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(57)【要約】
【課題】光学的特性を確保しつつ小型化を図る上で有利
な光ピックアップおよび光ディスク装置を提供する。
【解決手段】光ピックアップ１４は、光ビームを出射す
る第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂと、それら光ビーム
を光ディスク２に導きその反射光ビームを第１、第２の
ＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂ（受光素子）に導く光学系３８
と、光学系３８を収容するハウジング１５とを備えてい
る。光学系３８は光ビームが光ディスク２に至る往路３
８Ａと、その反射光ビームが第１、第２のＰＤＩＣ５４
Ａ、５４Ｂ（受光素子）に至る復路３８Ｂとを有し、往
路３８Ａと復路３８Ｂとはそれらが重複する重複路３８
Ｃを有し、重複路３８Ｃを除いた往路３８Ａの部分に、
該往路３８Ａの光路長を調整する光路長調整部材５８を
設けた。
【選択図】図２



(2) JP 2009-32304 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ビームを出射する光源と、
　前記光ビームを光ディスクに導きその反射光ビームを受光素子に導く光学系とを備え、
　前記光学系は前記光ビームが前記光ディスクに至る往路と、その反射光ビームが受光素
子に至る復路とを有し、
　前記往路と前記復路とはそれらが重複する重複路を有している光ピックアップであって
、
　前記重複路を除いた前記往路の部分に、該往路の光路長を調整する光路長調整部材が設
けられている、
　ことを特徴とする光ピックアップ。
【請求項２】
　前記光路長調整部材は、前記光源と前記光学系との間に設けられている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項３】
　前記重複路は、前記往路と前記復路とを分離する偏光ビームスプリッタを含んで構成さ
れ、
　前記光路長調整部材は、前記光源と前記偏光ビームスプリッタとの間に設けられている
、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項４】
　前記光学系を収容するハウジングを備え、
　前記ハウジングを構成する壁部に該壁部を貫通する開口が形成され、
　前記光源は、前記光ビームが前記開口内で前記壁部の一方の面から他方の面に向かうよ
うに前記壁部の一方の面に取着され、
　前記光路長調整部材は、前記開口に臨むように前記壁部の他方の面に設けられている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項５】
　前記光学系を収容するハウジングを備え、
　前記ハウジングを構成する壁部に該壁部を貫通する開口が形成され、
　前記光源は、前記光ビームが前記開口内で前記壁部の一方の面から他方の面に向かうよ
うに前記壁部の一方の面に設けられ、
　前記光路長調整部材は、前記開口に臨むように前記壁部の他方の面に設けられ、
　前記光源はレーザーチップが収容されたパッケージを含んで構成され、
　前記パッケージは、前記開口内に挿入可能でその先端から光ビームが出射される挿入部
と、前記挿入部の基端に設けられ前記開口の周囲の前記壁部の一方の面に当接可能な当て
付け面とを有し、
　前記光源は、前記挿入部が前記開口内に挿入され、前記当て付け面が前記開口の周囲の
前記壁部の一方の面の箇所に当て付けられて前記壁部に取着されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項６】
　前記光学系を収容するハウジングを備え、
　前記ハウジングを構成する壁部に該壁部を貫通する開口が形成され、
　前記光源は、前記光ビームが前記開口内で前記壁部の一方の面から他方の面に向かうよ
うに前記壁部の一方の面に設けられ、
　前記光路長調整部材は、前記開口に臨むように前記壁部の他方の面に設けられ、
　前記光源はレーザチップが収容されたパッケージを含んで構成され、
　前記パッケージは、前記開口内に挿入可能でその先端から光ビームが出射される挿入部
と、前記挿入部の基端に設けられ前記開口の周囲の前記壁部の一方の面に当接可能で平坦
な当て付け面とを有し、
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　前記開口の周囲の前記壁部の一方の面に前記パッケージの当て付け面に当接可能な平坦
な当て付け面が形成され、
　前記光源は、前記挿入部が前記開口内に挿入され、前記パッケージの当て付け面が前記
開口の周囲の前記当て付け面に当て付けられて前記壁部に取着されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項７】
　前記光学系を収容するハウジングを備え、
　前記ハウジングを構成する壁部に該壁部を貫通する開口が形成され、
　前記光源は、前記光ビームが前記開口内で前記壁部の一方の面から他方の面に向かうよ
うに前記壁部の一方の面に設けられ、
　前記光路長調整部材は、前記開口に臨むように前記壁部の他方の面に設けられ、
　前記光源はレーザチップが収容されたパッケージを含んで構成され、
　前記パッケージは、前記開口内に挿入可能でその先端から光ビームが出射される挿入部
を有し、
　前記挿入部の先部で前記光ビームが出射される箇所の周囲に環状の湾曲面が形成され、
　前記開口内に、前記湾曲面に係合可能な環状の湾曲面が形成され、
　前記挿入部の湾曲面と前記開口内の湾曲面とが係合した状態で前記光源が前記壁部に取
着されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項８】
　前記光路長調整部材は、互いに平行に対向して配置された２枚の透明な板材と、それら
板材の間に充填された透明な接着剤とで構成されていることを特徴とする請求項１記載の
光ピックアップ。
【請求項９】
　前記光路長調整部材は、互いに平行に対向して配置された２枚の透明な板材と、それら
板材の間に充填された透明な接着剤とで構成され、
　前記２枚の板材と前記接着剤の屈折率は実質的に同一の値を有している、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項１０】
