減算部５４は、「信号光に同
位相の参照光が干渉した光についての再生信号」－「信号光に逆位相の参照光が干渉した
光についての再生信号」による演算を行うものである。
　このような減算部５４による演算により、いわゆる差動検出が行われたことになる。当
該差動検出により、ＤＣ成分としての参照光成分が除去（相殺）され、増幅された信号光
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の成分を得ることができる。
　以下、当該減算部５４による差動検出で得られた信号光についての再生信号のことを、
第１信号生成回路５２、第２信号生成回路５３で得られる再生信号と区別する意味で、Ｒ
Ｆ信号とも表記する。
【００７８】
　減算部５４により得られたＲＦ信号は、再生処理部５５に供給される。
　再生処理部５５は、ＲＦ信号について２値化処理や記録変調符号の復号化・エラー訂正
処理など、前述の記録データを得るために必要とされる再生処理を行い、当該記録データ
を復元した再生データを得る。
【００７９】
　続いて、エラー信号生成回路５６は、位置検出用受光部２７からの受光信号Ｄ_psに基
づき、フォーカスエラー信号ＦＥ-rp、トラッキングエラー信号ＴＥ-rpを生成する。
【００８０】
　録再光用サーボ回路５７は、エラー信号生成回路５６にて生成されたフォーカスエラー
信号ＦＥ-rp、トラッキングエラー信号ＴＥ-rpに基づき、フォーカスサーボ信号、トラッ
キングサーボ信号をそれぞれ生成する。そして、これらフォーカスサーボ信号、トラッキ
ングエラー信号から生成したフォーカスドライブ信号ＦＤ-rp、トラッキングドライブ信
号ＴＤ-rpにより、２軸アクチュエータ２０のフォーカスコイル、トラッキングコイルを
それぞれ駆動する。
　これにより、対物レンズ１９についての（再生時における）フォーカスサーボループ、
トラッキングサーボループが形成される。
【００８１】
　また、エラー信号生成回路５８は、サーボ光用受光部４６からの受光信号Ｄ_svに基づ
き、フォーカスエラー信号ＦＥ-sv、トラッキングエラー信号ＴＥ-svを生成する。
　サーボ光用サーボ回路５９は、エラー信号生成回路５８にて生成されたフォーカスエラ
ー信号ＦＥ-sv、トラッキングエラー信号ＴＥ-svに基づき、フォーカスサーボ信号、トラ
ッキングサーボ信号をそれぞれ生成する。そして、これらフォーカスサーボ信号、トラッ
キングエラー信号から生成したフォーカスドライブ信号ＦＤ-sv、トラッキングドライブ
信号ＴＤ-svにより、２軸アクチュエータ２０のフォーカスコイル、トラッキングコイル
をそれぞれ駆動する。
　これにより、対物レンズ１９についての（記録時における）フォーカスサーボループ、
トラッキングサーボループが形成される。
【００８２】
　コントローラ６６は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）やＲＯＭ（Read Only
 Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）などのメモリ（記憶装置）を備えたマイク
ロコンピュータで構成され、例えば上記ＲＯＭ等に記憶されたプログラムに従った制御・
処理を実行することで、再生装置の全体制御を行う。
【００８３】
　ここで、コントローラ６６には、前述したように予め各情報記録層位置Ｌに対応して定
められたオフセットｏｆ-Lの値が設定されている。コントローラ６６は、このように予め
設定された各層位置Ｌごとのオフセットｏｆ-Lの値に基づいて、録再用レーザ光の合焦位
置の制御（設定）を行う。具体的には、記録対象とする層位置Ｌに対応して設定されたオ
フセットｏｆ-Lの値に基づき、レンズ駆動部１６を駆動することで、深さ方向における記
録位置の選択を行う。
【００８４】
　また、コントローラ６６は、先の図１８～図２０にて説明したような記録／再生時の対
物レンズ１９のサーボ制御切り替えを実現するための制御も行う。
　具体的にコントローラ６６は、記録時には、サーボ光用サーボ回路５９にトラッキング
ドライブ信号ＴＤ-sv及びフォーカスドライブ信号ＦＤ-svによる２軸アクチュエータ２０
の駆動制御を実行させ、且つ、録再光用サーボ回路５７によるサーボ制御動作を停止させ
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るように制御を行う。一方、再生時には、録再光用サーボ回路５７にトラッキングドライ
ブ信号ＴＤ-rp及びフォーカスドライブ信号ＦＤ-rpによる２軸アクチュエータ２０の駆動
制御を実行させ、且つ、サーボ光用サーボ回路５９によるサーボ制御動作を停止させるよ
うに制御を行う。
【００８５】
　 [1-3．光路長サーボの具体的手法について]

