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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアに対し光を照射させるレンズと、
　前記レンズを少なくとも前記レンズの光軸方向に略沿って駆動させる第一フォーカス／
チルトコイルおよび第二フォーカス／チルトコイルと、
　前記レンズを前記メディアの半径方向に略沿って駆動させるトラッキングコイルと、
　を少なくとも備え、
　前記メディアの信号の読出し及び／又は前記メディアに信号の書込みが可能とされたピ
ックアップ装置であって、
　前記第一フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信号をＦＯ１と定め、
　前記第二フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信号をＦＯ２と定め、
　前記メディアに対して前記レンズの前記光軸方向に略沿った前記光の焦点ずれが生じた
ときに検出されるフォーカスエラー信号をＦＥと定め、
　前記メディアに対して前記メディアの前記半径方向に略沿った前記光の焦点ずれが生じ
たときに検出されるトラッキングエラー信号をＴＥと定め、
　前記メディアに対して前記光の焦点角度ずれが生じたときに前記対物レンズの角度ずれ
を補正させる補正チルト量信号をＴＩＬＴと定めたときに、
　前記第一フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信号ＦＯ１は、ＦＯ１＝（Ａ１１
×ＦＥ）＋（Ａ１２×ＴＩＬＴ）＋（Ａ１３×ＴＥ）に基づいて定められ、
　前記第二フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信号ＦＯ２は、ＦＯ２＝（Ａ２１
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×ＦＥ）＋（Ａ２２×ＴＩＬＴ）＋（Ａ２３×ＴＥ）に基づいて定められ、
　前記レンズを前記メディアの半径方向に略沿って駆動させる場合に、
　前記第一フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信号ＦＯ１の生成に用いられるト
ラッキングエラー信号ＴＥ及び前記第二フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信号
ＦＯ２の生成に用いられるトラッキングエラー信号ＴＥにそれぞれ乗算する係数Ａ１３，
Ａ２３が零を除く正負逆の値とされることを特徴とするピックアップ装置。
（但し、駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２の式中の係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ２１，Ａ２２
，Ａ２３は、任意の値とされる。）
【請求項２】
　前記レンズを前記メディアの半径方向に略沿って駆動させる場合において、更に任意の
値の係数Ａ１４を乗算したトラッキングエラー信号ＴＥの２乗を加えて前記第一フォーカ
ス／チルトコイルに入力される駆動信号ＦＯ１が生成されるようにすると共に、更に任意
の値の係数Ａ２４を乗算したトラッキングエラー信号ＴＥの２乗を加えて前記第二フォー
カス／チルトコイルに入力される駆動信号ＦＯ２が生成されるようにしたことを特徴とす
る請求項１に記載のピックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば各種光ディスク等の各種メディアに記録されたデータ、情報、信号を
再生させたり、書込み可能もしくは書換え可能な各種光ディスク等の各種メディアにデー
タ、情報、信号を記録させたりすることが可能なピックアップ装置およびそれを備えるデ
ィスク装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光ピックアップ装置から出射されるレーザ光（LASER：light amplification by stimul
atedemission of radiation）によって、光ディスク等のメディアに記録された信号等が
再生される。また、光ピックアップ装置から出射されるレーザ光によって、光ディスク等
のメディアに信号等が記録される。光ピックアップ装置は、光ディスク等のメディアを収
容可能な光ディスク装置に内装されている。
【０００３】
　光ピックアップ装置を構成するアクチュエータにおいては、アクチュエータ可動主体部
の重心と、アクチュエータ可動主体部が例えば１Ｈｚ（ヘルツ）程度の周波数で静的にロ
ーリングするときの回動中心とに、電磁力作用点を一致させるようにトラッキングコイル
を配置させるという制約がある。この制約は、例えばチルト用コイル部分にトラッキング
コイルの一部を配線することで解決される。
【０００４】
　また、例えば、マグネットの着磁パターンが工夫されると共に、フォーカスコイル、ト
ラッキングコイル、チルトコイルの配置が工夫されることにより、部品数が少なく、小型
化が可能で、応答性に優れた光ピックアップ装置を構成可能とさせたものが紹介されてい
る（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００６－２４２７７号公報（第１，５頁、第１－７図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の光ピックアップ装置にあっては、チルト用コイル部分にトラ
ッキングコイルの一部を配線することが難しく、このように光ピックアップ装置を製造す
ると、費用がかさむという欠点が問題とされていた。また、光ピックアップ装置の価格が
上がると、これに伴って光ディスク装置の価格も上がることが懸念されていた。
【０００６】
　また、従来の光ピックアップ装置にあっては、ピックアップ装置のアクチュエータ可動
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主体部の例えばＩＯ不良や、ピックアップ装置の動作時におけるレンズなどを有するアク
チュエータ可動主体部のローリングの発生が問題とされていた。この明細書におけるＩＯ
（incremental object）とは、例えば物に力をゆっくりかけっ放しにさせたときに物に生
じる静的な傾きを意味する。また、ここでのローリング（rolling）とは、例えばローリ
ング固有振動数とされたときの共振状態を意味する。また、従来の光ピックアップ装置の
前記各問題が解決された光ピックアップ装置を備える光ディスク装置が渇望されている。
【０００７】
　本発明は、上記した点に鑑み、ＩＯ不良、ローリングの発生を回避可能なピックアップ
装置およびそれを備えるディスク装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の請求項１に係るピックアップ装置は、メディアに対し光を照射させるレンズと
、前記レンズを少なくとも前記レンズの光軸方向に略沿って駆動させる第一フォーカス／
チルトコイルおよび第二フォーカス／チルトコイルと、前記レンズを前記メディアの半径
方向に略沿って駆動させるトラッキングコイルと、を少なくとも備え、前記メディアの信
号の読出し及び／又は前記メディアに信号の書込みが可能とされたピックアップ装置であ
って、前記第一フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信号をＦＯ１と定め、前記第
二フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信号をＦＯ２と定め、前記トラッキングコ
イルに入力される駆動信号をＴＲと定め、前記メディアに対して前記レンズの前記光軸方
向に略沿った前記光の焦点ずれが生じたときに検出されるフォーカスエラー信号をＦＥと
定め、前記メディアに対して前記メディアの前記半径方向に略沿った前記光の焦点ずれが
生じたときに検出されるトラッキングエラー信号をＴＥと定め、前記メディアに対して前
記光の焦点角度ずれが生じたときに前記対物レンズの角度ずれを補正させる補正チルト量
信号をＴＩＬＴと定めたときに、前記第一フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信
号ＦＯ１は、ＦＯ１＝（Ａ１１×ＦＥ）＋（Ａ１２×ＴＩＬＴ）＋（Ａ１３×ＴＥ）に基
づいて定められ、前記第二フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信号ＦＯ２は、Ｆ
Ｏ２＝（Ａ２１×ＦＥ）＋（Ａ２２×ＴＩＬＴ）＋（Ａ２３×ＴＥ）に基づいて定められ
、前記レンズを前記メディアの半径方向に略沿って駆動させる場合に、前記第一フォーカ
ス／チルトコイルに入力される駆動信号ＦＯ１の生成に用いられるトラッキングエラー信
号ＴＥ及び前記第二フォーカス／チルトコイルに入力される駆動信号ＦＯ２の生成に用い
られるトラッキングエラー信号ＴＥにそれぞれ乗算する係数Ａ１３，Ａ２３が零を除く正
負逆の値とされることを特徴とする。
（但し、駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２の式中の係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ２１，Ａ２２
，Ａ２３は、任意の値とされる。）
【００１５】
　上記構成により、例えばピックアップ装置の製造工程における誤差によって生じるピッ
クアップ装置の例えばＩＯ不良や、ピックアップ装置の動作時におけるレンズのローリン
グの発生は、回避される。ＩＯとは、例えば物に力をゆっくりかけっ放しにさせたときに
物に生じる静的な傾きを意味する。また、この発明におけるローリングとは、例えばロー
リング固有振動数とされたときの共振状態を意味する。
【００１８】
　請求項２に係るピックアップ装置は、請求項１に記載のピックアップ装置において、レ
ンズをメディアの半径方向に略沿って駆動させる場合に、更に任意の値の係数Ａ１４を乗
算したトラッキングエラー信号ＴＥの２乗を加えて前記第一フォーカス／チルトコイルに
入力される駆動信号ＦＯ１が生成されるようにすると共に、更に任意の値の係数Ａ２４を
乗算したトラッキングエラー信号ＴＥの２乗を加えて前記第二フォーカス／チルトコイル
に入力される駆動信号ＦＯ２が生成されるようにしたことを特徴とする。
【００１９】
　上記構成により、例えば、メディアの半径方向に略沿った方向とされるトラッキング方
向に略沿ってピックアップ装置のレンズを駆動させるときに、ピックアップ装置のレンズ
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にローリングが生じるということは、回避される。第一フォーカス／チルトコイルと、第
二フォーカス／チルトコイルと、トラッキングコイルとの三つのコイルに対応して、三極
磁性部材が並設されて構成されたピックアップ装置においては、メディアの半径方向に略
沿った方向とされるトラッキング方向に略沿って、ピックアップ装置のトラッキングコイ
ルを駆動させるときに、レンズの光軸方向に略沿った方向とされるフォーカス方向に略沿
って、第一フォーカス／チルトコイルと、第二フォーカス／チルトコイルとに不要な駆動
力が生じることが懸念されていた。しかしながら、トラッキング方向に略沿ってピックア
ップ装置のレンズを駆動させるときに、ピックアップ装置のレンズにローリングが生じよ
うとされた場合に、フォーカスエラー信号ＦＥ及びトラッキングエラー信号ＴＥに加えて
トラッキングエラー信号ＴＥの２乗に基づいて生成される駆動信号ＦＯ１を第一フォーカ
ス／チルトコイルに入力させると共に、フォーカスエラー信号ＦＥ及びトラッキングエラ
ー信号ＴＥに加えてトラッキングエラー信号ＴＥの２乗に基づいて生成される駆動信号Ｆ
Ｏ２を第二フォーカス／チルトコイルに入力させることにより、第一フォーカス／チルト
コイルに生じる不要な駆動力と、第二フォーカス／チルトコイルに生じる不要な駆動力と
が取り消される。従って、ピックアップ装置のレンズにローリングが生じるということは
、回避される。
【発明の効果】
【００３５】
　請求項１及び２に記載の発明によれば、例えば、メディアの半径方向に略沿った方向と
されるトラッキング方向に略沿ってピックアップ装置のレンズを駆動させるときに、ピッ
クアップ装置のレンズにローリングが生じるということを回避させることができる。メデ
ィアの半径方向に略沿った方向とされるトラッキング方向に略沿って、ピックアップ装置
のトラッキングコイルを駆動させるときに、レンズの光軸方向に略沿った方向とされるフ
ォーカス方向に略沿って、第一フォーカス／チルトコイルと、第二フォーカス／チルトコ
イルとに不要な駆動力が生じることが懸念されていた。しかしながら、トラッキング方向
に略沿ってピックアップ装置のレンズを駆動させるときに、ピックアップ装置のレンズに
ローリングが生じようとされた場合に、前記第一フォーカス／チルトコイルに入力される
駆動信号ＦＯ１をＦＯ１＝（Ａ１１×ＦＥ）＋（Ａ１２×ＴＩＬＴ）＋（Ａ１３×ＴＥ）
に基づいて定められるようにすると共に、前記第二フォーカス／チルトコイルに入力され
る駆動信号ＦＯ２をＦＯ２＝（Ａ２１×ＦＥ）＋（Ａ２２×ＴＩＬＴ）＋（Ａ２３×ＴＥ
）に基づいて定められるようにし、かつ前記第一フォーカス／チルトコイルに入力される
駆動信号ＦＯ１の生成に用いられるトラッキングエラー信号ＴＥ及び前記第二フォーカス
／チルトコイルに入力される駆動信号ＦＯ２の生成に用いられるトラッキングエラー信号
ＴＥにそれぞれ乗算する係数Ａ１３，Ａ２３が零を除く正負逆の値に定められてそれぞれ
生成される前記駆動信号ＦＯ１を第一フォーカス／チルトコイルに入力させると共に、前
記駆動信号ＦＯ２を第二フォーカス／チルトコイルに入力させることにより、第一フォー
カス／チルトコイルに生じる不要な駆動力と、第二フォーカス／チルトコイルに生じる不
要な駆動力とが取り消される。従って、ピックアップ装置のレンズにローリングが生じる
ということは、回避される。
　更に、フォーカスエラー信号ＦＥ及びトラッキングエラー信号ＴＥに加えてトラッキン
グエラー信号ＴＥの２乗に基づいて生成される駆動信号ＦＯ１を第一フォーカス／チルト
コイルに入力させると共に、フォーカスエラー信号ＦＥ及びトラッキングエラー信号ＴＥ
に加えてトラッキングエラー信号ＴＥの２乗に基づいて生成される駆動信号ＦＯ２を第二
フォーカス／チルトコイルに入力させることにより、第一フォーカス／チルトコイルに生
じる不要な駆動力と、第二フォーカス／チルトコイルに生じる不要な駆動力とが取り消さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下に本発明に係るピックアップ装置およびそれを備えるディスク装置の実施形態を図
面に基づいて詳細に説明する。
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【実施例１】
【００４２】
　図１～図９は、本発明に係るピックアップ装置の第一の実施形態に関するものを示す図
、図１０，図１１は、本発明に係るディスク装置の第一の実施形態に関するものを示す図
である。
【００４３】
　図１～図９は、本発明に係るピックアップ装置の第一の実施形態を分かり易く説明する
ために、便宜上、描かれた図とされている。また、図１０，図１１は、本発明に係るディ
スク装置の第一の実施形態を分かり易く説明するために、便宜上、描かれた図とされてい
る。各図について詳しく説明すると、図１～図７は、ピックアップ装置２のアクチュエー
タ８０を構成するアクチュエータ主体部７０の回動中心軸貫通部７５側からアクチュエー
タ主体部７０を側面視したときのピックアップ装置２のアクチュエータ主体部７０を示す
説明図である。図１～図７は、線状支持部材６１，６２，６３，６４，６５，６６の延設
方向に略沿った側からアクチュエータ主体部７０を眺めた状態を示す側面図である。
【００４４】
　先ず、光ピックアップ装置２およびその制御方法について説明する。
【００４５】
　この光ピックアップ装置２（図１，図１０）は、ディスク２００（図１０）等の各種メ
ディア２００に対しレーザ光Ａを絞り込ませて照射させる合成樹脂製もしくはガラス製の
第一対物レンズ１１（図１）および合成樹脂製もしくはガラス製の第二対物レンズ１２を
備える。この光ピックアップ装置２は、一対の対物レンズ１１，１２を備えている。
【００４６】
　光ピックアップ装置２は、各種光ディスク２００（図１０）等の各種メディア２００に
記録されたデータ、情報、信号を再生させたり、書込み可能もしくは書換え可能な各種光
ディスク２００等の各種メディア２００にデータ、情報、信号を記録させたりするものと
されている。また、光ピックアップ装置２は、例えば、「ＣＤ」（Compact Disc）（商標
）系列のメディアと、「ＤＶＤ」（登録商標）（Digital Versatile Disc）系列のメディ
アと、「ＨＤ　ＤＶＤ」（High Definition DVD）（登録商標）系列のメディアと、「Blu
-ray Disc」（登録商標）系列のメディアとに対応したものとされる。光ピックアップ装
置２は、例えば、上記各種メディア２００からなる群から選ばれる少なくとも一種のメデ
ィア２００に対応したものとされている。具体的に説明すると、光ピックアップ装置２は
、上記複数の何れかのメディア２００に対応したものとされている。光ピックアップ（op
tical pickup）または光ピックアップ装置（optical pickup unit）は、例えば「ＯＰＵ
」と略称される。また、メディア（media）とは、例えば、データ、情報、信号などが保
存されるディスク等を意味する。また、対物レンズ（objective lens）は、「ＯＢＬ」と
略称される。
【００４７】
　また、このＯＰＵ２（図１）は、略矩形平板状の一枚の天壁２１と、天壁２１に略直交
する略矩形平板状の四枚の側壁２２，２３，２４，２５と、を有し、二つのＯＢＬ１１，
１２が略矩形平板状の天壁２１に装着される略矩形箱状をした２ピース構造の合成樹脂製
のレンズホルダ２０を備える。例えば、略矩形平板状の前後一対の両側壁２２，２５が略
平行に向かい合わせられると共に、略矩形平板状の左右一対の両側壁２３，２４が略平行
に向かい合わせられ、且つ、前後一対の両側壁２２，２５に対して左右一対の両側壁２３
，２４が略直交して位置し、さらに、各側壁２２，２３，２４，２５に略直交する略矩形
平板状の一枚の天壁２１が各側壁２２，２３，２４，２５の上側に位置することで、略矩
形箱状をしたレンズホルダ２０が構成される。
【００４８】
　また、このＯＰＵ２は、複数のＯＢＬ１１，１２を有するレンズホルダ２０を駆動させ
るための差動アクチュエータ８０を構成し、略矩形箱状をしたレンズホルダ２０の互いに
向かい合う略矩形横長平板状の両側壁２２，２５の略両端部２６，２７に前後左右一対ず
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つ装着され、複数のＯＢＬ１１，１２を有するレンズホルダ２０をＯＢＬ１１，１２の光
軸方向Ｄｆに略沿って駆動させたり揺動方向Ｄｔに略沿って駆動させたりする略矩形環状
の第一フォーカス／チルトコイル３１および略矩形環状の第一フォーカス／チルトコイル
３１に略並設された略矩形環状の第二フォーカス／チルトコイル３２を備える。
【００４９】
　また、このＯＰＵ２は、複数のＯＢＬ１１，１２を有するレンズホルダ２０を駆動させ
るための差動アクチュエータ８０を構成し、略矩形箱状をしたレンズホルダ２０の互いに
向かい合う両側壁２２，２５の略中央部２８に前後一対装着されて、略矩形環状の第一フ
ォーカス／チルトコイル３１と、略矩形環状の第二フォーカス／チルトコイル３２との間
に略並設され、複数のＯＢＬ１１，１２を有するレンズホルダ２０を光ディスクの半径方
向Ｄｒに略沿って駆動させる略矩形環状のトラッキングコイル３３を備える。
【００５０】
　ここで各方向について説明すると、ＯＢＬ１１，１２の光軸方向Ｄｆに略沿った方向と
されるフォーカス方向Ｄｆが例えば第一方向とされる。また、光ディスクの半径方向Ｄｒ
に略沿った方向とされるトラッキング方向Ｄｒが例えば第二方向とされる。また、ＯＢＬ
１１，１２等を有するレンズホルダ２０等の揺動方向Ｄｔに略沿った方向とされるチルト
方向Ｄｔが例えば第三方向とされる。また、フォーカス方向Ｄｆとトラッキング方向Ｄｒ
とに直交する方向とされるタンジェンシャル方向Ｄｃが例えば第四方向とされる。なお、
この明細書における各方向等の定義は、各種光ディスクに対応するＯＰＵ２や、各種光デ
ィスクが内装されるＯＰＵ２を備えた光ディスク装置１等を説明するための便宜上の定義
とされている。
【００５１】
　アルミニウム材料もしくはアルミニウム合金材料などの軽金属を含む材料が用いられて
、コイル３１，３２，３３を構成する素線が形成される。また、軽量化が図られ易い銅ク
ラッドアルミ線が用いられ、これにエナメル材などの絶縁材が被覆された融着性エナメル
付銅クラッドアルミ線（ＣＣＡＷ：Copper-Clad Aluminum Wire）が用いられて、各駆動
用コイル３１，３２，３３が構成される。融着性エナメルＣＣＡＷは、導線主体部を構成
するアルミニウム、アルミニウム合金材と、導線主体部の外層部を構成する銅材と、銅材
の外周部を構成するエナメル材などの絶縁材および／または融着材と、を備えて構成され
る（何れも図示せず）。絶縁材により形成される皮膜は、例えば、ポリウレタン樹脂、Ｂ
種はんだ付けエナメル樹脂、はんだ付けポリエステルイミド樹脂などが用いられて形成さ
れる。また、融着材による皮膜は、例えば、アルコール接着型樹脂、熱風接着型樹脂など
が用いられて形成される。アルミニウム材料もしくはアルミニウム合金材料などの軽金属
を含むコイル用素線として、例えば東京特殊電線社製：エナメル銅クラッドアルミ線など
が挙げられる。
【００５２】
　ＯＰＵ２の設計／仕様などにより、例えば、コイル３１，３２，３３に代えて、他の形
態のコイル（図示せず）が用いられてもよい。例えば、コイル（３１，３２，３３）とし
て、ガラス層部や、エポキシ樹脂層部などの樹脂層部などを備える基板に、回路導体が鍍
金処理されて構成されたコイルが用いられてもよい。例えば、このようなコイルとされる
プリントコイルが用いられてもよい。なお、この明細書における符号に付けられた括弧（
　）は、図示等されたものと若干異なるものを説明するために、便宜上、用いられている
。プリントコイル（３１，３２，３３）が用いられることにより、コイル（３１，３２，
３３）は、レンズホルダ（２０）に装着され易くなる。基板に回路導体が鍍金処理されて
構成されたコイル（３１，３２，３３）が用いられることにより、レンズホルダ（２０）
に対するコイル（３１，３２，３３）の装着作業は行われ易くなる。レンズホルダ（２０
）に対するコイル（３１，３２，３３）の装着作業が行われ易くなることにより、ＯＰＵ
（２）の組立作業は、容易に行われる。ＯＰＵ（２）の組立作業が容易に行われることに
より、ＯＰＵ（２）の価格低減化が図られる。プリントコイルとして、例えば旭化成エレ
クトロニクス社製：ＦＰコイル（登録商標）などが挙げられる。
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【００５３】
　また、このＯＰＵ２は、略矩形箱状をしたレンズホルダ２０の互いに向かい合う略矩形
平板状の左右両側壁２３，２４に装備され、レンズホルダ２０を弾性支持する六本の略線
状をした金属製の支持部材６１，６２，６３，６４，６５，６６いわゆる略線状をした金
属製のサスペンションワイヤ６１，６２，６３，６４，６５，６６を備える。例えば、Ｏ
ＰＵ２を構成するレンズホルダ２０等のチルト回動中心軸貫通部７５側からレンズホルダ
２０等を側面視した際に、略線状の各サスペンションワイヤ６１，６２，６３，６４，６
５，６６は、ＯＢＬ１１，１２の光軸方向Ｄｆに略沿った方向とされるフォーカス方向Ｄ
ｆと、光ディスクの半径方向Ｄｒに略沿った方向とされるトラッキング方向Ｄｒと、に直
交する方向とされるタンジェンシャル方向Ｄｃたとえばチルト回動中心軸延伸方向Ｄｃに
略沿って延設される。また、略線状の各サスペンションワイヤ６１，６２，６３，６４，
６５，６６は、例えば、燐青銅、ベリリウム銅製の導線が用いられて形成される。
【００５４】
