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(57)【要約】
【課題】
トラッキングによるコマ収差の発生を抑え、且つコン
パクトな構成を維持しながらも、青紫色レーザ光源を使
用する高密度光ディスクとＤＶＤとＣＤを含む、記録密
度が異なる３種類のディスクに対して高効率で情報の記
録及び／又は再生を適切に行うことができる光ピックア
ップ装置を提供する。
【解決手段】
第１光学系を、ＨＤ及びＤＶＤで共用とし、第２光学
系を、ＣＤ専用とすることで、単一の光学系を３つの光
束で共用とする場合に比べ、その設計に冗長性を持たせ
ることができ、像高特性や効率低下の問題を回避して、
情報の記録及び／又は再生を適切に行うことができる。
又、第１光学系と第２光学系は並列に設けることができ
、かかる場合、光ピックアップ装置の厚みを増大させる
ことがない。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
保護基板の厚さがｔ１である第１光情報記録媒体の情報記録面に情報記録及び／又は再
生を行うために、波長λ１の第１光束を射出する第１光源と、保護基板の厚さがｔ２（ｔ
２≧ｔ１）である第２光情報記録媒体の情報記録面に情報記録及び／又は再生を行うため
に、波長λ２の第２光束を射出する第２光源と、保護基板の厚さがｔ３（ｔ３＞ｔ２）で
ある第３光情報記録媒体の情報記録面に情報記録及び／又は再生を行うために、波長λ３
（λ３＞λ２）の第３光束を射出する第３光源と、少なくとも前記第１光束を前記第１光
情報記録媒体の情報記録面に導くための第１光学系と、少なくとも前記第３光束を前記第
３光情報記録媒体の情報記録面に導くための第２光学系とを有する光ピックアップ装置で
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あって、
前記第２光束は、前記第１光学系又は前記第２光学系を介して、前記第２光情報記録媒
体の情報記録面に導かれ、
前記第１光束及び前記第２光束は、いずれも無限平行光束の状態で、前記光情報記録媒
体の情報記録面に光束を集光するための対物光学素子に入射するか、或いは前記第１光束
の発散度合いが前記第２光束の発散度合いより小さく且ついずれか一方のみが無限平行光
束の状態で、前記光情報記録媒体の情報記録面に光束を集光するための対物光学素子に入
射することを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項２】
前記第１光束及び前記第２光束は、いずれも無限平行光束の状態で、前記光情報記録媒
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体の情報記録面に光束を集光するための対物光学素子に入射することを特徴とする請求項
１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項３】
前記第１光束は無限平行光束の状態で、前記第２光束は有限発散光束の状態で、前記光
情報記録媒体の情報記録面に光束を集光するための対物光学素子に入射することを特徴と
する請求項１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項４】
前記第１光束は有限収束光束の状態で、前記第２光束は無限平行光束の状態で、前記光
情報記録媒体の情報記録面に光束を集光するための対物光学素子に入射することを特徴と
する請求項１に記載の光ピックアップ装置。
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【請求項５】
前記第３光束は無限平行光束の状態で、前記光情報記録媒体の情報記録面に光束を集光
するための対物光学素子に入射することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の
光ピックアップ装置。
【請求項６】
前記第３光束は有限発散光束の状態で、前記光情報記録媒体の情報記録面に光束を集光
するための対物光学素子に入射することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の
光ピックアップ装置。
【請求項７】
前記第１光学系と前記第２光学系は、単一の基板上に配置されると共に、共通の光学要
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素を含んでおり、
前記第１光学系は第１対物光学素子を有し、前記第２光学系は第２対物光学素子を有し
、
前記第１対物光学素子と前記第２対物光学素子とは同じ保持部材に保持されてなり、
情報の再生及び／又は記録を行う光情報記録媒体に応じて、前記保持部材が移動するこ
とにより、前記第１対物光学素子と前記第２対物光学素子とを切り替えることを特徴とす
る請求項１乃至６のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
【請求項８】
前記第１光学系は第１対物光学素子を備え、前記第２光学系は第２対物光学素子を備え
るとともに、前記第１光学系と前記第２光学系とは別体に構成され、情報の再生及び／又
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は記録を行う光情報記録媒体に応じて、前記第１光学系と前記第２光学系とを切り替えて
用いることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
【請求項９】
前記第１光学系は、前記第１光情報記録媒体及び前記第２光情報記録媒体に対して情報
の再生及び／又は記録を行うために用いられ、
前記第２光学系は、前記第３光情報記録媒体に対してのみ情報の再生及び／又は記録を
行うために用いられることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の光ピックアッ
プ装置。
【請求項１０】
前記第１光学系は第１対物光学素子を備え、前記第２光学系は第２対物光学素子を備え
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るとともに、第２対物光学素子には、有限発散光束の状態で前記第３光束が入射すること
を特徴とする請求項９に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１１】
前記第１光学系は第１対物光学素子を備え、前記第２光学系は第２対物光学素子を備え
るとともに、第２対物光学素子には、無限平行光束の状態で前記第３光束が入射すること
を特徴とする請求項９に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１２】
前記第１対物光学素子は、少なくとも前記波長λ１と前記波長λ２との波長差にもとづ
く球面収差及び前記波長λ１の色収差を補正する収差補正構造を有し、
前記第２対物光学素子は、前記第３情報記録媒体の情報記録面に対して集光スポットを
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形成した際に、波面収差が０．０７λｒｍｓ以下となる非球面を有することを特徴とする
請求項９乃至１１のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
【請求項１３】
前記収差補正構造は、光路差付与構造であることを特徴とする請求項１２に記載の光ピ
ックアップ装置。
【請求項１４】
前記収差補正構造は、複数の領域に分割され、領域ごとに機能が異なることを特徴とす
る請求項１２又は１３に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１５】
前記第１光学系は、前記第１光情報記録媒体に対してのみ情報の再生及び／又は記録を
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行うために用いられ、
前記第２光学系は、前記第２光情報記録媒体及び前記第３光情報記録媒体に対して情報
の再生及び／又は記録を行うために用いられることを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
かに記載の光ピックアップ装置。
【請求項１６】
前記第１対物光学素子は、前記第１情報記録媒体に対して集光スポットを形成した際に
、波面収差が０．０７λｒｍｓ以下となる非球面を有し、
前記第２対物光学素子は、光軸を中心とした同心円状の２つの領域を有し、前記第３情
報記録媒体の情報記録面に対して情報の再生及び／又は記録を行う場合は、光軸を含んだ
第１領域を通過した前記第３光束のみを用い、前記第２情報記録媒体の情報記録面に対し
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て情報の再生及び／又は記録を行う場合は、前記第１領域及びその周辺の第２領域の両方
を用いることを特徴とする請求項１５に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１７】
前記第１対物光学素子に、前記λ１の色収差を補正する収差補正構造を有することを特
徴とする請求項１５又は１６に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１８】
前記第２対物光学素子は、少なくとも前記第２領域に光路差付与構造を備え、厚さｔ２
と厚さｔ３との基板厚差に基づく球面収差を補正することを特徴とする請求項１５乃至１
７のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
【請求項１９】
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前記第１光源と前記第２光源とが一ユニットに組み付けられていることを特徴とする請
求項７乃至１４のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
【請求項２０】
前記第２光源と前記第３光源とが一ユニットに組み付けられていることを特徴とする請
求項１５乃至１８のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
【請求項２１】
前記第１光学系は、前記第１対物光学素子に入射する光束の発散度合いを変化させる発
散角変更素子を有するとともに、
前記第１情報記録媒体および前記第２情報記録媒体の情報記録面に対して情報の再生及
び／又は記録を行う際に、共通に用いられる受光素子を有することを特徴とする請求項７
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乃至２０のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
【請求項２２】
前記第１情報記録媒体および前記第２情報記録媒体の情報記録面に対して情報の再生及
び／又は記録を行う際に、共通に用いられる受光素子と、前記第１光源と、前記第２光源
とが一体化された、発光部・受光部一体型光源ユニットを有することを特徴とする請求項
２１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項２３】
前記発散角変更素子は、波長選択性のある光路差付与構造を有し、前記第１光束及び前
記第２光束とで、発散度合いを変化させることを特徴とする請求項２１又は２２に記載の
光ピックアップ装置。