　前記光路長調整部材は、互いに平行に対向して配置された２枚の透明な板材と、それら
板材の間に充填された透明な接着剤とで構成され、
　前記２枚の板材と前記接着剤の屈折率は実質的に同一の値を有し、
　前記屈折率は空気の屈折率よりも大きな値である、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項１１】
　前記光学系を収容するハウジングを備え、
　前記ハウジングを構成する壁部に該壁部を貫通する開口が形成され、
　前記光源は、前記光ビームが前記開口内で前記壁部の一方の面から他方の面に向かうよ
うに前記壁部の一方の面に取着され、
　前記光路長調整部材は、前記開口に臨むように前記壁部の他方の面に設けられ、
　前記光路長調整部材は、互いに平行に対向して配置された２枚の透明な板材と、それら
板材の間に充填された透明な接着剤とで構成され、
　前記２枚の透明な板材のうちの一方の板材は、前記壁部の他方の面で前記開口の周囲の
箇所に接着材により取着されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項１２】
　前記光学系を収容するハウジングを備え、
　前記ハウジングに、受光素子が実装された基板が固定して設けられ、
　前記基板に該基板を貫通する開口が形成され、
　前記光源は、前記光ビームが前記開口内を通過するように前記受光素子が実装された面
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と反対に位置する前記基板の面に取着され、
　前記光路長調整部材は、前記開口に臨むように前記受光素子が実装された前記基板の面
に取着されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項１３】
　前記光学系を収容するハウジングを備え、
　前記ハウジングに、受光素子が実装された基板が固定して設けられ、
　前記受光素子が実装された前記基板の面上に前記光学系が設けられ、
　前記基板に該基板を貫通する開口が形成され、
　前記光源は、前記光ビームが前記開口内を通過するように前記受光素子が実装された面
と反対に位置する前記基板の面に取着され、
　前記光路長調整部材は、前記開口に臨むように前記受光素子が実装された前記基板の面
に取着されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項１４】
　前記光学系を収容するハウジングを備え、
　前記ハウジングに、受光素子が実装された基板が固定して設けられ、
　前記基板に該基板を貫通する開口が形成され、
　前記光路長調整部材は、前記開口に臨むように前記受光素子が実装された前記基板の面
に取着され、
　前記受光素子が実装された面と反対に位置する前記基板の面に、前記開口と連続する内
部空間を有する筒状のスペーサが取着され、
　前記光源は、光ビームが前記内部空間および前記開口内で前記光路長調整部材に向かう
ように前記スペーサの端部に取着されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項１５】
　前記光学系を収容するハウジングを備え、
　前記ハウジングに、受光素子が実装された基板が固定して設けられ、
　前記基板に前記基板を貫通する開口が形成され、
　前記光路長調整部材は、前記開口に臨むように前記受光素子が実装された前記基板の面
に取着され、
　前記光源はレーザチップが収容されたパッケージを含んで構成され、
　前記パッケージは、平坦で環状の当て付け面と、前記環状の当て付け面の内側箇所から
突出しその先端から光ビームが出射される凸部とを有し、
　前記開口の周囲の前記基板の一方の面に平坦な環状の当て付け面が形成され、
　軸心方向の両端にそれぞれ当て付け面が形成された筒状のスペーサが設けられ、
　前記スペーサは、前記軸心方向の両端の当て付け面のうちの一方の当て付け面が前記開
口の周囲の前記当て付け面に当て付けられて前記基板に取着され、
　前記光源は、前記凸部が前記スペーサの内側に挿入され、前記パッケージの当て付け面
が前記軸心方向の両端の当て付け面のうちの他方の当て付け面に当て付けられて前記スペ
ーサに取着されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項１６】
　前記光源はレーザチップが収容されたパッケージを含んで構成され、
　前記パッケージの先部に、前記レーザチップからの光ビームを出射させる開口が設けら
れ、
　前記パッケージの先部に、前記開口を閉塞するように前記光路長調整部材が設けられて
いる、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項１７】
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　前記光学系を収容するハウジングを備え、
　前記光源はレーザチップが収容されたパッケージを含んで構成され、
　前記パッケージは、前記レーザチップが収容された部分の周囲に設けられた当て付け面
と、前記レーザチップからの光ビームを出射させる開口とを備え、
　前記開口を閉塞するように前記光路長調整部材が設けられ、
　前記光源は、前記当て付け面が前記ハウジングに当て付けられて取着されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項１８】
　前記光源はレーザチップが収容されたパッケージを含んで構成され、
　前記パッケージの先部に、前記レーザチップからの光ビームを出射させる開口が設けら
れ、
　前記パッケージの先部に前記光路長調整部材が設けられ、
　前記光路長調整部材は、互いに平行に配置された２枚の透明な板材と、それら板材を接
着する透明な接着剤とで構成され、
　前記２枚の透明な板材のうちの一方の板材は前記パッケージの内部で前記開口を閉塞す
るように配置され、
　前記２枚の透明な板材のうちの他方の板材は前記パッケージの外部で前記一方の板材に
対向するように配置され、
　前記接着剤は前記開口内に充填されるとともに前記２枚の透明な板材間に充填されてい
る、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項１９】
　前記重複路を除いた前記往路の部分を構成する前記光学系は板状を呈する光学素子を含
んでおり、
