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(57)【要約】
【課題】
共通の対物レンズと、共通の光検出器とを用いて、少
なくとも３種類の光情報記録媒体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を
提供する。
【解決手段】
カップリングレンズＣＯＬが、２群３枚構成となって
おり、各群の空気間隔は、後述するようにして可変とな
っているので、空気間隔を変化させることにより、各半
導体レーザＬＤ１〜ＬＤ３から出射される光束の波長及
び光ディスクの保護基板厚に応じて発散角を変化させ、
光ディスクＯＤ〜ＯＤ３の情報記録面に対して適切な集
光スポットを形成することができる。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
３９０〜４２０ｎｍの波長λ１の光束を出射する第１の光源と、６３０〜６７０ｎｍの
波長λ２の光束を出射する第２の光源と、７６０〜８００ｎｍの波長λ３の光束を出射す
る第３の光源と、前記光源からの光束を光情報記録媒体の情報記録面上に集光する対物レ
ンズと、前記第１、第２、第３の光源から出射される光束の共通光路中で、且つ前記光源
と前記対物レンズとの光路中に配置されたカップリングレンズと、前記光情報記録媒体の
情報記録面から反射した光束を、前記光源からの光束から分離する光束分離手段と、前記
光束分離手段によって分離され、前記光情報記録媒体の情報記録面から反射した光束を受
光する受光素子とを有し、
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前記カップリングレンズは、２群２枚以上のレンズから構成され、構成する前記レンズ
の少なくとも１群が光軸方向に移動可能に配置され、
前記第１の光源から出射された光束と、前記第２の光源から出射された光束と、前記第
３の光源から出射された光束を受光するための受光部が、１つの前記受光素子内にパッケ
ージされており、
前記光情報記録媒体の情報記録面から反射した、前記第１の光源から出射された光束と
、前記第２の光源から出射された光束と、前記第３の光源から出射された光束は、共通の
光学素子を通過して前記受光素子の受光部により受光され、
前記第１の光源から出射された光束は、前記少なくとも１群が第１の位置に移動した前
記カップリングレンズによって、第１の発散角（θ１）を与えられた後、前記対物レンズ
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に入射し、記録密度ρ１の第１情報記録媒体の情報記録面に集光されることにより情報の
記録及び／又は再生が行われ、
前記第２の光源から出射された光束は、前記少なくとも１群が第２の位置に移動した前
記カップリングレンズによって、第２の発散角（θ２）を与えられた後、前記対物レンズ
により、記録密度ρ２（ρ１＞ρ２）の第２情報記録媒体の情報記録面に集光されること
により情報の記録及び／又は再生が行われ、
前記第３の光源から出射された光束は、前記少なくとも１群が第３の位置に移動した前
記カップリングレンズによって、第３の発散角（θ３）を与えられた後、前記対物レンズ
により、記録密度ρ３（ρ２＞ρ３）の第３情報記録媒体の情報記録面に集光されること
により情報の記録及び／又は再生が行われるようになっており、
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前記３つの光源と、前記受光素子の受光部とは、各光情報記録媒体の情報記録面を介し
て互いに光学的に共役の関係となってい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光情報記録媒体はＢｌｕ−ｒａｙ

ＤｉｓｃまたはＨＤ

ＤＶＤであり、前記

第２光情報記録媒体はＤＶＤであり、前記第３光情報記録媒体はＣＤであることを特徴と
する請求項１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項３】
前記カップリングレンズは、それぞれ非球面を有する２枚のレンズから構成されている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の光ピックアップ装置。
【請求項４】
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前記光束分離手段は偏光ビームスプリッタであり、前記カップリングレンズの光源側の
ＮＡは０．１２以下であることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の光ピックア
ップ装置。
【請求項５】
前記カップリングレンズを構成する前記少なくとも１群のレンズが光軸方向に移動する
ことによって、前記光情報記録媒体の異なる基板厚さに起因して発生する球面収差を補正
することを特徴とする請求項１〜４のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
【請求項６】
前記３つの光源の少なくとも２つが、共通のヒートシンクに固定されていることを特徴
とする請求項１〜５のいずれかに記載の光ピックアップ装置。
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【請求項７】
前記カップリングレンズを構成する前記少なくとも１群のレンズを、光軸方向に移動す
るように駆動する駆動手段を有することを特徴とする請求項１〜６のいずれかに記載の光
ピックアップ装置。
【請求項８】
前記駆動手段は、電気機械変換素子と、前記電気機械変換素子の一端に固定された駆動
部材と、前記カップリングレンズを構成する前記少なくとも１群のレンズに連結され、且
つ前記駆動部材上に移動可能に保持された可動部材と、から構成され、前記電気機械変換
素子を、伸び方向と縮み方向とで速度を変えて繰り返し伸縮させることで、前記可動部材
を移動させるようになっている駆動手段を備えたことを特徴とする請求項７に記載の光ピ
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ックアップ装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光ピックアップ装置に関し、特に光情報記録媒体に対して適切に情報の記録
及び／又は再生を行える光ピックアップ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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近年、波長４００ｎｍ程度の青紫色半導体レーザを用いて、情報の記録／再生を行える
高密度光ディスクシステムの研究・開発が急速に進んでいる。一例として、ＮＡ０．８５
、光源波長４０５ｎｍの仕様で情報記録／再生を行う光ディスク、いわゆるＢｌｕ−ｒａ
ｙ

Ｄｉｓｃ（ＢＤ）では、ＤＶＤ（ＮＡ０．６、光源波長６５０ｎｍ、記憶容量４、７

ＧＢ）と同じ大きさである直径１２ｃｍの光ディスクに対して、１面あたり２０〜３０Ｇ
Ｂの情報の記録が可能であり、又、ＮＡ０．６５、光源波長４０５ｎｍの仕様で情報記録
／再生を行う光ディスク、いわゆるＨＤ

ＤＶＤでは、直径１２ｃｍの光ディスクに対し

て、１面あたり１５〜２０ＧＢの情報の記録が可能である。以下、本明細書では、このよ
うな光ディスクを「高密度ＤＶＤ」と呼ぶ。
【０００３】

30

ところで、このような高密度ＤＶＤに対して適切に情報を記録／再生できるというだけ
では、光ピックアップ装置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が販売されている現実をふまえると、高密度Ｄ
ＶＤに対して適切に情報を記録／再生できるだけでは足らず、例えばユーザーが所有して
いる従来のＤＶＤ或いはＣＤに対しても同様に適切に情報を記録／再生できるようにする
ことが、互換タイプの光ピックアップ装置として製品の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、互換タイプの光ピックアップ装置に用いる光学系は、低コスト
で簡素な構成を有することは勿論であり、それに加えて高密度ＤＶＤ、従来のＤＶＤ、Ｃ
Ｄいずれに対しても、適切に情報を記録／再生するために良好なスポットを得ることが望
まれている。又、ＤＶＤとＣＤとに対して互換可能に情報の記録及び／又は再生を行える
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光ピックアップ装置も実用化されているが、現在の構成に対して更なる小型化、薄形化、
低コスト化等が望まれている。
【０００４】
特許文献１，２には、共通の対物レンズと共通の光検出器とを用いることでコンパクト
な構成を実現しながらも、可動のカップリングレンズを用いて、異なる２種類の光ディス
クに対して情報の記録及び／又は再生を行える光ピックアップ装置が開示されている。
【特許文献１】特開平１０−１９９０２１号公報
【特許文献２】特開２００２−２３６２５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】