20

【請求項２４】
前記発散角変更素子は、光軸方向に移動可能であって、前記第１光束が透過する場合と
前記第２光束が透過する場合とで、異なった位置に配置されることを特徴とする請求項２
１乃至２３のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、異なる種類の光情報記録媒体（光ディスクともいう）に対して互換可能に情
報の記録及び／又は再生を行える光ピックアップ装置に関する。

30

【背景技術】
【０００２】
近年、光ピックアップ装置において、光ディスクに記録された情報の再生や、光ディス
クへの情報の記録のための光源として使用されるレーザ光源の短波長化が進み、例えば、
青紫色半導体レーザや、第２高調波を利用して赤外半導体レーザの波長変換を行う青色Ｓ
ＨＧレーザ等、波長４００〜４２０ｎｍのレーザ光源が実用化されつつある。これら青紫
色レーザ光源を使用すると、ＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク）と同じ開口数（Ｎ
Ａ）の対物レンズを使用する場合で、直径１２ｃｍの光ディスクに対して、１５〜２０Ｇ
Ｂの情報の記録が可能となり、対物レンズのＮＡを０．８５にまで高めた場合には、直径
１２ｃｍの光ディスクに対して、２３〜２５ＧＢの情報の記録が可能となる。以下、本明

40

細書では、青紫色レーザ光源を使用する光ディスク及び光磁気ディスクを総称して「高密
度光ディスク」という。
【０００３】
尚、ＮＡ０．８５の対物レンズを使用する高密度光ディスクでは、光ディスクの傾き（
スキュー）に起因して発生するコマ収差が増大するため、ＤＶＤにおける場合よりも保護
層を薄く設計し（ＤＶＤの０．６ｍｍに対して、０．１ｍｍ）、スキューによるコマ収差
量を低減しているものがある。ところで、かかるタイプの高密度光ディスクに対して適切
に情報の記録／再生ができると言うだけでは、光ディスクプレーヤ／レコーダの製品とし
ての価値は十分なものとはいえない。現在において、多種多様な情報を記録したＤＶＤや
ＣＤ（コンパクトディスク）が販売されている現実をふまえると、高密度光ディスクに対
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して情報の記録／再生ができるだけでは足らず、例えばユーザが所有しているＤＶＤやＣ
Ｄに対しても同様に適切に情報の記録／再生ができるようにすることが、高密度光ディス
ク用の光ディスクプレーヤ／レコーダとしての商品価値を高めることに通じるのである。
このような背景から、高密度光ディスク用の光ディスクプレーヤ／レコーダに搭載される
光ピックアップ装置は、高密度光ディスクとＤＶＤ、更にはＣＤとの何れに対しても互換
性を維持しながら適切に情報を記録／再生できる性能を有することが望まれる。
【０００４】
高密度光ディスクとＤＶＤ、更にはＣＤとの何れに対しても互換性を維持しながら適切
に 情 報 を 記 録 ／ 再 生 で き る よ う に す る 方 法 と し て 、 高 密 度 光 デ ィ ス ク 用 、 DVD用 、 CD用 の
３つの光学系を用意し、情報を記録／再生する光ディスクの記録密度に応じて選択的に切
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り替える方法が考えられるが、３種類の光学系が必要となり、小型化に不利であり、また
コストが増大する。
【０００５】
従って、光ピックアップ装置の構成を簡素化し、低コスト化を図るためには、互換性を
有する光ピックアップ装置においても、高密度光ディスク用の光学系、ＤＶＤ用の光学系
、ＣＤ用の光学系を共通化して、光ピックアップ装置を構成する光学部品点数を極力減ら
すのが好ましい。そして、光ディスクに対向して配置される対物光学系を共通化すること
が光ピックアップ装置の構成の簡素化、低コスト化に最も有利となる。尚、記録／再生波
長が互いに異なる複数種類の光ディスクに対して共通な対物光学系を得るためには、球面
収差の波長依存性を有する位相構造を対物光学系に形成する必要がある。
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【０００６】
特許文献１には、位相構造としての回折構造を有し、高密度光ディスクと従来のＤＶＤ
及びＣＤに対して共通に使用可能な対物光学系、及びこの対物光学系を搭載した光ピック
アップ装置が記載されている。
【特許文献１】ヨーロッパ公開特許第１３０４６８９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
然るに、上記の特許文献１に記載されたごとき、３つの異なる光ディスクに対して互換
可能に情報の記録及び／又は再生を行う従来技術の光ピックアップ装置においては、光路
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差付与構造（回折、位相差付与、波長選択回折）を用いた収差補正を行っているが、３規
格以上のディスクに対して互換可能に情報の記録及び／又は再生を行おうとすると、ほと
んどの場合異次回折を用いることとなり、効率低下が著しく低くなり、即ちスポット光量
が低下するという問題がある。
【０００８】
また無限平行光を対物光学素子に入射させることが、集光スポット形成上最も好ましい
が、かかる場合には、平行光を入射させるためにコリメートレンズが必要となり、光ピッ
クアップ装置の部品点数の増加、大型化、コスト上昇を招く。そのため、比較的低ＮＡで
あり、集光スポット径が大きい仕様で用いられるＣＤに対する情報の記録及び／又は再生
などにおいては、有限発散光を入射させる構成が多く用いられるようになってきているが
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、ＣＤ記録系の光ピックアップ装置では、無限平行光入射の構成が用いられることもある
。
【０００９】
このような問題に直面し、本出願人は、特願２００４−２９７５９２において、単玉の
対物光学素子を用いて、３つの異なる光ディスクに対して互換可能に情報の記録及び／又
は再生を行うことができる光ピックアップ装置の例を提案している。
【００１０】
しかるに、かかる先願の光ピックアップ装置においては、例えば高密度光ディスクとＤ
ＶＤ使用時には、対物光学素子に無限平行光束を入射させ、ＣＤ使用時には、有限発散光
束を入射させるようにしているが、３つの異なる仕様に共通して用いる対物レンズは敏感
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であり、このような有限発散光束を対物光学素子に入射させた場合に、トラッキングの際
に像高を生じ、その結果コマ収差が発生する恐れがある。
【００１１】
つまり、異次回折と入射光束倍率の有限化との組合せでは、少なくとも一つの規格に対
してトラッキング特性と回折効率とがトレードオフの関係となってしまう。
【００１２】
本発明は、上述の問題を考慮したものであり、トラッキングによるコマ収差の発生を抑
え、且つコンパクトな構成を維持しながらも、青紫色レーザ光源を使用する高密度光ディ
スクとＤＶＤとＣＤを含む、記録密度が異なる３種類のディスクに対して高効率で情報の
記録及び／又は再生を適切に行うことができる光ピックアップ装置を提供することを目的