　ここで、ホモダイン方式は、信号光に対して参照光を干渉させて信号増幅を図る手法で
あるため、信号光と参照光との光路長差を可干渉距離内に収めるなど、その増幅効果が最
大限に発揮されるように信号光と参照光との光路長差を調整することが要請される。
　このとき、ホモダイン方式による増幅効果が最大であるとは、信号光についての再生信
号の振幅が最大となるということである。つまりは、減算部５４で得られるＲＦ信号の振
幅が最大となるということである。
　このことに応じ、本例の再生装置では、光路長サーボとして、減算部５４で得られるＲ
Ｆ信号の振幅を最大とするように信号光と参照光との光路長差を調整するという手法を採
る。
【００８６】
　但し、サーボ制御を行うにあたり、入力信号（誤差信号）の最大値を目標値とするのは
、安定したサーボ制御の実現を図る上で好ましくない。
　このため本例では、光路長サーボのエラー信号としては、減算部５４にて得られるＲＦ
信号そのものを用いるのではなく、これとは位相が９０°ずれた信号を用いるという手法
を採る。
【００８７】
　図４は、この点について説明するための図であり、図４（ａ）では信号光と参照光の光
路長差を変化させたときの「再生信号hm1」－「再生信号hm2」の波形を示し、図４（ｂ）
では信号光と参照光の光路長差を変化させたときの「再生信号ds1」－「再生信号ds2」の
波形を示している。
　ここで、「再生信号hm1」、「再生信号hm2」はそれぞれ第１信号生成回路５２による再
生信号、第２信号生成回路５３による再生信号を表すものであって、「再生信号hm1」－
「再生信号hm2」は減算部５４の出力（つまりＲＦ信号）に相当する。
　また、「再生信号ds1」、「再生信号ds2」は図３に示される第１信号生成回路６０によ
る再生信号、第２信号生成回路６１による再生信号を表すもので、「再生信号ds1」－「
再生信号ds2」は減算部６２の出力に相当する。
【００８８】
　この図４を参照して分かるように、受光信号Ｄ_ds1を受光して得られる再生信号ds1と
受光信号Ｄ_ds2を受光して得られる再生信号ds2との差分である「再生信号ds1」－「再生
信号ds2」の波形は、ホモダイン検波（及び差動検出）系で得られる「再生信号hm1」－「
再生信号hm2」の波形に対しその位相が９０°ずれた（この場合は遅れた）関係となる。
これは、前述のように受光信号Ｄ_ds1、Ｄ_ds2の元となる合成光（信号光＋参照光）が、
ホモダイン検波系で用いられる受光信号Ｄ_hm1、Ｄ_hm2の元となる合成光に対してその位
相が９０°ずれた関係となるように調整されていることによる。
【００８９】
　このことから、「再生信号ds1」－「再生信号ds2」としての減算部６２の出力を光路長
エラー信号として用いることで、信号光についての再生信号（ＲＦ信号）を最大とするに
あたっての光路長サーボ制御の目標値を、０にできることが分かる。
【００９０】
　上記の点を踏まえた上で、図３に示す光路長サーボ系について説明する。
　光路長サーボ系において、第１信号生成回路６０は、受光信号Ｄ_ds1を入力しＩ－Ｖ変
換を行って、信号光（位相９０°）に対して同位相の参照光が干渉した光についての再生
信号を得る。
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　また、第２信号生成回路６１は、受光信号Ｄ_ds2を入力しＩ－Ｖ変換を行って、信号光
（位相９０°）に対して逆位相の参照光が干渉した光についての再生信号を得る。
【００９１】
　第１信号生成回路６０、第２信号生成回路６１により得られたそれぞれの再生信号は、
減算部６２に供給される。
　減算部６２は、第１信号生成回路６０より供給される再生信号から、第２信号生成回路
６１より供給される再生信号を減算する。この減算部６２の減算処理により、ＤＣ成分と
しての参照光成分が除去され、増幅された信号光の成分を得ることができる。
【００９２】
　減算部６２による減算結果は、ローパスフィルタ６３及び加算部６４を介して光路長サ
ーボ回路６５に入力される。
　ローパスフィルタ６３は、減算部６２による減算結果として得られる再生信号（ＲＦ信
号との位相差が９０°となる再生信号）の低域成分を抽出する。
　このローパスフィルタ６３によって、再生信号振幅が平均化されることになる。つまり
、符号「０」の部分の振幅と符号「１」の部分の振幅とが平均化されるものである。
　ここで、ローパスフィルタ６３の出力を、以下、光路長エラー信号と称する。
【００９３】
　なお、上記加算部６４については後述する。
【００９４】
　光路長サーボ回路６５は、加算部６４を介して入力される光路長エラー信号を入力し、
当該光路長エラー信号の値が、所定の目標値で一定となるように１軸アクチュエータを駆
動するための駆動信号Ｄdsを生成する。具体的にこの場合は、上記入力される光路長エラ
ー信号の値が０で一定となるようにするための駆動信号Ｄdsを生成し、当該駆動信号Ｄds
に基づき１軸アクチュエータ２３を駆動制御する。
　これにより、ＲＦ信号を最大とする光路長サーボ制御が実現される（後述するオフセッ
トの付与は考慮しない）。
【００９５】
　 [1-4．光路長サーボと再生信号振幅との関係]

