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(57)【要約】
【課題】　レーベル面側に設けられている画像記録層に
レーザー光によって画像を記録することが出来る光ディ
スク装置に関する。
【解決手段】　第１対物レンズＬ１を内周側に配置され
たレンズとしたとき、該第１対物レンズＬ１より照射さ
れる第１レーザー光にて光ディスクの内周側に設けられ
ている画像記録制御用データの読み取り動作を行い、第
２対物レンズＬ２より照射される第２レーザー光にて光
ディスクに設けられている画像記録層に画像信号を記録
するように構成し、前記第１対物レンズＬ１と第２対物
レンズ間Ｌ２の径方向距離を測定することによって画像
信号の記録位置の校正動作を行う。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１波長の第１レーザー光を放射する第１レーザーダイオードと、該第１レーザーダイオ
ードの波長と異なる第２波長の第２レーザー光を放射する第２レーザーダイオードと、前
記第１レーザーダイオードから放射されるレーザー光を光ディスクに設けられている信号
記録層及び画像記録層に集束させるとともに支持ワイヤーにて光ディスクの信号面方向及
び光ディスクの径方向へ変位可能に支持されているレンズホルダー上に固定されている第
１対物レンズと、前記第２レーザーダイオードから放射されるレーザー光を光ディスクに
設けられている信号記録層及び画像記録層に集束させるとともに前記レンズホルダー上に
前記第１対物レンズと光ディスクの径方向へ並んで配置固定されている第２対物レンズと
が組み込まれた光ピックアップ装置を使用して光ディスクの信号記録層への信号記録動作
及び画像記録層への画像記録動作を行うように構成された光ディスク装置において、前記
第１対物レンズを内周側に配置されたレンズとしたとき、該第１対物レンズより照射され
る第１レーザー光にて光ディスクの内周側に設けられている画像記録制御用データの読み
取り動作を行い、第２対物レンズより照射される第２レーザー光にて光ディスクに設けら
れている画像記録層に画像信号を記録するように構成し、前記第１対物レンズと第２対物
レンズ間の径方向距離を測定することによって画像信号の記録位置の校正動作を行うよう
にしたことを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
第１対物レンズと第２対物レンズ間の径方向距離を第１レーザー光を光ディスク上の基準
位置に照射させた位置から第２レーザー光を前記基準位置に照射させるまでにレンズホル
ダーが移動した距離から測定するようにしたことを特徴とする請求項１に記載の光ディス
ク装置。
【請求項３】
第１対物レンズと第２対物レンズ間の径方向距離を第２レーザー光を光ディスク上の基準
位置に照射させた位置から第１レーザー光を前記基準位置に照射させるまでにレンズホル
ダーが移動した距離から測定するようにしたことを特徴とする請求項１に記載の光ディス
ク装置。
【請求項４】
光ピックアップ装置本体の移動距離と対物レンズの光ピックアップ装置本体に対する変位
量に基づいてレンズホルダーの移動距離を求めるようにしたことを特徴とする請求項２ま
たは請求項３に記載の光ディスク装置。
【請求項５】
光ピックアップ装置本体の移動距離を該光ピックアップ装置本体の駆動動作を行うべく設
けられているスレッドモーターの回転数から求めるようにしたことを特徴とする請求項４
に記載の光ディスク装置。
【請求項６】
対物レンズの該光ピックアップ装置本体に対する変位量を対物レンズを径方向へ変位させ
るべく設けられているトラッキングコイルに供給される駆動信号に含まれる直流電圧値か
ら求めるようにしたことを特徴とする請求項４に記載の光ディスク装置。
【請求項７】
光ディスク上の基準位置を画像記録制御用データに基づいて設定するようにしたことを特
徴とする請求項２または請求項３に記載の光ディスク装置。
【請求項８】
画像記録制御用データが反射面及び非反射面が交互に配列されている基準パターンにて記
録されていることを特徴とする請求項７に記載の光ディスク装置。
【請求項９】
基準パターンを構成する反射面及び非反射面から得られる信号のデューティー比によって
基準位置を設定するようにしたことを特徴とする請求項８に記載の光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号記録層に記録されている信号を読み出すレーザー光が入射される信号面
の裏面であるレーベル面側に画像記録層が設けられている光ディスクを使用するとともに
前記画像記録層にレーザー光を照射することによって画像を視覚的に記録することが出来
るように構成された光ディスク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ピックアップ装置から照射されるレーザー光を光ディスクの信号記録層に照射するこ
とによって信号の読み出し動作や信号の記録動作を行うことが出来る光ディスク装置が普
及している。
【０００３】
　例えばＣＤやDVDと呼ばれる光ディスクを使用する光ディスク装置の中には、記録され
ているデータ信号を読み出すだけでなく、該光ディスクにデータ信号を記録することが出
来るように構成されたものが一般に普及している。
【０００４】
　このようにして記録された光ディスクを整理する場合、光ディスクに個人的に記録され
たデータ信号の内容が分からなくなるため、光ディスクの裏面に設けられているレーベル
面にサインペン等によって記録データの内容をメモ書きすることが行われている。しかし
ながら、斯かる方法では、手書きによって記入されるため、見映えが良くないだけでなく
、筆記用具が必要であるため、非常に不便なものである。また、レーベル面にプリンター
によって画像を印刷する方法も採用されているが、特別なプリンターを必要とするため実
用的ではない。
【０００５】
　斯かる点を改良する方法として、最近では光ディスクの裏面であるレーベル面に画像記
録層を設け、該画像記録層にレーザー光を照射させることによって画像を可視情報として
記録するようにされた技術が開発されている。斯かる技術は、信号記録層に記録されてい
る信号を再生する状態に対して、光ディスクを表裏逆になるようにターンテーブル上に載
置させるとともにユーザー所望の画像データを入力処理しながら画像形成駆動回路の働き
によってレーザーダイオードに供給される駆動信号を変化させ、且つレーザー光のスポッ
ト位置を制御することによって当該画像が光ディスクのレーベル面に設けられている画像