　ＯＰＵ２のレンズホルダ２０に装備された左右六本のサスペンションワイヤ６１，６２
，６３，６４，６５，６６に、駆動信号、制御信号等とされる電気が流されることにより
、ＯＰＵ２のレンズホルダ２０に装備されて各サスペンションワイヤ６１，６２，６３，
６４，６５，６６に通電可能に接続された前後六個のコイル３１，３１，３２，３２，３
３，３３に、駆動信号、制御信号等とされる電気が流される。
【００５５】
　このＯＰＵ２は、複数の上記ＯＢＬ１１，１２と、複数ピース構造の上記レンズホルダ
２０と、複数の上記第一フォーカス／チルトコイル３１と、複数の上記第二フォーカス／
チルトコイル３２と、複数の上記トラッキングコイル３３と、複数の上記サスペンション
ワイヤ６１，６２，６３，６４，６５，６６と、を有するアクチュエータ可動主体部７０
を備える。
【００５６】
　ＯＰＵ２のアクチュエータ８０を構成するアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動
中心軸貫通部７５側からアクチュエータ可動主体部７０が側面視されたときに、アクチュ
エータ可動主体部７０は、左右略対称に構成されると共に、アクチュエータ可動主体部７
０は、前後略対称に構成されている。
【００５７】
　アクチュエータ可動主体部７０を構成するレンズホルダ２０の略矩形横長平板状第一側
壁２２の略中央に、略矩形環状をした前側のトラッキングコイル３３が装備されると共に
、前側のトラッキングコイル３３を挟んで前側のトラッキングコイル３３の左右両側に、
略矩形環状をした前側の第一フォーカス／チルトコイル３１および略矩形環状をした前側
の第二フォーカス／チルトコイル３２が装備されている。
【００５８】
　また、アクチュエータ可動主体部７０を構成するレンズホルダ２０の略矩形横長平板状
第二側壁２５の略中央に、略矩形環状をした後側のトラッキングコイル３３が装備される
と共に、後側のトラッキングコイル３３を挟んで後側のトラッキングコイル３３の左右両
側に、略矩形環状をした後側の第一フォーカス／チルトコイル３１および略矩形環状をし
た後側の第二フォーカス／チルトコイル３２が装備されている。
【００５９】
　前側の第一フォーカス／チルトコイル３１と、前側の第二フォーカス／チルトコイル３
２と、後側の第一フォーカス／チルトコイル３１と、後側の第二フォーカス／チルトコイ
ル３２と、は、略同形状をした略正方形状の略矩形環状に構成されている。また、前側の
トラッキングコイル３３と、後側のトラッキングコイル３３と、は、略同形状をしたやや
縦長の略矩形環状に構成されている。
【００６０】
　ＯＰＵ２のアクチュエータ８０を構成するアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動
中心軸貫通部７５側からアクチュエータ可動主体部７０が例えば透視されたと仮定された
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ときに、前側の第一フォーカス／チルトコイル３１と、後側の第一フォーカス／チルトコ
イル３１と、が略重なり合う。また、そのときに、前側の第二フォーカス／チルトコイル
３２と、後側の第二フォーカス／チルトコイル３２と、が略重なり合う。また、そのとき
に、前側のトラッキングコイル３３と、後側のトラッキングコイル３３と、が略重なり合
う。
【００６１】
　また、アクチュエータ可動主体部７０を構成するレンズホルダ２０の左側の一側壁２３
近傍に、三本の一側のサスペンションワイヤ６１，６２，６３が配備されると共に、アク
チュエータ可動主体部７０を構成するレンズホルダ２０の右側の他側壁２４近傍に、三本
の他側のサスペンションワイヤ６４，６５，６６が配備されている。三本の一側のサスペ
ンションワイヤ６１，６２，６３と、三本の他側のサスペンションワイヤ６４，６５，６
６と、は、左右略均等にレンズホルダ２０に配設されている。
【００６２】
　また、アクチュエータ可動主体部７０を構成するレンズホルダ２０の天壁２１に、左右
略均等となるように一対のＯＢＬ１１，１２が配設されている。一対のＯＢＬ１１，１２
は、前側の第一側壁２２と、後側の第二側壁２５と、の略中間に位置する。
【００６３】
　このようにＯＰＵ２のアクチュエータ８０を構成するアクチュエータ可動主体部７０が
構成されることにより、安定性に優れバランスのとれたＯＰＵ２のアクチュエータ８０の
アクチュエータ可動主体部７０が構成される。これにより、例えば制振性に優れるＯＰＵ
２のアクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０が構成される。
【００６４】
　また、このＯＰＵ２は、アクチュエータ８０を構成する六枚の磁石製の磁性部材たとえ
ばマグネット（図示せず）を備える。マグネットの取付構造や、ＯＰＵ２の設計／仕様等
により、例えば永久磁石材料が用いられて各マグネットが形成される。例えば安価で保磁
力が大きく減磁され難いフェライト磁石が用いられてマグネットが形成される。また、マ
グネットの取付構造や、ＯＰＵ２の設計／仕様等により、ＯＰＵ２に用いられる磁石は、
例えば、クロム、アルミニウム、ニッケル、コバルトなどの合金元素が鉄などに添加され
た例えば合金とされ、焼入硬化、析出硬化などによって、保持力と、残留磁束密度の高い
永久磁石特性とをもったものとされ、また、圧延加工などの成形加工が可能なものとされ
る。また、例えば一面側の一方側に正極部が形成されると共に一面側の他方側に負極部が
形成された二極一個の駆動用マグネットが用いられる。なお、マグネットの取付構造や、
ＯＰＵ２の設計／仕様等により、例えば磁性部材として、一極／二極マグネットや、二極
以上着磁された多極着磁マグネットが用いられてもよい。
【００６５】
　また、このＯＰＵ２は、アクチュエータ８０を構成する少なくとも一つの金属製の磁性
連結部材いわゆる金属製のヨーク（図示せず）を備える。「ヨーク」とは、例えば磁気的
な連結を構造的に支持したものを意味する。また、「ヨーク」は、磁石などの磁性部材か
ら生じる磁力の漏れを少なくさせるものとされている。このヨークは、ヨークとしての機
能を備えたフレームいわゆるフレーム・ヨークとして形成されている。「フレーム」とは
、例えば、枠や、枠組みや、骨組みを意味する。フレーム・ヨークは、ヨークとしての機
能を備えたフレームとして形成されている。
【００６６】
　このＯＰＵ２は、複数の上記マグネットと、上記ヨークと、を有するアクチュエータ固
定主体部（図示せず）を備える。
【００６７】
　左右略対称に並設された第一フォーカス／チルトコイル３１と、第二フォーカス／チル
トコイル３２と、トラッキングコイル３３と、に対応して、例えば少なくとも二つ以上の
磁性部材このましくは三つの磁性部材が左右略対称に並設される。また、左右略対称に並
設された例えば少なくとも二つ以上の磁性部材このましくは三つの磁性部材に対応して、
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ヨークが左右略対称に形成される。
【００６８】
　このようにＯＰＵ２のアクチュエータ８０を構成するアクチュエータ固定主体部が構成
されることにより、ＯＰＵ２のアクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０は、
バランスよく安定して駆動させられる。これにより、例えばＯＰＵ２のアクチュエータ８
０を構成するアクチュエータ可動主体部７０の制振性が向上する。
【００６９】
　また、このＯＰＵ２は、光ディスク２００（図１０）にレーザ光Ａを照射させる少なく
とも一つの発光素子４いわゆるレーザダイオード（ＬＤ：laser diode）を備える。例え
ば、波長が約３５０～４５０ｎｍ（ナノメータ）、基準とされる波長が略４０５ｎｍの青
紫色レーザ光Ａを出射可能な「ＨＤ　ＤＶＤ」用および／または「Blu-ray Disc」用の０
．２～５００ｍＷ（ミリワット）のレーザ光ＡがＬＤ４から出射される。また、例えば、
波長が約６３０～６８５ｎｍ、基準とされる波長が略６３５ｎｍまたは６５０ｎｍの赤色
レーザ光Ａを出射可能な「ＤＶＤ」用の０．２～５００ｍＷのレーザ光ＡがＬＤ４から出
射される。また、例えば、波長が約７６５～８３０ｎｍ、基準とされる波長が略７８０ｎ
ｍの赤外レーザ光Ａを出射可能な「ＣＤ」用の０．２～５００ｍＷのレーザ光ＡがＬＤ４
から出射される。このＬＤ４は、例えば複数種類の波長のレーザ光Ａを出射可能な特殊な
ＬＤ４として構成される。
【００７０】
　ＬＤ４から例えば０．２以上５００ｍＷ以下、具体的には０．５以上４００ｍＷ以下の
出力値のレーザ光Ａが出射される。例えば０．２ｍＷ未満の出力値のレーザ光Ａとされた
場合、光ディスク２００に照射されたのちに反射され光検出器６に届くレーザ光Ａの光量
が不足する。光ディスク２００の各データ等を再生させるときには、例えば０．５以上２
０ｍＷ以下程度という数～数十ｍＷの出力値のレーザ光Ａで十分とされる。光ディスク２
００に各データ等を書き込むときには、数十～数百ｍＷの出力値のレーザ光Ａが必要とさ
れる。例えば光ディスク２００に高速で各データ等を書き込むときには、４００ｍＷや５
００ｍＷ等という高い出力値のパルスレーザ光Ａが必要とされることがある。
【００７１】
　また、このＯＰＵ２は、光ディスク２００の信号部２１０から反射されたレーザ光Ａを
受光する少なくとも一つの光検出器６いわゆるＰＤ（photo detector）またはＰＤＩＣ（
photo diode IC）６を備える。ＰＤＩＣ６は、例えば四分割タイプ等の複数分割された回
折格子（図示せず）を透過したメインビーム（０次光）に対応する平面視略矩形のメイン
受光部（図示せず）と、回折格子を透過することで回折分岐された一対のサブビーム（±
１次回折光束）に対応する一対の平面視略矩形のサブ受光部（図示せず）との三つの受光
部を少なくとも備えて構成される。平面視略矩形のメイン受光部は、略均等に四分割され
て平面視略矩形の四つのセグメントを備える。また、平面視略矩形のサブ受光部は、略均
等に四分割されて平面視略矩形の四つのセグメントを備える。このように、複数の平面視
略矩形のセグメントを備えた複数分割タイプの各受光部を有するＰＤＩＣ６が、ＯＰＵ２
に装備される。
【００７２】
　ＰＤＩＣ６は、光ディスク２００の信号面部２１０から反射されたレーザ光Ａを受けて
、その信号を電気信号に変え、光ディスク２００の信号面部２１０に記録されたデータ、
情報、信号を検出するためのものとされている。また、ＰＤＩＣ６は、光ディスク２００
の信号面部２１０から反射されたレーザ光Ａを受けて、その信号を電気信号に変え、ＯＰ
Ｕ２を構成するＯＢＬ１１，１２付レンズホルダ２０のサーボ機構（図示せず）を動作さ
せるためのものとされている。ＯＰＵ２により、光ディスク２００に記録されたデータ／
情報／信号が読み出されたり、光ディスク２００にデータ／情報／信号が書き込まれたり
するときに、ＰＤＩＣ６の各受光部に各レーザ光Ａが照射されることにより、光ディスク
２００のメイン情報信号や、光ディスク２００に対するフォーカスエラー信号およびトラ
ッキングエラー信号が検出される。
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【００７３】
　ＯＰＵ２における光ディスク２００の集光スポットＢのフォーカシング検出法として、
例えば差動非点収差法に基づいた検出法等が挙げられる。差動非点収差法とは、例えば、
非点収差をもった光学系で結像した点像ひずみを検出することにより、集光スポットＢの
変位を検出する方法とされる。このＯＰＵ２における集光スポットＢのフォーカシング検
出法は、例えば差動非点収差法に基づいた検出法とされる。なお、フォーカシング検出法
として、例えばナイフエッジ法などの他の検出法が用いられてもよい。
【００７４】
　また、ＯＰＵ２における光ディスク２００の集光スポットＢのトラッキング検出法とし
て、例えば差動プッシュプル（ＤＰＰ：differential push-pull）法に基づいた検出法等
が挙げられる。差動プッシュプル法とは、例えば、データ読書き用のメインビームと、位
置ずれの補正信号を検出する二つのサブビームとにより、集光スポットＢの変位を検出す
る方法とされる。このＯＰＵ２における集光スポットＢのトラッキング検出法は、例えば
差動プッシュプル法に基づいた検出法とされる。なお、トラッキング検出法として、例え
ば位相差法などの他の検出法が用いられてもよい。
【００７５】
　また、このＯＰＵ２は、光ディスク装置１の制御部１００の演算部１１０に各種制御を
行わせるプログラムや、ＯＰＵ２に必要とされる係数、最適補償パラメータ等が記憶され
た記憶部８を備える。ソフトウェア等により実施される各機能は、光ディスク装置１の制
御部１００の演算部１１０がアクセス可能な記憶部８に格納されている。光ディスク装置
１の制御部１００の演算部１１０は、フラッシュＲＯＭなどの記憶部８に記憶されたプロ
グラムに基づいて、各種の制御／動作を行わせるものとして構成されている。「ＲＯＭ」
は、「read-only memory」の略称である。記憶部８として、例えばフラッシュメモリ（fl
ash memory）が用いられる。また、この記憶部８は、例えば記憶回路部として構成される
。
【００７６】
　記憶部８について詳しく説明すると、記憶部８として、例えばＥＥＲＯＭ（Electrical
ly Erasable ROM）などのＲＯＭが挙げられる。ＲＯＭとは、読出し専用メモリを意味す
る。ＥＥＲＯＭは、記憶された情報を電気的に消去可能なものとされている。ＥＥＲＯＭ
は、例えばバッテリバックアップ電源が不要とされたいわゆる不揮発性メモリである。
【００７７】
　記憶部８について具体的に説明すると、記憶部８として、例えばＥＥＰＲＯＭ（Electr
onically Erasable and Programmable Read Only Memory）などのＲＯＭが挙げられる。
ＥＥＰＲＯＭとは、電気的に内容を書き換えることが可能なＲＯＭを意味する。ＥＥＰＲ
ＯＭは、いわゆる不揮発性メモリである。ＥＥＰＲＯＭの変更が行われるときには、通常
の電圧よりも高い電圧により行われる。また、ＥＥＰＲＯＭは、記憶された情報を電気的
に消去可能なものとされている。
【００７８】
　また、記憶部８として、例えばＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable Read Only Memory
）などのＲＯＭが挙げられる。ＥＰＲＯＭとは、記憶の消去・書込みを何度でも行うこと
が可能とされるＲＯＭを意味する。ＥＰＲＯＭは、記憶が消去されるときに、読出し時と
異なる特殊な方法で行われるものとされている。
【００７９】
　このＯＰＵ２（図１）は、上記アクチュエータ可動主体部７０と、上記アクチュエータ
固定主体部と、上記ＬＤ４と、上記ＰＤＩＣ６（図１０）と、上記ＥＥＲＯＭ８と、を備
え、光ディスク２００の信号の読出し及び／又は光ディスク２００に信号の書込みが可能
とされた差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２として構成されている。
【００８０】
　また、この光ディスク装置１は、例えば図１～図７等に示す何れかの上記ＯＰＵ２を装
備可能なものとされている。
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【００８１】
　また、この光ディスク装置１（図１０）は、演算を正確で迅速に行う制御部１００を備
える。例えば光ディスク装置１のシステム制御部１００は、演算を正確で迅速に実行可能
なデジタル・シグナル・プロセッサ（ＤＳＰ：digital signal processor）１００を構成
するものとされている。ＤＳＰとは、例えば主にデジタル信号処理に特化されたマイクロ
プロセッサを意味する。
【００８２】
　光ディスク装置１のシステム制御部１００は、例えばシステム制御用マイクロコンピュ
ータを構成するものとされている。システム制御用マイクロコンピュータは、例えば中央
演算装置を意味するシステムコントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ
などとされ、光ディスク装置１における全般のシステム制御を司る制御部とされる。シス
テム制御部１００が備える各機能は、ソフトウェア、ファームウェア等のいわゆるプログ
ラムにより実現される。
【００８３】
　光ディスク装置１のシステム制御部１００には、例えばＤＳＰを構成するデジタル信号
処理回路部を含んだチップが装備される。デジタル信号処理回路部を有するＤＳＰが用い
られることにより、例えば演算部１１０等における高速演算処理が実行可能となる。ＤＳ
Ｐが用いられることにより、信号処理が行われるときに、例えばＳＮ（signal／noise）
比が略９０ｄＢ（デシベル）以上とされ、ノイズの影響が回避され易くなり、また、周辺
の雰囲気温度などによる影響も抑制され易くなる。このようなことから、光ディスク装置
１のシステム制御部１００にＤＳＰが用いられることにより、精度の高い演算処理等が高
速で行われる。
【００８４】
　また、この光ディスク装置１は、演算を正確で迅速に行う中央演算部１１０いわゆるＣ
ＰＵ（central processing unit）１１０を備える。中央演算部１１０は、例えばＭＰＵ
（micro processing unit）として構成されていてもよい。
【００８５】
　また、この光ディスク装置１は、ＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０に各種制御を行わせるプ
ログラム等が記憶された第一記憶回路部１１１を備える。ソフトウェア等により実施され
る各機能は、ＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０がアクセス可能な第一記憶回路部１１１に格納
されている。ＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０は、フラッシュＲＯＭなどの第一記憶回路部１
１１に記憶されたプログラムに基づいて、各種の制御／動作を行わせるものとして構成さ
れている。第一記憶回路部１１１として、例えばフラッシュメモリが用いられる。第一記
憶回路部１１１について詳しく説明すると、第一記憶回路部１１１として、例えばＥＥＲ
ＯＭなどのＲＯＭが挙げられる。また、第一記憶回路部１１１として、例えばＥＥＰＲＯ
ＭなどのＲＯＭが挙げられる。また、第一記憶回路部１１１として、例えばＥＰＲＯＭな
どのＲＯＭが挙げられる。
【００８６】
　また、この光ディスク装置１は、例えばＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０に入力される係数
、最適補償パラメータ等の各種値を記憶・消去可能な第二記憶回路部１１２を備える。第
二記憶回路部１１２として、例えばＲＡＭ（random access memory）が用いられた。ＲＡ
Ｍとは、記憶場所や順序に関係することなく略同一時間でデータにアクセスできる記憶装
置を意味する。ＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０により、ＲＡＭなどの第二記憶回路部１１２
の動作が制御される。第二記憶回路部１１２は、例えばＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０にて
信号データ等の複雑な計算が行われる場合に、各種信号データ等を一時的に保存するとき
等に用いられる。
【００８７】
　このＤＳＰ１００は、例えば、上記ＣＰＵ１１０と、複数の上記記憶回路部１１１，１
１２いわゆるＲＯＭ１１１およびＲＡＭ１１２と、を備えて構成される。
【００８８】
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　また、この光ディスク装置１は、ＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０から出力された駆動／制
御信号が入力され、ＯＰＵ２に装備された各コイル３１，３２，３３（図１～図７）に駆
動／制御信号を供給するコイル駆動回路部１２０（図１０）いわゆるドライバ１２０を備
える。
【００８９】
　次に、アルゴリズムが用いられて、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体
部７０の姿勢制御等が実行可能なＯＰＵ２および光ディスク装置１ならびにそれらの制御
方法について説明する。アルゴリズム（algorithm）とは、例えば演算手順または処理手
順等を意味する。
【００９０】
　上述した如く、この差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２は、差動アクチュエータ８
０のアクチュエータ可動主体部７０を構成する複数のコイル３１，３２，３３を少なくと
も備えている。
【００９１】
　このように構成された差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２を用いて、ＯＰＵ２を構
成する差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０の姿勢制御等を実行させ
るＯＰＵ２の制御方法は、次の通り行われる。
【００９２】
　例えば、アルゴリズムが用いられて、各駆動信号が算出されたのちに、各駆動信号が差
動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２に入力される。これにより、上記各問題の発生が回
避される。
【００９３】
　アルゴリズムが用いられて、ＯＰＵ２の差動アクチュエータ８０に送られる駆動信号が
算出される。アルゴリズムに基づき、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体
部７０の第一フォーカス／チルトコイル３１に送られる駆動信号が算出される。また、ア
ルゴリズムに基づき、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０の第二フ
ォーカス／チルトコイル３２に送られる駆動信号が算出される。また、アルゴリズムに基
づき、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０のトラッキングコイル３
３に送られる駆動信号が算出される。
【００９４】
　アルゴリズムが用いられて算出される各駆動信号が差動フォーカス・チルト方式のＯＰ
Ｕ２に入力されることにより、例えば差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２を構成する
個々の差動アクチュエータ８０において、その製造工程における誤差によって生じるＯＰ
Ｕ２のアクチュエータ可動主体部７０の例えばＩＯ不良の発生が回避される。又は、ＯＰ
Ｕ２の差動アクチュエータ８０の動作時において、複数のコイル３１，３２，３３を備え
たアクチュエータ可動主体部７０のローリングの発生が回避される。ＯＰＵ２を駆動させ
る駆動用プログラムＸにアルゴリズムが付加され、アルゴリズムが用いられて各駆動信号
の計算が行われることにより、前記各問題の発生が回避される。
【００９５】
　この明細書におけるＩＯ（incremental object）とは、例えば物に力をゆっくりかけっ
放しにさせたときに物に生じる静的な傾きを意味する。また、この明細書におけるローリ
ング（rolling）とは、例えばローリング固有振動数とされたときの共振状態を意味する
。
【００９６】
　各コイル３１，３２，３３等を備えるアクチュエータ８０を作動させるときのアルゴリ
ズムについて以下に詳しく説明する。差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２のアクチュ
エータ８０を駆動させるときに用いられる一般的な駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲの配分
の伝達マトリックスいわゆる基本マトリックスは、下式（Ａ）に基づいて定められる。下
式（Ａ）は、例えば行列式とされている。
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【数９】