10

とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本明細書においては、情報の記録／再生用の光源として、青紫色半導体レーザや青紫色
ＳＨＧレーザを使用する光ディスク（光情報記録媒体ともいう）を総称して「高密度光デ
ィスク」といい、ＮＡ０．８５の対物光学系により情報の記録／再生を行い、保護層の厚
さが０．１ｍｍ程度である規格の光ディスク（例えば、ＢＤ：ブルーレイディスク）の他
に、ＮＡ０．６５乃至０．６７の対物光学系により情報の記録／再生を行い、保護層の厚
さが０．６ｍｍ程度である規格の光ディスク（例えば、ＨＤ

ＤＶＤ：単にＨＤともいう

）も含むものとする。また、このような保護層をその情報記録面上に有する光ディスクの
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他に、情報記録面上に数〜数十ｎｍ程度の厚さの保護膜を有する光ディスクや、保護層或
いは保護膜の厚さが０の光ディスクも含むものとする。また、本明細書においては、高密
度光ディスクには、情報の記録／再生用の光源として、青紫色半導体レーザや青紫色ＳＨ
Ｇレーザを使用する光磁気ディスクも含まれるものとする。
【００１４】
更に、本明細書においては、ＤＶＤとは、ＤＶＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ−Ｖｉｄｅｏ、ＤＶ
Ｄ−Ａｕｄｉｏ、ＤＶＤ−ＲＡＭ、ＤＶＤ−Ｒ、ＤＶＤ−ＲＷ、ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋Ｒ
Ｗ等のＤＶＤ系列光ディスクの総称であり、ＣＤとは、ＣＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−Ａｕｄｉｏ
、ＣＤ−Ｖｉｄｅｏ、ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−ＲＷ等のＣＤ系列光ディスクの総称である。記録
密度は、高密度光ディスクが最も高く、次いでＤＶＤ、ＣＤの順に低くなる。
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【００１５】
請求項１に記載の光ピックアップ装置は、保護基板の厚さがｔ１である第１光情報記録
媒体の情報記録面に情報記録及び／又は再生を行うために、波長λ１の第１光束を射出す
る第１光源と、保護基板の厚さがｔ２（ｔ２≧ｔ１）である第２光情報記録媒体の情報記
録面に情報記録及び／又は再生を行うために、波長λ２の第２光束を射出する第２光源と
、保護基板の厚さがｔ３（ｔ３＞ｔ２）である第３光情報記録媒体の情報記録面に情報記
録及び／又は再生を行うために、波長λ３（λ３＞λ２）の第３光束を射出する第３光源
と、少なくとも前記第１光束を前記第１光情報記録媒体の情報記録面に導くための第１光
学系と、少なくとも前記第３光束を前記第３光情報記録媒体の情報記録面に導くための第
２光学系とを有する光ピックアップ装置であって、
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前記第２光束は、前記第１光学系又は前記第２光学系を介して、前記第２光情報記録媒
体の情報記録面に導かれ、
前記第１光束及び前記第２光束は、いずれも無限平行光束の状態で、前記光情報記録媒
体の情報記録面に光束を集光するための対物光学素子に入射するか、或いは前記第１光束
の発散度合いが前記第２光束の発散度合いより小さく且ついずれか一方のみが無限平行光
束の状態で、前記光情報記録媒体の情報記録面に光束を集光するための対物光学素子に入
射することを特徴とする。
【００１６】
請求項１に記載の光ピックアップ装置によれば、前記第１光学系を、前記第１光束専用
もしくは前記第１光束及び前記第２光束共用とし、前記第２光学系を、前記第３光束専用
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もしくは前記第２光束及び前記第３光束共用とすることで、単一の光学系を３つの光束で
共用とする場合に比べ、その設計に冗長性を持たせることができ、像高特性や効率低下の
問題を回避して、情報の記録及び／又は再生を適切に行うことができる。又、前記第１光
学系と前記第２光学系は並列に設けることができ、かかる場合、光ピックアップ装置の厚
みを増大させることがない。
【００１７】
例を挙げて説明すると、たとえば一方の光学系（前記第１光学系）がＨＤとＤＶＤとの
共用であり、他方の光学系（前記第２光学系）がＣＤ専用であるとする。この場合、前記
第１光学系は両方の規格に対して無限平行光束が入射することが最も好ましいが、光ピッ
クアップ装置の構成やレンズ設計上の観点から、少なくとも一方を無限平行光とすること
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もできる。そしてこの場合、対物光学素子に対して、ＨＤ使用時がＤＶＤ使用時よりも小
さい発散度合いで光束が入射するようにすれば、像高特性などの問題を回避することがで
きる。更に、第２光学系は公知で広く用いられているＣＤ専用光学系を用いることができ
るため、コストも低く抑えられる。
【００１８】
逆に、前記第１光学系がＨＤ専用であり、前記第２光学系がＤＶＤとＣＤとの共用であ
る場合は、より簡易な構成となる。この場合は、前記第１光学系には、青色波長用の色収
差のみを補正する光学素子を設けておけば良い。一方、前記第２光学系には、公知のＤＶ
Ｄ／ＣＤ互換光学系を好ましく用いることが出来る。
【００１９】