　前記光路長調整部材は、前記光学素子と、前記光学素子に平行して対向配置された透明
な板材と、それら光学素子と板材の間に充填された透明な接着剤とで構成されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項２０】
　前記光学素子は１／２波長板である、
　ことを特徴とする請求項１９記載の光ピックアップ。
【請求項２１】
　光ディスクを回転駆動する駆動手段と、
　前記光ディスクに対し記録および／または再生用の光ビームを照射し、前記光ディスク
で反射された反射光ビームを検出する光ピックアップとを有する光ディスク装置であって
、
　前記光ピックアップは、
　光ビームを出射する光源と、
　前記光ビームを光ディスクに導きその反射光ビームを受光素子に導く光学系とを備え、
　前記光学系は前記光ビームが前記光ディスクに至る往路と、その反射光ビームが受光素
子に至る復路とを有し、
　前記往路と前記復路とはそれらが重複する重複路を有している光ピックアップであって
、
　前記重複路を除いた前記往路の部分に、該往路の光路長を調整する光路長調整部材が設
けられている、
　ことを特徴とする光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクに信号の記録や再生を行う光ピックアップおよびそのような光ピ
ックアップを有する光ディスク装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　現在、互いに異なる波長の光を用いて記録および／または再生を行う光ディスク、例え
ば、ＣＤ、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）およびＢＤ（Ｂｌ
ｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｋ）などが提供されており、このような光ディスクを使用可能な光ピ
ックアップが提供されている。
　光ピックアップは、光ビームを出射する光源と、光ビームを光ディスクに導きその反射
光ビームを受光素子に導く光学系と、光学系を保持する保持部材などを備えている。
　光源は、その光軸を光学系の光軸に対して位置調整した状態で保持部材に対して固定す
る必要がある。
　従来、光源を位置調整して固定する構造としては、光源を保持するホルダと、ホルダを
固定するためのフレームとを設け、ホルダとフレームとの間に光源の光軸方向において間
隙を形成しつつ、光源を３次元空間で動かして所望の位置に位置調整したのち、前記間隙
に接着剤を充填して硬化させるものが提案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－３２２２９９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来構造では、光源を３次元空間で動かすためのスペースが必要と
なり、光ピックアップの小型化を図る上で不利があった。
　本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、その目的は光学的特性を確保しつつ小
型化を図る上で有利な光ピックアップおよび光ディスク装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するために本発明は、光ビームを出射する光源と、前記光ビームを光デ
ィスクに導きその反射光ビームを受光素子に導く光学系とを備え、前記光学系は前記光ビ
ームが前記光ディスクに至る往路と、その反射光ビームが受光素子に至る復路とを有し、
前記往路と前記復路とはそれらが重複する重複路を有している光ピックアップであって、
前記重複路を除いた前記往路の部分に、該往路の光路長を調整する光路長調整部材が設け
られていることを特徴とする。
　また本発明は、光ディスクを回転駆動する駆動手段と、前記光ディスクに対し記録およ
び／または再生用の光ビームを照射し、前記光ディスクで反射された反射光ビームを検出
する光ピックアップとを有する光ディスク装置であって、前記光ピックアップは、光ビー
ムを出射する光源と、前記光ビームを光ディスクに導きその反射光ビームを受光素子に導
く光学系とを備え、前記光学系は前記光ビームが前記光ディスクに至る往路と、その反射
光ビームが受光素子に至る復路とを有し、前記往路と前記復路とはそれらが重複する重複
路を有し、前記重複路を除いた前記往路の部分に、該往路の光路長を調整する光路長調整
部材が設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、光源をその光軸方向に動かすことなく光路長調整部材を調整すること
で光路長を調整できるので、光ピックアップの光学的特性を確保しつつ、光ピックアップ
の小型化および高信頼化を図る上で有利となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
（第１の実施の形態）
　次に本発明の実施の形態について説明する。
　まず、本発明の光ピックアップが組み込まれる光ディスク装置について説明する。
　図１は、第１の実施の形態の光ピックアップ１４が組み込まれた光ディスク装置１０の
構成を示すブロック図である。



(7) JP 2009-32304 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

　図１に示すように、光ディスク装置１０は、光ディスク２を回転駆動する駆動手段とし
てのスピンドルモータ１２と、光ピックアップ１４と、光ピックアップ１４をその半径方
向に動かす駆動手段としての送りモータ１６とを備えている。
【０００７】
　スピンドルモータ１２は、システムコントローラ１８およびサーボ制御部２０により所
定の回転数で駆動制御される構成になっている。
　光ピックアップ１４は、システムコントローラ１８およびサーボ制御部２０からの指令
に従って回転する光ディスク２の信号記録面に対して光ビームを照射する。このような光
照射により光ディスク２に対する光信号の記録、再生が行われる。
　また、光ピックアップ１４は、光ディスク２の信号記録面からの反射光ビームに基づい
て、各種の光ビームを検出し、各光ビームに対応する信号を信号処理部２４に供給できる
ように構成されている。
　本実施の形態では、光ピックアップ１４は、例えば、ＣＤと、ＤＶＤと、ＢＤといった