【００９７】
　上記式（Ａ）に基づいて、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０の
第一フォーカス／チルトコイル３１に送られる駆動信号ＦＯ１が算出される。また、上記
式（Ａ）に基づいて、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０の第二フ
ォーカス／チルトコイル３２に送られる駆動信号ＦＯ２が算出される。また、上記式に基
（Ａ）づいて、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０のトラッキング
コイル３３に送られる駆動信号ＴＲが算出される。
【００９８】
　上記式（Ａ）に基づく演算が行われることにより、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体
部７０のＩＯ不良や、ＯＰＵ２におけるアクチュエータ可動主体部７０のローリングの発
生は、回避される。フォーカス方向Ｄｆ、トラッキング方向Ｄｒ、チルト方向Ｄｔの三方
向の駆動力を最適に配分させるために、ＯＰＵ２を駆動させる駆動用プログラムＸにて上
記式（Ａ）に基づく補償アルゴリズムが用いられることにより、ＯＰＵ２の差動アクチュ
エータ８０に送られる各駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲが算出される。上記式（Ａ）に基
づいて、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０の第一フォーカス／チ
ルトコイル３１に送られる駆動信号ＦＯ１と、第二フォーカス／チルトコイル３２に送ら
れる駆動信号ＦＯ２と、トラッキングコイル３３に送られる駆動信号ＴＲとが算出される
ので、前記各問題の発生は回避される。
【００９９】
　この光ディスク装置１は、例えば図１～図７等に示す何れかの上記ＯＰＵ２と、上記Ｃ
ＰＵ１１０（図１０）、上記ＲＯＭ１１１、上記ＲＡＭ１１２を有し、上記式（Ａ）に基
づく演算を正確で迅速に行う上記ＤＳＰ１００と、上記ドライバ１２０と、を備えて構成
される。
【０１００】
　このように構成された光ディスク装置１を用いて、ＯＰＵ２を構成する差動アクチュエ
ータ８０（図１～図７）のアクチュエータ可動主体部７０の姿勢制御等を実行させる光デ
ィスク装置１の制御方法は、上記式（Ａ）に基づいて行われる。
【０１０１】
　例えば、ソフトウェアＸ（図１１）にフォーカスエラー信号ＦＥ、トラッキングエラー
信号ＴＥ、補正チルト量信号ＴＩＬＴが入力され、ソフトウェアＸによって、上記式（Ａ
）に基づく演算が行われることにより、各駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲが出力される。
【０１０２】
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　上記式（Ａ）に基づく演算を正確で迅速に行うＤＳＰ１００を備えた光ディスク装置１
が構成され、ソフトウェアＸによって式（Ａ）の演算処理を行う光ディスク装置１の制御
方法が実行されることにより、例えば差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２を構成する
個々の差動アクチュエータ８０において、その製造工程における誤差によって生じるＯＰ
Ｕ２のアクチュエータ可動主体部７０の例えばＩＯ不良の発生が回避される。
【０１０３】
　又は、ＯＰＵ２の差動アクチュエータ８０の動作時において、ＯＢＬ１１，１２や、第
一フォーカス／チルトコイル３１、第二フォーカス／チルトコイル３２、トラッキングコ
イル３３等の各コイル３１，３２，３３を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリ
ングの発生が回避される。ＯＰＵ２を駆動させる駆動用プログラムＸに、上記式（Ａ）に
基づく補償アルゴリズムが付加され、補償アルゴリズムが用いられて各駆動信号ＦＯ１，
ＦＯ２，ＴＲの計算が行われることにより、前記各問題の発生が回避される光ディスク装
置１およびその制御方法の提供が可能となる。
【０１０４】
　上記式（Ａ）に基づく演算が光ディスク装置１のＤＳＰ１００によって正確で迅速に行
われる。これにより、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性や、ＯＰＵ２
のアクチュエータ可動主体部７０のローリング抑制特性が補償された光ディスク装置１お
よびその制御方法の提供が可能となる。
【０１０５】
　次に、光ピックアップ装置２およびその制御方法についてより具体的に説明する。
【０１０６】
　図１は、ＯＰＵ２を構成するアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部
７５側からアクチュエータ可動主体部７０を側面視したときに、第一フォーカス／チルト
コイル３１と第二フォーカス／チルトコイル３２とトラッキングコイル３３との複数の並
設されたコイル３１，３２，３３に対応して複数の磁性部材（図示せず）が並設されるこ
とにより構成されたＯＰＵ２のアクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０を示
す説明図である。
【０１０７】
　例えばこのＯＰＵ２（図１）は、各種光ディスク２００（図１０）に対しレーザ光Ａを
絞り込ませて照射させる第一ＯＢＬ１１（図１）および第二ＯＢＬ１２と、複数のＯＢＬ
１１，１２を有するレンズホルダ２０をＯＢＬ１１，１２の光軸方向Ｄｆに略沿って駆動
させたり揺動方向Ｄｔに略沿って駆動させたりする第一フォーカス／チルトコイル３１お
よび第二フォーカス／チルトコイル３２と、複数のＯＢＬ１１，１２を有するレンズホル
ダ２０を光ディスク２００（図１０）の半径方向Ｄｒに略沿って駆動させるトラッキング
コイル３３（図１）と、を備え、光ディスク２００（図１０）の信号の読出し及び／又は
光ディスク２００に信号の書込みが可能とされた差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２
として構成されている。
【０１０８】
　このように構成された差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２を用いて、ＯＰＵ２を構
成する差動アクチュエータ８０（図１）のアクチュエータ可動主体部７０の姿勢制御等を
実行させるＯＰＵ２（図１，図１０）の制御方法は、次の通り行われる。
【０１０９】
　先ず、第一フォーカス／チルトコイル３１に入力される駆動信号をＦＯ１と定める。ま
た、第二フォーカス／チルトコイル３２に入力される駆動信号をＦＯ２と定める。また、
トラッキングコイル３３に入力される駆動信号をＴＲと定める。また、光ディスク２００
の信号面部２１０に対してＯＢＬ１１，１２の光軸方向Ｄｆに略沿ったレーザ光Ａの焦点
ずれが生じたときに、ＰＤＩＣ６等の光検出器６により検出されるフォーカスエラー信号
をＦＥと定める。また、光ディスク２００の信号面部２１０に対して光ディスク２００の
半径方向Ｄｒに略沿ったレーザ光Ａの焦点ずれが生じたときに、ＰＤＩＣ６等の光検出器
６により検出されるトラッキングエラー信号をＴＥと定める。また、光ディスク２００の
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角度ずれを補正させる補正チルト量信号をＴＩＬＴと定める。
【０１１０】
　このように各信号が定義されたときに、差動アクチュエータ８０を作動させる各駆動信
号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲについて説明すると、第一フォーカス／チルトコイル３１に入力
される駆動信号ＦＯ１は、下式（１）に基づいて定められる。また、第二フォーカス／チ
ルトコイル３２に入力される駆動信号ＦＯ２は、下式（２）に基づいて定められる。また
、トラッキングコイル３３に入力される駆動信号ＴＲは、下式（３）に基づいて定められ
る。
【数１０】