記録層に記録されるように構成されている。（特許文献１参照。）（特許文献２参照。）
　特許文献１に記載の技術では、光ディスクの最内周位置に配置されている基準パターン
をもとに対物レンズを光ディスクの径方向に駆動変位させる際の駆動装置のゲイン、即ち
駆動信号値対駆動変位量を求め、求められたゲインに基づいて対物レンズの光ディスクの
径方向への変位動作を制御することによって画像を光ディスクに設けられている画像記録
層に記録するためのレーザー光のスポット位置を制御するように構成されている。
【０００６】
　前記基準パターンは、例えば、光ディスクの径方向に線形に傾いた鋸歯状とされている
。そして、前述したゲインを取得するための動作は、光ディスクを角速度一定の状態にて
回転させた状態で、基準パターンの形成位置にレーザー光のスポットを移動させることに
よって行われる。スポットが基準パターン上を走査する際に検出される反射率のデューテ
ィー比から半径方向におけるスポット位置(半径位置)が認識される。この半径位置が基準
パターンの範囲内で光ディスクの径方向へスポット位置を変位させながら数サンプル取得
し、取得された半径位置とそのとき対物レンズを径方向に変位させるトラッキングコイル
に供給される駆動信号の値が随時テーブルデータとしてメモリー手段に格納される。そし
て、メモリー手段に格納された各サンプルの半径位置と駆動信号の値を座標値として、全
ての座標値に最も一致する直線、即ち駆動信号値対駆動変位量との関係が求められる。こ
の直線の傾きがレーザー光のスポットを光ディスクの径方向へ駆動変位させる際の対物レ
ンズを変位させるトラッキングコイルのゲインとして取得設定される。
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【０００７】
　そして、最近では、前述したＣＤ及びＤＶＤと呼ばれる光ディスクの他に波長が４００
ｎｍ程度の青色レーザー光を記録／再生用レーザー光として用いる光ディスク(以下、次
世代ＤＶＤという。)が規格化されて、その商品化が進められている。次世代ＤＶＤが商
品化された場合には、既存のＣＤ及びＤＶＤと次世代ＤＶＤの全ての光ディスクを使用す
ることが出来る光ディスク装置が商品化されることが考えられる。
【０００８】
　この場合、全ての光ディスクから信号の記録再生動作を行うことが出来る光ピックアッ
プ装置が必要になる。斯かる光ピックアップ装置においては、ＣＤ及びＤＶＤ用の対物レ
ンズと次世代ＤＶＤ用の対物レンズの２つのレンズを光ピックアップ装置に組み込む方法
が考えられる。（特許文献３参照。）（特許文献４参照。）
　２つの対物レンズが組み込まれた光ピックアップ装置では、各対物レンズを光ディスク
の径方向に対して直交する方向に並べて配置することも出来るが、この場合には、一方の
対物レンズが光ディスクの同一径上を移動するようにして２つの対物レンズを配置すると
、他方の対物レンズは、この径から一定距離だけ離れた位置を光ディスクの径に沿って移
動することになる。この場合、光ディスクの径からずれた方の対物レンズを介して光検出
器上に投影される信号トラックの方向は、この対物レンズが光ディスクの内周側から外周
側へ移動するに従ってずれることになる。その結果、斯かる構成の光ピックアップ装置で
は、精度の高い信号の記録再生動作を行うことが出来ないという問題がある。
【０００９】
　斯かる問題を解決する方法として、２つの対物レンズを光ディスクの径方向に並べて配
置する方法がある。斯かる構成の光ピックアップ装置では、２つの対物レンズのうち外側
に配置される対物レンズを光ディスクの最内周位置に移動させると、内周側に配置されて
いる対物レンズはその位置よりも更に内周側に移動することになる。このように２つの対
物レンズを光ディスクの径方向に並べて配置する場合には、光ディスクの内周側に配置さ
れる対物レンズと光ディスクが載置されるターンテーブルとの間のクリアランスが問題に
なる。斯かる問題は、２つのレンズの小径化やレンズホルダーの形状を工夫することによ
って解決することが出来る。
【００１０】
　次世代ＤＶＤの一つとして商品化が進められているブルーレイディスクと呼ばれる規格
の光ディスクでは、他の光ディスクと比較してデータ領域の最内周位置が内周側にシフト
されている。従って、前述した光ディスクが載置されるターンテーブルとの間のクリアラ
ンス問題に対処するためには、ブルーレイディスク用の対物レンズを光ディスクの内周側
に配置する方が有利となる。
【特許文献１】特開２００５－９３０５２号公報
【特許文献２】特開２００５－２１６４６８号公報
【特許文献３】特開平９－２１２９０５号公報
【特許文献４】特開２００１－３４４８０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ブルーレイディスク用の対物レンズ、即ち次世代ＤＶＤ用の対物レンズを光ディスクの
内周側に配置し、ＣＤ及びＤＶＤ用の対物レンズを外周側に配置した光ピックアップ装置
が組み込まれた光ディスク装置において、光ディスクのレーベル面に画像を記録する場合
、画像記録層は全ての光ディスクにおいてもレーベル面側の表面に配置されることになる
。
【００１２】
　従って、次世代ＤＶＤ規格の光ディスクであってもレーベル面への画像信号の記録動作
は、ＣＤ及びＤＶＤ用の対物レンズから照射されるレーザー光によって行うことが出来る
。そして、この場合、内周側に配置されている次世代ＤＶＤ用の対物レンズから照射され
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るレーザー光を光ディスクの内周側に設けられている基準パターンに照射させて画像記録
制御用データの読み取り動作行うように構成することが出来る。
【００１３】
　斯かる動作を行う場合、内周側に配置されている次世代ＤＶＤ用の対物レンズと外周側
に配置されているＣＤ及びＤＶＤ用の対物レンズとの間の距離が正確でなければ、精度の
高い画像記録動作を行うことは出来ない。光ピックアップ装置においては、レンズホルダ
ーに次世代ＤＶＤ用の対物レンズとＣＤ及びＤＶＤ用の対物レンズとが取り付け固定され
るが、取り付け誤差によってその距離は設定とおりになることはない。
【００１４】
　本発明は、斯かる点を改良し、画像記録動作を正確に行うことが出来る光ディスク装置
を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の光ディスク装置は、第１レーザーダイオードから放射されるレーザー光を光デ
ィスクに設けられている信号記録層及び画像記録層に集束させるとともに支持ワイヤーに