ような使用する光ビームの波長が異なる複数種類の光ディスク２に対して、記録および／
または再生を行うように構成されている。
【０００８】
　信号処理部２４は、各光ビームに対応する検出信号に基づいてサーボ制御用信号、すな
わち、後述するフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号、ＲＦ信号、ランニング
ＯＰＣ処理に必要なモニタ信号（Ｒ－ＯＰＣ信号）、記録時における光ディスクの回転制
御を行うために必要なＡＴＩＰ信号などを生成できるように構成されている。
　また、再生対象とされる記録媒体の種類に応じて、サーボ制御部２０、信号変調部およ
びＥＣＣブロック２２等により、これらの信号に基づく復調および誤り訂正処理等の所定
の処理が行われる。
　すなわち、信号変復調部およびＥＣＣブロック２２は、信号処理部２４から出力される
信号の変調、復調およびＥＣＣ（エラー訂正符号）の付加を行う。
　ここで、信号変調部およびＥＣＣブロック２２により復調された記録信号が、例えばコ
ンピュータのデータストレージ用であれば、インタフェース２６を介して外部コンピュー
タ２８等に送出される。これにより、外部コンピュータ２８等は光ディスク２に記録され
た信号を再生信号として受け取ることができるように構成されている。
【０００９】
　また、信号変調部およびＥＣＣブロック２２により復調された記録信号がオーディオ・
ビジュアル用であれば、Ｄ／Ａ、Ａ／Ｄ変換器３０のＤ／Ａ変換部でデジタル／アナログ
変換され、オーディオ・ビジュアル処理部３２に供給される。そして、このオーディオ・
ビジュアル処理部３２でオーディオ・ビデオ信号処理が行われ、オーディオ・ビジュアル
信号入出力部３４を介して外部の撮像・映写機器に伝送される。
　光ピックアップ１４には送りモータ１６が接続され、送りモータ１６の回転によって光
ピックアップ１４が光ディスク２上の所定の記録トラックまで移動されるように構成され
ている。
　サーボ制御部２０は、スピンドルモータ１２、送りモータ１６の制御に加えて、フォー
カスエラー信号およびトラッキングエラー信号に基づいて光ピックアップ１４の対物レン
ズ５０Ａ、５０Ｂ（図２）のフォーカシング方向、トラッキング方向の制御を行い、さら
に、ラジアルスキューの制御を行なう。
　また、レーザ制御部３６は、光ピックアップ１４のレーザ光源を制御するものであり、
本実施の形態では、後述する第１、第２の光源４８Ａ、４８Ｂの双方を制御するものであ
り、言い換えると、レーザ制御部３６は、第１、第２の光源４８Ａ、４８Ｂを選択的に駆
動する駆動手段を構成している。
【００１０】
　次に、本実施の形態の光ピックアップ１４について説明する。
　図２は光ピックアップ１４の光学系３８の概略構成を示す図であり、（Ａ）は光学系３
８の側面図、（Ｂ）は光学系３８の平面図である。
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　光ピックアップ１４は、光ビームを出射する第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂと、それ
ら光ビームを光ディスク２に導きその反射光ビームを第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４
Ｂ（受光素子）に導く光学系３８と、光学系３８を収容するハウジング１５（図３）とを
備えている。
　光学系３８は光ビームが光ディスク２に至る往路３８Ａと、その反射光ビームが第１、
第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂ（受光素子）に至る復路３８Ｂとを有し、往路３８Ａと復
路３８Ｂとはそれらが重複する重複路３８Ｃを有している。
　そして、本実施の形態では、重複路３８Ｃを除いた往路３８Ａの部分に、該往路３８Ａ
の光路長を調整する光路長調整部材５８を設けたものである。
　以下詳細に説明する。
【００１１】
　第１の光源４０ＡはＣＤ、ＤＶＤ用の光ビームを出射するものである。
　第２の光源４０Ｂは第１の光源４０Ａの光ビームよりも短い波長を有するＢＤ用の光ビ
ームを出射するものである。
　光学系３８は、第１、第２の偏光ビームスプリッタ４２Ａ、４２Ｂと、第１、第２のコ
リメータレンズ４４Ａ、４４Ｂと、立ち上げミラー４６と、第１、第２の１／４波長板４
８Ａ、４８Ｂと、第１、第２の対物レンズ５０Ａ、５０Ｂと、第１、第２のＨＯＥ素子（
Holographic Optical Element）５２Ａ、５２Ｂと、第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４
Ｂと、第１、第２のＦＰＤＩＣ５６Ａ、５６Ｂなどを含んで構成されている。
【００１２】
　第１、第２の偏光ビームスプリッタ４２Ａ、４２Ｂは、第１、第２の光源４０Ａ、４０
Ｂから入射される光ビームをそれぞれ光ディスク２に向けて反射させ、かつ、光ディスク
２からの反射光ビームをそれぞれ第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂに向けて透過させ
るものである。すなわち、第１、第２の偏光ビームスプリッタ４２Ａ、４２Ｂは、往路３
８Ａと復路３８Ｂとを分離するものである。
　第１、第２のコリメータレンズ４４Ａ、４４Ｂは、第１、第２の偏光ビームスプリッタ
４２Ａ、４２Ｂからの光ビームを平行光にして光ディスク２に導くとともに、光ディスク
２からの反射光ビーム２を収束して第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂに導くものであ
る。
　立ち上げミラー４６は、第１、第２のコリメータレンズ４４Ａ、４４Ｂから出射される
光ビームの光路を４５度屈曲させる反射面をそれぞれ有している。
　第１、第２の１／４波長板４８Ａ、４８Ｂは、立ち上げミラー４６を介して入射される
光ビームに対して１／４波長分の位相差をそれぞれ与えるとともに、第１、第２の対物レ
ンズ５０Ａ、５０Ｂから入射される反射光ビームに１／４波長分の位相差をそれぞれ与え
るものである。
　第１、第２の対物レンズ５０Ａ、５０Ｂは、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂからの光
ビームをそれぞれ光ディスク２の記録面上に収束して光スポットを形成し、反射光ビーム