50

(4)

JP 2006‑318553 A 2006.11.24

【０００５】
しかるに、特許文献１，２に開示された光ピックアップ装置は、異なる２種類の光ディ
スクに対して情報の記録及び／又は再生を行うものであり、更に高密光ディスクも含めた
少なくとも３種類の光ディスクに対して情報の記録及び／又は再生を行う場合には、更な
る工夫が必要となる。
【０００６】
本発明は、かかる従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、共通の対物レンズと
、共通の光検出器とを用いて、少なくとも３種類の光情報記録媒体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】
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【０００７】
請求項１に記載の光ピックアップ装置は、３９０〜４２０ｎｍの波長λ１の光束を出射
する第１の光源と、６３０〜６７０ｎｍの波長λ２の光束を出射する第２の光源と、７６
０〜８００ｎｍの波長λ３の光束を出射する第３の光源と、前記光源からの光束を光情報
記録媒体の情報記録面上に集光する対物レンズと、前記第１、第２、第３の光源から出射
される光束の共通光路中で、且つ前記光源と前記対物レンズとの光路中に配置されたカッ
プリングレンズと、前記光情報記録媒体の情報記録面から反射した光束を、前記光源から
の光束から分離する光束分離手段と、前記光束分離手段によって分離され、前記光情報記
録媒体の情報記録面から反射した光束を受光する受光素子とを有し、
前記カップリングレンズは、２群２枚以上のレンズから構成され、構成する前記レンズ
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の少なくとも１群が光軸方向に移動可能に配置され、
前記第１の光源から出射された光束と、前記第２の光源から出射された光束と、前記第
３の光源から出射された光束を受光するための受光部が、１つの前記受光素子内にパッケ
ージされており、
前記光情報記録媒体の情報記録面から反射した、前記第１の光源から出射された光束と
、前記第２の光源から出射された光束と、前記第３の光源から出射された光束は、共通の
光学素子を通過して前記受光素子の受光部により受光され、
前記第１の光源から出射された光束は、前記少なくとも１群が第１の位置に移動した前
記カップリングレンズによって、第１の発散角（θ１）を与えられた後、前記対物レンズ
に入射し、記録密度ρ１の第１情報記録媒体の情報記録面に集光されることにより情報の
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記録及び／又は再生が行われ、
前記第２の光源から出射された光束は、前記少なくとも１群が第２の位置に移動した前
記カップリングレンズによって、第２の発散角（θ２）を与えられた後、前記対物レンズ
により、記録密度ρ２（ρ１＞ρ２）の第２情報記録媒体の情報記録面に集光されること
により情報の記録及び／又は再生が行われ、
前記第３の光源から出射された光束は、前記少なくとも１群が第３の位置に移動した前
記カップリングレンズによって、第３の発散角（θ３）を与えられた後、前記対物レンズ
により、記録密度ρ３（ρ２＞ρ３）の第３情報記録媒体の情報記録面に集光されること
により情報の記録及び／又は再生が行われるようになっており、
前記３つの光源と、前記受光素子の受光部とは、各光情報記録媒体の情報記録面を介し
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て互いに光学的に共役の関係となっていることを特徴とする。
【０００８】
本明細書中、「発散角」とは、出射角がゼロもしくは負である場合も含み、即ち少なく
とも１つの光束が、無限平行光又は収束光の状態で前記対物レンズに入射する場合を含む
。
【０００９】
共通の対物レンズと共通の光検出器とを用いて、少なくとも３種類の光情報記録媒体（
光ディスクともいう）に対して情報の記録及び／又は再生を行うためには、３つの光源と
対物焦点と、光検出器である受光素子の受光面とを、いずれも光学的に共役な位置関係に
おくことが望ましい。その理由について説明する。
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【００１０】
まず、３波長の各々に対して光ディスクの情報記録面において良好な結像スポットを得
るために、波長差や光でディスクの保護基板厚さによって生じる球面収差を補正しなけれ
ばならないと言うことがある。例えば、ＤＶＤ／ＣＤに対して互換可能に情報の記録及び
／又は再生を行える従来の光ピックアップ装置においては、その球面収差を、対物レンズ
以外の光学素子で補正したり光ピックアップ装置全体で補正したりする場合、対物レンズ
へ入射する光束の発散角（または収束角、あるいは平行度）はそれぞれ個々に所定の値に
することが望ましい。その一例について説明する。
【００１１】
図１は、波長の異なる３つの光源を、それぞれ対物レンズに入射する光束が所定の発散
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角となる位置に配置してなる、比較例としての光ピックアップ装置の概略図である。図２
は、各光ディスクに対して情報の記録及び／又は再生を行う場合の、各光源と各受光素子
との位置関係を示す図である。
【００１２】
例えば短波長の光源ＬＤ１については、光源ＬＤ１と対物レンズＯＢＪとの距離を長く
確保し（図２（ｃ））、長波長の光源ＬＤ３については、光源ＬＤ３と対物レンズＯＢＪ
との距離を短く確保し（図２（ａ））、中間波長の光源ＬＤ２については、光源ＬＤ２と
対物レンズＯＢＪとの距離を、それらの中間に確保（図２（ｂ））することで、共通の対
物レンズにより光ディスクの情報記録面に集光される集光スポットを適切に形成すること
ができる。
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【００１３】
しかし、この場合には、対物レンズＯＢＪへの入射光束の発散角は、３つの波長の光束
で基本的に異なり、このため３つの光源ＬＤ１〜ＬＤ３からの対物レンズＯＢＪまでの光
路長は一致しないこととなる。その結果、光ディスクの情報記録面で焦点が結ばれた各波
長の光束は、同情報記録面から反射した後、それぞれ対物レンズＯＢＪからの光路長が異
なる場所に集光されることとなる（図２（ａ）〜（ｃ））。従って、光ディスクの情報記
録面に記録された光学情報を得るべく、これらの光束を受光しようとすると、図１に示す
ように、３つの受光素子が必要となって、光ピックアップ装置のコンパクト化・低コスト
化が図れない。一方、光ピックアップ装置のコンパクト化・低コスト化を図るべく、共通
の受光素子を用いようとすると、それぞれの光束を共通の受光素子で受光するために、波
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長選択性を有するダイクロイックプリズムなどを用いて、光束ごとに対物レンズと受光素
子との間の光路長を変える必要が生じ、構成が複雑となって本来の目的であるコンパクト
化が図れなくなる。
【００１４】
上記特許文献１，２においては、カップリングレンズは、いずれも固定または全体可動
であり、本発明とは作用効果が異なる。その点について説明する。まず、３つ異なる波長
の光束を、青紫光、赤色光、赤外光とする。カップリングレンズが固定の場合、カップリ
ングレンズに回折作用を持たせることで、異なる３波長間において入射角が同じでも出射
角を異ならせることができれば、各光ディスクに対して互換可能に情報の記録及び／又は
再生を行える。しかし、異なる３波長に対応すべく、３波長の出射角を所定の値にするた
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めに、対物レンズやカップリングレンズの設計自由度が著しく制約され、例えばある特定
波長光に対する回折効率が低い光学系になるなどの弊害がある。
【００１５】
特に回折構造は、回折効果を与えようとする光の波長に応じた段差の微細構造を光学面
に形成することで、位相差を付与するものである。しかるに、赤外光（７６０ｎｍ〜８０
０ｎｍ）は青紫光（３９０ｎｍ〜４３０ｎｍ）の波長の倍数であることから、回折構造を
形成する光学素子が通常の分散を有する材料（νｄ＞３０）で形成されている場合、微細
構造の段差により異なる位相差を与えても、微細構造を通過した赤外光と青紫光とで位相
が一致することがあり、波長の差異に基づいて光束の発散度を異ならせることが難しくな
る恐れもあり、いずれも十分な回折効率を得るためには設計自由度が大きく制約される。
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このため、対物レンズがトラッキング追随する際に生じる対物レンズの光軸シフトに対し
ては良好な収差を与えることが困難となる。更に、回折構造を形成すると、光線のケラレ
などにより光の利用効率が低下する傾向があるという問題がある。
【００１６】
また、カップリングレンズの全体を可動とした場合、異なる波長光束について対物レン
ズへの所定の発散度（収束度）を与えるためには、波長切替え時にカップリングレンズの
移動量を大きく取る必要があり、光ピックアップ装置の小型化に不利となる。特に３つの
異なる波長の光束を用いる場合は、２つの異なる波長の光束のみを用いる場合よりも、カ
ップリングレンズの移動量が増えるため、光ピックアップ装置のコンパクト化に対する弊
害が大きいといえる。更に、カップリングレンズの移動量が増大すれば、その分、それを
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駆動するアクチュエータの消費電力も増大するという問題がある。
【００１７】
これに対し本発明では、前記カップリングレンズを少なくとも２群２枚以上の構成とし
、うち１群以上を光軸方向に可動とする構成としたため、３つの光源と対物レンズ焦点と
受光素子の受光面とを互いに共役関係にするとしても、カップリングレンズに回折面を設
ける必要がない。このため光の利用効率を高く確保できる上、対物レンズやカップリング
レンズの設計自由度は大きくなる。たとえば、対物レンズのトラッキング追随に伴う対物
レンズの光ピックアップ装置光軸からのズレに対する収差発生量を低く抑えることができ
る。しかもカップリングレンズの移動量が少なくて済むため、小型化に適している。従来
例の構成で、３つの異なる波長の光束を用いる場合、２つの異なる波長の光束を用いる場
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合に比べ、１つの波長が追加されたことに応じて、カップリングレンズは更に大きな移動
量が必要となるのに対し、本発明のごとく、カップリングレンズの移動量を抑えることが
できることは、小型化に対して有利である。なお２群２枚以上の構成においては、レンズ
を２枚の非球面レンズ構成（２群２枚）とし、１枚を可動とすることが小型化低コスト化
という観点から好ましい。
【００１８】
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
情報記録媒体はＢｌｕ−ｒａｙ