20

請求項２に記載の光ピックアップ装置は、請求項１に記載の発明において、前記第１光
束及び前記第２光束は、いずれも無限平行光束の状態で、前記光情報記録媒体の情報記録
面に光束を集光するための対物光学素子に入射することを特徴とする。
【００２０】
請求項３に記載の光ピックアップ装置は、請求項１に記載の発明において、前記第１光
束は無限平行光束の状態で、前記第２光束は有限発散光束の状態で、前記光情報記録媒体
の情報記録面に光束を集光するための対物光学素子に入射することを特徴とする。
【００２１】
請求項４に記載の光ピックアップ装置は、請求項１に記載の発明において、前記第１光
束は有限収束光束の状態で、前記第２光束は無限平行光束の状態で、前記光情報記録媒体
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の情報記録面に光束を集光するための対物光学素子に入射することを特徴とする。
【００２２】
請求項５に記載の光ピックアップ装置は、請求項１乃至４のいずれかに記載の発明にお
いて、前記第３光束は無限平行光束の状態で、前記光情報記録媒体の情報記録面に光束を
集光するための対物光学素子に入射することを特徴とする。
【００２３】
請求項６に記載の光ピックアップ装置は、請求項１乃至４のいずれかに記載の発明にお
いて、前記第３光束は有限発散光束の状態で、前記光情報記録媒体の情報記録面に光束を
集光するための対物光学素子に入射することを特徴とする。
【００２４】

40

請求項７に記載の光ピックアップ装置は、請求項１乃至６のいずれかに記載の発明にお
いて、
前記第１光学系と前記第２光学系は、単一の基板上に配置されると共に、共通の光学要
素を含んでおり、
前記第１光学系は第１対物光学素子を有し、前記第２光学系は第２対物光学素子を有し
、
前記第１対物光学素子と前記第２対物光学素子とは同じ保持部材に保持されてなり、
情報の再生及び／又は記録を行う光情報記録媒体に応じて、前記保持部材が移動するこ
とにより、前記第１対物光学素子と前記第２対物光学素子とを切り替えることを特徴とす
る。
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【００２５】
前記第１の光学系と前記第２の光学系は、共通の光学要素を有して、場合に応じて対物
光学素子を機械的に切り替える構成、いわゆるツインレンズ方式（ツーレンズ方式、２レ
ンズ方式とも云う）とすることができる。前記第１対物光学素子と前記第２対物光学素子
の機械的切り替えについては、十分な機械的精度を実現する方法が既に知られているので
、それらを好ましく採用することができる。
【００２６】
請求項８に記載の光ピックアップ装置は、請求項１乃至６のいずれかに記載の発明にお
いて、前記第１光学系は第１対物光学素子を備え、前記第２光学系は第２対物光学素子を
備えるとともに、前記第１光学系と前記第２光学系とは別体に構成され、情報の再生及び
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／又は記録を行う光情報記録媒体に応じて、前記第１光学系と前記第２光学系とを切り替
えて用いることを特徴とする。
【００２７】
請求項９に記載の光ピックアップ装置は、請求項１乃至６のいずれかに記載の発明にお
いて、
前記第１光学系は、前記第１光情報記録媒体及び前記第２光情報記録媒体に対して情報
の再生及び／又は記録を行うために用いられ、
前記第２光学系は、前記第３光情報記録媒体に対してのみ情報の再生及び／又は記録を
行うために用いられることを特徴とする。
【００２８】

20

請求項１０に記載の光ピックアップ装置は、請求項９に記載の発明において、前記第１
光学系は第１対物光学素子を備え、前記第２光学系は第２対物光学素子を備えるとともに
、第２対物光学素子には、有限発散光束の状態で前記第３光束が入射することを特徴とす
る。
【００２９】
請求項１１に記載の光ピックアップ装置は、請求項９に記載の発明において、前記第１
光学系は第１対物光学素子を備え、前記第２光学系は第２対物光学素子を備えるとともに
、第２対物光学素子には、無限平行光束の状態で前記第３光束が入射することを特徴とす
る。
【００３０】
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請求項１２に記載の光ピックアップ装置は、請求項９乃至１１のいずれかに記載の発明
において、
前記第１対物光学素子は、少なくとも前記波長λ１と前記波長λ２との波長差にもとづ
く球面収差及び前記波長λ１の色収差を補正する収差補正構造を有し、
前記第２対物光学素子は、前記第３情報記録媒体の情報記録面に対して集光スポットを
形成した際に、波面収差が０．０７λｒｍｓ以下となる非球面を有することを特徴とする
。
【００３１】
請求項１３に記載の光ピックアップ装置は、請求項１２に記載の発明において、前記収
差補正構造は、光路差付与構造であることを特徴とする。「光路差付与構造」とは、通過
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する光束の波長に応じて光路差を付与する構造をいい、位相差付与構造、回折構造、波長
選択回折構造を含む。
【００３２】
請求項１４に記載の光ピックアップ装置は、請求項１２又は１３に記載の発明において
、前記収差補正構造は、複数の領域に分割され、領域ごとに機能が異なることを特徴とす
る。かかる機能は、回折制限機能も含む。
【００３３】
請求項１５に記載の光ピックアップ装置は、請求項１乃至６のいずれかに記載の発明に
おいて、
前記第１光学系は、前記第１光情報記録媒体に対してのみ情報の再生及び／又は記録を
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行うために用いられ、
前記第２光学系は、前記第２光情報記録媒体及び前記第３光情報記録媒体に対して情報
の再生及び／又は記録を行うために用いられることを特徴とする。
【００３４】
請求項１６に記載の光ピックアップ装置は、請求項１５に記載の発明において、
前記第１対物光学素子は、前記第１情報記録媒体に対して集光スポットを形成した際に
、波面収差が０．０７λｒｍｓ以下となる非球面を有し、
前記第２対物光学素子は、光軸を中心とした同心円状の２つの領域を有し、前記第３情
報記録媒体の情報記録面に対して情報の再生及び／又は記録を行う場合は、光軸を含んだ
第１領域を通過した前記第３光束のみを用い、前記第２情報記録媒体の情報記録面に対し
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て情報の再生及び／又は記録を行う場合は、前記第１領域及びその周辺の第２領域の両方
を用いることを特徴とする。
【００３５】
請求項１７に記載の光ピックアップ装置は、請求項１５又は１６に記載の発明において
、前記第１対物光学素子に、前記λ１の色収差を補正する収差補正構造を有することを特
徴とする。
【００３６】
請求項１８に記載の光ピックアップ装置は、請求項１５乃至１７のいずれかに記載の発
明において、
前記第２対物光学素子は、少なくとも前記第２領域に光路差付与構造を備え、厚さｔ２
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と厚さｔ３との基板厚差に基づく球面収差を補正することを特徴とする。前記光路差付与
構造は、前記第１領域に設けても良い。
【００３７】
請求項１９に記載の光ピックアップ装置は、請求項７乃至１４のいずれかに記載の発明
において、前記第１光源と前記第２光源とが一ユニットに組み付けられていることを特徴
とする。
【００３８】
請求項２０に記載の光ピックアップ装置は、請求項１５乃至１８のいずれかに記載の発
明において、前記第２光源と前記第３光源とが一ユニットに組み付けられていることを特
徴とする。
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【００３９】
請求項２１に記載の光ピックアップ装置は、請求項７乃至２０のいずれかに記載の発明
において、
前記第１光学系は、前記第１対物光学素子に入射する光束の発散度合いを変化させる発
散角変更素子を有するとともに、
前記第１情報記録媒体および前記第２情報記録媒体の情報記録面に対して情報の再生及
び／又は記録を行う際に、共通に用いられる受光素子を有することを特徴とする。「発散
角変更素子」は、コリメータ、ビームエキスパンダを含む。
【００４０】
請求項２２に記載の光ピックアップ装置は、請求項２１に記載の発明において、
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前記第１情報記録媒体および前記第２情報記録媒体の情報記録面に対して情報の再生及
び／又は記録を行う際に、共通に用いられる受光素子と、前記第１光源と、前記第２光源
とが一体化された、発光部・受光部一体型光源ユニットを有することを特徴とする。
【００４１】
請求項２３に記載の光ピックアップ装置は、請求項２１又は２２に記載の発明において
、前記発散角変更素子は、波長選択性のある光路差付与構造を有し、前記第１光束及び前
記第２光束とで、発散度合い（収束の場合は負となる）を変化させることを特徴とする。
【００４２】
請求項２４に記載の光ピックアップ装置は、請求項２１乃至２３のいずれかに記載の発
明において、前記発散角変更素子は、光軸方向に移動可能であって、前記第１光束が透過
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する場合と前記第２光束が透過する場合とで、異なった位置に配置されることを特徴とす
る。
【００４３】
本明細書中において、対物光学素子とは、狭義には光ピックアップ装置に光情報記録媒
体を装填した状態において、最も光情報記録媒体側の位置で、これと対向すべく配置され
る集光作用を有する光学素子を指し、広義にはその光学素子と共に、アクチュエータによ
って少なくともその光軸方向に作動可能な光学素子を指すものとする。
【発明の効果】
【００４４】
本発明によれば、トラッキングによるコマ収差の発生を抑え、且つコンパクトな構成を
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維持しながらも、青紫色レーザ光源を使用する高密度光ディスクとＤＶＤとＣＤを含む、
記録密度が異なる３種類のディスクに対して高効率で情報の記録及び／又は再生を適切に
行うことができる光ピックアップ装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。まず、図１を用いて第１の
実施の形態にかかる光ピックアップ装置について説明する。尚、本実施の形態にかかる光
ピックアップ装置ＰＵ１は、光ディスクドライブ装置に組み込むことが可能である。
【００４６】
図１は、ＨＤとＤＶＤとＣＤとの何れに対しても適切に情報の記録／再生を行える光ピ
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ックアップ装置ＰＵ１の構成を概略的に示す図である。ＨＤの光学的仕様は、波長λ１＝
４０７ｎｍ、保護基板ＰＬ１の厚さｔ１＝０．６ｍｍ、開口数ＮＡ１＝０．６５であり、
ＤＶＤの光学的仕様は、波長λ２＝６５５ｎｍ、保護基板ＰＬ２の厚さｔ２＝０．６ｍｍ
、開口数ＮＡ２＝０．６５であり、ＣＤの光学的仕様は、波長λ３＝７８５ｎｍ、保護基
板ＰＬ３の厚さｔ３＝１．２ｍｍ、開口数ＮＡ３＝０．５１である。但し、波長、保護層
の厚さ、及び開口数の組合せはこれに限られない。
【００４７】
光ピックアップ装置ＰＵ１は、ＨＤに対して情報の記録／再生を行う場合に発光され４
０７ｎｍの青紫色レーザ光束（第１光束）を射出する第１の発光点ＥＰ１（第１光源）と
、ＤＶＤに対して情報の記録／再生を行う場合に発光され６５５ｎｍのレーザ光束（第２