　上記の説明からも理解されるように、本例の再生装置においては、ＲＦ信号（つまり信
号光についての再生信号）が最大となるように光路長サーボをかけるようにされている。
【００９６】
　図５及び図６を参照して、このような光路長サーボを行った場合における、ホモダイン
方式によるＲＦ信号の再生原理を、直交位相空間表現により模式的に説明する。
　先ずは図５により、直交位相空間での信号光の電界ベクトルについて説明しておく。
　図５において、図５（ａ）は、信号光（Ｓｉｇ）の電界ベクトルとして、符号「１」に
対応する信号光Ｓｉｇの電界ベクトルを直交位相空間上で示している。換言すれば、記録
マークによって変調された信号光Ｓｉｇの電界ベクトルを示すものである。
　また、図５（ｂ）は、符号「０」（マーク非形成部分）に対応した信号光Ｓｉｇの電界
ベクトルを示している。この場合は空孔マークとしての反射体が形成されていないので、
図のように信号光Ｓｉｇの電界強度は「０」である。
【００９７】
　図６は、ホモダイン検波によるＲＦ信号の再生原理について説明するための図である。
　図６において、図６（ａ）は、符号「１」に対応する信号光Ｓｉｇに対しこれと同位相
の参照光（Ｒｅｆ_0°と表記）が干渉した場合について示し、図６（ｂ）は、符号「１」
に対応する信号光Ｓｉｇに対しこれと逆位相の参照光（Ｒｅｆ_180°と表記）が干渉した
場合について示している。
　これら図６（ａ）（ｂ）では、信号光Ｓｉｇの電界ベクトルと、光路長サーボによるホ
モダイン測定軸とを直交位相空間上で示している。確認のために述べておくと、ここに言
う「光路長サーボによるホモダイン測定軸」とは、ＲＦ信号が最大となるように光路長サ
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ーボをかけたときのホモダイン測定軸を意味する。
　そして、図６（ａ）では、符号「１」の信号光Ｓｉｇと参照光Ｒｅｆ_0°とが干渉した
場合における検波結果ｈｍ１の電界ベクトルを示しており、また図６（ｂ）では符号「１
」の信号光Ｓｉｇと参照光Ｒｅｆ_180°とが干渉した場合における検波結果ｈｍ２の電界
ベクトルを示している。
【００９８】
　図６において、ホモダイン測定軸としては、図６（ａ）に示す参照光Ｒｅｆ_0°との干
渉の場合と図６（ｂ）に示す参照光Ｒｅｆ_180°との干渉の場合とで、その向きが正反対
となる。これは、干渉する参照光Ｒｅｆが逆位相の関係にあることに依る。
【００９９】
　このとき、図６（ａ）では、参照光Ｒｅｆ_0°との干渉の場合におけるホモダイン測定
軸の向きを、信号光Ｓｉｇの電界ベクトルの向きと一致させて示しているが、先に説明し
たように、光路長サーボは、ローパスフィルタ６３を介して平均化された光路長エラー信
号を「０」とするように行われるので、当該ホモダイン測定軸の向きは、実際には、信号
光Ｓｉｇの電界ベクトルの向きとは一致するものとならない。具体的には、符号「０」の
信号光Ｓｉｇと符号「１」の信号光Ｓｉｇの中間成分の電界ベクトルの向きと概ね一致す
ることとなる。図６（ａ）において、ホモダイン測定軸を信号光Ｓｉｇの電界ベクトルの
向きと一致させて示したのは、以降での説明を行う上での便宜を図ったものである。
　また、このことについては図６（ｂ）の場合も同様であり、図６（ｂ）におけるホモダ
イン測定軸の向きは、実際には図中に示す信号光Ｓｉｇの電界ベクトルの向きと正反対の
向きではなく、上述の中間成分の電界ベクトルの向きと正反対の向きとなる。
【０１００】
　ここで、ホモダイン検波は、例えば光通信や量子通信の分野でもよく知られているよう
に、信号光の電界が参照光の電界の大きさだけ乗算されたあと、参照光が持つ測定軸（ホ
モダイン測定軸）へ射影したベクトルの大きさを測定していることになる。
　具体的には、信号光Ｓｉｇに対し参照光Ｒｅｆ_0°が干渉した成分については、図中の
「ｈｍ１」と示すような成分がディテクタ上で検出されるものと捉えることができ、また
信号光Ｓｉｇに対し参照光Ｒｅｆ_180°が干渉した成分については図中の「ｈｍ２」と示
すような成分が検出されるものと捉えることができる。
【０１０１】
　このとき、ホモダイン検波で検出される受光信号Ｄ_hm1、Ｄ_hm2をそれぞれ数式により
表すと、以下のようになる。
　なお下記［式１］［式２］においては、ビームスプリッタ２８が入射光の５０％を反射
し５０％を透過するという前提の下で、ビームスプリッタ２８を透過した後の信号光の電
界を1/2|Ｅsig｜、参照光の電界を1/2|Ｅref｜としている。

　　Ｄ_hm1＝1/4|Ｅsig｜
2＋1/4|Ｅref｜

2＋1/2|Ｅsig｜|Ｅref｜cos(Δφ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・［式１］

　　Ｄ_hm2＝1/4|Ｅsig｜
2＋1/4|Ｅref｜

2－1/2|Ｅsig｜|Ｅref｜cos(Δφ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・［式２］

　これら[式１][式２]において、右辺の第１項目、第２項目はそれぞれ信号光の二乗検波
信号、参照光の二乗検波信号である。そして第３項目が、ホモダインによる信号光と参照
光の干渉信号（つまり抽出したい信号）である。
　本例の場合、受光信号Ｄ_hm1,Ｄ_hm2についての差動検出を行うので、その結果は、
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　Ｄ_hm1－Ｄ_hm2＝|Ｅsig｜|Ｅref｜cos(Δφ)　　・・・［式３］

　と表される。この［式３］より、ホモダイン検波（及び差動検出）による再生動作によ
れば、参照光（|Ｅref｜

2）などのホモダイン信号以外の成分が除去されて、参照光の強
度に応じて増幅された信号光が抽出されることが分かる。
【０１０２】
　なお、図６において、参照光の電界ベクトルを表記していないのは、上記のようにホモ
ダイン検波による再生動作においては参照光の二乗検波信号成分が相殺されて無くなるこ
とに基づく。
【０１０３】
　このようにしてホモダイン方式による再生動作によって得られるＲＦ信号は、元の信号
光を、参照光の光強度に応じて増幅したものと捉えることができる。
【０１０４】
　［1-5．マークサイズ変動による再生信号振幅の変動］