ＤｉｓｃまたはＨＤ

ＤＶＤであり、前記第２光情報記

録媒体はＤＶＤであり、前記第３光情報記録媒体はＣＤであることを特徴とする。
【００１９】
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請求項３に記載の光ピックアップ装置は、請求項１又は２に記載の発明において、前記
カップリングレンズは、それぞれ非球面を有する２枚のレンズから構成されていることを
特徴とする。
【００２０】
請求項４に記載の光ピックアップ装置は、請求項１〜３のいずれかに記載の発明におい
て、前記光束分離手段は偏光ビームスプリッタであり、前記カップリングレンズの光源側
のＮＡは０．１２以下であることを特徴とする。
【００２１】
請求項５に記載の光ピックアップ装置は、請求項１〜４のいずれかに記載の発明におい
て、前記カップリングレンズを構成する前記少なくとも１群のレンズが光軸方向に移動す
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ることによって、前記光情報記録媒体の異なる基板厚さに起因して発生する球面収差を補
正することを特徴とする。
【００２２】
請求項６に記載の光ピックアップ装置は、請求項１〜５のいずれかに記載の発明におい
て、前記３つの光源の少なくとも２つが、共通のヒートシンクに固定されていることを特
徴とする。例えば２波長１パッケージＬＤ、或いは３波長１パッケージＬＤを使用するこ
とで、光学系を簡素化することができるため、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の小型化、低コスト化を図れる。「ヒートシンク」とは、図３に
示す２波長１パッケージＬＤにおいて、２つの光束を照射できる発光部ＬＰを、サブマウ
ントＳＭを介してステムＳＴ上で支持する部材ＨＳ等を指すものである。このような２波
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長１パッケージＬＤの例が、特開２００１−２１５４２５に記載されている。尚、サブマ
ウントＳＭをステムＳＴに直付けする場合には、サブマウントＳＭがヒートシンクとなる
。又、ステムＳＴの位置部が隆起しており、そこに発光部ＬＰを直付けする場合には、ス
テムＳＴがヒートシンクとなる。
【００２３】
請求項７に記載の光ピックアップ装置は、請求項１〜６のいずれかに記載の発明におい
て、前記カップリングレンズを構成する前記少なくとも１群のレンズを、光軸方向に移動
するように駆動する駆動手段を有することを特徴とする。
【００２４】
請求項８に記載の光ピックアップ装置は、請求項７に記載の発明において、前記駆動手
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段は、電気機械変換素子と、前記電気機械変換素子の一端に固定された駆動部材と、前記
カップリングレンズを構成する前記少なくとも１群のレンズに連結され、且つ前記駆動部
材上に移動可能に保持された可動部材と、から構成され、前記電気機械変換素子を、伸び
方向と縮み方向とで速度を変えて繰り返し伸縮させることで、前記可動部材を移動させる
ようになっている駆動手段を備えたことを特徴とする。
【００２５】
前記駆動手段において、前記電気機械変換素子に対して例えば鋸歯状の波形をしたパル
スなどの駆動電圧をごく短時間印加することで、前記電気機械変換素子を微少に伸長また
は収縮するように変形させることができるが、そのパルスの形状により伸長又は収縮の速
度を変えることができる。ここで、前記電気機械変換素子を伸長または収縮方向へ速い速
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度で変形したとき、前記可動部材は、その質量の慣性により、前記駆動部材の動作に追随
せず、そのままの位置に留まる。一方、前記電気機械変換素子がそれよりも遅い速度で反
対方向へと変形したとき、前記可動部材は、その間に作用する摩擦力で駆動部材の動作に
追随して移動する。したがって、前記電気機械変換素子が伸縮を繰り返すことにより、前
記可動部材は一方向へ連続して移動することができる。即ち、高い応答性を有する本発明
の駆動手段を用いることで、前記可動部材に連結した前記カップリングレンズを構成する
前記少なくとも１群のレンズを高速に移動させることもでき、且つ微小量移動させること
もできる。更に、前記カップリングレンズを構成する前記少なくとも１群のレンズを定位
置に保持するような場合には、前記電気機械変換素子への電力供給を中断すれば、前記可
動部材と前記駆動部材との間に作用する摩擦力によって保持されるので、省エネも図れる
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。加えて、前記駆動手段の構成は、簡素で小型化が可能で、低コストであるという利点も
ある。
【発明の効果】
【００２６】
本発明によれば、共通の対物レンズと、共通の光検出器とを用いて、少なくとも３種類
の光情報記録媒体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】
【００２７】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図４は、保護基板の厚さが異な
る光情報記録媒体であるＢＤ（Ｂｌｕ−ｒａｙＤｉｓｃ）又はＨＤ
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ＤＶＤ、ＤＶＤ及び