をそれぞれ第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂに導くものである。
　第１、第２のＨＯＥ素子５２Ａ、５２Ｂは、第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂが反
射光ビームを受光してフォーカスエラー信号やトラッキングエラー信号を生成するために
必要な光学的な効果（例えば収差など）を、第１、第２の偏光ビームスプリッタ４２Ａ、
４２Ｂを透過した反射光ビームに対して与える機能を有している。
　第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂは、第１、第２のＨＯＥ素子５２Ａ、５２Ｂを介
して受光する反射光ビームを受光する受光センサ（フォトディテクタ）と、この受光セン
サから出力される電流信号を電圧信号に変換するＩ／Ｖ変換アンプを有するものであり、
フォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号、ＲＦ信号などを生成して信号処理部２
４（図１）に供給するものである。
　第１、第２のＦＰＤＩＣ５６Ａ、５６Ｂは、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂから第１
、第２の偏光ビームスプリッタ４２Ａ、４２Ｂに入射し透過した光ビームを受光する受光
素子と、この受光素子から出力される電流信号を電圧信号に変換するＩ／Ｖ変換アンプを
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有するものであり、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂの出射パワーを監視するためのモニ
タ信号を生成して信号処理部２４（図１）に供給するものである。
　したがって、本実施の形態では、復路３８Ｂを構成する光学系３８は、第１、第２のＨ
ＯＥ素子５２Ａ、５２Ｂを含んでおり、重複路３８Ｃを構成する光学系３８は、第１、第
２の偏光ビームスプリッタ４２Ａ、４２Ｂ、第１、第２のコリメータレンズ４４Ａ、４４
Ｂ、立ち上げミラー４６を含んでいる。
【００１３】
　第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂは光学系３８とともにハウジング１５に組み付けられ
、第１の光源４０Ａと光学系３８との間、および、第２の光源４０Ｂと光学系３８との間
に本発明に係る光路長調整部材５８がそれぞれ設けられている。
　より詳細には、光路長調整部材５８は、第１の光源４０Ａと第１の偏光ビームスプリッ
タ４２Ａとの間、および、第２の光源４０Ｂと第２の偏光ビームスプリッタ４２Ｂとの間
にそれぞれ配置されている。
【００１４】
　図３を参照して詳細に説明する。
　図３は第１の光源４０Ａと光路長調整部材５８の構成を示す説明図である。
　ハウジング１５は、底壁１５０２と、底壁１５０２から起立する壁部１５０４とを有し
、壁部１５０４に開口６０が貫通形成されている。
　壁部１５０４の一方の面には、光ビームが開口６０内で壁部１５０４の一方の面から他
方の面に向かうように第１の光源４０Ａが取着され、壁部１５０４の他方の面には、開口
６０に臨むように（開口６０を閉塞するように）光路長調整部材５８が取着されている。
【００１５】
　第１の光源４０Ａは、光ビームを出射するレーザチップ４００２と、レーザチップ４０
０２を収容するパッケージ４００４とを有している。
　パッケージ４００４は、鍔部４００６と、鍔部４００６の内側から突出し開口６０内に
挿入可能でその先端から光ビームが出射される挿入部４００８を含んで構成されている。
　なお、図３において符号４００９は、光ビームを透過する透明な材料からなりパッケー
ジ４００４の一部を構成する封止板を示している。
　挿入部４００８の周囲の鍔部４００６の面は、環状の平坦な当て付け面４０１０として
形成されている。
　挿入部４００８と反対に位置する鍔部４００６の面に接続端子４０１２が突設されてい
る。
　接続端子４０１２には、不図示のフレキシブル基板などの配線部材が接続され、レーザ
制御部３６からの駆動信号が前記配線部材および接続端子４０１２を介してレーザチップ
４００２に供給されるように構成されている。
　壁部１５０４の一方の面で開口６０の周囲の箇所は平坦な当て付け面１５０４Ａとして
形成されている。
　第１の光源４０Ａは、挿入部４００８が開口６０内に挿入され、当て付け面４０１０が
壁部１５０４の当て付け面１５０４Ａに当て付けられて接着剤により壁部１５０４に取着
され、これにより、第１の光源４０Ａがハウジング１５に対して固定して設けられている
。
【００１６】
　光路長調整部材５８は、２枚の透明な板材６２、６４と、透明な接着剤６６とで構成さ
れている。
　２枚の透明な板材６２、６４は、それぞれ厚さが均一の平板で構成され、互いに平行に
対向して配置されている。
　透明な板材６２、６４は、空気の屈折率１よりも大きな屈折率を有している。
　１よりも大きな屈折率を有する板材６２、６４の材料としては、ガラスや石英あるいは
合成樹脂など従来公知のさまざまな透明な材料が採用可能である。
　透明な接着剤６６は、板材６２、６４の間に充填されている。
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　透明な接着剤６６は、空気の屈折率１よりも大きな屈折率を有している。
　１よりも大きな屈折率を有する接着剤６６としては、従来公知のさまざまな透明な接着
剤が採用可能であり、本実施の形態では、紫外線硬化型接着剤で構成されている。
　また、板材６２、６４と接着剤６６との間の境界面を光ビームが通過した際に、光ビー
ムが屈折を生じないようにするために、２枚の透明な板材６２、６４と透明な接着剤６６
は、互いに同一の屈折率か、ほぼ同じ屈折率であることが好ましい。
　壁部１５０４の他方の面で開口６０の周囲の箇所は平坦な当て付け面１５０４Ｂとして
形成されている。
　そして、２枚の透明な板材６２、６４のうちの一方の板材６２は、開口６０を閉塞する
ように壁部１５０４の当て付け面１５０４Ｂに当て付けられ接着剤により取着されている
。
　本実施の形態では、第１の光源４０Ａから光ビームが発散されつつ出射され、したがっ