【数１１】

【数１２】

　（但し、各式中の係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ１４，Ａ２１，Ａ２２，Ａ２３，Ａ
２４，Ａ３１，Ａ３２，Ａ３３，Ａ３４は、任意の数値とされる。）
【０１１１】
　上記各式（１）、式（２）、式（３）に基づいて定められる各駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２
，ＴＲが、差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２に入力されることにより、例えば差動
フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２を構成する個々の差動アクチュエータ８０において、
その製造工程における誤差によって生じるＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０の例
えばＩＯ不良の発生が回避される。又は、ＯＰＵ２の差動アクチュエータ８０の動作時に
おいて、ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリングの発生が
回避される。ＯＰＵ２が大量生産されるときに、個々の差動アクチュエータ８０の性能等
に「ばらつき」が生じることがあっても、例えば上記ＯＰＵ２のアクチュエータ制御方法
が行われることにより、ＯＰＵ２に生じる各不具合が解消される。
【０１１２】
　例えば通常の駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲの配分式について説明すると、通常のＯＰ
Ｕ２の上記式（Ａ）または上記式（１）における各係数Ａ１３，Ａ１４は、零（０（ゼロ
））とされる。また、そのときの上記式（１）における駆動信号ＦＯ１は、例えば下式（
４）に基づいて定められる。
【数１３】

【０１１３】
　また、通常のＯＰＵ２の上記式（Ａ）または上記式（２）における各係数Ａ２３，Ａ２
４は、零（０）とされる。また、そのときの上記式（２）における駆動信号ＦＯ２は、例
えば下式（５）に基づいて定められる。
【数１４】

【０１１４】
　また、通常のＯＰＵ２の上記式（Ａ）または上記式（３）における各係数Ａ３１，Ａ３
２，Ａ３４は、零（０）とされる。また、そのときの上記式（３）における駆動信号ＴＲ
は、例えば下式（６）に基づいて定められる。
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【数１５】