て光ディスクの信号面方向及び光ディスクの径方向へ変位可能に支持されているレンズホ
ルダー上に固定されている第１対物レンズと、第２レーザーダイオードから放射されるレ
ーザー光を光ディスクに設けられている信号記録層及び画像記録層に集束させるとともに
前記レンズホルダー上に前記第１対物レンズと光ディスクの径方向へ並んで配置固定され
ている第２対物レンズとが組み込まれた光ピックアップ装置を使用して光ディスクの信号
記録層への信号記録動作及び画像記録層への画像記録動作を行うように構成された光ディ
スク装置において、前記第１対物レンズを内周側に配置されたレンズとしたとき、該第１
対物レンズより照射される第１レーザー光にて光ディスクの内周側に設けられている画像
記録制御用データの読み取り動作を行い、第２対物レンズより照射される第２レーザー光
にて光ディスクに設けられている画像記録層に画像信号を記録するように構成し、前記第
１対物レンズと第２対物レンズ間の径方向距離を測定することによって画像信号の記録位
置の校正動作を行うように構成されている。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の光ディスク装置は、第１レーザーダイオードから放射されるレーザー光を光デ
ィスクに設けられている信号記録層及び画像記録層に集束させるとともに支持ワイヤーに
て光ディスクの信号面方向及び光ディスクの径方向へ変位可能に支持されているレンズホ
ルダー上に固定されている第１対物レンズと、前記第２レーザーダイオードから放射され
るレーザー光を光ディスクに設けられている信号記録層及び画像記録層に集束させるとと
もに前記レンズホルダー上に前記第１対物レンズと光ディスクの径方向へ並んで配置固定
されている第２対物レンズとが組み込まれた光ピックアップ装置を使用して光ディスクの
信号記録層への信号記録動作及び画像記録層への画像記録動作を行うように構成された光
ディスク装置において、前記第１対物レンズを内周側に配置されたレンズとしたとき、該
第１対物レンズより照射される第１レーザー光にて光ディスクの内周側に設けられている
画像記録制御用データの読み取り動作を行い、第２対物レンズより照射される第２レーザ
ー光にて光ディスクに設けられている画像記録層に画像信号を記録するように構成し、前
記第１対物レンズと第２対物レンズ間の径方向距離を測定することによって画像信号の記
録位置の校正動作を行うようにしたので、画像記録動作を行うために照射されるレーザー
光のスポット位置を正確な位置に制御することが出来、その結果画像記録層に正確な画像
信号を記録することが出来る。
【００１７】
　また、本発明の光ディスク装置は、第１対物レンズと第２対物レンズ間の径方向距離を
第１レーザー光を光ディスク上の基準位置に照射させた位置から第２レーザー光を前記基
準位置に照射させるまでにレンズホルダーが移動した距離から測定するようにしたので、
即ち画像記録動作に使用される第２レーザー光が基準位置まで移動させたとき、両レンズ
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間の距離測定が終了するので、次の動作である画像記録領域への第２対物レンズの移動動
作を効率よく行うことが出来る。
【００１８】
　そして、本発明の光ディスク装置は、光ピックアップ装置本体の移動距離と対物レンズ
の光ピックアップ装置本体に対する変位量に基づいてレンズホルダーの移動距離を求める
ようにしたので、第１対物レンズと第２対物レンズ間の径方向距離を正確に求めることが
出来る。
【００１９】
　また、本発明の光ディスク装置は、光ディスク上の基準位置を画像記録制御用データに
基づいて設定するようにしたので、光ディスク上に設けられている画像記録制御用データ
の配置位置にバラツキがあっても基準位置を特定することが出来、それ故、本発明によれ
ば第１対物レンズと第２対物レンズ間の径方向距離を正確に求めることが出来る。
【実施例】
【００２０】
　図１は本発明に係る光ピックアップ装置が組み込まれている光ディスク装置の動作を説
明するための図、図２は本発明のレンズホルダーと光ディスクとの関係を説明するための
図、図３は本発明に係る光ディスクを説明するための図、図４は本発明の動作を説明する
ための図である。
【００２１】
　本発明に使用される光ディスクＤについて図３を参照して説明する。同図は光ディスク
Ｄをレーベル面側から見た状態を示すものであり、中心孔Ｄ１の外周側にターンテーブル
上に載置されるクランプ領域Ｄ２が設けられている。また、前記クランプ領域Ｄ２の外周
側には、反射領域Ｄ３が設けられており、その反射領域Ｄ３には、一部拡大しているよう
な鋸歯状の基準パターンＰが形成されている。斯かる基準パターンＰは画像記録制御用デ
ータとしてレーベル面に設けられているものであり、前述したようにトラッキングコイル
のゲインを設定する場合に使用される。そして、前述した反射領域Ｄ３の外周側には、レ
ーザー光の照射によって温度が上昇すると変色する性質の材料による画像記録層が設けら
れている画像記録領域Ｄ４が設けられている。
【００２２】
　図１において、１は光ピックアップ装置の本体、２は周縁に送り溝が形成されていると
ともにスレッドモーター３によって回転駆動される光ピックアップ送り用軸であり、その
回転によって前記本体１を光ディスクＤの径方向へ変位させるように構成されている。
【００２３】
　Ｌ１は次世代ＤＶＤ規格の第１光ディスクに設けられている信号記録層に対して信号の
記録再生動作を行うレーザー光を集束させる第１対物レンズであり、レーベル面の反射領
域Ｄ３に設けられている基準パターンＰから画像記録制御用データを読み出すことが出来
るように構成されている。Ｌ２は現行のＣＤやＤＶＤ規格の第２光ディスクに設けられて
いる信号記録層に対して信号の記録再生動作を行うレーザー光を集束させるとともにレー
ベル面の反射領域Ｄ３に設けられている基準パターンＰから画像記録制御用データを読み
出すことが出来るように第２レーザー光を集束させる第２対物レンズであり、次世代ＤＶ
Ｄ規格の第１光ディスクのレーベル面に設けられている基準パターンＰ及びＣＤやＤＶＤ
規格の第２光ディスクのレーベル面に設けられている基準パターンＰ、更にレーベル面側
に形成されている画像記録層に対して画像信号の記録動作を行うレーザー光を集束させる
ように構成されている。
【００２４】
　前記第１対物レンズＬ１及び第２対物レンズＬ２は、図２に示すように１つのレンズホ
ルダー４上に光ディスクＤの径方向に並んで配置固定されている。前記レンズホルダー４