ＣＤに対して適切に情報の記録／再生を行える第１の実施の形態にかかる光ピックアップ
装 置 の 構 成 を 概 略 的 に 示 す 上 面 図 で あ る 。 図 ５ は 、 本 実 施 の 形 態 を 矢 印 V方 向 か ら 見 た 側
面図である。本実施の形態においては、集光光学系として対物レンズＯＢＪ及びカップリ
ングレンズＣＯＬを含む。カップリングレンズＣＯＬは、第１群（レンズＬ１、Ｌ２）と
、第２群（レンズＬ３）から構成され、ここでは第２群が光軸方向に移動可能となってい
る。レンズＬ１〜Ｌ３には回折構造は形成されていないが、回折構造を形成しても良い。
又、本実施の形態では、第２の光源である第２半導体レーザＬＤ２と、第３の光源である
第３半導体レーザＬＤ３とを、同一のパッケージに収容した或いは同一のヒートシンクに
固定した、いわゆる２レーザ１パッケージを使用しているが、半導体レーザを個別に配置
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しても良い。３つの半導体レーザＬＤ１〜ＬＤ３と、光検出器（受光素子）ＰＤの受光部
とは、各光ディスクＯＤ１〜ＯＤ３の情報記録面を介して互いに光学的に共役の関係とな
っている。
【００２８】
第１の光ディスクＯＤ１（例えばＢＤ又はＨＤ