【０１１５】
　例えば、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部７５側か
らアクチュエータ可動主体部７０を側面視した際に、第一フォーカス／チルトコイル３１
および第二フォーカス／チルトコイル３２に働く電磁力の合力点部７１とされるフォーカ
ス／チルト着力点部７１と、トラッキングコイル３３に働く電磁力の中心部７２とされる
トラッキング着力点部７２と、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３と、アクチュ
エータ可動主体部７０がチルト回動するときの中心部７４とされる回動中心部７４とが全
て略一致されていることが好ましい。
【０１１６】
　しかしながら、ＯＰＵ２の設計／仕様や、ＯＰＵ２を構成する各部品の精度や、ＯＰＵ
２の組立精度などにより、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸
貫通部７５側からアクチュエータ可動主体部７０を側面視した際に、ＯＰＵ２のアクチュ
エータ可動主体部７０におけるフォーカス／チルト着力点部７１、トラッキング着力点部
７２、重心部７３、回動中心部７４を全て精度よく一致させることは困難なこととされて
いた。
【０１１７】
　そのような場合のＯＰＵ２においても、光ディスク装置１のＯＰＵ２のアクチュエータ
可動主体部７０にＩＯ不良やローリングが発生されないようにするために、ＯＢＬ１１，
１２の光軸方向Ｄｆに略沿った方向とされるフォーカス方向Ｄｆと、光ディスクの半径方
向Ｄｒに略沿った方向とされるトラッキング方向Ｄｒと、ＯＢＬ１１，１２の揺動方向Ｄ
ｔに略沿った方向とされるチルト方向Ｄｔとの三軸方向に対応する通常の駆動信号ＦＯ１
，ＦＯ２，ＴＲの配分式に一部変更を加える。例えば必要に応じて上記配分式の一部を一
時的に変更させる。
【０１１８】
　このようにすることで、ＯＰＵ２の製造工程において各種誤差等によって生じるＯＰＵ
２のアクチュエータ可動主体部７０に例えばＩＯ不良が発生しても、ＯＰＵ２が不良品と
して取り扱われることなく、ＯＰＵ２は使用可能なものとして取り扱われる。これにより
、ＯＰＵ２の歩留り低下が回避される。ＯＰＵ２の歩留り低下が回避されるので、例えば
ＯＰＵ２の価格低減化が図られる。また、ＯＰＵ２の歩留り低下が回避されることに伴い
、光ディスク装置１の価格低減化が図られる。
【０１１９】
　また、ＯＰＵ２の差動アクチュエータ８０の動作時において、ＯＢＬ１１，１２、コイ
ル３１，３２，３３等を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリングの発生が回避
される。従って、動作特性が向上されたＯＰＵ２およびその制御方法の提供が可能となる
。また、ＯＰＵ２の動作特性が向上されることに伴い、動作特性が向上された光ディスク
装置１およびその制御方法の提供が可能となる。
【０１２０】
　なお、便宜上、二点破線の丸印を用いて、側面視されたＯＰＵ２のアクチュエータ可動
主体部７０のフォーカス／チルト着力点部７１、トラッキング着力点部７２、重心部７３
、回動中心部７４、及びチルト回動中心軸貫通部７５を示した。また、便宜上、二点破線
の矢印を用いて、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０を駆動させたりアクチュエー
タ可動主体部７０の姿勢を安定させたりするための各コイル３１，３２，３３に働かせる
力を示した。
【０１２１】
　図２は、ＯＰＵ２を構成するアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部
７５側からアクチュエータ可動主体部７０を側面視したときに、アクチュエータ可動主体
部７０のトラッキングコイル３３に働く電磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点
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部７２が、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３よりも上側に位置する状態を示す
説明図、図３は、同じくＯＰＵ２を構成するアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動
中心軸貫通部７５側からアクチュエータ可動主体部７０を側面視したときに、トラッキン
グコイル３３に働く電磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点部７２が、アクチュ
エータ可動主体部７０の重心部７３よりも下側に位置する状態を示す説明図である。便宜
上、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３と、トラッキング着力点部７２とが離さ
れて図示されているが、実際には、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３と、トラ
ッキング着力点部７２との距離は少ない。
【０１２２】
　第一ＯＢＬ１１と、第二ＯＢＬ１２と、第一フォーカス／チルトコイル３１と、第二フ
ォーカス／チルトコイル３２と、トラッキングコイル３３と、六本の各サスペンションワ
イヤ６１，６２，６３，６４，６５，６６とがレンズホルダ２０に装着されて、例えばア
クチュエータ可動主体部７０が構成される。
【０１２３】
　例えば、光ディスクの半径方向Ｄｒに略沿った方向とされるトラッキング方向Ｄｒに略
沿って、ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０を駆動させるときに、
アクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部７５側からアクチュエータ可動
主体部７０を側面視した際に、アクチュエータ可動主体部７０がチルト回動するときの中
心部７４とされる回動中心部７４と、第一フォーカス／チルトコイル３１および第二フォ
ーカス／チルトコイル３２に働く電磁力の合力点部７１とされるフォーカス／チルト着力
点部７１と、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３とが略一致され、且つ、アクチ
ュエータ可動主体部７０の重心部７３と、トラッキングコイル３３に働く電磁力の中心部
７２とされるトラッキング着力点部７２とが一致しない場合に、上記各式（Ａ）、式（１
）、式（２）、式（３）の係数Ａ１４，Ａ２４，Ａ３１，Ａ３２，Ａ３４に零（０）が入
力され、係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ２１，Ａ２２，Ａ３３に零を除く任意の数値が入力され
ると共に、係数Ａ１３，Ａ２３に零を除く任意の数値が入力される。そのときの係数Ａ１
３に対する係数Ａ２３は、正負逆の数値とされ、且つ、そのときの正数と負数との絶対値
は、略一致している。
【０１２４】
　これにより、例えば、光ディスクの半径方向Ｄｒに略沿った方向とされるトラッキング
方向Ｄｒに略沿ってＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０
を駆動させるときに、ＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７
０にローリングが生じるということは、回避される。
【０１２５】
　詳しく説明すると、アクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部７５側か
らアクチュエータ可動主体部７０を側面視した際に、アクチュエータ可動主体部７０がチ
ルト回動するときの中心部７４とされる回動中心部７４と、第一フォーカス／チルトコイ
ル３１および第二フォーカス／チルトコイル３２に働く電磁力の合力点部７１とされるフ
ォーカス／チルト着力点部７１と、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３とが略一
致され、且つ、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３と、トラッキングコイル３３
に働く電磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点部７２とが一致しない場合に、ト
ラッキング方向Ｄｒに略沿ってＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動
主体部７０を駆動させるときに、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３に対し、ト
ラッキング着力点部７２が上下方向すなわちＯＢＬ１１，１２の光軸方向Ｄｆに沿ってず
らされていることが原因で、ＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主
体部７０にローリングが生じようとされた場合に、上記式（Ａ）または上記式（１）の係
数Ａ１３に零を除く任意の数値を入力させると共に、上記式（Ａ）または上記式（２）の
係数Ａ２３に零を除く任意の数値を入力させ、そのときの係数Ａ１３に対する係数Ａ２３
を正負逆の数値とさせ、且つ、そのときの正数と負数との絶対値を略一致させることによ
り、第一フォーカス／チルトコイル３１に補正された駆動信号ＦＯ１が入力されると共に
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、第二フォーカス／チルトコイル３２に補正された駆動信号ＦＯ２が入力されて、ＯＢＬ
１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０にローリングが生じるということが回
避される。
【０１２６】
　具体例を用いて説明すると、そのときの駆動信号ＦＯ１は、例えば下式（７）に基づい
て定められる。
【数１６】

【０１２７】
　また、そのときの駆動信号ＦＯ２は、例えば下式（８）に基づいて定められる。
【数１７】

【０１２８】
　また、そのときの駆動信号ＴＲは、例えば下式（９）に基づいて定められる。
【数１８】

【０１２９】
　上記式（Ａ）または上記式（７）において、駆動信号ＦＯ１を求めるためにトラッキン
グエラー信号ＴＥに掛け合わせられる係数Ａ１３は、例えば－０．１とされるが、この係
数Ａ１３の数値は参考値とされている。また、上記式（Ａ）または上記式（８）において
、駆動信号ＦＯ２を求めるためにトラッキングエラー信号ＴＥに掛け合わせられる係数Ａ
２３は、例えば＋０．１とされるが、この係数Ａ２３の数値は参考値とされている。ＯＰ
Ｕ２等の設計／仕様等により、係数Ａ１３，Ａ２３等の各係数に入力される数値や、係数
Ａ１３，Ａ２３等の各係数の正数、負数の関係は、適宜変更される。
【０１３０】
　図４は、ＯＰＵ２を構成するアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部
７５側からアクチュエータ可動主体部７０を側面視したときに、アクチュエータ可動主体
部７０がチルト回動するときの中心部７４とされる回動中心部７４が、トラッキングコイ
ル３３に働く電磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点部７２よりも上側に位置す
る状態を示す説明図である。便宜上、アクチュエータ可動主体部７０の回動中心部７４と
、トラッキング着力点部７２とが離されて図示されているが、実際には、アクチュエータ
可動主体部７０の回動中心部７４と、トラッキング着力点部７２との距離は少ない。
【０１３１】
　例えば、光ディスクの半径方向Ｄｒに略沿った方向とされるトラッキング方向Ｄｒに略
沿って、ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０を駆動させるときに、
アクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部７５側からアクチュエータ可動
主体部７０を側面視した際に、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３と、第一フォ
ーカス／チルトコイル３１および第二フォーカス／チルトコイル３２に働く電磁力の合力
点部７１とされるフォーカス／チルト着力点部７１と、トラッキングコイル３３に働く電
磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点部７２とが略一致され、且つ、トラッキン
グ着力点部７２と、アクチュエータ可動主体部７０がチルト回動するときの中心部７４と
される回動中心部７４とが一致しない場合に、上記各式（Ａ）、式（１）、式（２）、式
（３）の係数Ａ１４，Ａ２４，Ａ３１，Ａ３２，Ａ３４に零（０）が入力され、係数Ａ１
１，Ａ１２，Ａ２１，Ａ２２，Ａ３３に零を除く任意の数値が入力されると共に、係数Ａ
１３，Ａ２３に零を除く任意の数値が入力される。そのときの係数Ａ１３に対する係数Ａ
２３は、正負逆の数値とされ、且つ、そのときの正数と負数との絶対値は、略一致してい
る。
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【０１３２】
　これにより、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性が改善される。
【０１３３】
　詳しく説明すると、アクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部７５側か
らアクチュエータ可動主体部７０を側面視した際に、アクチュエータ可動主体部７０の重
心部７３と、第一フォーカス／チルトコイル３１および第二フォーカス／チルトコイル３
２に働く電磁力の合力点部７１とされるフォーカス／チルト着力点部７１と、トラッキン
グコイル３３に働く電磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点部７２とが略一致さ
れ、且つ、トラッキング着力点部７２と、アクチュエータ可動主体部７０がチルト回動す
るときの中心部７４とされる回動中心部７４とが一致しない場合に、トラッキング方向Ｄ
ｒに略沿ってＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０を駆動
させるときに、トラッキング着力点部７２に対し、アクチュエータ可動主体部７０の回動
中心部７４が上下方向すなわちＯＢＬ１１，１２の光軸方向Ｄｆに沿ってずらされている
ことが原因で、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性が悪い場合に、上記
式（Ａ）または上記式（１）の係数Ａ１３に零を除く任意の数値を入力させると共に、上
記式（Ａ）または上記式（２）の係数Ａ２３に零を除く任意の数値を入力させ、そのとき
の係数Ａ１３に対する係数Ａ２３を正負逆の数値とさせ、且つ、そのときの正数と負数と
の絶対値を略一致させることにより、第一フォーカス／チルトコイル３１に補正された駆
動信号ＦＯ１が入力されると共に、第二フォーカス／チルトコイル３２に補正された駆動
信号ＦＯ２が入力され、その結果、第一フォーカス／チルトコイル３１に入力される駆動
信号ＦＯ１と、第二フォーカス／チルトコイル３２に入力される駆動信号ＦＯ２とに差が
もたされる。従って、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性が改善される
。
【０１３４】
　具体例を用いて説明すると、そのときの駆動信号ＦＯ１は、例えば下式（１０）に基づ
いて定められる。
【数１９】

【０１３５】
　また、そのときの駆動信号ＦＯ２は、例えば下式（１１）に基づいて定められる。
【数２０】

【０１３６】
　また、そのときの駆動信号ＴＲは、例えば下式（１２）に基づいて定められる。

【数２１】

【０１３７】
　図５は、ＯＰＵ２を構成するアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部
７５側からアクチュエータ可動主体部７０を側面視したときに、第一フォーカス／チルト
コイル３１と第二フォーカス／チルトコイル３２とトラッキングコイル３３との三つの並
設されたコイル３１，３２，３３に対応して三極磁性部材が並設されることにより構成さ
れたＯＰＵ２のアクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０を示す説明図である
。
【０１３８】
　例えば、略矩形箱状をしたレンズホルダ２０の互いに向かい合う両側壁２２，２５の両
端部２６，２７に、第一フォーカス／チルトコイル３１と、第二フォーカス／チルトコイ
ル３２とが位置すると共に、第一フォーカス／チルトコイル３１と、第二フォーカス／チ
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ルトコイル３２との間に、トラッキングコイル３３が位置し、並設された第一フォーカス
／チルトコイル３１と、第二フォーカス／チルトコイル３２と、トラッキングコイル３３
との三つのコイル３１，３２，３３に対応して、三極マグネット（図示せず）が並設され
て構成されたＯＰＵ２のアクチュエータ８０において、アクチュエータ可動主体部７０の
チルト回動中心軸貫通部７５側からアクチュエータ可動主体部７０を側面視した際に、第
一フォーカス／チルトコイル３１および第二フォーカス／チルトコイル３２に働く電磁力
の合力点部７１とされるフォーカス／チルト着力点部７１と、トラッキングコイル３３に
働く電磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点部７２と、アクチュエータ可動主体
部７０がチルト回動するときの中心部７４とされる回動中心部７４と、アクチュエータ可
動主体部７０の重心部７３とが略一致されている場合について説明する。
【０１３９】
　このような場合において、光ディスクの半径方向Ｄｒに略沿った方向とされるトラッキ
ング方向Ｄｒに略沿って、ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０を駆
動させるときに、上記各式（Ａ）、式（１）、式（２）、式（３）の係数Ａ３１，Ａ３２
，Ａ３４に零が入力され、係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ２１，Ａ２２，Ａ３３に零を除く任意
の数値が入力されると共に、係数Ａ１３，Ａ２３に零を除く任意の数値が入力され、その
ときの係数Ａ１３に対する係数Ａ２３は、正負逆の数値とされ、且つ、そのときの正数と
負数との絶対値は、略一致され、さらに、係数Ａ１４，Ａ２４に零を除く任意の略一致し
た数値が入力される。
【０１４０】
　これにより、例えば、光ディスクの半径方向Ｄｒに略沿った方向とされるトラッキング
方向Ｄｒに略沿ってＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０
を駆動させるときに、ＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７
０にローリングが生じるということは、回避される。
【０１４１】
　例えば、略矩形箱状をしたレンズホルダ２０の互いに向かい合う両側壁２２，２５の両
端部２６，２７に、第一フォーカス／チルトコイル３１と、第二フォーカス／チルトコイ
ル３２とが位置すると共に、第一フォーカス／チルトコイル３１と、第二フォーカス／チ
ルトコイル３２との間に、トラッキングコイル３３が位置し、並設された第一フォーカス
／チルトコイル３１と、第二フォーカス／チルトコイル３２と、トラッキングコイル３３
との三つのコイル３１，３２，３３に対応して、三極マグネット（図示せず）が並設され
て構成されたＯＰＵ２のアクチュエータ８０においては、光ディスクの半径方向Ｄｒに略
沿った方向とされるトラッキング方向Ｄｒに略沿って、ＯＰＵ２のトラッキングコイル３
３を有するアクチュエータ可動主体部７０を駆動させるときに、ＯＢＬ１１，１２の光軸
方向Ｄｆに略沿った方向とされるフォーカス方向Ｄｆに略沿って、第一フォーカス／チル
トコイル３１と、第二フォーカス／チルトコイル３２とに不要な駆動力が生じることが懸
念されていた。
【０１４２】
　しかしながら、トラッキング方向Ｄｒに略沿ってＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有する
アクチュエータ可動主体部７０を駆動させるときに、ＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有す
るアクチュエータ可動主体部７０にローリングが生じようとされた場合に、上記各式（Ａ
）、式（１）、式（２）、式（３）の係数Ａ３１，Ａ３２，Ａ３４に零を入力させ、係数
Ａ１１，Ａ１２，Ａ２１，Ａ２２，Ａ３３に零を除く任意の数値を入力させると共に、係
数Ａ１３，Ａ２３に零を除く任意の数値を入力させ、そのときの係数Ａ１３に対する係数
Ａ２３を正負逆の数値とさせ、且つ、そのときの正数と負数との絶対値を略一致させ、さ
らに、上記式（Ａ）または上記式（１）の係数Ａ１４に零を除く任意の数値を入力させる
と共に、上記式（Ａ）または上記式（２）の係数Ａ２４に零を除く任意の数値を入力させ
、且つ、係数Ａ１４，Ａ２４を略一致した数値とさせて、上記式（Ａ）または上記式（１
）に示す駆動信号ＦＯ１を第一フォーカス／チルトコイル３１に入力させると共に、上記
式（Ａ）または上記式（２）に示す駆動信号ＦＯ２を第二フォーカス／チルトコイル３２
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に入力させることにより、第一フォーカス／チルトコイル３１に生じる不要な駆動力と、
第二フォーカス／チルトコイル３２に生じる不要な駆動力とが互いに取り消されるように
キャンセルされる。従って、ＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主
体部７０にローリングが生じるということは、回避される。
【０１４３】
　具体例を用いて説明すると、そのときの駆動信号ＦＯ１は、例えば下式（１３）に基づ
いて定められる。
【数２２】