は光ピックアップ装置本体３を構成する基台(図示せず)に一端が固定されている4本の支
持ワイヤー５、６、７、８によって光ディスクＤの信号面方向、即ち矢印Ａ方向への変位
動作及び光ディスクＤの径方向、即ち矢印Ｂ方向への変位動作を可能に支持されている。
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【００２５】
　９は第１波長の第１レーザー光を放射する第１レーザーダイオードであり、駆動信号に
応じて第１レーザー光を放射するように、またその放射された第１レーザー光は周知のよ
うに回折格子、コリメータレンズ、偏光ビームスプリッタ、立ち上げミラー及び１／４波
長板等を介して第１対物レンズＬ１に入射され、該第１対物レンズＬ１の集束動作によっ
て第１光ディスクＤの信号記録層または基準パターンＰにスポットとして照射されるよう
に構成されている。
【００２６】
　１０は前記第１波長とは異なる第２波長の第２レーザー光を放射する第２レーザーダイ
オードであり、駆動信号に応じて第２レーザー光を放射するように、またその放射された
第２レーザー光は周知のように回折格子、コリメータレンズ、偏光ビームスプリッタ、立
ち上げミラー及び１／４波長板等を介して第２対物レンズＬ２に入射され、該第２対物レ
ンズＬ２の集束動作によって第２光ディスクＤの信号記録層、基準パターンＰまたは画像
記録層にスポットとして照射されるように構成されている。
【００２７】
　前記第１レーザーダイオード９から放射された第１レーザー光を第１対物レンズＬ１に
導く光学系の構成及び前記第２レーザーダイオード１０から放射された第２レーザー光を
第２対物レンズＬ２に導く光学系の構成は、周知の構成の光学系を利用することによって
構成することが出来るので、その説明は省略する。
【００２８】
　前記第１対物レンズＬ１の集束動作によって第１光ディスクＤの信号記録層またはレー
ベル面の反射領域Ｄ３に設けられている基準パターンＰに照射された第１レーザー光は、
信号記録層または反射領域Ｄ３から反射されて戻り光として第１対物レンズＬ１に入射さ
れる。前記第１対物レンズＬ１に入射された戻り光は、１／４波長板及び立ち上げミラー
を介して偏光ビームスプリッタに入射され、該偏光ビームスプリッタにて第１制御用レー
ザー光として反射される。１１は前記偏光ビームスプリッタにて反射された第１制御用レ
ーザー光が照射される位置に設けられている第１光検出器であり、一般にはＰＤＩＣと呼
ばれている。斯かる光学系の構成は周知であり、その説明は省略する。
【００２９】
　また、前記第２対物レンズＬ２の集束動作によって第１光ディスクＤのレーベル面に設
けられている基準パターンＰ、第２光ディスクＤの信号記録層、レーベル面の反射領域Ｄ
３に設けられている基準パターンＰそして画像記録層に照射された第２レーザー光は、レ
ーベル面、信号記録層、反射領域Ｄ３または画像記録層から反射されて戻り光として第２
対物レンズＬ２に入射される。前記第２対物レンズＬ２に入射された戻り光は、１／４波
長板及び立ち上げミラーを介して偏光ビームスプリッタに入射され、該偏光ビームスプリ
ッタにて第２制御用レーザー光として反射される。１２は前記偏光ビームスプリッタにて
反射された第２制御用レーザー光が照射される位置に設けられている第２光検出器であり
、一般にはＰＤＩＣと呼ばれている。斯かる光学系の構成は周知であり、その説明は省略
する。
【００３０】
　１３は前記第１対物レンズＬ１及び第２対物レンズＬ２が径方向に配置固定されている
レンズホルダー４に設けられているフォーカスコイルであり、基台に固定されている磁石
との協働によって前記レンズホルダー４を矢印Ａ方向へ変位させる作用を有している。１
４は前記レンズホルダー４に設けられているトラッキングコイルであり、基台に固定され
ている磁石との協働によって前記レンズホルダー４を矢印Ｂ方向へ変位させる作用を有し
ている。
【００３１】
　前述したフォーカスコイル１３及びトラッキングコイル１４が設けられているレンズホ
ルダー４が組み込まれた光ピックアップ装置の構成及び各コイルの駆動動作によるフォー
カス制御動作及びトラッキング制御動作は周知であり、その説明は省略する。
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【００３２】
　１５は前記第１光検出器１１に組み込まれているとともにメインビームを受光するセン
サー、例えば４分割センサーから光ディスクＤの信号記録層に記録されている信号の読み
取り動作に対応して得られる信号であるＲＦ信号を生成するＲＦ信号生成回路、メインビ
ームを受光する４分割センサーからレーザー光の集束動作に応じて得られる信号であるフ
ォーカスエラー信号を生成するフォーカスエラー信号生成回路及びサブビームを受光する
センサーからレーザー光のトラッキング動作に応じて得られる信号であるトラッキングエ
ラー信号を生成するトラッキングエラー信号生成回路が組み込まれている第１信号演算回
路であり、各動作に必要な信号を生成するように構成されている。
【００３３】
　１６は前記第２光検出器１２に組み込まれているとともにメインビームを受光するセン
サー、例えば４分割センサーから光ディスクＤの信号記録層に記録されている信号の読み
取り動作に対応して得られる信号であるＲＦ信号を生成するＲＦ信号生成回路、メインビ
ームを受光する４分割センサーからレーザー光の集束動作に応じて得られる信号であるフ
ォーカスエラー信号を生成するフォーカスエラー信号生成回路及びサブビームを受光する
センサーからレーザー光のトラッキング動作に応じて得られる信号であるトラッキングエ
ラー信号を生成するトラッキングエラー信号生成回路が組み込まれている第２信号演算回
路であり、各動作に必要な信号を生成するように構成されている。
【００３４】
　１７は光ディスク装置の各種の制御動作を行う制御回路、１８は前記制御回路１７によ
って制御されるとともに前記第１信号演算回路１５または第２信号演算回路１６から得ら
れる各種の信号に基づいて光ピックアップ装置の各種の制御動作及びスレッドモーター３
の回転動作を制御するサーボ回路である。また、図示していないが光ディスクＤが載置さ
れるターンテーブルを回転駆動するべく設けられているスピンドルモーターの回転駆動制
御動作を行うように構成されている。
【００３５】
　１９は前記サーボ回路１８から出力される制御信号に基づいて前記スレッドモーター３
の回転動作を制御するスレッドモーター駆動回路であり、該スレッドモーター３の回転数
に応じた数のパルス信号を前記制御回路１７に対して出力するように構成されている。