30

光束）を射出する第２の発光点ＥＰ２（第２光源）と、ＨＤの情報記録面ＲＬ１からの反
射光束を受光する第１の受光部ＤＳ１と、ＤＶＤの情報記録面ＲＬ２からの反射光束を受
光する第２の受光部ＤＳ２と、プリズムＰＳとから構成されたレーザモジュールＬＭ、及
びＣＤに対して情報の記録／再生を行う場合に発光され７８５ｎｍのレーザ光束（第３光
束）を射出する第３の光源と、光検出器とを一体化した発光部・受光部一体型光源ユニッ
トであるホログラムレーザＨＬを有している。又、第１対物光学素子ＯＬ１と、第２対物
光学素子ＯＬ２とは、不図示のアクチュエータに駆動され移動可能となっている保持部材
Ｈにより保持されている。第１対物光学素子ＯＬ１の光学面には、波長λ１と前記波長λ
２との波長差にもとづく球面収差及び波長λ１の色収差を補正する収差補正構造を有して
おり、第２対物光学素子ＯＬ２は、ＣＤに対して集光スポットを形成した際に、波面収差

40

が０．０７λｒｍｓ以下となる非球面を有している。
【００４８】
光ピックアップ装置ＰＵ１において、ＨＤに対して情報の記録／再生を行う場合には、
図１に示す位置に保持部材Ｈを移動させ、第１対物光学素子ＯＬ１を光路内に挿入し、第
１の発光点ＥＰ１を発光させる。第１の発光点ＥＰ１から射出された発散光束は、図１に
おいて実線でその光線経路を描いたように、コリメータＣＯＬにより平行光束に変換され
、ビームスプリッタＢＳを通過し、絞りＳ１により光束径が規制され、第１対物光学素子
ＯＬ１に平行光の状態で入射した後、そこからＨＤの保護基板ＰＬ１を介して情報記録面
ＲＬ１上に形成されるスポットとなる。第１対物光学素子ＯＬ１は、その周辺に配置され
た２軸アクチュエータＡＣ１によって保持部材Ｈごとフォーカシングやトラッキングを行
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う。
【００４９】
情報記録面ＲＬ１で情報ピットにより変調された反射光束は、再び第１対物光学素子Ｏ
Ｌ１、絞りＳ１、ビームスプリッタＢＳ及びコリメータＣＯＬを透過した後、レーザモジ
ュールＬＭに入射し、その後、プリズム内で２回反射された後、第１の受光部ＤＳ１に収
束する。そして、第１の受光部ＤＳ１の出力信号を用いてＨＤに記録された情報を読み取
ることができる。
【００５０】
光ピックアップ装置ＰＵ１において、ＤＶＤに対して情報の記録／再生を行う場合には
、図１に示す位置に保持部材Ｈを移動させ、第１対物光学素子ＯＬ１を光路内に挿入し、