【０１４４】
　また、そのときの駆動信号ＦＯ２は、例えば下式（１４）に基づいて定められる。
【数２３】

【０１４５】
　また、そのときの駆動信号ＴＲは、例えば下式（１５）に基づいて定められる。
【数２４】

【０１４６】
　上記式（Ａ）において、係数Ａ１３，Ａ２３に入力させる数値として正負逆の数値を設
定させたり、上記式（１０）および上記式（１１）または上記式（１３）および上記式（
１４）の如く、係数Ａ１３，Ａ２３に入力させる数値として正負逆の数値を設定させたり
すると、アクチュエータ８０を構成するコイル３１，３２，３３、ＯＢＬ１１，１２、レ
ンズホルダ２０等を備えたアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性が向上する。また、
係数Ａ１３，Ａ２３に入力させる数値として正負逆の数値を設定させると、アクチュエー
タ８０を構成するコイル３１，３２，３３およびＯＢＬ１１，１２付のレンズホルダ２０
のトラッキング駆動が行われるときに、適正なローリングモーメントがアクチュエータ８
０を構成するコイル３１，３２，３３およびＯＢＬ１１，１２付のレンズホルダ２０に付
与される。従って、アクチュエータ８０を構成するコイル３１，３２，３３およびＯＢＬ
１１，１２付のレンズホルダ２０におけるＩＯ不良やローリングは、抑制される。
【０１４７】
　図６は、ＯＰＵ２を構成するアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部
７５側からアクチュエータ可動主体部７０を側面視したときに、アクチュエータ可動主体
部７０がチルト回動するときの中心部７４とされる回動中心部７４が、アクチュエータ可
動主体部７０の重心部７３よりも左側に位置する状態を示す説明図である。便宜上、アク
チュエータ可動主体部７０の回動中心部７４と、重心部７３とが離されて図示されている
が、実際には、アクチュエータ可動主体部７０の回動中心部７４と、重心部７３との距離
は少ない。
【０１４８】
　例えば、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３と、トラッキングコイル３３に働
く電磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点部７２と、第一フォーカス／チルトコ
イル３１および第二フォーカス／チルトコイル３２に働く電磁力の合力点部７１とされる
フォーカス／チルト着力点部７１とが略一致され、且つ、フォーカス／チルト着力点部７
１と、アクチュエータ可動主体部７０がチルト回動するときの中心部７４とされる回動中
心部７４とが一致しない場合について説明する。
【０１４９】
　ＯＢＬ１１，１２の光軸方向Ｄｆに略沿った方向とされるフォーカス方向Ｄｆに略沿っ
て、ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０を駆動させるときに、上記



(22) JP 5261115 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

各式（Ａ）、式（１）、式（２）、式（３）の係数Ａ１３，Ａ１４，Ａ２３，Ａ２４，Ａ
３１，Ａ３２，Ａ３４に零が入力され、係数Ａ１２，Ａ２２，Ａ３３に零を除く任意の数
値が入力されると共に、係数Ａ１１，Ａ２１に零を除く任意の数値が入力され、そのとき
の係数Ａ１１に対して係数Ａ２１に差をもたせて係数Ａ１１と係数Ａ２１とを不一致とさ
せつつ略近似した数値とさせる。
【０１５０】
　これにより、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性が改善される。
【０１５１】
　アクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部７５側からアクチュエータ可
動主体部７０を側面視した際に、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３と、トラッ
キングコイル３３に働く電磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点部７２と、第一
フォーカス／チルトコイル３１および第二フォーカス／チルトコイル３２に働く電磁力の
合力点部７１とされるフォーカス／チルト着力点部７１とが略一致され、且つ、フォーカ
ス／チルト着力点部７１と、アクチュエータ可動主体部７０がチルト回動するときの中心
部７４とされる回動中心部７４とが一致しない場合に、フォーカス方向Ｄｆに略沿ってＯ
ＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０を駆動させるときに、
フォーカス／チルト着力点部７１に対し、アクチュエータ可動主体部７０の回動中心部７
４が左右方向すなわち光ディスクの半径方向Ｄｒに沿ってずらされていることが原因で、
ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性が悪い場合に、上記式（Ａ）または
上記式（１）の係数Ａ１１に零を除く任意の数値を入力させると共に、上記式（Ａ）また
は上記式（２）の係数Ａ２１に零を除く任意の数値を入力させ、そのときの係数Ａ１１に
対して係数Ａ２１に差をもたせて係数Ａ１１と係数Ａ２１とを不一致とさせつつ略近似し
た数値とさせることにより、第一フォーカス／チルトコイル３１に補正された駆動信号Ｆ
Ｏ１が入力されると共に、第二フォーカス／チルトコイル３２に補正された駆動信号ＦＯ
２が入力され、その結果、第一フォーカス／チルトコイル３１に入力される駆動信号ＦＯ
１と、第二フォーカス／チルトコイル３２に入力される駆動信号ＦＯ２とに差がもたされ
る。従って、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性が改善される。
【０１５２】
　具体例を用いて説明すると、そのときの駆動信号ＦＯ１は、例えば下式（１６）に基づ
いて定められる。
【数２５】

【０１５３】
　また、そのときの駆動信号ＦＯ２は、例えば下式（１７）に基づいて定められる。
【数２６】

【０１５４】
　また、そのときの駆動信号ＴＲは、例えば下式（１８）に基づいて定められる。
【数２７】

【０１５５】
　図７は、ＯＰＵ２を構成するアクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部
７５側からアクチュエータ可動主体部７０を側面視したときに、トラッキングコイル３３
に働く電磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点部７２が、アクチュエータ可動主
体部７０の重心部７３よりも下側に位置すると共に、アクチュエータ可動主体部７０がチ
ルト回動するときの中心部７４とされる回動中心部７４が、アクチュエータ可動主体部７
０の重心部７３およびトラッキング着力点部７２よりも下側に位置する状態を示す説明図
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である。
【０１５６】
　便宜上、アクチュエータ可動主体部７０のトラッキング着力点部７２と、重心部７３と
が離されて図示されているが、実際には、アクチュエータ可動主体部７０のトラッキング
着力点部７２と、重心部７３との距離は少ない。また、便宜上、アクチュエータ可動主体
部７０の回動中心部７４と、重心部７３および／またはトラッキング着力点部７２とが離
されて図示されているが、実際には、アクチュエータ可動主体部７０の回動中心部７４と
、重心部７３および／またはトラッキング着力点部７２との距離は少ない。
【０１５７】
　また、図８は、ＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２等を有するアクチュエータ可動主体部７０
に生じるローリング周波数とゲイン（gain：利得）との関係を示し、コイル３１，３２，
３３等を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリング周波数が低周波数であるとき
の状態を示す波形図、図９は、同じくＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２等を有するアクチュエ
ータ可動主体部７０に生じるローリング周波数とゲインとの関係を示し、コイル３１，３
２，３３等を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリング周波数が高周波数である
ときの状態を示す波形図である。
【０１５８】
　例えば、ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０を駆動させるときに
、アクチュエータ可動主体部７０のチルト回動中心軸貫通部７５側からアクチュエータ可
動主体部７０を側面視した際に、アクチュエータ可動主体部７０がチルト回動するときの
中心部７４とされる回動中心部７４と、アクチュエータ可動主体部７０の重心部７３と、
トラッキングコイル３３に働く電磁力の中心部７２とされるトラッキング着力点部７２と
が一致しない場合であって、ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０に
ローリングが生じようとされたときに、上記各式（Ａ）、式（１）、式（２）、式（３）
の係数Ａ３１，Ａ３２，Ａ３４に零が入力され、係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ２１，Ａ２２，
Ａ３３に零を除く任意の数値が入力され、係数Ａ１３，Ａ２３に零を除く任意の数値が入
力されると共に、係数Ａ１４，Ａ２４に零を除く任意の数値が入力され、ＯＢＬ１１，１
２を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリング周波数により、係数Ａ１３，Ａ２
３に入力される数値を変化させる。
【０１５９】
　ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリング周波数によって
、係数Ａ１３，Ａ２３に入力される数値を変化させることにより、ＯＢＬ１１，１２を有
するアクチュエータ可動主体部７０のローリング周波数によって、ＯＰＵ２のアクチュエ
ータ可動主体部７０のＩＯ特性が補償されたり、ＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するア
クチュエータ可動主体部７０のローリング抑制特性が補償されたりする。
【０１６０】
　例えば略２００Ｈｚ（ヘルツ）付近の周波数のときをローリング周波数の低周波数とロ
ーリング周波数の高周波数との略境とした場合に、ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエ
ータ可動主体部７０のローリング周波数が略２００Ｈｚ付近の周波数以下の低周波数とさ
れるときには、例えばＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性が補償される
。また、ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリング周波数が
略２００Ｈｚ付近の周波数を超える高周波数とされるときには、例えばＯＰＵ２のＯＢＬ
１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリング抑制特性が補償される。
【０１６１】
　ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリング周波数に対応し
て、係数Ａ１３，Ａ２３を次のとおり変化させる。例えばＯＢＬ１１，１２を有するアク
チュエータ可動主体部７０に生じるローリング周波数が略２００Ｈｚ付近の周波数とされ
たときに、この周波数を略境として、係数Ａ１３，Ａ２３に入力される数値を例えば±０
．１や±０．２等に変化させる。
【０１６２】
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　例えばＯＰＵ２のＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリン
グ抑制特性を補償させるときには、例えば、Ａ１３に＋０．１を入力させると共に、Ａ２
３に－０．１を入力させる。このときの＋０．１および－０．１の値を例えば補償値Ｑ１
とする。この場合、例えば、次の式（１９）、式（２０）、及び式（２１）が、ＯＰＵ２
のアクチュエータ制御装置にて設定される。
【０１６３】
【数２８】

【数２９】

【数３０】

【０１６４】
　また、例えばＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性を補償させるときに
は、例えば、Ａ１３に－０．２を入力させると共に、Ａ２３に＋０．２を入力させる。こ
のときの－０．２および＋０．２の値を例えば補償値Ｑ２とする。この場合、例えば、次
の式（２２）、式（２３）、及び式（２４）が、光ディスク装置１のＯＰＵ２のアクチュ
エータ制御装置にて設定される。
【０１６５】
【数３１】