ＤＶＤ）に対して情報の記録及び／又

は再生を行う場合、カップリングレンズＣＯＬの第２群を光軸方向の第１位置へと移動さ
せ、半導体レーザＬＤ１からの光束が第１の発散角θ１で対物レンズＯＢＪに入射するよ
うにする（図１２（ａ）参照）。ここで、図４の光ピックアップ装置において、光源波長
３９０〜４２０ｎｍの半導体レーザＬＤ１（第１の光源）から出射された光束は、ビーム
整形素子ＢＳで光束形状を整形され、更に第１回折素子Ｄ１を通過することで、記録再生
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用のメインビームとトラッキングエラー信号検出用のサブビームに分離された後、ダイク
ロイックビームスプリッタＤＢＳで反射され、偏光ビームスプリッタＰＢＳで反射されて
、カップリングレンズＣＯＬを通過して第１の発散角θ１とされた後、立ち上げミラーＭ
に入射する。尚、カップリングレンズＣＯＬの動作については後述する。
【００２９】
図５において、立ち上げミラーＭに入射した光束の一部は、それを透過した後モニタレ
ンズＭＬを通過して、レーザパワーモニタＬＰＭに入射し、レーザパワーの監視に用いら
れる。一方、立ち上げミラーＭに入射した光束の残りは、そこで反射され、１／４波長板
ＱＷＰを通過した後、対物レンズＯＢＪ（本実施の形態では２枚の素子からなるが１枚で
も良い）に入射して、ここから光ディスクＯＤ１の情報記録面Ｒ１（保護基板の厚さ０．
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１ｍｍ又は０．６ｍｍ）に集光される。
【００３０】
情報記録面Ｒ１で情報ピットにより変調された反射光束は、再び対物レンズＯＢＪ、１
／４波長板ＱＷＰを通過し、立ち上げミラーＭで反射された後、カップリングレンズＣＯ
Ｌを通過し、更に偏光ビームスプリッタＰＢＳを通過してセンサレンズＳＬによって、光
検出器（受光素子）ＰＤの受光面に集光されるようになっている。光検出器ＰＤの出力信
号を用いて、光ディスクＯＤ１に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００３１】
また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて対物レンズアクチュエータ機構ＡＣ
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Ｔのフォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが、第１半導体レー
ザＬＤ１からの光束を光ディスクＯＤ１の情報記録面Ｒ１上に適切に結像するように、対
物レンズＯＢＪをレンズホルダＨＤと一体で移動させるようになっている。
【００３２】
第２の光ディスクＯＤ２（例えばＤＶＤ）に対して情報の記録及び／又は再生を行う場
合、カップリングレンズＣＯＬの第２群を光軸方向の第２位置へと移動させ、半導体レー
ザＬＤ２からの光束が第２の発散角θ２で対物レンズＯＢＪに入射するようにする（図１
２（ｂ）参照）。ここで、図４の光ピックアップ装置において、光源波長６３０〜６７０
ｎｍの半導体レーザＬＤ２から出射された光束は、２レーザ１パッケージから外部へと出
た後、第２回折素子Ｄ２を通過することで、記録再生用のメインビームとトラッキングエ
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ラー信号検出用のサブビームに分離され、カップリングレンズＣＰＬで発散角を調整され
、１／２波長板ＨＷＰ、ダイクロイックビームスプリッタＤＢＳを通過し、偏光ビームス
プリッタＰＢＳで反射されて、カップリングレンズＣＯＬを通過して第２の発散角θ２と
された後、立ち上げミラーＭに入射する。
【００３３】
図５において、立ち上げミラーＭに入射した光束の一部は、それを透過した後モニタレ
ンズＭＬを通過して、レーザパワーモニタＬＰＭに入射し、レーザパワーの監視に用いら
れる。一方、立ち上げミラーＭに入射した光束の残りは、そこで反射され、１／４波長板
ＱＷＰを通過した後、対物レンズＯＢＪに入射して、ここから光ディスクＯＤ２の情報記
録面Ｒ２（保護基板の厚さ０．６ｍｍ）に集光される。
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【００３４】
情報記録面Ｒ２で情報ピットにより変調された反射光束は、再び対物レンズＯＢＪ、１
／４波長板ＱＷＰを通過し、立ち上げミラーＭで反射された後、カップリングレンズＣＯ
Ｌを通過し、更に偏光ビームスプリッタＰＢＳを通過してセンサレンズＳＬによって、光
検出器ＰＤの受光面に集光されるようになっている。光検出器ＰＤの出力信号を用いて、
光ディスクＯＤ２に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００３５】
また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて対物レンズアクチュエータ機構ＡＣ
Ｔのフォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが、第２半導体レー
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ザＬＤ２からの光束を光ディスクＯＤ２の情報記録面Ｒ２上に適切に結像するように、対
物レンズＯＢＪをレンズホルダＨＤと一体で移動させるようになっている。
【００３６】
第３の光ディスクＯＤ３（例えばＣＤ）に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合
、カップリングレンズＣＯＬの第２群を光軸方向の第３位置へと移動させ、半導体レーザ
ＬＤ３からの光束が第３の発散角θ３で対物レンズＯＢＪに入射するようにする（図１２
（ｃ）参照）。ここで、図４の光ピックアップ装置において、光源波長７６０〜８００ｎ
ｍの半導体レーザＬＤ３から出射された光束は、２レーザ１パッケージから外部へと出た
後、第２回折素子Ｄ２を通過することで、記録再生用のメインビームとトラッキングエラ
ー信号検出用のサブビームに分離され、カップリングレンズＣＰＬで発散角を調整され、
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１／２波長板ＨＷＰ、ダイクロイックビームスプリッタＤＢＳを通過し、偏光ビームスプ
リッタＰＢＳで反射されて、カップリングレンズＣＯＬを通過して第３の発散角θ３とさ
れた後、立ち上げミラーＭに入射する。なお、対物レンズＯＢＪへの入射光束の発散角θ
１，θ２，θ３について、発散状態で入射する場合を正、収斂状態で入射する場合を負と
すると、図１２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）において、それぞれθ１＜０，θ２＜０，θ３＞
０となっている。
【００３７】
図５において、立ち上げミラーＭに入射した光束の一部は、それを透過した後モニタレ
ンズＭＬを通過して、レーザパワーモニタＬＰＭに入射し、レーザパワーの監視に用いら
れる。一方、立ち上げミラーＭに入射した光束の残りは、そこで反射され、１／４波長板
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ＱＷＰを通過した後、対物レンズＯＢＪに入射して、ここから光ディスクＯＤ３の情報記
録面Ｒ３（保護基板の厚さ１．２ｍｍ）に集光される。
【００３８】
情報記録面Ｒ３で情報ピットにより変調された反射光束は、再び対物レンズＯＢＪ、１
／４波長板ＱＷＰを通過し、立ち上げミラーＭで反射された後、カップリングレンズＣＯ
Ｌを通過し、更に偏光ビームスプリッタＰＢＳを通過してセンサレンズＳＬによって、光
検出器ＰＤの受光面に集光されるようになっている。光検出器ＰＤの出力信号を用いて、
光ディスクＯＤ３に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００３９】
また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
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合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて対物レンズアクチュエータ機構ＡＣ
Ｔのフォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが、第３半導体レー
ザＬＤ３からの光束を光ディスクＯＤ３の情報記録面Ｒ３上に適切に結像するように、対
物レンズＯＢＪをレンズホルダＨＤと一体で移動させるようになっている。
【００４０】
本実施の形態によれば、カップリングレンズＣＯＬが、２群３枚構成となっており、各
群の空気間隔は、後述するようにして可変となっているので、空気間隔を変化させること
により、各半導体レーザＬＤ１〜ＬＤ３から出射される光束の波長及び光ディスクの保護
基板厚に応じて発散角を変化させ、光ディスクＯＤ１〜ＯＤ３の情報記録面に対して適切
な集光スポットを形成することができる。
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【００４１】
図６は、カップリングレンズＣＯＬと、その駆動手段とを一体的に収納した光学系ユニ
ットＣＵの斜視図である。図６において、ベースＢの両端から上方に壁Ｗ１，Ｗ２が延在
している。壁Ｗ１，Ｗ２（切り欠いて図示）の上端近傍を連結するようにしてガイド軸Ｇ
Ｓが延在している。壁Ｗ１，Ｗ２にはそれぞれ光束が通過する開孔ＨＬが形成されている
。
【００４２】
レンズＬ１、Ｌ２は、レンズホルダＨＤ１により外周を保持され、壁Ｗ１の開孔ＨＬを
覆うようにしてビス止めされる。尚、レンズＬ１、Ｌ２の組み付けに当たっては、オート
コリメータなどを用いて、基準軸に対しシフトやチルトを極力抑えることが望ましい。

10

【００４３】
一方、可動要素であるレンズＬ３は、レンズホルダＨＤ２により外周を保持されている
。可動部材となるレンズホルダＨＤ２は、ガイド軸ＧＳに係合する係合部ＨＤａと、駆動
力を受ける連結部ＨＤｂとを有している。
【００４４】
連結部ＨＤｂは駆動軸ＤＳと接する溝を設けてあり、上面に板ばねＳＧを取り付けてい
る。連結部ＨＤｂと板ばねＳＧとの間には、駆動部材である駆動軸ＤＳが配置され、板ば
ねＳＧの付勢力で適度に押圧されている。駆動軸ＤＳの壁Ｗ１側にはスキマが設けられて
おり、他方の端部は、壁Ｗ２を貫通し、電気機械変換素子である圧電アクチュエータＰＺ
に連結されている。圧電アクチュエータＰＺは、固定部Ｂｈを有し、Ｗ２の外方でベース