10

且つコリメータＣＯＬを１軸アクチュエータＡＣ２により光軸方向に移動させ、第２の発
光点ＥＰ２を発光させる。第２の発光点ＥＰ２から射出された発散光束は、図１において
二点鎖線でその光線経路を描いたように、コリメータＣＯＬにより弱発散光束に変換され
、ビームスプリッタＢＳを通過し、絞りＳ１により光束径が規制され、第１対物光学素子
ＯＬ１に有限発散光束の状態で入射した後、そこからＤＶＤの保護基板ＰＬ２を介して情
報記録面ＲＬ２上に形成されるスポットとなる。第１対物光学素子ＯＬ１は、その周辺に
配置された２軸アクチュエータＡＣ１によって保持部材Ｈごとフォーカシングやトラッキ
ングを行う。
【００５１】
情報記録面ＲＬ２で情報ピットにより変調された反射光束は、再び第１対物光学素子Ｏ
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Ｌ１、絞りＳ１、ビームスプリッタＢＳ及びコリメータＣＯＬを透過した後、レーザモジ
ュールＬＭに入射し、その後、プリズム内で２回反射された後、第２の受光部ＤＳ２に収
束する。そして、第２の受光部ＤＳ２の出力信号を用いてＤＶＤに記録された情報を読み
取ることができる。
【００５２】
光ピックアップ装置ＰＵ１において、ＣＤに対して情報の記録／再生を行う場合には、
図１に示す位置から保持部材Ｈを図で上方へと移動させ、第２対物光学素子ＯＬを光路内
に挿入し、ホログラムレーザＨＬを発光させる。ホログラムレーザＨＬから射出された発
散光束は、図１において点線でその光線経路を描いたように、ビームスプリッタＢＳで反
射され、絞りＳ２により光束径が規制され、第２対物光学素子ＯＬ２に有限発散光束の状

30

態で入射した後、そこからＣＤの保護基板ＰＬ３を介して情報記録面ＲＬ３上に形成され
るスポットとなる。第２対物光学素子ＯＬ２は、その周辺に配置された２軸アクチュエー
タＡＣ１によって保持部材Ｈごとフォーカシングやトラッキングを行う。
【００５３】
情報記録面ＲＬ３で情報ピットにより変調された反射光束は、再び第２対物光学素子Ｏ
Ｌ２、絞りＳ２を通過し、ビームスプリッタＢＳで反射された後、ホログラムレーザＨＬ
に入射し、光検出器の受光面に収束する。そして、光検出器の出力信号を用いてＣＤに記
録された情報を読み取ることができる。
【００５４】
本実施の形態において、コリメータＣＯＬ、ビームスプリッタＢＳ、第１対物光学素子
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ＯＬ１が第１光学系を構成し、ビームスプリッタＢＳ、第２対物光学素子ＯＬ２が第２光
学系を構成する。又、コリメータＣＯＬが発散角変更素子を構成する。尚、ＨＤ使用時に
第１対物光学素子に入射する光束を無限平行光束とし、ＤＶＤ使用時に第１対物光学素子
に入射する光束を弱有限光束としているが、ＨＤ使用時に第１対物光学素子に入射する光
束を弱有限収束光束とし、ＤＶＤ使用時に第１対物光学素子に入射する光束を無限平行光
束としてもよく、或いは両方とも無限平行光束としても良い。更に、ＣＤ使用時に第２対
物光学素子に入射する光束を有限光束としているが、無限平行光束を入射させても良い。
【００５５】
次に、図２を用いて第２の実施の形態にかかる光ピックアップ装置について説明する。
図２は、ＨＤとＤＶＤとＣＤとの何れに対しても適切に情報の記録／再生を行える光ピッ
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クアップ装置ＰＵ２の構成を概略的に示す図である。ＨＤの光学的仕様は、波長λ１＝４
０７ｎｍ、保護基板ＰＬ１の厚さｔ１＝０．６ｍｍ、開口数ＮＡ１＝０．６５であり、Ｄ
ＶＤの光学的仕様は、波長λ２＝６５５ｎｍ、保護基板ＰＬ２の厚さｔ２＝０．６ｍｍ、
開口数ＮＡ２＝０．６５であり、ＣＤの光学的仕様は、波長λ３＝７８５ｎｍ、保護基板
ＰＬ３の厚さｔ３＝１．２ｍｍ、開口数ＮＡ３＝０．５１である。但し、波長、保護層の
厚さ、及び開口数の組合せはこれに限られない。
【００５６】
光ピックアップ装置ＰＵ２は、ＨＤに対して情報の記録／再生を行う場合に発光され４
０７ｎｍの青紫色レーザ光束（第１光束）を射出する第１の発光点ＥＰ１（第１光源）と
、ＤＶＤに対して情報の記録／再生を行う場合に発光され６５５ｎｍのレーザ光束（第２

10

光束）を射出する第２の発光点ＥＰ２（第２光源）と、ＨＤの情報記録面ＲＬ１からの反
射光束を受光する第１の受光部ＤＳ１と、ＤＶＤの情報記録面ＲＬ２からの反射光束を受
光する第２の受光部ＤＳ２と、プリズムＰＳとから構成されたレーザモジュールＬＭ、及
びＣＤに対して情報の記録／再生を行う場合に発光され７８５ｎｍのレーザ光束（第３光
束）を射出する第３の光源と、光検出器とを一体化した発光部・受光部一体型光源ユニッ
トであるホログラムレーザＨＬを有している。又、第１対物光学素子ＯＬ１と第２対物光
学素子ＯＬ２とは別個に設けられ、それぞれ２軸アクチュエータＡＣ１により駆動される
ようになっている。第１対物光学素子ＯＬ１の光学面には、波長λ１と前記波長λ２との
波長差にもとづく球面収差及び波長λ１の色収差を補正する収差補正構造を有しており、
第２対物光学素子ＯＬ２は、ＣＤに対して集光スポットを形成した際に、波面収差が０．