　ここで、前述もしたように、バルク記録方式を採用する場合として、特に本例のように
空孔マークを記録するボイド記録方式を採用する場合においては、例えば記録用のレーザ
の特性等に起因して、記録マークサイズに変動が生じる虞がある。
　バルク記録方式において、記録マークは反射体として機能するものとなるので、そのサ
イズが変動することによっては反射光量に差が生じてしまうことになる。そして、このよ
うなマークサイズ差による反射光量差が生じることによって、本来は同レベルで検出され
るべき再生信号振幅（マーク部分での再生信号振幅）にも差が生じることとなり、これに
起因して再生性能が悪化してしまうという虞がある。
【０１０５】
　図７は、記録マークサイズの変動の具体的な態様について説明するための図である。
　図７において、図７（ａ）は、ある情報記録層位置Ｌに記録されたマーク列に生じたマ
ークサイズの変動の具体的な態様を模式的に表している。この図７（ａ）に示すように、
マークサイズの変動としては、例えば局所的に通常のサイズ（図中の斜線部により示すマ
ークのサイズ）よりも小さいサイズ（図中スクリーン部により示すマークのサイズ）のマ
ークが形成されるような態様で生じる。或いは逆に、局所的に通常サイズより大きなサイ
ズによるマークが形成されるということもあり得る。
【０１０６】
　ここで、バルク記録の場合、記録マークは、レーザ光の焦点位置を中心として三次元的
な広がりをもって形成されるものとなるので、マークサイズの差は、図７（ｂ）において
示されるように、マークの半径ｒ（深さ方向に平行な方向におけるマーク中心からマーク
端部までの距離）の差と換言することができる。
【０１０７】
　図８は、記録マークサイズを変化させたときのマーク反射光の電界強度分布を直交位相
空間において示した図である。
　この図８では、ＢＤの場合における最短マーク長と同程度の大きさの空包マークが形成
された場合の反射光電界強度を１と規格化し、且つそのときの位相を０とおいている。
　また図８では、記録マークサイズを０nm～２６０nmの範囲内で１０nm刻みで変化させた
際のマーク反射光の電界強度分布の計算結果を示している。
【０１０８】
　先ず前提として、マークの反射率は、マークの表面積に比例すると見なすことができる
。この前提の下で図８では、図中の◇印のプロットによってマーク反射率が半径ｒの２乗
（面積）に比例すると仮定した場合の計算結果を示している。この結果より、マークサイ
ズが変動することによって、マーク反射光の電界強度（つまり信号光の振幅）が変化する
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ということが理解できる。
【０１０９】
　また図８では、○印のプロットによってマーク反射率が半径ｒの３乗（体積）に比例す
ると仮定した場合の計算結果を表している。この図８の計算結果より、マーク反射率がマ
ーク体積に比例すると仮定しても、マークサイズ変動によってマーク反射光の電界強度が
変化するということが分かる。
【０１１０】
　なお、図８によると、マークサイズ変動によっては、信号光の位相も変化することが分
かる。これは、マークサイズの差によって、先の図５や図６に示した信号光Ｓｉｇの電界
ベクトルの向きが変化するということを意味するものである。
　ここで、マークサイズ変動として半径ｒがΔｒだけ変化したとすると、信号光の光路長
は往復分を考慮に入れて２Δｒだけ変化することとなる。これを位相差に直すと、「４Δ
ｒπ／ｎλ」となる。ただしλはレーザ光の波長、ｎは記録媒体の屈折率を表す。
【０１１１】
　このようにして、記録マークのサイズ変動によって、信号光の振幅が変化するものとな
る。そしてこれに伴い、ＲＦ信号振幅にも変化が生じる。
【０１１２】
　ここで、確認のために述べておくと、これまでで述べてきた記録マークのサイズ変動と
は、局所的に生じるサイズ変動を意味しているものである。
　仮に、サイズ変動が或る時間幅をもって徐々に生じるものであった場合には、ＲＦ信号
振幅の変動は生じる虞がない。これは、光路長サーボが行われることによる。すなわち、
仮に、サイズ変動が徐々に生じるものであった場合には、光路長サーボによってホモダイ
ン測定軸が図６に示したように信号光Ｓｉｇと平行となるように調整されるので、サイズ
変動に伴うＲＦ信号振幅の変動は生じないことになる。
　このことからも理解されるように、ここで言うマークサイズ変動とは、光路長サーボで
追従しきれない程度に局所的に（高速に）生じるマークサイズの変動を意味しているもの
である。
【０１１３】
　 [1-6．オフセット付与]

　上記のような局所的なマークサイズ変動に伴うＲＦ信号振幅の変動に起因した再生性能
の悪化の防止を図るべく、本実施の形態では、ホモダイン測定軸を調整することによって
、それぞれのサイズのマークからの反射光の検出強度の差が縮小化されるようにするとい
う手法を採る。つまりは、光路長サーボループに対するオフセットの付与によって、マー
クサイズ変動に伴うＲＦ信号振幅の差を縮小化するというものである。
【０１１４】
　図９は、光路長サーボループに対するオフセット付与によってマークサイズ変動に伴う
ＲＦ信号振幅の差の縮小化が図られる原理について説明するための図である。
　なおこの場合において、参照光の電界強度は常に一定であるものとする。
　先ず、図９（ａ）では、通常サイズによるマークの信号光Ｓｉｇ（Ｓｉｇ_sizeNと表記
）の電界ベクトルと、通常サイズよりも小サイズによるマークの信号光Ｓｉｇ（Ｓｉｇ_s
izeSと表記）の電界ベクトルと、光路長サーボによるホモダイン測定軸との関係を直交位
相空間上で示している。
　なお、この図９（ａ）を始め、図９（ｂ）及び後述する図１０においては、先の図６の
場合と同様に参照光Ｒｅｆの電界ベクトルについての図示は省略している。
【０１１５】
　先の図８による説明からも理解されるように、マークサイズが異なることによっては、
反射光の電界強度と位相とに差が生じるものとなり、図９（ａ）では、この点が表されて
いる。具体的に、小サイズマークの信号光Ｓｉｇ_sizeSは、その電界強度が通常サイズマ
ークの信号光Ｓｉｇ_sizeNの電界強度よりも小となり、且つその位相が通常サイズマーク
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の信号光Ｓｉｇ_sizeNよりも遅れたものとなる。
【０１１６】
　また、先に述べたように、光路長サーボによっては、ＲＦ信号振幅が最大となるように
サーボがかけられる。このとき、サーボ制御における目標値は、通常サイズによるマーク
についてのＲＦ信号振幅値と捉えることができる（マークサイズ変動は局所的であるため
）。この前提の下、ここでは図のようにホモダイン測定軸を信号光Ｓｉｇ_sizeNの電界ベ
クトルの向きと一致するものと示している。
　なお先の図６で触れたように、光路長エラー信号はローパスフィルタ６３を介して生成
されるので、実際には、ホモダイン測定軸の向きは、符号「１」の信号光Ｓｉｇ（この場
合は通常サイズマークの信号光Ｓｉｇ_sizeN）と符号「０」の信号光Ｓｉｇとの中間成分
の電界ベクトルの向きと概ね一致することになる。ホモダイン測定軸を信号光Ｓｉｇ_siz
eNの電界ベクトルの向きと一致させているのは、図示の複雑化を避けるためである。
【０１１７】
　前述した通り、ホモダイン検波では、ホモダイン測定軸に射影した成分が検出されるの
で、図中のホモダイン測定軸と各電界ベクトルとの関係によれば、小サイズマークの信号
光Ｓｉｇ_sizeSの検出強度は、元々信号光Ｓｉｇ_sizeSが有していた電界強度よりも小と
なる。これに対し、通常サイズマークの信号光Ｓｉｇ_sizeNの検出強度は、当該信号光Ｓ
ｉｇ_sizeNが元々有している電界強度と一致するものとなる。
【０１１８】
　このようにして、信号光Ｓｉｇ_sizeNと信号光Ｓｉｇ_sizeSとが元々有していた強度差
に加えてホモダイン測定軸のずれに起因した強度差が上乗せされるような形で、通常サイ
ズマークと小サイズマークとの間の検出強度差（ＲＦ信号振幅差）ΔN-Sが生じることに
なる。
【０１１９】
　ここで、上記説明によれば、振幅差ΔN-Sは、ホモダイン測定軸の向き（角度）に依存
して決まるということが分かる。
　この点に鑑み、本実施の形態では、図９（ｂ）に示すように、ホモダイン測定軸の角度
を、光路長サーボによるホモダイン測定軸の向き（図中一点鎖線）から変化させることで
、通常サイズマークと小サイズマークのそれぞれのホモダイン測定軸への射影成分の差と
してみなすことのできるＲＦ信号振幅ΔN-Sを縮小化させるようにしている。換言すれば
、これら通常サイズマークと小サイズマークとのＲＦ信号振幅差ΔN-Sが縮小化されるよ
うに、ホモダイン測定軸の角度を、光路長サーボによる測定軸の角度からシフトさせるも
のである。
【０１２０】
　ここで、図９（ｂ）においては、ホモダイン測定軸のシフトについての具体的な例とし
て、通常サイズマークと小サイズマークとのＲＦ信号振幅差ΔN-Sを最小とする例を示し
ている。
　図から分かるように、直交位相空間上における振幅差ΔN-Sを最小とするホモダイン測
定軸の角度は、通常サイズマークの信号光Ｓｉｇ_sizeNの電界ベクトルで特定される点と
、小サイズマークの信号光Ｓｉｇ_sizeSの電界ベクトルで特定される点との２点を通る直
線と直交する関係にある直線の角度として求めることができる。
【０１２１】
　ここで、図９（ｂ）において、一点鎖線で示す光路長サーボによるホモダイン測定軸と
グレーで示す調整後のホモダイン測定軸との角度差は、光路長サーボ系に設定される目標
値（制御目標値）の差と同義であることが分かる。ひいては、信号光と参照光との光路長
差（位相差）と同義となるものである。
　従って本実施の形態では、光路長サーボループに対して、上記のホモダイン測定軸の角
度差に相当する値によるオフセット値を付与する。これによって、ＲＦ信号振幅差ΔN-S