20

Ｂに接着などにより固定されている。
【００４５】
ベースＢ上には、連結部ＨＤｂの移動量を磁気的に（又は光学的に）検出する不図示の
エンコーダ（位置検出手段であり、例えばガイド軸ＧＳに磁気情報を配置し、係合部ＨＤ
ａに読み取りヘッドなどを設けることができる）から信号を受けて、圧電アクチュエータ
ＰＺを駆動制御するために、配線Ｈを介して電圧を印加する外部の駆動回路（不図示）が
配置されている。圧電アクチュエータＰＺと、駆動軸ＤＳと、連結部ＨＤｂと、板ばねＳ
Ｇとで駆動手段を構成する。尚、駆動回路は、ベースＢ上に配置して、配線により連結し
ても良い。
【００４６】
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圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ Ｐ Ｚ は 、 Ｐ Ｚ Ｔ (ジ ル コ ン ・ チ タ ン 酸 鉛 )な ど で 形 成 さ れ た 圧 電 セ ラ
ミックスを積層してなる。圧電セラミックスは、その結晶格子内の正電荷の重心と負電荷
の重心とが一致しておらず、それ自体分極していて、その分極方向に電圧を印加すると伸
びる性質を有している。しかし、圧電セラミックスのこの方向への歪みは微小であり、こ
の歪み量により被駆動部材を駆動することは困難であるため、図７に示すように、複数の
圧電セラミックスＰＥを積み重ねてその間に電極Ｃを並列接続した構造の積層型圧電アク
チュエータＰＺが実用可能なものとして提供されている。本実施の形態では、この積層型
圧電アクチュエータＰＺを駆動源として用いている。
【００４７】
次に、この光学系ユニットＣＵによるレンズＬ３の駆動方法について説明する。一般に
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、積層型圧電アクチュエータＰＺは、電圧印加時の変位量は小さいが、発生力は大でその
応答性も鋭い。したがって、図８（ａ）に示すように立ち上がりが鋭く立ち下がりがゆっ
くりとした略鋸歯状波形のパルス電圧を印加すると、圧電アクチュエータＰＺは、パルス
の立ち上がり時に急激に伸び、立ち下がり時にそれよりもゆっくりと縮む。したがって、
圧電アクチュエータＰＺの伸長時には、その衝撃力で駆動軸ＤＳが図６の奥側（壁Ｗ１側
）へ押し出されるが、レンズＬ３を保持したレンズホルダＨＤ２の連結部ＨＤｂと板ばね
ＳＧは、その慣性により、駆動軸ＤＳと一緒には移動せず、駆動軸ＤＳとの間で滑りを生
じてその位置に留まる（わずかに移動する場合もある）。一方、パルスの立ち下がり時に
は立ち上がり時に比較して駆動軸ＤＳがゆっくりと戻るので、連結部ＨＤｂと板ばねＳＧ
が駆動軸ＤＳに対して滑らずに、駆動軸ＤＳと一体的に図６の手前側（壁Ｗ２側）へ移動
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する。即ち、周波数が数百から数万ヘルツに設定されたパルスを印加することにより、レ
ンズホルダＨＤ２を所望の速度で連続的に移動させることができる。尚、以上より明らか
であるが、図８（ｂ）に示すように電圧の立ち上がりがゆっくりで、立ち下がりが鋭いパ
ルスを印加すれば、レンズホルダＨＤ２を逆の方向へ移動させることができる。特に、ガ
イド軸ＧＳがまっすぐであれば、レンズホルダＨＤ２は光軸方向に精度良く移動すること
となり、駆動により光軸ずれが生じる場合に比べ、収差劣化を効果的に抑制できる。
【００４８】
図９は、保護基板の厚さが異なる光情報記録媒体であるＢＤ（Ｂｌｕ−ｒａｙＤｉｓｃ
）又はＨＤ

ＤＶＤ、ＤＶＤ及びＣＤに対して適切に情報の記録／再生を行える第２の実

施の形態にかかる光ピックアップ装置の構成を概略的に示す上面図である。本実施の形態

10

においても、集光光学系として対物レンズＯＢＪ及びカップリングレンズＣＯＬを含む。
カップリングレンズＣＯＬは、第１群（レンズＬ１）と、第２群（レンズＬ２）から構成
され、ここでは第２群が光軸方向に移動可能となっている。第２群の駆動手段としては図
６〜８の構成を用いることができる。レンズＬ１、Ｌ２は非球面を有し、回折構造は形成
されていないが、回折構造を形成しても良い。３つの半導体レーザＬＤ１〜ＬＤ３と、光
検出器（受光素子）ＰＤの受光部とは、各光ディスクＯＤ１〜ＯＤ３の情報記録面を介し
て互いに光学的に共役の関係となっている。
【００４９】
第１の光ディスクＯＤ１（例えばＢＤ又はＨＤ

ＤＶＤ）に対して情報の記録及び／又

は再生を行う場合、カップリングレンズＣＯＬの第２群を光軸方向の第１位置へと移動さ
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せ、半導体レーザＬＤ１からの光束が第１の発散角θ１で対物レンズＯＢＪに入射するよ
うにする。ここで、図９の光ピックアップ装置において、光源波長３９０〜４２０ｎｍの
半導体レーザＬＤ１（第１の光源）から出射されたＰ偏光の光束は、第１のダイクロイッ
クプリズムＤＢＳ１、第２のダイクロイックプリズムＤＢＳ２，偏光ビームスプリッタＰ
ＢＳを通過し、カップリングレンズＣＯＬを通過して第１の発散角θ１とされ、更に１／
４波長板ＱＷＰを通過した後、対物レンズＯＢＪに入射して、ここから光ディスクＯＤ１
の情報記録面Ｒ１（保護基板の厚さ０．１ｍｍ又は０．６ｍｍ）に集光される。
【００５０】
情報記録面Ｒ１で情報ピットにより変調された反射光束は、再び対物レンズＯＢＪ、１
／４波長板ＱＷＰを通過してＳ偏光となり、カップリングレンズＣＯＬを通過し、偏光ビ
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ームスプリッタＰＢＳで反射された後、センサレンズＳＬによって、光検出器（受光素子
）ＰＤの受光面に集光されるようになっている。光検出器ＰＤの出力信号を用いて、光デ
ィスクＯＤ１に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００５１】
また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて対物レンズアクチュエータ機構（不
図示）のフォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが、第１半導体
レーザＬＤ１からの光束を光ディスクＯＤ１の情報記録面Ｒ１上に適切に結像するように
、対物レンズＯＢＪをレンズホルダＨＤと一体で移動させるようになっている。
【００５２】
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第２の光ディスクＯＤ２（例えばＤＶＤ）に対して情報の記録及び／又は再生を行う場
合、カップリングレンズＣＯＬの第２群を光軸方向の第２位置へと移動させ、半導体レー
ザＬＤ２からの光束が第２の発散角θ２で対物レンズＯＢＪに入射するようにする。ここ
で、図９の光ピックアップ装置において、光源波長６３０〜６７０ｎｍの半導体レーザＬ
Ｄ２（第２の光源）から出射されたＰ偏光の光束は、第１のダイクロイックプリズムＤＢ
Ｓ１で反射され、第２のダイクロイックプリズムＤＢＳ２，偏光ビームスプリッタＰＢＳ
を通過し、カップリングレンズＣＯＬを通過して第２の発散角θ２とされ、更に１／４波
長板ＱＷＰを通過した後、対物レンズＯＢＪに入射して、ここから光ディスクＯＤ２の情
報記録面Ｒ２（保護基板の厚さ０．６ｍｍ）に集光される。
【００５３】