【数３２】

【数３３】

【０１６６】
　例えば、アクチュエータ８０を構成するコイル３１，３２，３３、ＯＢＬ１１，１２、
レンズホルダ２０等を備えたアクチュエータ可動主体部７０のトラッキング着力点部７２
と重心部７３と回動中心部７４とを一致させられないときに、例えば上記式（Ａ）もしく
は上記式（１）の係数Ａ１３および上記式（Ａ）もしくは上記式（２）の係数Ａ２３が所
定数値の定数のままでは、従来のアクチュエータ８０を構成するコイル３１，３２，３３
、ＯＢＬ１１，１２、レンズホルダ２０等を備えたアクチュエータ可動主体部７０におい
ては、アクチュエータ可動主体部７０のＩＯ不良およびローリング発生の両方を共に解決
させることは、困難なこととされていた。従来のＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７
０においては、ＩＯ不良またはローリング発生の何れか一方だけを解決することはできて
も、ＩＯ不良およびローリング発生の両方を共に解決させることは、難しかった。
【０１６７】
　しかしながら、上記式（Ａ）もしくは上記式（１）の係数Ａ１３および上記式（Ａ）も
しくは上記式（２）の係数Ａ２３に例えば変動周波数特性を付与させることで、アクチュ
エータ８０を構成するコイル３１，３２，３３、ＯＢＬ１１，１２、レンズホルダ２０等
を備えたアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ不良およびローリング発生の両方を共に解
決させることが可能となる。
【０１６８】
　なお、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のローリング周波数により、上記式（
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Ａ）もしくは上記式（１）の係数Ａ１３および上記式（Ａ）もしくは上記式（２）の係数
Ａ２３に入力される数値を変化させて、上記式（Ａ）もしくは上記式（１）の係数Ａ１３
および上記式（Ａ）もしくは上記式（２）の係数Ａ２３に例えば変動周波数特性を付与さ
せるＯＰＵ２の制御方法は、例えば図１～図６に示すＯＰＵ２の制御方法が実行されると
きにも適用させてもよい。
【０１６９】
　個々のアクチュエータ８０毎に最適な補償パラメータを設定させる場合について説明す
る。
【０１７０】
　現状では、チルト補償のために、チルト指令値（ＴＩＬＴ指令値）は、例えば差動プッ
シュプル（ＤＰＰ）の最大化（ＤＰＰｍａｘ）などの評価で決定されている。これは、例
えば「反り」等が生じている光ディスクに対応するためであり、例えば補正チルト量信号
ＴＩＬＴに準定常電圧を与えて、コイル３１，３２，３３、ＯＢＬ１１，１２、レンズホ
ルダ２０等を備えたアクチュエータ可動主体部７０を傾けさせている。
【０１７１】
　「反り」等が生じていない正規の光ディスクに対しては、例えば、略１５０Ｈｚ、略２
００Ｈｚ等の周波数を略境として、低周波数域と高周波数域との二通りでＯＰＵ２などの
チューニング試験が行われ、例えば補償値Ｑ１，Ｑ２等をＯＰＵ２ごとに設定しておくこ
とが可能とされる。
【０１７２】
　このようにすることで、ＯＰＵ２のアクチュエータ８０が作製されるときの製造ばらつ
きを補償させたサーボ特性が確保され、ＯＰＵ２の製品特性の安定化と、ＯＰＵ２の設計
自由度の大幅な拡大が図られる。従って、ＯＰＵ２の一層の性能向上が図られる。
【０１７３】
　また、上記ＯＰＵ２の制御方法を実行させることにより、例えば従来のものの如く、実
際にトラッキングコイル３３をチルト部に配線しなくともよくなる。
【０１７４】
　このＯＰＵ２は、上記式（Ａ）、式（１）、式（２）、又は式（３）に入力される上記
係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ１４，Ａ２１，Ａ２２，Ａ２３，Ａ２４，Ａ３１，Ａ３
２，Ａ３３，Ａ３４を記憶可能な記憶部８（図１０）を備える。
【０１７５】
　上記係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ１４，Ａ２１，Ａ２２，Ａ２３，Ａ２４，Ａ３１
，Ａ３２，Ａ３３，Ａ３４を記憶可能な記憶部８を備えるＯＰＵ２が構成されることによ
り、例えばＯＰＵ２の製造工程における誤差によって生じるＯＰＵ２の例えばＩＯ不良の
発生が回避可能とされたＯＰＵ２を提供することが可能となる。又は、上記係数Ａ１１，
Ａ１２，Ａ１３，Ａ１４，Ａ２１，Ａ２２，Ａ２３，Ａ２４，Ａ３１，Ａ３２，Ａ３３，
Ａ３４を記憶可能な記憶部８を備えるＯＰＵ２が構成されることにより、例えばＯＰＵ２
の動作時におけるＯＢＬ１１，１２のローリングの発生が回避可能とされたＯＰＵ２を提
供することが可能となる。例えば上記記憶部８を備えるＯＰＵ２が光ディスク装置１に組
み込まれることにより、上記各問題が容易に解決可能な光ディスク装置１が構成される。
【０１７６】
　次に、ディスク装置１およびその制御方法についてより具体的に説明する。
【０１７７】
　図１０は、ディスク装置１を示すブロック図、図１１は、ディスク装置１の制御部１０
０にて駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲを算出させるときの演算処理経路を示す計算ブロッ
ク図である。
【０１７８】
　この光ディスク装置１は、例えば図１～図７等に示す何れかの上記ＯＰＵ２を装備可能
なものとされている。
【０１７９】
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　また、この光ディスク装置１（図１０）は、上記式（Ａ）、上記式（１）、上記式（２
）、又は上記式（３）のうち、少なくとも一つの式に基づく演算を正確で迅速に行うＤＳ
Ｐ１００を備える。例えば光ディスク装置１のＤＳＰ１００は、上記式（Ａ）、上記式（
１）、又は上記式（２）、又は上記式（３）に基づく演算を正確で迅速に実行可能なもの
とされている。また、例えば光ディスク装置１のシステム制御部１００は、上記式（１）
、上記式（２）、又は上記式（３）のうち、任意の複数の式に基づく演算を正確で迅速に
実行可能なＤＳＰ１００を構成するものとされている。具体的に説明すると、光ディスク
装置１のシステム制御部１００は、上記式（Ａ）、上記式（１）、上記式（２）、及び上
記式（３）の全ての式に基づく演算を迅速に同時に実行可能なＤＳＰ１００を構成するも
のとされている。
【０１８０】
　また、この光ディスク装置１は、上記式（Ａ）、上記式（１）、上記式（２）、又は上
記式（３）のうち、少なくとも一つの式に基づく演算を正確で迅速に行うＣＰＵ１１０を
備える。
【０１８１】
　また、この光ディスク装置１は、ＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０から出力された駆動／制
御信号が入力され、ＯＰＵ２に装備された各コイル３１，３２，３３（図１～図７）に駆
動／制御信号を供給するドライバ１２０（図１０）を備える。
【０１８２】
　この光ディスク装置１は、例えば図１～図７等に示す何れかの上記ＯＰＵ２と、上記式
（Ａ）、上記式（１）、上記式（２）、又は上記式（３）のうち少なくとも一つの式に基
づく演算を正確で迅速に行う上記ＤＳＰ１００（図１０）と、上記ドライバ１２０と、を
備えて構成される。
【０１８３】
　このように構成された光ディスク装置１を用いて、ＯＰＵ２を構成する差動アクチュエ
ータ８０（図１～図７）のアクチュエータ可動主体部７０の姿勢制御等を実行させる光デ
ィスク装置１の制御方法は、上記式（Ａ）、上記式（１）、上記式（２）、又は上記式（
３）のうち、少なくとも一つの式に基づいて行われる。
【０１８４】
　例えば、ソフトウェアＸ（図１１）にフォーカスエラー信号ＦＥ、トラッキングエラー
信号ＴＥ、補正チルト量信号ＴＩＬＴが入力され、ソフトウェアＸによって、上記式（Ａ
）、上記式（１）、上記式（２）、上記式（３）に基づく演算が行われることにより、各
駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲが出力される。
【０１８５】
　このように、各式（Ａ）、式（１）、式（２）、式（３）に基づく演算を正確で迅速に
行うＤＳＰ１００を備えた光ディスク装置１が構成され、ソフトウェアＸによって各式（
Ａ）、式（１）、式（２）、式（３）の演算処理を行う光ディスク装置１の制御方法が実
行されることにより、例えば差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２を構成する個々の差
動アクチュエータ８０において、その製造工程における誤差によって生じるＯＰＵ２のア
クチュエータ可動主体部７０の例えばＩＯ不良の発生が回避される。
【０１８６】
　又は、ＯＰＵ２の差動アクチュエータ８０の動作時において、ＯＢＬ１１，１２を有す
るアクチュエータ可動主体部７０のローリングの発生が回避される。上記式（Ａ）、上記
式（１）、上記式（２）、又は上記式（３）のうち、少なくとも一つの式に基づく演算と
して、例えば、上記式（Ａ）、上記式（１）、又は上記式（２）、又は上記式（３）に基
づく演算や、上記式（１）、上記式（２）、又は上記式（３）のうち、任意の複数の式に
基づく演算や、上記式（Ａ）、上記式（１）、上記式（２）、及び上記式（３）の全ての
式に基づく演算が、光ディスク装置１のＤＳＰ１００によって正確で迅速に行われる。
【０１８７】
　これにより、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性や、ＯＰＵ２のＯＢ
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Ｌ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリング抑制特性が補償された
光ディスク装置１およびその制御方法の提供が可能となる。
【０１８８】
　例えば、ＯＰＵ２の製造現場／環境などの違い等により、ＯＰＵ２ごとに製造ばらつき
が生じると、これに伴ってＯＰＵ２ごとに必要とされる最適補償パラメータが異なること
が生じる。そのような事態が生じても、ＯＰＵ２のＥＥＲＯＭ８等の記憶部８に、ＯＰＵ
２ごとに必要とされる最適補償パラメータを例えばＯＰＵ２の部品情報として予め記憶さ
せ、ドライブ装置などの光ディスク装置１において、ＥＥＲＯＭ８等の記憶部８から予め
記憶された最適補償パラメータをＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０内に読み込ませることによ
り、例えばＯＰＵ２ごとに必要とされる最適補償パラメータ等のチューニング作業等が不
要となる。従って、ＯＰＵ２ごとに必要とされる最適補償パラメータの設定作業は、容易
で迅速に行われる。ＤＳＰ１００が備えるソフトウェア、ファームウェア等のいわゆるプ
ログラムにより、上記光ディスク装置１の制御方法が容易で迅速に実行される。
【０１８９】
　次に、アルゴリズムが用いられて、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体
部７０の姿勢制御等が実行可能なＯＰＵ２および光ディスク装置１ならびにそれらの制御
方法についてより詳しく説明する。
【０１９０】
　上述した如く、この差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２は、差動アクチュエータ８
０のアクチュエータ可動主体部７０を構成する複数のコイル３１，３２，３３を少なくと
も備えている。
【０１９１】
　このように構成された差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２を用いて、ＯＰＵ２を構
成する差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０の姿勢制御等を実行させ
るＯＰＵ２の制御方法は、次の通り行われる。
【０１９２】
　例えば、少なくとも上記式（１）および上記式（２）に基づくアルゴリズムが用いられ
て、少なくとも上記式（１）および上記式（２）に基づいて定められる各駆動信号ＦＯ１
，ＦＯ２が算出されたのちに、各駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２が差動フォーカス・チルト方式
のＯＰＵ２に入力される。これにより、上記各問題の発生が回避される。
【０１９３】
　詳しく説明すると、ＯＰＵ２の差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７
０が駆動させられるときに、フォーカスエラー信号ＦＥもしくはトラッキングエラー信号
ＴＥの何れか一方または両方および／または補正チルト量信号ＴＩＬＴに基づき、差動フ
ォーカス・チルト方式のＯＰＵ２を駆動させる駆動用プログラムＸに補償アルゴリズムが
用いられて、ＯＰＵ２の差動アクチュエータ８０に送られる駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，Ｔ
Ｒが算出される。
【０１９４】
　補償アルゴリズムに基づき、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０
の第一フォーカス／チルトコイル３１に送られる駆動信号ＦＯ１が算出される。また、補
償アルゴリズムに基づき、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０の第
二フォーカス／チルトコイル３２に送られる駆動信号ＦＯ２が算出される。また、補償ア
ルゴリズムに基づき、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０のトラッ
キングコイル３３に送られる駆動信号ＴＲが算出される。
【０１９５】
　補償アルゴリズムが用いられて算出される各駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲが差動フォ
ーカス・チルト方式のＯＰＵ２に入力されることにより、例えば差動フォーカス・チルト
方式のＯＰＵ２を構成する個々の差動アクチュエータ８０において、その製造工程におけ
る誤差によって生じるＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０の例えばＩＯ不良の発生
が回避される。又は、ＯＰＵ２の差動アクチュエータ８０の動作時において、複数のコイ
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ル３１，３２，３３を備えたアクチュエータ可動主体部７０のローリングの発生が回避さ
れる。ＯＰＵ２を駆動させる駆動用プログラムＸに補償アルゴリズムが付加され、補償ア
ルゴリズムが用いられて各駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲの計算が行われることにより、
前記各問題の発生が回避される。
【０１９６】
　各コイル３１，３２，３３等を備えるアクチュエータ８０を作動させるときのアルゴリ
ズムについて以下に詳しく説明する。差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２のアクチュ
エータ８０を駆動させるときに用いられる一般的な駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲの配分
の伝達マトリックスいわゆる基本マトリックスは、下式（Ｂ）に基づいて定められる。上
記式（Ａ）と同じく、下式（Ｂ）は、例えば行列式とされている。下式（Ｂ）は、上記式
（Ａ）を分かり易く示した行列式とされている。
【数３４】