を縮小化することができる。
　なおこのとき、図９（ｂ）を参照すると、この場合においてＲＦ信号振幅差ΔN-Sを縮
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小化するためのオフセット値は、参照光の位相を遅らせる方向へのオフセット値となるこ
とが分かる。
【０１２２】
　光路長サーボループに対して付与すべき具体的なオフセット値の導出手法としては、例
えば以下のような手法を挙げることができる。
　先ずは、先に例示したような信号光Ｓｉｇ_sizeNと信号光Ｓｉｇ_sizeSの電界ベクトル
で特定される２点を通る直線と直交する角度を求めるなどの手法によって、ＲＦ信号振幅
差ΔN-Sを縮小化するためのホモダイン測定軸の角度を求める。
　当該角度が求まれば、光路長サーボ系によって信号光と参照光との間に与えるべき位相
差の値（及びその極性）が求まるので、該位相差を付与することのできるオフセットの値
を求める。具体的には、予め光路長サーボループに与えるオフセットの値とそれによって
信号光と参照光との間に与えられる位相差との関係を表す情報（例えばテーブルや関数）
を求めておき、該情報から、上記のように求めた位相差を付与することのできるオフセッ
トの値を求めるようにするものである。
【０１２３】
　ところで、上記による説明では、マークサイズ変動が、通常サイズよりも小となるサイ
ズのマークのみが形成されるように生じることを前提としたが、マークサイズ変動として
は、通常サイズのマークよりも大となるサイズによるマークが形成されるようにして生じ
ることも想定され得る。
　このような場合としても、図９の場合と同様の考え方によって、ＲＦ信号振幅差を縮小
化するためのオフセットの値を求めるものとすればよい。
　この点について、図１０を参照して説明しておく。
【０１２４】
　図１０において、図１０（ａ）では、通常サイズマークの信号光Ｓｉｇ_sizeNの電界ベ
クトルと、小サイズマークの信号光Ｓｉｇ_sizeSの電界ベクトルと、通常サイズよりも大
となる大サイズマークの信号光Ｓｉｇ_sizeLの電界ベクトルと、光路長サーボによるホモ
ダイン測定軸との関係を直交位相空間上で示している。
【０１２５】
　先の図８より、大サイズマークの信号光Ｓｉｇ_sizeLは、その電界強度が通常サイズマ
ークの信号光Ｓｉｇ_sizeNの電界強度よりも大となり、且つその位相が信号光Ｓｉｇ_siz
eNよりも進んだものとなる。
　また、前述のようにマークサイズ変動は局所的に生じるため、この場合も光路長サーボ
によるホモダイン測定軸は、通常サイズによるマークの信号光Ｓｉｇ_sizeNの電界ベクト
ルの向きと一致するものとして示している（図示の複雑化防止のため）。
　このようなホモダイン測定軸と各電界ベクトルとの関係によると、それぞれホモダイン
測定軸への射影成分とみなすことのできる大サイズマークの信号光Ｓｉｇ_sizeLのＲＦ信
号振幅から小サイズマークのＲＦ信号振幅までのＲＦ信号振幅差は、図中のΔL-Sと示す
ようなものとなる。
【０１２６】
　この振幅差ΔL-Sを縮小化すべく、図１０（ｂ）に示すようなホモダイン測定軸の調整
を行う。
　ここで、この場合は先の図９の場合とは異なり、通常サイズ／小サイズの２種のサイズ
間の関係ではないので、ＲＦ信号振幅差を０とすることは不可能である。このため、例え
ば図のように小サイズマークと大サイズマークのＲＦ信号振幅差を０とするようなホモダ
イン測定軸の角度を設定する。
　このことで、小サイズマークのＲＦ信号振幅から大サイズマークのＲＦ信号振幅までの
振幅差が最小となるようにすることができる。
【０１２７】
　なお、上記による説明では、ＲＦ信号振幅差が最小となることを優先してホモダイン測
定軸の角度（ひいてはオフセットの値）を導出するものとしたが、光路長サーボループに