50

(12)

JP 2006‑318553 A 2006.11.24

情報記録面Ｒ２で情報ピットにより変調された反射光束は、再び対物レンズＯＢＪ、１
／４波長板ＱＷＰを通過してＳ偏光となり、カップリングレンズＣＯＬを通過し、偏光ビ
ームスプリッタＰＢＳで反射された後、センサレンズＳＬによって、光検出器（受光素子
）ＰＤの受光面に集光されるようになっている。光検出器ＰＤの出力信号を用いて、光デ
ィスクＯＤ２に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００５４】
また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて対物レンズアクチュエータ機構（不
図示）のフォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが、第２半導体
レーザＬＤ２からの光束を光ディスクＯＤ２の情報記録面Ｒ２上に適切に結像するように

10

、対物レンズＯＢＪをレンズホルダＨＤと一体で移動させるようになっている。
【００５５】
第３の光ディスクＯＤ３（例えばＣＤ）に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合
、カップリングレンズＣＯＬの第２群を光軸方向の第３位置へと移動させ、半導体レーザ
ＬＤ３からの光束が第３の発散角θ３で対物レンズＯＢＪに入射するようにする。ここで
、図９の光ピックアップ装置において、光源波長７６０〜８００ｎｍの半導体レーザＬＤ
３（第３の光源）から出射されたＰ偏光の光束は、第２のダイクロイックプリズムＤＢＳ
２で反射され、偏光ビームスプリッタＰＢＳを通過し、カップリングレンズＣＯＬを通過
して第３の発散角θ３とされ、更に１／４波長板ＱＷＰを通過した後、対物レンズＯＢＪ
に入射して、ここから光ディスクＯＤ３の情報記録面Ｒ３（保護基板の厚さ１．２ｍｍ）
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に集光される。
【００５６】
情報記録面Ｒ３で情報ピットにより変調された反射光束は、再び対物レンズＯＢＪ、１
／４波長板ＱＷＰを通過してＳ偏光となり、カップリングレンズＣＯＬを通過し、偏光ビ
ームスプリッタＰＢＳで反射された後、センサレンズＳＬによって、光検出器（受光素子
）ＰＤの受光面に集光されるようになっている。光検出器ＰＤの出力信号を用いて、光デ
ィスクＯＤ３に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００５７】
また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて対物レンズアクチュエータ機構（不
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図示）のフォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが、第３半導体
レーザＬＤ３からの光束を光ディスクＯＤ３の情報記録面Ｒ３上に適切に結像するように
、対物レンズＯＢＪをレンズホルダＨＤと一体で移動させるようになっている。
【００５８】
本実施の形態において、カップリングレンズＣＯＬの光源側に設けられた偏光ビームス
プリッタＰＢＳには、光源から出射された異なる３つの波長の光束が透過し、光ディスク
から反射した３つの異なる波長の光束が反射する。これら３つの波長λ１，λ２，λ３に
対して、好ましくはＴｐ（Ｐ偏光の光透過率）≧８０％、Ｒｓ（Ｓ偏光の光透過率）≧８
０％のコート特性が必要となる。これを達成するためにはカップリングレンズの光源側Ｎ
Ａは、０．１２以下とすると偏光ビームスプリッタＰＢＳの層数は４０層以下で済み、偏
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光ビームスプリッタＰＢＳの低コスト化に有利となる。更に、カップリングレンズＣＯＬ
を光軸方向に移動することで光ディスクの厚さ変化に伴う球面収差発生を抑制するように
することもできる。
【００５９】
なお、偏光ビームスプリッタＰＢＳの形態としては、成膜した偏光ビームスプリッタ面
が空気に接するタイプと、接しないタイプとがある。このうち、上述した実施の形態のよ
うに、成膜した偏光ビームスプリッタ面がガラスに挟まれて空気に接しないタイプの偏光
ビームスプリッタＰＢＳの方が、偏光ビームスプリッタ特性における光線入射角度依存性
を抑えたコートの設計、製作が容易になる。従って、偏光ビームスプリッタ面から出射し
た光束が、その光束の発散度を変えないままカップリングレンズＣＯＬに入射するように
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光学素子を配置した光ピックアップ装置において、カップリングレンズＣＯＬの光源側Ｎ
Ａを０．０５以上の比較的大きな値となるようにした場合、成膜した偏光ビームスプリッ
タ面が空気に接しないタイプの偏光ビームスプリッタを用いることが望ましい。特に、カ
ップリングレンズＣＯＬの光源側ＮＡが０．０７以上では、成膜した偏光ビームスプリッ
タ面が空気に接しないタイプの偏光ビームスプリッタであることが、光ピックアップ装置
の性能上、コスト上好ましい。
【００６０】
図１０は、保護基板の厚さが異なる光情報記録媒体であるＢＤ（Ｂｌｕ−ｒａｙ
ｓｃ）又はＨＤ

Ｄｉ

ＤＶＤ、ＤＶＤ及びＣＤに対して適切に情報の記録／再生を行える第３

の実施の形態にかかる光ピックアップ装置の構成を概略的に示す上面図である。本実施の
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形態が図９に示す実施の形態と異なる点は、第１半導体レーザＬＤ１と第１ダイクロイッ
クプリズムＤＢＳ１との間にカップリングレンズＣＬ１を挿入し、第２半導体レーザＬＤ
２と第１ダイクロイックプリズムＤＢＳ２との間にカップリングレンズＣＬ２を挿入し、
第３半導体レーザＬＤ３と第２ダイクロイックプリズムＤＢＳ２との間にカップリングレ
ンズＣＬ３を挿入した点のみである。本実施の形態においても、３つの半導体レーザＬＤ
１〜ＬＤ３と、光検出器（受光素子）ＰＤの受光部とは、各光ディスクＯＤ１〜ＯＤ３の
情報記録面を介して互いに光学的に共役の関係となっている。
【００６１】
本実施の形態によれば、各半導体レーザＬＤ１〜ＬＤ３から出射された光束は、各カッ
プリングレンズＣＬ１〜ＣＬ３で平行光束に変換されるため、いずれもカップリングレン
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ズＣＯＬに平行光束の状態で入射する。しかしながら、カップリングレンズＣＯＬは、使
用する光ディスクに応じて、その第２群を光軸方向の第１〜３位置へと移動させることに
より、所定の発散角で光束を出射し、対物レンズＯＢＪに入射させるので、上述のごとく
球面収差を抑えることができる。
【００６２】
図１１は、保護基板の厚さが異なる光情報記録媒体であるＢＤ（Ｂｌｕ−ｒａｙＤｉｓ
ｃ）又はＨＤ