て、光路長調整部材５８は、第１の光源４０Ａの直近でかつ第１の光源４０Ａから出射さ
れる光ビームが発散する光路中に配置されている。
【００１７】
　なお、第２の光源４０Ｂと光路長調整部材５８の構成および配置は、図２に示すように
、第１の光源４０Ａと光路長調整部材５８の場合と同様である。
【００１８】
　次に、このような第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂおよび光路長調整部材５８の組み付
け方法について説明する。なお、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂの組み付けは同様であ
るため、以下では第１の光源４０Ａについてのみ説明を行う。
　まず、第１の光源４０Ａの光軸調整を行う。
　すなわち、調整治具によって第１の光源４０Ａを保持させ、挿入部４００８を壁部１５
０４の開口６０内に挿入し、鍔部４００６の当て付け面４０１０を壁部１５０４の当て付
け面１５０４Ａに当て付けた状態で、第１の光源４０Ａを該第１の光源４０Ａの光軸と直
交する平面に沿って、言い換えると、該平面上で直交するＸ方向およびＹ方向に沿って動
かし、第１の光源４０Ａの光軸と光学系３８の光軸とを合致させる。
　光軸が合致したならば、第１の光源４０Ａの当て付け面４０１０と壁部１５０４の当て
付け面１５０４Ａとを当て付けた状態で接着剤によりパッケージ４００４を壁部１５０４
に接着し、これにより、第１の光源４０Ａを壁部１５０４に固定する。
【００１９】
　次いで、光路長調整部材５８を構成する一方の板材６２を開口６０を閉塞するように壁
部１５０４に接着剤により取着する。
　この際、一方の板材６２が壁部１５０４の当て付け面１５０４Ｂに当て付けられること
で一方の板材６２は第１の光源４０Ａの光軸と直交する平面上を延在するように位置決め
される。
　次いで、一方の板材６２が開口６０に臨む面と反対側の面に接着剤６６を塗布し、次い
で、接着剤６６を一方の板材６２との間に挟み込むように他方の板材６４を接着剤６６に
接触させる。
　そして、調整治具を用いて一方の板材６２に対して他方の板材６４を平行させた状態で
第１の光源４０Ａの光軸に沿って接離する方向に微小距離移動させ、光路長調整を行う。
　詳細には、第１の光源４０Ａから出射される光ビームが光路長調整部材５８および光学
系３８を介して所定の位置に収束されるように、言い換えると、光スポットが光ディスク
２の記録面上で収束するように光路調整を行う。
　光路調整が終了したならば、光路長調整部材５８の接着剤６６に紫外線を照射して接着
剤６６を硬化させ、これにより光路長調整部材５８の組み付けが完了し、したがって、第
１の光源４０Ａおよび光路長調整部材５８の組み付けが完了する。
【００２０】
　次に、光路長調整部材５８を用いた光路長調整について詳細に説明する。
　２枚の透明な板材６２、６４をそれらが平行した状態を保ったままで２枚の透明な板材
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６２、６４の間隔を微小距離、離間あるいは接近するように調整すると、板材６２、６４
の間に充填された未硬化の接着剤６６はその表面張力と粘性により板材６２、６４の間に
介在された状態で前記間隔の増減に追従して動く。
　したがって、光路長調整部材５８は、接着剤６６が追従し得る範囲において、２枚の透
明な板材６２、６４の面と直交する方向の寸法、すなわち、光路長調整部材５８の厚さを
調整することができる。すなわち、空気より大きな屈折率を有する光路長調整部材５８の
厚さを調整することができる。
　言い換えると、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂから出射された光ビームが、屈折率１
の空気から屈折率が１よりも大きな光路長調整部材５８をその厚さ方向に透過し、光路長
調整部材５８から再び空気中に出射する光路に沿って進行する場合、光路長調整部材５８
の厚さを調整すれば、光ビームの光路において屈折率１よりも大きな媒体を透過する光路
部分の距離を調整することになり、したがって、光路長調整部材５８の厚さに応じて光ビ
ームの光路長を調整できることになる。
　光路長調整部材５８の厚さの変化量と、光路長の変化量との関係は、空気の屈折率と光
路長調整部材５８の屈折率との比率によって決定される。
　例えば、板材６２、６４および接着剤６６の屈折率が１．５であれば、光路長の変化量
は板材６２、６４の間隙の寸法の変化量の１／３程度となる。
　具体的に示すと、板材６２、６４の間隙の寸法を３０μｍ変化させると、光ビームの光
路長を約１０μｍ変化させることができる。
【００２１】
　本実施の形態によれば、重複路３８Ｃを除いた往路３８Ａの部分に、該往路３８Ａの光
路長を調整する光路長調整部材５８を設けたので、往路３８Ａにおける光路長の調整を復
路３８Ｂの光路長と分離して行うことができ、第１の光源４０Ａ（第２の光源４０Ｂ）と
受光素子である第１のＰＤＩＣ５４Ａ（第２のＰＤＩＣ５４Ｂ）とが共役の関係となるよ
うに簡単かつ容易に調整することができ、したがって、光ピックアップ１４の光学的特性
を確保できることは無論のこと、光源を光軸方向に動かすことなく光路長調整部材５８を
調整することで光路長を調整できるので、光源を光軸方向に動かすためのスペースが不要
となり、光ピックアップ１４の小型化および高信頼化を図る上で有利となる。
　また、本実施の形態では、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂと光学系３８との間に、光
路長調整部材５８を設けたので、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂを取り付けるハウジン
グ１５部分を、光路長調整部材５８の取り付け箇所として利用でき、したがって、部品点
数を増加させること無くまた小型化を図りつつ光路長調整部材５８を配設でき、光路長の
調整を行うことができる。
【００２２】
　また、本実施の形態によれば、従来、３次元空間での第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂ
の位置調整を必要ならしめていた最たる理由である光路長の調整を、本発明による光路長
調整部材５８で最後に吸収するようにしたので、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂをハウ
ジング１５の部分に予め当て付けて取り付けることが可能となる。
　したがって、光ピックアップ１４の光学系３８の設計、組み立ての簡素化を図る上でも
有利となる。
　このことについて更に説明すると、特に、ＢＤなどの高密度記録を行う光ディスク用の
光ピックアップでは、使用する光ビームの短波長化に伴い光ピックアップの組み立て調整
精度の要求水準が、ＣＤやＤＶＤなどの光ディスク用の光ピックアップよりも数段高いも
のとなっている。
　また、光ピックアップの構成要素を光ディスクから信号を再生する再生系と、光ディス
クに対して信号を記録する記録系とに分け、再生系と記録系との光学的な特性を比較して
説明すると、再生系は光源から出射される光ビームが比較的低出力で放射角を大きくとる
ことができる。
　したがって、多くの場合、再生系においては、光源からの光ビームを受け取る光学系は
、光源からの光ビームの強度分布が均一な部分でカップリングすることができ、したがっ
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て、再生系は、調整誤差に対する許容範囲が比較的広いものである。
　これに対して、記録系は、光源から出射された光ビームを効率よく光ディスクの盤面に
導く必要があるので、損失を極力なくさなくてはならず、したがって、光源の放射角が狭
くならざるを得ない。
　そのため、記録系においては、光源からの光ビームを受け取る光学系は、光源からの光
ビームを損失なくカップリングするためには、精密な位置調整を行わなくてはならず、記
録系は、調整誤差に対する許容範囲が狭いものとなる。
　すなわち、光ピックアップの設計マージンは、記録系の方が再生系に比較してより厳し
いものとなる。
　したがって、本実施の形態は、ＣＤやＤＶＤなどに対して記録および／または再生を行
う光ピックアップおよび光ディスクに好適であることは無論のこと、さらに短波長の光ビ
ームを用いて高密度記録を行う光ピックアップおよび光ディスクに適用した場合に設計お
よび組み立ての効率化および簡素化を図る上でより一層有効となるものである。
【００２３】
　また、本実施の形態によれば、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂをハウジング１５に組
み付ける際に、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂをハウジング１５の部分に当て付けた状
態で取着したのち、光路長調整部材５８を用いて光路長の調整を行うことができる。
　したがって、従来のように第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂをハウジング１５上で３次
元空間で動かして調整し第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂとハウジング１５の部分との間
に形成された間隙に接着剤を充填して硬化させる場合と異なり、第１、第２の光源４０Ａ
、４０Ｂで発生した熱の伝達が接着剤によって阻害されることなく当て付け面４０１０、
１５０４Ａを介してハウジング１５に直接伝達されるため放熱性を確保する上で有利とな
り、ひいては、光ピックアップ１４の耐久性および安定性の向上を図る上で有利となる。
　また、従来のように第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂとハウジング１５の部分との間に
形成された間隙に接着剤を充填して硬化させる場合は、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂ
の接続端子４０１２に接続されたフレキシブル基板などの配線部材を介して作用する力が
前記間隙の接着剤に作用して第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂの取り付けの安定性を確保
する上で不利があるのに対し、本実施の形態では、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂが当
て付け面４０１０、１５０４Ａを介してハウジング１５に当て付けられた状態で取着され
ているので、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂの取り付けの安定性を確保する上で有利と
なる。
【００２４】
（第２の実施の形態）
　次に第２の実施の形態について説明する。
　第２の実施の形態は、光源の光軸を光学系の光軸に対して傾斜する方向に調整する（あ
おり調整を行う）構成を設けたものである。
　図４は第２の実施の形態における第１の光源４０Ａと光路長調整部材５８の構成を示す
説明図である。
　なお、以下の実施の形態においては第１の実施の形態と同一の部材、箇所には同一の符
号を付して簡単に説明する。
　図４に示すように、壁部１５０４の一方の面に、開口６０に臨むように第１の光源４０
Ａが取着され、壁部１５０４の他方の面に、開口６０に臨むように光路長調整部材５８が
取着されている。
　第１の光源４０Ａのパッケージ４００４は、中間部材６８を含んで構成されている。
　パッケージ４００４は開口６０内に挿入され、その先端から光ビームが出射される挿入
部７０を有している。
　中間部材６８は、パッケージ４００４のうち、接続端子４０１２と反対側に位置する部
分を覆うように設けられ、挿入部７０の外面はこの中間部材６８で構成されている。
　挿入部７０の先部に、言い換えると、中間部材６８の先部に、レーザチップ４００２か
らの光ビームが出射される開口６８０２が形成されている。
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　また、開口６８０２の周囲の中間部材６８の箇所に、環状で壁部１５０４の他方の面に
向けて凸状の湾曲面６８０４が形成され、本実施の形態では、湾曲面６８０４は球面で形
成されている。
　一方、開口６０内で壁部１５０４の他方の面寄りの箇所に環状の壁部１５２０が突設さ
れている。
　そして、壁部１５２０に湾曲面６８０４に係合可能な環状の湾曲面１５２２が形成され
、本実施の形態では、湾曲面１５２２は球面である。
　第２の実施の形態では、挿入部７０の湾曲面６８０４と開口６０内の湾曲面１５２２と