20

０７λｒｍｓ以下となる非球面を有している。
【００５７】
光ピックアップ装置ＰＵ２において、ＨＤに対して情報の記録／再生を行う場合には、
第１の発光点ＥＰ１を発光させる。第１の発光点ＥＰ１から射出された発散光束は、図２
において実線でその光線経路を描いたように、ビームシェイパＢＳＨを通過し、コリメー
タＣＯＬにより平行光束に変換され、不図示の絞りにより光束径が規制され、第１対物光
学素子ＯＬ１に平行光の状態で入射した後、そこからＨＤの保護基板ＰＬ１を介して情報
記録面ＲＬ１上に形成されるスポットとなる。第１対物光学素子ＯＬ１は、その周辺に配
置された２軸アクチュエータＡＣ１によってフォーカシングやトラッキングを行う。
【００５８】
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情報記録面ＲＬ１で情報ピットにより変調された反射光束は、再び第１対物光学素子Ｏ
Ｌ１、絞り、コリメータＣＯＬ及びビームシェイパＢＳＨを透過した後、レーザモジュー
ルＬＭに入射し、その後、プリズム内で２回反射された後、第１の受光部ＤＳ１に収束す
る。そして、第１の受光部ＤＳ１の出力信号を用いてＨＤに記録された情報を読み取るこ
とができる。
【００５９】
光ピックアップ装置ＰＵ２において、ＤＶＤに対して情報の記録／再生を行う場合には
、コリメータＣＯＬを１軸アクチュエータＡＣ２により光軸方向に、ＨＤ使用時とは異な
る位置になるよう移動させ、第２の発光点ＥＰ２を発光させる。第２の発光点ＥＰ２から
射出された発散光束は、図２において点線でその光線経路を描いたように、ビームシェイ
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パＢＳＨを通過し、コリメータＣＯＬにより弱発散光束に変換され、不図示の絞りにより
光束径が規制され、第１対物光学素子ＯＬ１に有限発散光束の状態で入射した後、そこか
らＤＶＤの保護基板ＰＬ２を介して情報記録面ＲＬ２上に形成されるスポットとなる。第
１対物光学素子ＯＬ１は、その周辺に配置された２軸アクチュエータＡＣ１によってフォ
ーカシングやトラッキングを行う。
【００６０】
情報記録面ＲＬ２で情報ピットにより変調された反射光束は、再び第１対物光学素子Ｏ
Ｌ１、絞り、コリメータＣＯＬ及びビームシェイパＢＳＨを透過した後、レーザモジュー
ルＬＭに入射し、その後、プリズム内で２回反射された後、第２の受光部ＤＳ２に収束す
る。そして、第２の受光部ＤＳ２の出力信号を用いてＤＶＤに記録された情報を読み取る
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ことができる。
【００６１】
光ピックアップ装置ＰＵ２において、ＣＤに対して情報の記録／再生を行う場合には、
ホログラムレーザＨＬを発光させる。ホログラムレーザＨＬから射出された発散光束は、
図２において点線でその光線経路を描いたように、絞りＳで控訴矩形を絞られ、第２対物
光学素子ＯＬ２に有限発散光束の状態で直接入射した後、そこからＣＤの保護基板ＰＬ３
を介して情報記録面ＲＬ３上に形成されるスポットとなる。第２対物光学素子ＯＬ２は、
その周辺に配置された２軸アクチュエータＡＣ１によってフォーカシングやトラッキング
を行う。
【００６２】

10

情報記録面ＲＬ３で情報ピットにより変調された反射光束は、再び第２対物光学素子Ｏ
Ｌ２、絞りＳを通過し、ホログラムレーザＨＬに直接入射し、光検出器の受光面に収束す
る。そして、光検出器の出力信号を用いてＣＤに記録された情報を読み取ることができる
。
【００６３】
本実施の形態において、コリメータＣＯＬ、第１対物光学素子ＯＬ１が第１光学系を構
成し、第２対物光学素子ＯＬ２が第２光学系を構成する。又、コリメータＣＯＬが発散角
変更素子を構成する。尚、ＨＤ使用時に第１対物光学素子に入射する光束を無限平行光束
とし、ＤＶＤ使用時に第１対物光学素子に入射する光束を弱有限光束としているが、ＨＤ
使用時に第１対物光学素子に入射する光束を弱有限収束光束とし、ＤＶＤ使用時に第１対
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物光学素子に入射する光束を無限平行光束としてもよく、或いは両方とも無限平行光束と
しても良い。更に、ＣＤ使用時に第２対物光学素子に入射する光束を有限光束としている
が、無限平行光束を入射させても良い。
【００６４】
次に、図３を用いて第３の実施の形態にかかる光ピックアップ装置について説明する。
図３（ａ）は、ＨＤとＤＶＤとＣＤとの何れに対しても適切に情報の記録／再生を行える
光ピックアップ装置ＰＵ３の構成を概略的に示す図である。図３（ｂ）は、コリメータＣ
ＯＬの一部を拡大して示す図である。ＨＤの光学的仕様は、波長λ１＝４０７ｎｍ、保護
基板ＰＬ１の厚さｔ１＝０．６ｍｍ、開口数ＮＡ１＝０．６５であり、ＤＶＤの光学的仕
様は、波長λ２＝６５５ｎｍ、保護基板ＰＬ２の厚さｔ２＝０．６ｍｍ、開口数ＮＡ２＝
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０．６５であり、ＣＤの光学的仕様は、波長λ３＝７８５ｎｍ、保護基板ＰＬ３の厚さｔ
３＝１．２ｍｍ、開口数ＮＡ３＝０．５１である。但し、波長、保護層の厚さ、及び開口
数の組合せはこれに限られない。
【００６５】
光ピックアップ装置ＰＵ３は、ＨＤに対して情報の記録／再生を行う場合に発光され４
０７ｎｍの青紫色レーザ光束（第１光束）を射出する第１の発光点ＥＰ１（第１光源）と
、ＤＶＤに対して情報の記録／再生を行う場合に発光され６５５ｎｍのレーザ光束（第２
光束）を射出する第２の発光点ＥＰ２（第２光源）と、ＨＤの情報記録面ＲＬ１からの反
射光束を受光する第１の受光部ＤＳ１と、ＤＶＤの情報記録面ＲＬ２からの反射光束を受
光する第２の受光部ＤＳ２と、プリズムＰＳとから構成されたレーザモジュールＬＭ、及
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びＣＤに対して情報の記録／再生を行う場合に発光され７８５ｎｍのレーザ光束（第３光
束）を射出する第３の光源と、光検出器とを一体化した発光部・受光部一体型光源ユニッ
トであるホログラムレーザＨＬを有している。又、第１対物光学素子ＯＬ１と第２対物光
学素子ＯＬ２とは別個に設けられ、それぞれ２軸アクチュエータＡＣ１により駆動される
ようになっている。第１対物光学素子ＯＬ１の光学面には、波長λ１と前記波長λ２との
波長差にもとづく球面収差及び波長λ１の色収差を補正する収差補正構造を有しており、
第２対物光学素子ＯＬ２は、ＣＤに対して集光スポットを形成した際に、波面収差が０．
０７λｒｍｓ以下となる非球面を有している。更に、コリメータＣＯＬの光ディスク側の
光学面には、光路差付与構造である回折構造Ｄが形成されている。かかる回折構造Ｄは、
波長λ１の光束が通過したときは０次光束が最も強度が高くなり、波長λ２の光束が通過
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したときはｎ次光束（ｎは正の整数）が最も強度が高くなる、即ち波長に応じて発散角を
変更するような形状を有している。
【００６６】
光ピックアップ装置ＰＵ３において、ＨＤに対して情報の記録／再生を行う場合には、
第１の発光点ＥＰ１を発光させる。第１の発光点ＥＰ１から射出された発散光束は、図３
において実線でその光線経路を描いたように、ビームシェイパＢＳＨを通過し、コリメー
タＣＯＬにより平行光束に変換され、不図示の絞りにより光束径が規制され、第１対物光
学素子ＯＬ１に平行光の状態で入射した後、そこからＨＤの保護基板ＰＬ１を介して情報
記録面ＲＬ１上に形成されるスポットとなる。第１対物光学素子ＯＬ１は、その周辺に配
置された２軸アクチュエータＡＣ１によってフォーカシングやトラッキングを行う。