(25) JP 2012-69190 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

付与するオフセット値が過大となる場合には、サーボ制御を安定なものとすることが困難
となることから、実際においてオフセット値は、この点を考慮して設定すべきものとなる
。例えば、先に挙げた手法でＲＦ信号振幅差を最小とするように求めたオフセット値を付
与した場合に、図９（ｂ）などに示した「光路長サーボによるホモダイン測定軸」（一点
鎖線）とオフセット付与後のホモダイン測定軸（グレー線）との差が概ね４５°以上とな
ってしまう場合には、光路長エラー信号（図４（ｂ））のリニア区間を外れた位置でサー
ボをかけることに相当するので、安定したサーボ制御を行うことが実質的に不可能となっ
てしまう。このため、そのような場合には、サーボ制御の安定性が確保できる範囲内で、
ＲＦ信号振幅ができるだけ小となるようなオフセット値を設定することになる。
　なおこの点を考慮すると、光路長サーボループに対して与えるべきオフセット値として
は、少なくともＲＦ信号振幅差を縮小化できるものであればよいということが言える。
【０１２８】
　ここで、上記もしているように、マークサイズ変動に起因したＲＦ信号振幅差を縮小化
するようにホモダイン測定軸を調整するにあたっては、光路長サーボループに対して、所
定のオフセット値を付与するものとすればよい。
　そこで、図３に示した本実施の形態の再生装置では、光路長エラー信号を生成するロー
パスフィルタ６３と光路長サーボ回路６５との間に、加算部６４を挿入するものとしてい
る。
　この加算部６４は、ローパスフィルタ６３から入力される光路長エラー信号に対して、
予め設定された所定のオフセット値を加算し、その結果を光路長サーボ回路６５に対して
出力する。具体的に、当該所定のオフセット値は、先に説明した導出手法によって、マー
クサイズ変動に起因したＲＦ信号振幅差を少なくとも縮小化できるようにして求められた
オフセット値となる。
【０１２９】
　このような実施の形態としての再生装置の構成により、マークサイズ変動によるＲＦ信
号振幅差を縮小化して、より良好な再生性能が得られるようにすることができる。
【０１３０】
　なお、図９や図１０を参照して分かるように、本実施の形態の手法によりＲＦ信号振幅
差の縮小化を行った場合には、これを行わないとした場合と比較して、ＲＦ信号振幅の強
度が低下する傾向となることが分かる。
　このような本実施の形態の手法で生じるＲＦ信号振幅の低下が問題となる場合には、ホ
モダイン検波による信号増幅率（つまり参照光の光量）を増大化させることで対応すれば
よい。
【０１３１】
　＜２．第２の実施の形態＞
　 [2-1．再生装置の構成]

　続いて、第２の実施の形態について説明する。
　図１１は、第２の実施の形態としての再生装置全体の内部構成を示した図である。
　なお第２の実施の形態において、光学ピックアップＯＰの内部構成については第１の実
施の形態の場合と同様となるため改めての図示による説明は省略する。
　図１１においても、先の図３と同様に光学ピックアップＯＰ内の構成については録再用
レーザ１０、レンズ駆動部１６、２軸アクチュエータ２０、及び１軸アクチュエータ２３
のみを抽出して示している。
　また図１１においても図３の場合と同様に、スピンドルモータ５０の図示は省略してい
る。
　なお図１１において、既に第１の実施の形態で説明済みとなった部分については同一の
符号を付して説明を省略する。
【０１３２】
　先の図３と比較して分かるように、第２の実施の形態の再生装置は、第１の実施の形態
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の再生装置が備えていた記録処理部５１に代えて多値記録処理部７０が備えられ、また再
生処理部５５に代えて多値再生処理部７１が備えられたものとなる。
【０１３３】
　多値記録処理部７０は、入力される記録データについて多値変調処理を施し、該多値変
調処理で得られた多値符号列に基づく記録パルス信号Ｒｃｐ’を生成する。そして該記録
パルス信号Ｒｃｐ’に基づき録再用レーザ１０を発光駆動する。
【０１３４】
　図１２は、多値記録処理部７０による多値変調処理によって実現される多値記録の具体
例について説明するための図である。
　図１２において、図１２（ａ）はこの場合の多値変調処理で得られる多値符号の別を示
し、図１２（ｂ）は多値符号ごとの記録パルスの別を示し、図１２（ｃ）は多値符号ごと
の記録マークの別を示している。
【０１３５】
　先ず、この図１２を参照して分かるように、この場合の多値変調は２値（「０」「１」
）から４値（「００」「０１」「１０」「１１」）への多値変調となる。
　図のように多値符号ごとの記録パルスの振幅は、「００」が最低で、「０１」「１０」
「１１」の順で徐々に大となるように設定している。
　これによって、符号「００」に対応してはマークが非形成、符号「０１」に対応しては
小サイズマーク、符号「１０」に対応しては中サイズマーク、符号「１１」に対応しては
大サイズマークが形成されるものとなる。
　このようにして、この場合の多値記録は、符号ごとに形成されるマークのサイズを変調
するようにして行われる。
【０１３６】
　説明を図１１に戻す。
　上記のようなマークサイズ変調による多値記録が行われることに伴い、この場合のＲＦ
信号としては、その振幅レベルとして多値符号の数と同数の振幅レベルを有することにな
る。
　多値再生処理部７１は、ＲＦ信号から多値符号の別を判定し、その結果に基づき多値→
２値の復調処理を行って記録データを復元した再生データを得る。
【０１３７】
　 [2-2．オフセット付与]