【００３６】
　２０は前記第１信号演算回路１５に組み込まれているフォーカスエラー信号生成回路ま
たは前記第２信号演算回路１６に組み込まれているフォーカスエラー信号生成回路から生
成されて入力されるフォーカスエラー信号に基づいて前記サーボ回路１８から出力される
フォーカス制御信号が入力されるフォーカスコイル駆動回路であり、前記フォーカスコイ
ル１３に駆動信号を供給するように構成されている。２１は前記第１信号演算回路１５に
組み込まれているトラッキングエラー信号生成回路または前記第２信号演算回路１６に組
み込まれているトラッキングエラー信号生成回路から生成されて入力されるトラッキング
エラー信号に基づいて前記サーボ回路１８から出力されるトラッキング制御信号が入力さ
れるトラッキングコイル駆動回路であり、前記トラッキングコイル１４に駆動信号を供給
するように構成されている。
【００３７】
　２２は前記制御回路１７に組み込まれている信号処理回路にて信号処理された記録用の
信号が入力されるとともに前記第１レーザーダイオード９に駆動信号を供給する第１レー
ザーダイオード駆動回路であり、第１光ディスクＤに設けられている信号記録層への記録
動作、該信号記録層に記録されている信号を再生する再生動作またはレーベル面に設けら
れている基準パターンＰを読み取るために適した駆動信号を前記第１レーザーダイオード
９に供給するように構成されている。
【００３８】
　２３は前記制御回路１７に組み込まれている信号処理回路にて信号処理された記録用の
信号が入力されるとともに前記第２レーザーダイオード１０に駆動信号を供給する第２レ
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ーザーダイオード駆動回路であり、第２光ディスクＤに設けられている信号記録層への記
録動作、該信号記録層に記録されている信号を再生する再生動作、第１光ディスクＤ及び
第２光ディスクＤのレーベル面に設けられている基準パターンＰを読み取るために適した
駆動信号、そして画像記録層に画像を記録するために適した駆動信号を前記第２レーザー
ダイオード１０に供給するように構成されている。
【００３９】
　２４は前記トラッキングコイル駆動回路２１から前記トラッキングコイル１４に供給さ
れる駆動信号の中の直流電圧を検出する駆動電圧検出回路であり、検出された直流電圧を
前記サーボ回路１８及び制御回路１７に出力するように接続されている。
【００４０】
　斯かる構成において、制御回路１７には、光ディスク装置の各動作を制御するプログラ
ムが記憶されているＲＯＭ(リードオンリーメモリ)が組み込まれており、該ＲＯＭから読
み出されるプログラムに基づいて各種の制御動作が行われるように構成されている。また
、前記制御回路１７には、外部に設けられているパーソナルコンピューターから出力され
る信号を受信するとともに該コンピューターに対して信号を出力するインターフェース回
路が組み込まれている。
【００４１】
　また、前記制御回路１７には、前記パーソナルコンピューターから出力される情報デー
タを記録信号に変換処理するエンコーダ、画像データを記録用の画像信号に変換処理する
画像信号処理回路、画像を記録する位置に第２レーザーダイオード１０から照射される第
２レーザー光のスポット移動させるための位置制御動作を行う画像記録位置制御回路が設
けられている。
【００４２】
　以上に説明したように本発明に係る光ディスク装置は構成されているが、次に動作につ
いて説明する。
【００４３】
　まず、第１光ディスクＤに設けられている信号記録層に信号を記録する場合の動作につ
いて説明する。斯かる動作を行う場合には、第１光ディスクＤはレーザー光が入射される
信号面側が第１対物レンズＬ１と対向するようにターンテーブル上に載置される。斯かる
状態において、制御回路１７による制御動作によって第１レーザーダイオード駆動回路２
２から第１レーザーダイオード９に対して駆動信号が供給される。
【００４４】
　斯かる動作が行われると、前記第１レーザーダイオード９から放射される第１レーザー
光が第１対物レンズＬ１による集束動作によつて第１光ディスクＤに設けられている信号
記録層に照射される。第１光ディスクＤの信号記録層には信号トラックが形成されている
ため、第１光検出器１１から得られる信号に基づいて第１信号演算回路１５からフォーカ
スエラー信号だけでなくトラッキングエラー信号が生成される。従って、サーボ回路１８
によるフォーカスコイル駆動回路２０及びトラッキングコイル駆動回路２１に対する制御
動作が行われ、フォーカスコイル駆動回路２０及びトラッキングコイル駆動回路２１から
フォーカスコイル１３及びトラッキングコイル１４に駆動信号が供給される。
【００４５】
　斯かる動作が行われる結果、第１光ディスクＤの信号記録層に第１レーザー光をスポッ
トとして集束させるフォーカス制御動作及び信号トラックに該スポットを追従させるトラ
ッキング制御動作を行うことが出来る。また、第１光ディスクＤの信号トラックにスポッ
トを追従させるトラッキング制御動作を行うと第１対物レンズＬ１は光ピックアップ装置
の本体１に対して第１光ディスクＤの外周側へ偏倚することになる。
【００４６】
　前記第１対物レンズＬ１の本体１に対する偏倚量は、トラッキングコイル駆動回路２１
からトラッキングコイル１４に供給される駆動信号の直流電圧値を検出することによって
行うことが出来る。斯かる直流電圧の検出動作は駆動電圧検出回路２４によって常時行わ



(10) JP 2008-97740 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

れており、その検出電圧値は前記サーボ回路１８に対して出力された状態にある。
【００４７】
　前記駆動電圧検出回路２４によって検出される直流電圧値が所定値に達すると、第１対
物レンズＬ１がそれ以上偏倚することが出来ない位置になったと判断され、スレッドモー
ター駆動回路１９からスレッドモーター３に対して駆動信号が供給されることになる。斯
かる駆動信号がスレッドモーター３に供給されると、該スレッドモーター３の回転動作に
よって光ピックアップ送り用軸２が回転せしめられ、光ピックアップ装置の本体１を第１
光ディスクＤの外周側へ移動させる動作が行われる。斯かる動作が行われると、第１対物
レンズＬ１の本体１に対する位置が逆方向へ復帰せしめられた状態になるので、第１対物
レンズＬ１のトラッキングコイル１４による外周方向への変位動作が可能になる。
【００４８】
　第１光ディスクＤの信号記録層における記録動作位置が外周方向へ移動するに従って前