10

【００６７】
情報記録面ＲＬ１で情報ピットにより変調された反射光束は、再び第１対物光学素子Ｏ
Ｌ１、絞り、コリメータＣＯＬ及びビームシェイパＢＳＨを透過した後、レーザモジュー
ルＬＭに入射し、その後、プリズム内で２回反射された後、第１の受光部ＤＳ１に収束す
る。そして、第１の受光部ＤＳ１の出力信号を用いてＨＤに記録された情報を読み取るこ
とができる。
【００６８】
光ピックアップ装置ＰＵ３において、ＤＶＤに対して情報の記録／再生を行う場合には
、コリメータＣＯＬを１軸アクチュエータＡＣ２により光軸方向に移動させ、第２の発光
点ＥＰ２を発光させる。第２の発光点ＥＰ２から射出された発散光束は、図３において二

20

点鎖線でその光線経路を描いたように、ビームシェイパＢＳＨを通過し、コリメータＣＯ
Ｌにより弱発散光束に変換され、不図示の絞りにより光束径が規制され、第１対物光学素
子ＯＬ１に有限発散光束の状態で入射した後、そこからＤＶＤの保護基板ＰＬ２を介して
情報記録面ＲＬ２上に形成されるスポットとなる。第１対物光学素子ＯＬ１は、その周辺
に配置された２軸アクチュエータＡＣ１によってフォーカシングやトラッキングを行う。
【００６９】
情報記録面ＲＬ２で情報ピットにより変調された反射光束は、再び第１対物光学素子Ｏ
Ｌ１、絞り、コリメータＣＯＬ及びビームシェイパＢＳＨを透過した後、レーザモジュー
ルＬＭに入射し、その後、プリズム内で２回反射された後、第２の受光部ＤＳ２に収束す
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る。そして、第２の受光部ＤＳ２の出力信号を用いてＤＶＤに記録された情報を読み取る
ことができる。
【００７０】
光ピックアップ装置ＰＵ３において、ＣＤに対して情報の記録／再生を行う場合には、
ホログラムレーザＨＬを発光させる。ホログラムレーザＨＬから射出された発散光束は、
図３において点線でその光線経路を描いたように、絞りＳで控訴矩形を絞られ、第２対物
光学素子ＯＬ２に有限発散光束の状態で直接入射した後、そこからＣＤの保護基板ＰＬ３
を介して情報記録面ＲＬ３上に形成されるスポットとなる。第２対物光学素子ＯＬ２は、
その周辺に配置された２軸アクチュエータＡＣ１によってフォーカシングやトラッキング
を行う。

40

【００７１】
情報記録面ＲＬ３で情報ピットにより変調された反射光束は、再び第２対物光学素子Ｏ
Ｌ２、絞りＳを通過し、ホログラムレーザＨＬに直接入射し、光検出器の受光面に収束す
る。そして、光検出器の出力信号を用いてＣＤに記録された情報を読み取ることができる
。
【００７２】
本実施の形態において、コリメータＣＯＬ、第１対物光学素子ＯＬ１が第１光学系を構
成し、第２対物光学素子ＯＬ２が第２光学系を構成する。又、コリメータＣＯＬが発散角
変更素子を構成する。尚、ＨＤ使用時に第１対物光学素子に入射する光束を無限平行光束
とし、ＤＶＤ使用時に第１対物光学素子に入射する光束を弱有限光束としているが、ＨＤ
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使用時に第１対物光学素子に入射する光束を弱有限収束光束とし、ＤＶＤ使用時に第１対
物光学素子に入射する光束を無限平行光束としてもよく、或いは両方とも無限平行光束と
しても良い。更に、ＣＤ使用時に第２対物光学素子に入射する光束を有限光束としている
が、無限平行光束を入射させても良い。
【００７３】
（実施例１）
次に、実施例について説明する。実施例１は、図１〜３に示す光ピックアップ装置に好
適な第１対物光学素子ＯＬ１のものである。ＣＤ専用の第２対物光学素子ＯＬ２に関して
は、公知のものを用いることができる。実施例１のレンズデータを表１に示す。尚、これ
以降（表のレンズデータ含む）において、１０のべき乗数（例えば、２．５×１０−３）

10

を、Ｅ（例えば、２．５Ｅ―３）を用いて表すものとする。
【００７４】
【表１】
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【００７５】
尚、第１対物光学素子の光学面は、それぞれ数１式に、表１に示す係数を代入した数式
で規定される、光軸の周りに軸対称な非球面に形成されている。
【００７６】
【数１】

【００７７】
ここで、Ｈは光軸からの高さ、κは円錐係数、Ａ２

10
ｉ

は非球面係数、ｒは軸上曲率半径

（ｍｍ）である。
【００７８】
また、回折構造により各波長の光束に対して与えられる光路長は、数２式の光路差関数
に、表１に示す係数を代入した数式で規定される。
【００７９】
【数２】

20

Ｈは光軸からの高さ、Ｃｉ は光路差関数の係数、λは入射光束の波長である。
【００８０】
本発明は、以上の実施の形態に限られない。例えば、第１対物光学素子はＨＤとＤＶＤ
とで共用し、第２対物光学素子はＣＤ専用としているが、第１対物光学素子をＨＤ専用と
し、第２対物光学素子をＤＶＤとＣＤとで共用するようにしても良い。かかる場合、ＨＤ
用の光源をホログラムレーザとし、ＤＶＤとＣＤ用の光源を、第２光源と第３光源が一体
化されたレーザモジュールにすると好ましい。又、高密度ディスクとしては、ＨＤに限ら
ずＢＤであっても良い。

30

【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】第１の光ピックアップ装置ＰＵ１の構成を概略的に示す図である。
【図２】第２の光ピックアップ装置ＰＵ２の構成を概略的に示す図である。
【図３】第３の光ピックアップ装置ＰＵ３の構成を概略的に示す図である。
【符号の説明】
【００８２】
ＡＣ１ ２軸アクチュエータ
ＡＣ２ １軸アクチュエータ
ＢＳ ビームスプリッタ

40

ＣＯＬ コリメータ
Ｄ 回折構造
ＤＳ１ 第１受光部
ＤＳ２ 第２受光部
ＥＰ１ 第１発光点
ＥＰ２ 第２発光点
Ｈ 保持部材
ＨＬ ホログラムレーザ
ＬＭ レーザモジュール
ＯＬ１ 対物光学素子

50

(17)

JP 2006‑147053 A 2006.6.8

ＯＬ２ 対物光学素子
ＰＬ１ 保護基板
ＰＬ２ 保護基板
ＰＬ３ 保護基板
ＰＳ プリズム
ＰＵ１ 光ピックアップ装置
ＰＵ２ 光ピックアップ装置
ＰＵ３ 光ピックアップ装置
ＲＬ１ 情報記録面
ＲＬ２ 情報記録面

10

ＲＬ３ 情報記録面
Ｓ１ 絞り
Ｓ２ 絞り

【図１】

【図２】

【図３】
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