ＤＶＤ、ＤＶＤ及びＣＤに対して適切に情報の記録／再生を行える第４の

実施の形態にかかる光ピックアップ装置の構成を概略的に示す上面図である。本実施の形
態が図９に示す実施の形態と異なる点は、第１半導体レーザＬＤ１と第１ダイクロイック
プリズムＤＢＳ１との間にカップリングレンズＣＬ３を挿入し、第２半導体レーザＬＤ２
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と第１ダイクロイックプリズムＤＢＳ１との間にカップリングレンズＣＬ２を挿入した点
のみである。本実施の形態においても、３つの半導体レーザＬＤ１〜ＬＤ３と、光検出器
（受光素子）ＰＤの受光部とは、各光ディスクＯＤ１〜ＯＤ３の情報記録面を介して互い
に光学的に共役の関係となっている。
【００６３】
本実施の形態によれば、各半導体レーザＬＤ１，ＬＤ２から出射された光束は、各カッ
プリングレンズＣＬ１，ＣＬ２で平行光束に変換されるため、いずれもカップリングレン
ズＣＯＬに平行光束の状態で入射する。しかしながら、半導体レーザＬＤ３から出射され
た光束は、カップリングレンズＣＯＬに有限発散光束の状態で入射するため、１．２ｍｍ
というＣＤの保護基板厚に対応させることができる。更に、カップリングレンズＣＯＬは
、使用する光ディスクに応じて、その第２群を光軸方向の第１〜３位置へと移動させるこ
とにより、所定の発散角で光束を出射し、対物レンズＯＢＪに入射させるので、上述のご
とく球面収差を抑えることができる。
【００６４】
次に、上述の実施の形態に好適な実施例について説明する。かかる実施例のレンズデー
タを表１に示す。又、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
【００６５】

‑ 3

）を、Ｅ（例えば、２．５Ｅ―３）を用いて表すものとする。
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【表１】
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【００６６】
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尚、対物光学系の光学面は、それぞれ数２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。
【００６７】
【数１】

10

【００６８】
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３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。
【００６９】
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【数２】

30

【００７０】
以上、本発明を実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定
して解釈されるべきではなく、適宜変更・改良が可能であることはもちろんである。２レ
ーザ１パッケージは、第１の半導体レーザＬＤ１と第２の半導体レーザＬＤ２との組み合
わせでも良い。又、駆動手段は単一でなく複数設けても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７１】

40

【図１】波長の異なる３つの光源を、それぞれ対物レンズに入射する光束が所定の発散角
となる位置に配置してなる、比較例としての光ピックアップ装置の概略図である。
【図２】各光ディスクに対して情報の記録及び／又は再生を行う場合の、各光源と各受光
素子との位置関係を示す図である。
【図３】２レーザ１パッケージの一例を示す斜視図である。
【図４】第１の実施の形態にかかる光ピックアップ装置の構成を概略的に示す上面図であ
る。
【 図 ５ 】 図 １ の 構 成 を 矢 印 II方 向 に 見 た 図 で あ る 。
【図６】カップリングレンズＣＯＬと、その駆動部とを一体的に収納した光学系ユニット
ＣＵの斜視図である。
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【図７】複数の圧電セラミックスＰＥを積み重ねてその間に電極Ｃを並列接続した構造の
積層型圧電アクチュエータＰＺを示す斜視図である。
【図８】圧電アクチュエータＰＺに印加される電圧パルスの波形を示す図である。
【図９】第２の実施の形態にかかる光ピックアップ装置の構成を概略的に示す図である。
【図１０】第３の実施の形態にかかる光ピックアップ装置の構成を概略的に示す図である
。
【図１１】第４の実施の形態にかかる光ピックアップ装置の構成を概略的に示す図である
。
【図１２】カップリングレンズの位置と、カップリングレンズから出射される光束の発散
角との関係を示す図であり、（ａ）ではカップリングレンズが第１の位置にあり、その際

10

の発散角はθ１であり、（ｂ）ではカップリングレンズが第２の位置にあり、その際の発
散角はθ２であり、（ｃ）ではカップリングレンズが第３の位置にあり、その際の発散角
はθ３である。
【符号の説明】
【００７２】
θ１ 発散角
θ２ 発散角
θ３ 発散角
λ１ 第１の波長
λ２ 第２の波長
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λ３ 第３の波長
ρ１ 第１の記録密度
ρ２ 第２の記録密度
ρ３ 第３の記録密度
ＡＣＴ 対物レンズアクチュエータ機構
Ｂ ベース
ＢＳ ビーム整形素子
Ｂｈ 固定部
Ｃ 電極
ＣＬ１ 第１のカップリングレンズ
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ＣＬ２ 第２のカップリングレンズ
ＣＬ３ 第３のカップリングレンズ
ＣＯＬ カップリングレンズ
ＣＰＬ カップリングレンズ
ＣＵ 光学系ユニット
Ｄ１ 回折素子
Ｄ２ 回折素子
ＤＢＳ ダイクロイックビームスプリッタ
ＤＢＳ１ ダイクロイックプリズム
ＤＢＳ２ ダイクロイックプリズム
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ＤＢＳ２， ダイクロイックプリズム
ＤＳ 駆動軸
ＧＳ ガイド軸
Ｈ 配線
ＨＤ レンズホルダ
ＨＤ１ レンズホルダ
ＨＤ２ レンズホルダ
ＨＤａ 係合部
ＨＤｂ 連結部
ＨＬ 開孔
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ＨＳ 部材
ＨＷＰ 波長板
Ｌ１ レンズ
Ｌ２ レンズ
Ｌ３ レンズ
ＬＤ パッケージ
ＬＤ１ 第１半導体レーザ
ＬＤ２ 第２の半導体レーザ
ＬＤ３ 第３半導体レーザ
ＬＰ 発光部
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ＬＰＭ レーザパワーモニタ
Ｍ ミラー
ＭＬ モニタレンズ
ＯＢＪ 対物レンズ
ＯＤ１ 第１の光ディスク
ＯＤ２ 第２の光ディスク
ＯＤ３ 第３の光ディスク
ＰＢＳ 偏光ビームスプリッタ
ＰＤ 光検出器
ＰＥ 圧電セラミックス
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ＰＺ 圧電アクチュエータ
ＰＺ 積層型圧電アクチュエータ
Ｑ Ｗ Ｐ λ /４ 波 長 板
Ｒ１ 第１情報記録面
Ｒ２ 第２情報記録面
Ｒ３ 第３情報記録面
ＳＬ センサレンズ
ＳＭ サブマウント
ＳＴ ステム
Ｗ１ 壁
Ｗ２ 壁
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】
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【図１０】
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【図１１】
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