述した第１対物レンズＬ１の変位動作及び本体１に対するスレッドモーター３による駆動
動作は行われるが、斯かる動作は周知であり、その詳細な説明は省略する。
【００４９】
　また、斯かる信号記録層に信号を記録する動作を行う場合には、スピンドルモーターに
よって第１光ディスクＤの回転駆動動作が行われるが、斯かる回転駆動動作としては、第
１光ディスクＤを線速度一定になるように駆動する方法と角速度一定になるように駆動す
る方法がある。線速度一定による回転駆動動作は、第１光ディスクＤの信号トラックに形
成されているプリグループと呼ばれる溝から得られる同期信号を利用して行われるが、斯
かる技術は周知であるので、その説明は省略する。
【００５０】
　前述した光ピックアップ装置に対する制御動作が行われている状態において、パーソナ
ルコンピューターから出力される記録信号である情報データ信号は、インターフェース回
路を介して制御回路１７に入力される。該制御回路１７に入力された情報データ信号は、
該制御回路１７に設けられている各種の処理回路、例えばエンコーダ回路によってエンコ
ード処理されるとともに記録動作を行うための変調動作が行われて記録信号として第１レ
ーザーダイオード駆動回路２２に供給される。
【００５１】
　斯かる記録信号が第１レーザーダイオード駆動回路２２に入力されると、該信号に対応
したレーザー駆動信号が第１レーザーダイオード９に供給される。斯かるレーザー駆動信
号が第１レーザーダイオード９に供給されると、該レーザーダイオード９が駆動信号に対
応したレーザー光を放射することになる。このようにして、第１レーザーダイオード９か
ら放射されたレーザー光は、前述したフォーカス制御動作及びトラッキング制御動作によ
って信号記録層の信号トラック上にスポットとして集光されるので、第１光ディスクＤの
信号記録層に情報データ信号を記録することが出来る。
【００５２】
　以上に説明したように信号記録層に信号を記録する動作は行われるが、該信号記録層に
記録されている信号の再生動作も同様に行うことが出来る。この場合、信号記録層に記録
されていた信号は、第１信号演算回路１５に組み込まれているＲＦ信号生成回路によって
ＲＦ信号として生成された後制御回路１７に入力される。このようにして、制御回路１７
にＲＦ信号が入力されると、該制御回路１７に組み込まれているデコーダ回路によるデコ
ード処理動作が行われる。斯かるデコード処理動作によって復調された第１光ディスクＤ
から再生された信号は、インターフェース回路を通してパーソナルコンピューターに対し
て出力されることになる。
【００５３】
　以上に説明したように第１光ディスクＤに設けられている信号記録層に対する信号の記
録動作及び該信号記録層に記録されている信号の再生動作は行われるが、次に第２光ディ
スクＤに設けられている信号記録層に対する信号の記録動作及び該信号記録層に記録され
ている信号の再生動作について説明する。
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【００５４】
　斯かる第２光ディスクＤを使用する記録再生動作は、第２レーザーダイオード駆動回路
２３から供給される駆動信号による第２レーザーダイオード１０の駆動動作が行われ、該
第２レーザーダイオード１０から放射される第２レーザー光の第２対物レンズＬ２による
信号記録層への集光動作が行われる。斯かる第２レーザー光の集光動作が行われると、第
２光検出器１２から得られる信号に基づく第２信号演算回路１６による信号生成動作が行
われ、前述した第１光ディスクＤを使用する場合と同様にフォーカスコイル駆動回路２０
からフォーカスコイル１３への駆動信号の供給動作、トラッキングコイル駆動回路２１か
らのトラッキングコイル１４への駆動信号の供給動作が行われる。
【００５５】
　斯かる動作が行われる結果、第２レーザー光の信号記録層への集光動作、即ちフォーカ
ス制御動作及び信号トラックにスポットを追従させる動作、即ちトラッキング制御動作が
行われる。そして、この場合にも駆動電圧検出回路２４による直流電圧の検出動作が行わ
れて、スレッドモーター３に対する制御動作が行われるとともにスピンドルモーターによ
る第２光ディスクＤに対する回転制御動作が行われる。
【００５６】
　更に、斯かる制御動作が行われている状態において、制御回路１７による記録信号に対
するエンコード処理動作及び再生信号に対するデコード処理が行われ、第２光ディスクＤ
を使用した記録再生動作が行われる。
【００５７】
　以上に説明したように第１光ディスクＤ及び第２光ディスクＤに設けられている信号記
録層を使用する通常の動作は行われるが、次に本発明の要旨である画像記録層への画像デ
ータの記録動作について説明する。画像記録層には、信号トラックが設けられていないの
で、トラッキング制御動作を行うことが出来ないだけでなく、光ディスクＤからはレーザ
ー光のスポット位置を認識することは出来ない。更に、光ディスクＤの画像記録層から反
射される戻り光の第２光検出器１２に対する照射光量が少ないため、フォーカス制御動作
も行うことは出来ない。従って、画像記録層に画像データを記録する場合のフォーカス制
御動作は、特許文献２に記載の技術を利用することによって行われる。斯かる点について
の動作説明は省略する。
【００５８】
　また、光ディスクＤに設けられている画像記録層には、信号トラックが設けられていな
いので、同期信号は記録されていない。従って、斯かる画像記録動作を行う場合には、光
ディスクＤを線速度一定にて回転駆動することが出来ないので、光ディスクＤはスピンド
ルモーターによって角速度一定にて回転駆動されることになる。
【００５９】
　光ディスクＤの画像記録層に画像データを記録する動作を行う場合には、光ディスクＤ
はレーザー光が入射される信号面の反対側の面であるレーベル面側が第１対物レンズＬ１
または第２対物レンズＬ２と対向するようにターンテーブル上に載置される。
【００６０】
　画像記録層へ記録される画像データは、パーソナルコンピューターからインターフェー
ス回路を介して制御回路１７に入力されるが、斯かる画像データの中には、画像信号に加
えて光ディスクＤ上の記録位置を示す位置情報信号が含まれている。
【００６１】
　前記画像信号は、前記制御回路１７に設けられている画像信号処理回路によって信号処
理された後レーザーダイオード駆動回路２２に対して出力される。また、前記位置情報信
号は、前記制御回路１７に設けられている画像記録位置制御回路に入力され、該画像記録
位置制御回路によってレーザー光のスポット位置を特定する制御動作に使用される。
【００６２】