　ここで、上記のようなマークサイズ変調による多値記録を行う場合にあっても、第１の
実施の形態の場合と同様の理由でマークサイズのコントロールが困難となることが予想さ
れ、それぞれのマーク間のサイズ差が不揃いとなって、それらのＲＦ信号振幅の差を十分
に確保することが困難となる虞がある。つまりその結果、多値の再生性能（各値の判別性
能）の低下を招く虞がある。
　この点を考慮すると、多値記録を行う際には、個々のサイズのマークについてのＲＦ信
号振幅差を強調できることが望ましい。
【０１３８】
　そこで第２の実施の形態では、ＲＦ信号振幅差が強調される方向にホモダイン測定軸を
変化させるようにして、光路長サーボループに対するオフセットの付与を行う。
【０１３９】
　図１３は、第２の実施の形態のオフセット付与について説明するための図である。
　図１３において、図１３（ａ）は符号「０１」に対応するマークについての信号光Ｓｉ
ｇ（Ｓｉｇ_01とする）の電界ベクトルと、符号「１０」に対応するマークについての信
号光Ｓｉｇ（Ｓｉｇ_10とする）の電界ベクトルと、符号「１１」に対応するマークにつ
いての信号光Ｓｉｇ（Ｓｉｇ_11とする）の電界ベクトルと、光路長サーボによるホモダ
イン測定軸との関係を直交位相空間上で表し、図１３（ｂ）は、これらの各電界ベクトル
とオフセット付与後のホモダイン測定軸との関係を同様に直交位相空間上で表している。
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　なお、図１３においても図示の都合上、参照光Ｒｅｆの電界ベクトルの図示は省略する
ものとしている。
　また図１３において、符号「０１」「１０」「１１」の各マークのサイズはその理想サ
イズであるとする。
【０１４０】
　先ず、前述のように符号「０１」「１０」「１１」の各マークは、同順でそのサイズが
大となるので、これらの信号光Ｓｉｇの電界強度としても同順で大となり、また位相は、
同順で徐々に進んでいく関係となる。
【０１４１】
　またこの場合、光路長サーボ（制御目標値＝０）によるホモダイン測定軸については、
図示の複雑化防止のため、図１３（ａ）に示すように符号「１０」のマークの信号光Ｓｉ
ｇ_10の電界ベクトルの向きと一致するものとして示している。
　なお、多値記録に伴うマークサイズの変化は、局所的なものではない。また、この場合
も光路長サーボとしては、ＲＦ信号を平均化（ＬＰＦ）したものに相当する光路長エラー
信号に基づいて行われる。これらの点より、光路長サーボによるホモダイン測定軸の実際
の向きは、振幅最大となる符号「１１」に対応するマークについての信号光Ｓｉｇ_11と
符号「００」に対応する信号光Ｓｉｇとの中間成分の電界ベクトルの向きと概ね一致する
ことになる。
【０１４２】
　図中のホモダイン測定軸と各電界ベクトルとの関係によれば、図１３（ａ）の場合にお
ける符号「０１」のマークと符号「１０」のマークとの間のＲＦ信号振幅差は、図中のΔ
１と示すものとなり、また符号「１０」のマークと符号「１１」のマークとの間のＲＦ信
号振幅差は、図中のΔ２と示すものとなる。
【０１４３】
　この図１３（ａ）に示す状態から、第２の実施の形態では、光路長サーボループに対す
るオフセット付与によって、ホモダイン測定軸を図１３（ｂ）に示すように変化させる。
　具体的には、先の第１の実施の形態ではマークサイズ差に起因するＲＦ信号振幅差の縮
小化のため参照光の位相を遅らせる方向のオフセット付与を行うものとしていたのに対し
、本実施の形態では、逆に参照光の位相を進ませる方向のオフセット付与を行うものであ
る。
【０１４４】
　図１３（ｂ）では、このようなオフセット付与によるホモダイン測定軸シフトの具体例
として、符号「０１」のマークと符号「１１」のマークとの間のＲＦ信号振幅差（Δ１＋
Δ２）が最大となるようにする例を示している。
　この場合のホモダイン測定軸の角度（つまり信号光に対する参照光の位相差）は、符号
「０１」のマークの信号光Ｓｉｇ_01の電界ベクトルで特定される点と、符号「１１」の
マークの信号光Ｓｉｇ_11の電界ベクトルで特定される点の２点を通る直線と直交する関
係にある直線の角度として求めることになる。
【０１４５】
　このように、多値記録によって形成され得るマークサイズのうちでサイズ最小となる符
号「０１」のマークとサイズ最大となる符号「１１」のマークとの間のＲＦ信号振幅差（
Δ１＋Δ２）が最大となるようなオフセット付与を行うことで、各マーク間のＲＦ信号振
幅差Δ（この場合はΔ１とΔ２）が最大限拡大されるようにできる。
【０１４６】
　ここで、図１３（ａ）（ｂ）を参照すると、ホモダイン測定軸を光路長サーボ時（目標
値＝０）の向きから位相を進ませる方向に僅かでも変化させれば、Δ１とΔ２とが拡大さ
れることが分かる。このこともからも理解されるように、各マーク間のＲＦ信号振幅差を
拡大させるにあたっては、少なくとも参照光の位相を進ませるようなオフセットの付与を
行うものとすればよい。
【０１４７】
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　なおこの場合も、例えば上記のようなホモダイン測定軸の角度に基づく導出手法によっ
てＲＦ信号振幅差を拡大するための参照光の位相差の値を求めれば、当該位相差の値に基
づいて、先の第１の実施の形態と同様の手法で光路長サーボループに付与すべきオフセッ
ト値を求めることができる。
　第２の実施の形態の再生装置には、このようにして求めたオフセット値が予め設定され
ることになる。
【０１４８】
　具体的に、図１１に示した第２の実施の形態の再生装置においては、加算部６４に対し
て、上記のようにして予め設定されたオフセット値（つまり、少なくとも各マーク間のＲ
Ｆ信号振幅差を拡大できるようにして求められたオフセット値）が入力され、これにより
当該オフセット値が、ローパスフィルタ６３から出力される光路長エラー信号に対して加
算されるようになる。
　このような構成により、多値記録で形成される各マークのサイズがばらつく場合にも、
各マーク間のＲＦ信号振幅差が拡大されるようにでき、その結果、多値再生処理部７１に
おける多値判定の精度を向上させて、再生性能の向上を図ることができる。
【０１４９】
　＜３．変形例＞