【０１９７】
　上記式（Ｂ）に基づいて、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０の
第一フォーカス／チルトコイル３１に送られる駆動信号ＦＯ１が算出される。また、上記
式（Ｂ）に基づいて、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０の第二フ
ォーカス／チルトコイル３２に送られる駆動信号ＦＯ２が算出される。また、上記式（Ｂ
）に基づいて、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０のトラッキング
コイル３３に送られる駆動信号ＴＲが算出される。
【０１９８】
　上記式（Ｂ）に基づく演算が行われることにより、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体
部７０のＩＯ不良や、ＯＰＵ２におけるアクチュエータ可動主体部７０のローリングの発
生は、回避される。フォーカス方向Ｄｆ、トラッキング方向Ｄｒ、チルト方向Ｄｔの三方
向の駆動力を最適に配分させるために、ＯＰＵ２を駆動させる駆動用プログラムＸにて上
記式（Ｂ）に基づく補償アルゴリズムが用いられることにより、ＯＰＵ２の差動アクチュ
エータ８０に送られる各駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲが算出される。上記式（Ｂ）に基
づいて、差動アクチュエータ８０のアクチュエータ可動主体部７０の第一フォーカス／チ
ルトコイル３１に送られる駆動信号ＦＯ１と、第二フォーカス／チルトコイル３２に送ら
れる駆動信号ＦＯ２と、トラッキングコイル３３に送られる駆動信号ＴＲとが算出される
ので、前記各問題の発生は回避される。
【０１９９】
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　この光ディスク装置１は、例えば図１～図７等に示す何れかの上記ＯＰＵ２と、上記Ｃ
ＰＵ１１０（図１０）、上記ＲＯＭ１１１、上記ＲＡＭ１１２を有し、上記式（Ｂ）に基
づく演算を正確で迅速に行う上記ＤＳＰ１００と、上記ドライバ１２０と、を備えて構成
される。
【０２００】
　このように構成された光ディスク装置１を用いて、ＯＰＵ２を構成する差動アクチュエ
ータ８０（図１～図７）のアクチュエータ可動主体部７０の姿勢制御等を実行させる光デ
ィスク装置１の制御方法は、上記式（Ｂ）に基づいて行われる。
【０２０１】
　例えば、ソフトウェアＸ（図１１）にフォーカスエラー信号ＦＥ、トラッキングエラー
信号ＴＥ、補正チルト量信号ＴＩＬＴが入力され、ソフトウェアＸによって、上記式（Ｂ
）に基づく演算が行われることにより、各駆動信号ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲが出力される。
【０２０２】
　上記式（Ｂ）に基づく演算を正確で迅速に行うＤＳＰ１００を備えた光ディスク装置１
が構成され、ソフトウェアＸによって式（Ｂ）の演算処理を行う光ディスク装置１の制御
方法が実行されることにより、例えば差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２を構成する
個々の差動アクチュエータ８０において、その製造工程における誤差によって生じるＯＰ
Ｕ２のアクチュエータ可動主体部７０の例えばＩＯ不良の発生が回避される。
【０２０３】
　又は、ＯＰＵ２の差動アクチュエータ８０の動作時において、ＯＢＬ１１，１２や、第
一フォーカス／チルトコイル３１、第二フォーカス／チルトコイル３２、トラッキングコ
イル３３等の各コイル３１，３２，３３を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリ
ングの発生が回避される。ＯＰＵ２を駆動させる駆動用プログラムＸに、上記式（Ｂ）に
基づく補償アルゴリズムが付加され、補償アルゴリズムが用いられて各駆動信号ＦＯ１，
ＦＯ２，ＴＲの計算が行われることにより、前記各問題の発生が回避される光ディスク装
置１およびその制御方法の提供が可能となる。
【０２０４】
　上記式（Ｂ）に基づく演算が光ディスク装置１のＤＳＰ１００によって正確で迅速に行
われる。これにより、ＯＰＵ２のアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性や、ＯＰＵ２
のアクチュエータ可動主体部７０のローリング抑制特性が補償された光ディスク装置１お
よびその制御方法の提供が可能となる。
【０２０５】
　上記ＯＰＵ２および上記ＯＰＵ２を備える光ディスク装置１は、上記各種光ディスク２
００にデータ／情報／信号等を記録させたり、上記各種光ディスク２００のデータ／情報
／信号等を再生させたりする記録・再生装置に使用可能とされる。また、上記ＯＰＵ２お
よび上記ＯＰＵ２を備える光ディスク装置１は、上記各種光ディスク２００のデータ／情
報／信号等を再生させる再生専用装置にも使用可能とされる。
【０２０６】
　又、上記ＯＰＵ２は、例えば、コンピュータ、音響／映像機器、ゲーム機、車載機（何
れも図示せず）などに組み付けられる光ディスク装置１に装備される。また、上記ＯＰＵ
２を備える光ディスク装置１は、例えば、ノート型パーソナルコンピュータ（ＰＣ：pers
onal computer）や、ラップトップ型ＰＣや、デスクトップ型ＰＣや、車載用コンピュー
タなどのコンピュータや、コンピュータゲーム機などのゲーム機や、ＣＤプレーヤ／ＣＤ
レコーダ、ＤＶＤプレーヤ／ＤＶＤレコーダなどの音響および／または映像機器などに装
備可能とされる（何れも図示せず）。また、上記ＯＰＵ２を備える光ディスク装置１は、
例えば、ＣＤ系光ディスク、ＤＶＤ系光ディスク、「ＨＤ－ＤＶＤ」系光ディスク、「Bl
u-ray Disc」系光ディスク等の複数のメディア２００に対応可能なものとされる。ＯＰＵ
２を備える光ディスク装置１は、「ＣＤ」、「ＤＶＤ」、「ＨＤ－ＤＶＤ」、「Blu ray 
Disc」などの各種光ディスク２００に対応したコンピュータ、音響および／または映像機
器、ゲーム機、車載機などに装備可能とされている（何れも図示せず）。
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【０２０７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、前述した発明の実施形態は、本発明の理
解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発
明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得るとともに、本発明にはその等価
物も含まれる。
【０２０８】
　例えば上記二つのＯＢＬ１１，１２が装備されたＯＰＵ２に代えて、一つのＯＢＬが装
備されたＯＰＵ（図示せず）が用いられてもよい。また、例えば２ピース構造のレンズホ
ルダ２０に代えて、１ピース構造のレンズホルダ（図示せず）が用いられてもよい。また
、例えば複数種類の波長のレーザ光Ａを出射可能なＬＤ４に代えて、単一の波長のレーザ
光Ａを出射可能なＬＤ（図示せず）が用いられてもよい。また、例えば略均等に四分割さ
れて平面視略矩形の四つのセグメントを備えた平面視略矩形の受光部に代えて、略均等に
二分割されて平面視略矩形の二つのセグメントを備えた平面視略矩形の受光部（図示せず
）がＰＤＩＣに構成されてもよい。また、例えば四分割された回折格子に代えて、二分割
された回折格子や三分割された回折格子（何れも図示せず）が用いられてもよい。また、
例えばトラッキングコイル３３をチルト部に配線させたものに、上記ＯＰＵ２の制御方法
を実行させてもよい。また、例えば光ディスク装置１のＤＳＰ１００にＲＡＭ１１２等の
第二記憶回路部１１２が装備されることなく省略されてもよい。
【実施例２】
【０２０９】
　図１２は、本発明に係るディスク装置の第二の実施形態を示す図である。
【０２１０】
　図１２は、本発明に係るディスク装置の第二の実施形態を分かり易く説明するために、
便宜上、描かれた図とされている。詳しく説明すると、図１２は、ディスク装置１Ｘを示
すブロック図である。
【０２１１】
　図１０に示す第一の実施形態の光ディスク装置１においては、光ディスク装置１を構成
するＯＰＵ２にＥＥＲＯＭ８等の記憶部８が装備され、ＯＰＵ２のＥＥＲＯＭ８と、光デ
ィスク装置１のＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０とが通電可能に接続されているのに対し、図
１２に示す第二の実施形態の光ディスク装置１Ｘにおいては、光ディスク装置１を構成す
るＯＰＵ２ＸにＥＥＲＯＭ等の記憶部が装備されることなく省略されている。第一の実施
形態のＥＥＲＯＭ８（図１０）を備えたＯＰＵ２に対し、第二の実施形態のＯＰＵ２Ｘ（
図１２）においては、ＥＥＲＯＭ等の記憶部が装備されることなく省略されている。ＥＥ
ＲＯＭ等の記憶部が装備されることなく省略されたこと以外に、ＯＰＵ２Ｘは、図１～図
９に示す形態のＯＰＵ２と略同じ形態とされている。図１２に示す第二実施例のＯＰＵ２
Ｘを備えた光ディスク装置１Ｘにおいて、図１０に示す第一実施例のＯＰＵ２を備えた光
ディスク装置１と略同一のものについては、同一の符号を付しその詳細な説明を省略した
。
【０２１２】
　上述した如く、この光ディスク装置１Ｘは、例えば図１～図７等に示す何れかの上記Ｏ
ＰＵ２から記憶部８（図１０）が省略されたＯＰＵ２Ｘ（図１２）を装備可能なものとさ
れている。そのため、この光ディスク装置１Ｘは、価格を低く抑えることが可能とされた
光ディスク装置１Ｘとされている。
【０２１３】
　また、この光ディスク装置１Ｘは、ＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０に各種制御を行わせる
プログラムや、ＯＰＵ２Ｘに必要とされる係数、最適補償パラメータ等が記憶された第一
記憶回路部１１１を備える。ソフトウェア等により実施される各機能は、ＤＳＰ１００の
ＣＰＵ１１０がアクセス可能な第一記憶回路部１１１に格納されている。ＤＳＰ１００の
ＣＰＵ１１０は、フラッシュＲＯＭなどの第一記憶回路部１１１に記憶されたプログラム
に基づいて、各種の制御／動作を行わせるものとして構成されている。
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【０２１４】
　また、この光ディスク装置１Ｘは、上記式（Ａ）、上記式（Ｂ）、上記式（１）、上記
式（２）、又は上記式（３）のうち、少なくとも一つの式に基づく演算を正確で迅速に行
う制御部１００を備える。例えば光ディスク装置１Ｘのシステム制御部１００は、上記式
（Ａ）、上記式（Ｂ）、上記式（１）、又は上記式（２）、又は上記式（３）に基づく演
算を正確で迅速に実行可能なＤＳＰ１００を構成するものとされている。また、例えば光
ディスク装置１Ｘのシステム制御部１００は、上記式（Ａ）もしくは上記式（Ｂ）、上記
式（１）、上記式（２）、又は上記式（３）のうち、任意の複数の式に基づく演算を正確
で迅速に実行可能なＤＳＰ１００を構成するものとされている。具体的に説明すると、光
ディスク装置１Ｘのシステム制御部１００は、上記式（Ａ）、上記式（Ｂ）、上記式（１
）、上記式（２）、及び上記式（３）の全ての式に基づく演算を迅速に同時に実行可能な
ＤＳＰ１００を構成するものとされている。
【０２１５】
　また、この光ディスク装置１Ｘは、上記式（Ａ）、式（Ｂ）、式（１）、式（２）、又
は式（３）に入力される上記係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ１４，Ａ２１，Ａ２２，Ａ
２３，Ａ２４，Ａ３１，Ａ３２，Ａ３３，Ａ３４を記憶可能な記憶回路部１１１および／
または１１２をＤＳＰ１００内に備える。
【０２１６】
　上記係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ１４，Ａ２１，Ａ２２，Ａ２３，Ａ２４，Ａ３１
，Ａ３２，Ａ３３，Ａ３４を記憶可能な記憶回路部１１１および／または１１２をＤＳＰ
１００内に備える光ディスク装置１Ｘが構成されることにより、例えばＯＰＵ２Ｘの製造
工程における誤差によって生じるＯＰＵ２Ｘの例えばＩＯ不良の発生は、回避される。又
は、上記係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ１４，Ａ２１，Ａ２２，Ａ２３，Ａ２４，Ａ３
１，Ａ３２，Ａ３３，Ａ３４を記憶可能な記憶回路部１１１および／または１１２をＤＳ
Ｐ１００内に備える光ディスク装置１Ｘが構成されることにより、例えばＯＰＵ２Ｘの動
作時におけるＯＢＬ１１，１２のローリングの発生は、回避される。
【０２１７】
　光ディスク装置１ＸのＤＳＰ１００内の記憶回路部１１１および／または１１２に記憶
された係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ１４，Ａ２１，Ａ２２，Ａ２３，Ａ２４，Ａ３１
，Ａ３２，Ａ３３，Ａ３４のうち、必要とされる係数Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ１４，
Ａ２１，Ａ２２，Ａ２３，Ａ２４，Ａ３１，Ａ３２，Ａ３３，Ａ３４が用いられて、光デ
ィスク装置１ＸのＤＳＰ１００内のＣＰＵ１１０により、上記式（Ａ）、上記式（Ｂ）、
上記式（１）、上記式（２）、又は上記式（３）の演算処理が行われることにより、例え
ば差動フォーカス・チルト方式のＯＰＵ２Ｘを構成する個々の差動アクチュエータ８０に
おいて、その製造工程における誤差によって生じるＯＰＵ２Ｘのアクチュエータ可動主体
部７０の例えばＩＯ不良の発生が回避される。又は、ＯＰＵ２Ｘの差動アクチュエータ８
０の動作時において、ＯＢＬ１１，１２を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリ
ングの発生が回避される。
【０２１８】
　上記式（Ａ）、上記式（Ｂ）、上記式（１）、上記式（２）、又は上記式（３）のうち
、少なくとも一つの式に基づく演算として、例えば、上記式（Ａ）、又は上記式（Ｂ）、
上記式（１）、又は上記式（２）、又は上記式（３）に基づく演算や、上記式（１）、上
記式（２）、又は上記式（３）のうち、任意の複数の式に基づく演算や、上記式（Ａ）、
上記式（Ｂ）、上記式（１）、上記式（２）、及び上記式（３）の全ての式に基づく演算
が、光ディスク装置１ＸのＤＳＰ１００によって正確で迅速に行われる。これにより、Ｏ
ＰＵ２Ｘのアクチュエータ可動主体部７０のＩＯ特性や、ＯＰＵ２ＸのＯＢＬ１１，１２
を有するアクチュエータ可動主体部７０のローリング抑制特性が補償され、しかも価格を
低く抑えることが可能とされた光ディスク装置１Ｘおよびその制御方法の提供が可能とな
る。
【０２１９】
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　例えば、ＯＰＵ２Ｘの製造現場／環境などの違い等により、ＯＰＵ２Ｘごとに製造ばら
つきが生じると、これに伴ってＯＰＵ２Ｘごとに必要とされる最適補償パラメータが異な
ることが生じる。そのような事態が生じても、ＯＰＵ２Ｘを備える光ディスク装置１Ｘの
ＤＳＰ１００のＥＥＲＯＭ１１１等に、ＯＰＵ２Ｘごとに必要とされる最適補償パラメー
タを例えばＯＰＵ２Ｘの部品情報として予め記憶させ、ドライブ装置などの光ディスク装
置１Ｘにおいて、ＥＥＲＯＭ１１１等の記憶回路部１１１から予め記憶された最適補償パ
ラメータをＤＳＰ１００のＣＰＵ１１０内に読み込ませることにより、例えばＯＰＵ２Ｘ
ごとに必要とされる最適補償パラメータ等のチューニング作業等が不要となる。従って、
ＯＰＵ２Ｘごとに必要とされる最適補償パラメータの設定作業は、容易で迅速に行われる
。ＤＳＰ１００が備えるソフトウェア、ファームウェア等のいわゆるプログラムにより、
上記光ディスク装置１Ｘの制御方法が容易で迅速に実行される。
【０２２０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、前述した発明の実施形態は、本発明の理
解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発
明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得るとともに、本発明にはその等価
物も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０２２１】
【図１】本発明に係るピックアップ装置の第一の実施形態を示す側面図である。
【図２】同じくピックアップ装置を示す側面図である。
【図３】同じくピックアップ装置を示す側面図である。
【図４】同じくピックアップ装置を示す側面図である。
【図５】同じくピックアップ装置を示す側面図である。
【図６】同じくピックアップ装置を示す側面図である。
【図７】同じくピックアップ装置を示す側面図である。
【図８】ピックアップ装置のレンズに生じるローリング周波数を示す波形図である。
【図９】同じくピックアップ装置のレンズに生じるローリング周波数を示す波形図である
。
【図１０】本発明に係るディスク装置の第一の実施形態を示す説明図である。
【図１１】駆動信号を算出させるときの演算処理経路を示す説明図である。
【図１２】本発明に係るディスク装置の第二の実施形態を示す説明図である。
【符号の説明】
【０２２２】
　１，１Ｘ　　光ディスク装置（ディスク装置）
　２，２Ｘ　　ＯＰＵ（ピックアップ装置）
　４　　　　　ＬＤ（発光素子）
　６　　　　　ＰＤＩＣ（光検出器）
　８　　　　　ＲＯＭ（記憶部）
　１１，１２　ＯＢＬ（レンズ）
　２０　　　　レンズホルダ（ホルダ）
　２１　　　　天壁
　２２　　　　第一側壁（側壁）
　２３　　　　一側壁（側壁）
　２４　　　　他側壁（側壁）
　２５　　　　第二側壁（側壁）
　２６，２７　端部
　２８　　　　中央部
　３１　　　　第一フォーカス／チルトコイル（コイル）
　３２　　　　第二フォーカス／チルトコイル（コイル）
　３３　　　　トラッキングコイル（コイル）
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　６１，６２，６３，６４，６５，６６　サスペンションワイヤ（支持部材）
　７０　　　　アクチュエータ可動主体部（アクチュエータ主体部）
　７１　　　　フォーカス／チルト着力点部（合力点部）
　７２　　　　トラッキング着力点部（中心部）
　７３　　　　重心部
　７４　　　　回動中心部（中心部）
　７５　　　　チルト回動中心軸貫通部（回動中心軸貫通部）
　８０　　　　差動アクチュエータ（アクチュエータ）
　１００　　　ＤＳＰ（制御部）
　１１０　　　ＣＰＵ（演算部）
　１１１　　　ＲＯＭ（記憶回路部）
　１１２　　　ＲＡＭ（記憶回路部）
　１２０　　　ドライバ（駆動回路部）
　２００　　　ディスク（メディア）
　２１０　　　信号面部（信号部）
　Ａ　　　　　レーザ光（光）
　Ｂ　　　　　集光スポット（スポット）
　Ｄｃ　　　　タンジェンシャル方向（方向）
　Ｄｆ　　　　フォーカス方向（光軸方向）
　Ｄｒ　　　　トラッキング方向（半径方向）
　Ｄｔ　　　　チルト方向（揺動方向）
　ＦＯ１，ＦＯ２，ＴＲ　駆動信号（信号）
　ＦＥ　　　　フォーカスエラー信号
　ＴＥ　　　　トラッキングエラー信号
　ＴＩＬＴ　　補正チルト量信号
　Ｑ１，Ｑ２　補償値
　Ｘ　　　　　ソフトウェア（プログラム）
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