　前記画像記録位置制御回路から出力される位置制御信号に基づいてサーボ回路１８から
トラッキングコイル駆動回路２１及びスレッドモーター駆動回路１９に対して駆動信号が
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供給される。光ディスクＤ上の所望の位置にレーザー光のスポットを移動させるために、
まずスレッドモーター駆動回路１９から出力される駆動信号によってスレッドモーター３
を回転駆動させて光ピックアップ装置の本体１を所望の位置に移動させる動作が行われる
。
【００６３】
　スレッドモーター３を回転駆動させて光ピックアップ装置の本体１を所望の位置に移動
させる動作は、例えば前記スレッドモーター３の回転動作に伴ってパルス信号を発生させ
る手段を設け、そのパルス数からスレッドモーター３の回転数を認識し、その回転数と光
ピックアップ送り用軸２の回転による本体１の移動距離との関係から本体１の移動位置を
設定することが出来る。
【００６４】
　斯かるスレッドモーター３の回転量制御動作によって光ピックアップ装置本体１の画像
データ記録位置への変位動作が行われるが、斯かる位置に変位させた状態にて第２対物レ
ンズＬ２の位置を制御する動作が行われる。斯かる第２対物レンズＬ２の径方向への変位
制御動作は、トラッキングコイル駆動回路２１からトラッキングコイル１４に駆動信号を
供給することによって行われる。
【００６５】
　トラッキングコイル駆動回路２１からトラッキングコイル１４に駆動信号を供給するこ
とによって第２対物レンズＬ２を光ディスクＤの径方向へ変位させる動作は行われるが、
その変位動作を行うための駆動信号の制御動作は、トラッキングコイル１４に供給される
駆動信号のレベルと第２対物レンズＬ２の変位量との関係、即ち駆動感度に基づいて行わ
れる。斯かるトラッキングコイル１４の感度検出動作は、光ディスクＤのレーベル面に設
けられている基準パターンＰを利用することによって行われるが、斯かる技術は特許文献
１に記載されており、その説明は省略する。
【００６６】
　前述したトラッキングコイル１４による第２対物レンズＬ２Ｌ２の変位量制御動作及び
スレッドモーター３の回転による本体１の径方向への移動量制御動作によってスポットの
径方向における位置は制御されるが、光ディスクＤの回転方向の位置である角度位置制御
動作は、スピンドルモーターの回転に伴ってパルス信号を発生する手段を設け、該手段か
ら発生するパルスの数をカウントすることによって行うことが出来る。
【００６７】
　即ち、スピンドルモーターの回転に伴ってパルス発生手段から発生するパルスの数をカ
ウントすることによって光ディスクＤの回転角度を認識し、その角度と前述した径方向の
スポット位置とから決定される光ディスクＤ上の位置にスポットが移動したとき、第２レ
ーザーダイオード１０に第２レーザーダイオード駆動回路２３から供給される駆動信号の
レベルを記録動作を行うことが出来るレベルに上昇させることによって画像データを画像
記録層に記録することが出来る。
【００６８】
　前述したように第２レーザーダイオード駆動回路２３から第２レーザーダイオード１０
に供給される駆動信号のレベルを記録動作を行うことが出来るレベルまで上昇させると、
前記画像記録層のスポット照射部分が変色し、画像データが可視情報として形成されるこ
とになる。従って、前述した動作により光ディスクＤの画像記録層に画像データを記録す
ることによってレーベル面に可視画像を形成することが出来る。
【００６９】
　以上に説明したように第２レーザーダイオード１０から放射される第２レーザー光を第
２対物レンズＬ２にて画像記録層に集光し、その集光動作によって生成されるスポットに
よって画像記録層に画像データを記録する動作が行われるが、斯かる第２レーザー光によ
る画像記録動作は第２光ディスクに対しては勿論のこと第１光ディスクに対しても行われ
る。
【００７０】
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　即ち、本発明では、第１光ディスク及び第２光ディスク共外周側に設けられている第２
対物レンズＬ２から照射される第２レーザー光によって画像データを各々の光ディスクＤ
に設けられている画像記録層に記録するように構成されている。
【００７１】
　そして、本発明では、前述した画像データの記録動作を正確に行うために行われるトラ
ッキングコイルの感度調整動作、即ち基準パターンＰを使用した感度調整動作は、第１光
ディスク及び第２光ディスク共内周側に設けられている第１対物レンズＬ１から照射され
る第１レーザー光によって行うように構成されている。斯かる感度調整動作は、第１対物
レンズＬ１から照射される第１レーザー光を第１光ディスク及び第２光ディスクに設けら
れている基準パターンＰに照射することによって行われるが、斯かる感度調整動作は特許
文献１に記載の技術を使用すればよく、その説明は省略する。
【００７２】
　前述した感度調整動作を内周側に設けられている第１対物レンズＬ１から照射される第
１レーザー光にて行うことが出来る理由は、第１対物レンズＬ１及び第２対物レンズＬ２
とが同一のレンズホルダー４上に配置固定されているからである。即ち、第１対物レンズ
Ｌ１及び第２対物レンズＬ２とが同一のレンズホルダー４上に固定されているため、両対
物レンズを径方向へ変位させるトラッキングコイル１４も共用されることになり、その感
度調整動作も両光ディスクに対して行うことが出来る。
【００７３】
　斯かる構成、即ち内周側に配置されている第１対物レンズＬ１から照射される第１レー
ザー光による第１光ディスク及び第２光ディスクに設けられている基準パターンＰの読み
取り動作を行い、外周側に配置されている第２対物レンズＬ２から照射される第２レーザ
ー光による第１光ディスク及び第２光ディスクに設けられている画像記録層への画像信号
の記録動作を行う構成では、第１対物レンズＬ１と第２対物レンズＬ２との間の距離が正
確でなければ画像信号の記録位置が目標の位置からずれることになる。
【００７４】
　本発明は、前述した第１対物レンズＬ１と第２対物レンズＬ２との間の距離を正確に測
定することが出来る技術を提供するものであり、斯かる点について説明する。
【００７５】
　図２において、(Ａ)は外周側に配置されている第２対物レンズＬ２を基準位置Ｋ、図示
した例では基準パターンＰが形成されている反射領域Ｄ３と画像記録領域Ｄ４との境界に
設定されている。斯かる基準位置の認識動作は第２対物レンズＬ２を光ディスクＤの径方
向へ変位させ、その反射光量の変化から容易に認識することが出来る。そして、斯かる第