　以上、本発明の各実施の形態について説明したが、本発明としてはこれまでで説明した
具体例に限定されるべきものではない。
　例えば光学系の構成は、実際の実施形態に応じて適宜最適とされる構成が採られればよ
く、本発明の範囲内において適宜変更が可能である。
【０１５０】
　また、これまでの説明では、ＲＦ信号振幅差の縮小／拡大のためのオフセットの付与は
、光路長エラー信号に対して行う場合を例示したが、オフセットの付与は少なくとも光路
長サーボループ内において行われればよく、例えば駆動信号Ｄdsにオフセットを付与する
構成などとすることもできる。
【０１５１】
　また、本発明の再生装置において、参照光ミラー系の構成は、次の図１４に示すような
変形例としての構成とすることもできる。
　なお図１４において、既にこれまでで説明済みとなった部分と同様の部分については同
一符号を付して説明を省略する。
　図１４に示す変形例としての再生装置においては、先の図２におけるミラー２２及び１
軸アクチュエータ２３で構成されていたミラー系に代えて、凸レンズ８０、凹レンズ８１
、ミラー８２、及び１軸アクチュエータ８３を備えたミラー系が設けられる。
【０１５２】
　この変形例としてのミラー系によれば、図のように凸レンズ８０及び凹レンズ８１によ
って参照光のビーム径を絞ることができ、これによってミラー８２としては図２に示すミ
ラー２２よりも小型化することができる。そしてこのようにミラーの小型化が図られるこ
とで、１軸アクチュエータ８３としては、１軸アクチュエータ２３よりも高速応答が可能
となる。つまりその分、サーボの取れ残りを小さくすることができ、より安定した光路長
サーボを実現できる。
　また、このように光路長サーボの安定化が図られれば、その分、大きなオフセットを付
与したとしてもサーボ外れが発生する可能性を低くすることができる。換言すれば、図１
４に示すミラー系の構成とすれば、付与可能なオフセットの上限値（絶対値）の拡大化を
図ることができる。
【０１５３】
　また、これまでの説明では、光路長サーボループに付与するオフセットとして固定値を
用いる場合のみを例示したが、オフセット値は、例えばメディアの種類などに応じて可変
的に設定することもできる。
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　ここで、ＲＦ信号振幅差の縮小／拡大にあたり付与すべきオフセット値は、メディア種
類（バルク層５の材料の種類）や情報記録層位置Ｌの差などによって適切とされる値が異
なることが予想される。
　そこで、このように適切とされるオフセット値が異なることが予想される所定の条件ご
とにそれぞれ対応するオフセット値が付与されるべく、オフセット値を可変設定できるよ
うにする。
【０１５４】
　図１５は、オフセット値を可変設定する変形例としての再生装置の構成について説明す
るための図である。
　なお図１５においても既に説明済みとなった部分については同一符号を付して説明を省
略する。またこの図１５では上記所定の条件の一例として、メディア種類の差を条件とし
た場合の例について説明する。
【０１５５】
　この場合の再生装置には、メディア・オフセット対応情報８６ａが記憶されたメモリ８
６が設けられる。
　メディア・オフセット対応情報８６ａは、バルク型記録媒体１のメディア種類ごとに適
切とされるオフセット値をそれぞれ対応づけた情報となる。このメディア・オフセット対
応情報８６ａに格納すべきメディア種類ごとのオフセットの値については、予め、先に実
施の形態で説明したものと同様の手法でそれぞれ求めておく。
【０１５６】
　また、この場合の再生装置には、上記メモリ８６と共に、コントローラ８５が設けられ
る。このコントローラ８５としても、先のコントローラ６６と同様にマイクロコンピュー
タで構成され、再生装置の全体制御を行う。
　特にこの場合のコントローラ６６は、再生装置に装填されたバルク型記録媒体１からの
、メディア種類を示す情報（或いはメディア種類を特定可能な情報：総括してメディア種
類特定情報と称する）の読み出しを実行させ、当該メディア種類特定情報の内容に基づき
、メディア・オフセット対応情報８６ａから該当するオフセットの値（つまり上記装填さ
れたバルク型記録媒体１のメディア種類に対応するオフセットの値）を取得する。そして
、当該取得したオフセットの値を加算部６４に与える。
【０１５７】
　これにより、光路長サーボループに対し、装填されたバルク型記録媒体１のメディア種
類に応じた適切とされるオフセット値が付与されるようにでき、結果、メディア種類の差
に依らず、再生性能の向上が図られるようにできる。
【０１５８】
　なお確認のため述べておくと、このようにオフセット値を可変設定する変形例は、上記
のミラー系を変更した変形例の場合にも適用可能である。
　また図１５では第１の実施の形態の再生装置に適用した場合の構成を示したが、勿論、
多値記録を行う第２の実施の形態の場合にも適用可能である。
【符号の説明】
【０１５９】
　１　バルク型記録媒体、２　カバー層、３　選択反射膜、４　中間層、５　バルク層、
１０　録再用レーザ、１１,４３　コリメーションレンズ、１２,２９　１／２波長板、１
３,３０,３７,４４　偏光ビームスプリッタ、１４　固定レンズ、１５　可動レンズ、１
６　レンズ駆動部、１７　ダイクロイックプリズム、１８,２１,３５　１／４波長板、１
９　対物レンズ、２０　２軸アクチュエータ、２２,８２　ミラー、２３,８３　１軸アク
チュエータ、２４,２８　（無偏光）ビームスプリッタ、２５　参照光除去部、２６,３１
,３３,３８,４０,４４　集光レンズ、２７　位置制御用受光部、３２　第１ホモダイン検
波用受光部、３４　第２ホモダイン検波用受光部、３９　第１光路長サーボ用受光部、４
１　第２光路長サーボ用受光部、４２　サーボ用レーザ、４６　サーボ光用受光部、５０
　スピンドルモータ（ＳＰＭ）、５１　記録処理部、５２,６０　第１信号生成回路、５
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３,６１　第２信号生成回路、５４,６２　減算部、５５　再生処理部、５６,５８　エラ
ー信号生成回路、５７　録再光用サーボ回路、５９　サーボ光用サーボ回路、６３　ロー
パスフィルタ（ＬＰＦ）、６４　加算部、６５　光路長サーボ回路、ＯＰ　光学ピックア
ップ、６６,８５　コントローラ、８０　凸レンズ、８１　凹レンズ、８６　メモリ、８
６ａ　メディア・オフセット対応情報
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【図８】 【図１１】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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【図６】
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【図９】
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【図１０】
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【図１３】
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