２対物レンズＬ２の基準位置Ｋへの検出移動動作は、第２レーザーダイオード駆動回路２
３から第２レーザーダイオード１０に対して駆動信号を供給した状態にて行われるが、そ
の駆動信号のレベルは画像記録層に対して悪影響を与えないレベルに設定されている。
【００７６】
　第２対物レンズＬ２の基準位置Ｋへの移動動作が行われると、次に第１対物レンズＬ１
を前記基準位置Ｋに移動させる動作が行われる。即ち、斯かる動作は、第１レーザーダイ
オード駆動回路２２から第１レーザーダイオード９に駆動信号を供給するととも第１対物
レンズＬ１に対する制御動作を行う状態に切り替えることによって行われる。
【００７７】
　図２の(Ｂ)は、第１対物レンズＬ１が基準位置Ｋに移動した状態を示すものである。図
２の(Ａ)に示した位置から図２の(Ｂ)に示す位置までの変位動作は光ピックアップ装置の
本体１の移動動作及びレンズホルダー４の変位動作によって行われるが、斯かるレンズホ
ルダー４の移動距離が第１対物レンズＬ１と第２対物レンズＬ２との間の距離となること
は明らかである。
【００７８】
　前述したレンズホルダー４の移動動作は、スレッドモーター３の回転による本体１の移
動動作とトラッキングコイル１４によるレンズホルダー４の変位によって行われるので、
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スレッドモーター３の回転による本体１の移動距離とトラッキングコイル１４によるレン
ズホルダー４の変位量を測定することによってンズホルダー４の移動距離を求めることが
出来る。
【００７９】
　前記スレッドモーター３の回転による本体１の移動距離は、スレッドモーター駆動回路
１９から出力されるパルスの数をカウントすることによって認識される。即ち、スレッド
モーター３の回転による光ピックアップ送り用軸２の回転数と本体１の移動距離との関係
から得られるパルス数にて本体１の移動距離を求めることが出来る。
【００８０】
　一方、トラッキングコイル１４にトラッキングコイル駆動回路２１から供給される駆動
信号に含まれる直流電圧によってレンズホルダー４の変位量を認識することが出来る。即
ち、トラッキングコイル駆動回路２１から供給される駆動信号に含まれる直流電圧値は駆
動電圧検出回路２４によって検出された状態にあり、その検出電圧が制御回路１７に対し
て出力されているので、前記制御回路１７によって変位量を認識することが出来る。
【００８１】
　このようにして、本体１の移動距離とレンズホルダー４の変位距離を求めることが出来
るので、図２の(Ａ)に示した位置から図２の(Ｂ)に示す位置までの変位動作によってレン
ズホルダー４が移動した距離、即ち第１対物レンズＬ１と第２対物レンズＬ２との間の距
離を測定することが出来る。
【００８２】
　前述したように基準位置Ｋを基準パターンＰが形成されている反射領域Ｄ３と画像記録
領域Ｄ４との境界に設定した場合の動作は行われるが、基準位置はトラッキングコイル１
４の感度調整に使用される基準パターンＰを利用して設定することも出来る。次に、図４
を参照して斯かる基準位置Ｋの設定動作について説明する。
【００８３】
　図４の(ａ)(ｂ)は、レーザー光のスポットと基準パターンＰとの位置関係が異なる状態
における反射信号と基準パターンＰとの関係を示すものであり、スポットの移動に伴って
第１信号演算回路１５または第２信号演算回路１６から得られる反射信号のレベルが各々
図示したように変化する。基準パターンＰを構成する反射部から反射される信号のレベル
は高くなり、非反射部から反射される信号のレベルは低くなる。
【００８４】
　図示したようにスポットの位置と基準パターンＰとの位置関係から反射信号が得られる
反射期間Ｔ１と周期Ｔ２との比率が変化することが分かる。斯かる周期Ｔ２に対する反射
期間Ｔ１の期間比率、即ちデューティー比がレーザー光のスポット位置が光ディスクＤの
径方向に移動するに従って変化するので、このデューティー比を設定することによってス
ポットの光ディスクＤ上の径方向の位置を決定することが出来る。即ち、このようにデュ
ーティー比にて決定される基準パターンＰの位置を基準位置Ｋとして設定することが出来
るので、この基準位置Ｋを利用して前述した第１対物レンズＬ１と第２対物レンズＬ２と
の間の距離を測定することが出来る。
【００８５】
　尚、本実施例では、一般に販売されている光ディスクＤを使用して第１対物レンズＬ１
と第２対物レンズＬ２との間の距離を測定するようにしたが、基準となる光ディスクを作
成し、光ディスク装置の製造時にこの光ディスクを使用して第１対物レンズＬ１と第２対
物レンズＬ２との間の距離を測定することも出来る。この場合には、測定された第１対物
レンズＬ１と第２対物レンズＬ２との間の距離データは、制御回路１７に設けられている
ＲＯＭ等に記憶され、この記憶データを利用して感度調整の演算処理動作が行われること
になる。
【００８６】
　また、本実施例では、第２対物レンズＬ２を基準位置Ｋに移動させた後に第１対物レン
ズＬ１を前記基準位置Ｋに移動させることによってレンズホルダー４の移動距離を求める
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ようにしたが、反対に第１対物レンズＬ１を基準位置Ｋに移動させた後に第２対物レンズ
Ｌ２を前記基準位置Ｋに移動させることによってレンズホルダー４の移動距離を求めるよ
うにすることも出来る。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明に係る光ピックアップ装置が組み込まれている光ディスク装置の動作を説
明するための図である。
【図２】本発明のレンズホルダーと光ディスクとの関係を説明するための図である。
【図３】本発明に係る光ディスクを説明するための図である。
【図４】本発明の動作を説明するための図である。
【符号の説明】
【００８８】
　１　　　本体
　３　　　スレッドモーター
　４　　　レンズホルダー
　９　　　第１レーザーダイオード
　１０　　第２レーザーダイオード
　１３　　フォーカスコイル
　１４　　トラッキングコイル
　１７　　制御回路
　１８　　サーボ回路
　１９　　スレッドモーター駆動回路
　２０　　フォーカスコイル駆動回路
　２１　　トラッキングコイル駆動回路
　２２　　第１レーザーダイオード駆動回路
　２３　　第２レーザーダイオード駆動回路
　２４　　駆動電圧検出回路
　Ｌ１　　第１対物レンズ
　Ｌ２　　第２対物レンズ
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