が係合した状態で接着剤によりパッケージ４００４が壁部１５０４に取着され、これによ
り、第１の光源４０Ａがハウジング１５に対して固定して設けられている。
【００２５】
　次に、このような第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂおよび光路長調整部材５８の組み付
け方法について説明する。なお、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂの組み付けは同様であ
るため、以下では第１の光源４０Ａについてのみ説明を行う。
　まず、第１の光源４０Ａの光軸調整を行う。
　すなわち、調整治具によって第１の光源４０Ａを保持させ、挿入部７０を壁部１５０４
の開口６０内に挿入し、挿入部７０の湾曲面６８０４を開口６０内の湾曲面１５２２に係
合させた状態で、第１の光源４０Ａを傾動させ、第１の光源４０Ａの光軸と光学系３８の
光軸とを合致させる。
　光軸が合致したならば、第１の光源４０Ａの挿入部７０の湾曲面６８０４と開口６０内
の湾曲面１５２２とを係合させた状態で接着剤によりパッケージ４００４を壁部１５０４
に接着し、これにより、第１の光源４０Ａを壁部１５０４に固定する。
【００２６】
　次いで、第１の実施の形態と同様に、光路長調整部材５８を構成する一方の板材６２を
開口６０を閉塞するように壁部１５０４に接着剤により取着する。
　次いで、一方の板材６２が開口６０に臨む面と反対側の面に接着剤６６を塗布し、次い
で、接着剤６６を一方の板材６２との間に挟み込むように他方の板材６４を接着剤６６に
接触させる。
　そして、調整治具を用いて一方の板材６２に対して他方の板材６４を平行させた状態で
第１の光源４０Ａの光軸に沿って接離する方向に微小距離移動させ、光路長調整を行う。
　光路調整が終了したならば、光路長調整部材５８の接着剤６６に紫外線を照射して接着
剤６６を硬化させ、これにより光路長調整部材５８の組み付けが完了し、したがって、第
１の光源４０Ａおよび光路長調整部材５８の組み付けが完了する。
【００２７】
　このような第２の実施の形態においても第１の実施の形態と同様の効果が奏されること
は無論のこと、第１、第２の光源４０Ａの挿入部７０の湾曲面６８０４と開口６０内の湾
曲面１５２２とを係合させた状態で第１の光源４０Ａを傾動させることで、第１、第２の
光源４０Ａ、４０Ｂの光軸を光学系３８の光軸に対して傾斜する方向に調整することがで
きるので、各光源４０Ａ、４０Ｂの調整の容易化を図る上でより有利となる。
【００２８】
（第３の実施の形態）
　次に第３の実施の形態について説明する。
　第３の実施の形態は、第１の実施の形態では光ピックアップ１４がディスクリート（分
離）光学系で構成された光学系３８を備えていたのに対し、光ピックアップ１４の光学系
３８の一部分が単一の光学素子７２で構成されている点が異なっている。
　図５は第３の実施の形態における光ピックアップ１４の構成を示す説明図である。
　第３の実施の形態では、ハウジング１５に、第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂ（受
光素子）が実装された基板７６が固定して設けられ、第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ（受光
素子）が実装された基板７６の面上に光学系３８が設けられ、基板７６に該基板７６を貫
通する開口７６０６が形成され、光源７０Ａは、光ビームが開口７６０６内を通過するよ
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うに第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂ（受光素子）が実装された面と反対に位置する
基板７６の面に取着され、光路長調整部材５８は、開口７６０６に臨むように第１、第２
のＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂ（受光素子）が実装された基板７６の面に取着されている。
　また、第３の実施の形態では、第１、第２のＰＤＩＣ５４Ａ、５４Ｂ（受光素子）が実
装された面と反対に位置する基板７６の面に、開口７６０６と連続する内部空間を有する
筒状のスペーサ７８が取着され、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂは、光ビームが内部空
間および開口７６０６内で光路長調整部材５８に向かうようにスペーサ７８の端部に取着
されている。
　以下詳細に説明する。
【００２９】
　光ピックアップ１４は、第１の光源４０Ａ、第１のＰＤＩＣ５４Ａ、光路長調整部材５
８、光学素子７２、ホルダ７４、基板７６などを含んでいる。
　光学素子７２は、第１の実施の形態の光学系３８のうち、複数の光学部材と同等の機能
を奏するものであり、本実施の形態では、図２に示した第１の偏光ビームスプリッタ４２
Ａと、第１の１／４波長板４８Ａと、第１のＨＯＥ素子５２Ａなどと同等の光学的機能を
果たすものである。
　言い換えると、光学素子７２は、第１の光源４０Ａから出射される光ビームを不図示の
対物レンズを介して光ディスク２の記録面に照射させ、記録面で反射された反射光ビーム
を第１のＰＤＩＣ５４Ａに導く光学系３８の一部を構成している。
　ホルダ７４は、光学素子７２と基板７６との間に介在して両者を一体的に固定するもの
である。
　図５に示すように、基板７６は板状を呈し、一方の面７６０２に第１のＰＤＩＣ５４Ａ
が実装され、一方の面７６０２にはホルダ７４を介して光学素子７２が取着され、光学素
子７２と第１のＰＤＩＣ５４Ａとが間隔をおいて対向して配置されている。
　ハウジング１５を構成する壁部１５３０に開口１５３２が形成されており、基板７６は
一方の面７６０２を開口１５３２に臨ませて壁部１５３０に接着剤により取着され、これ
により、基板７６がハウジング１５に固定して設けられている。
　したがって、基板７６が開口１５３２に臨む一方の面７６０２に第１のＰＤＩＣ５４Ａ
が実装されることになる。
　基板７６には、基板７６を貫通する開口７６０６が形成されている。
　第１の光源４０Ａは、筒状のスペーサ７８を介して開口７６０６に臨むように基板７６
の他方の面７６０４に取着されている。
　詳細には、第１の光源４０Ａは、第１の実施の形態と同様に、レーザチップ４００２が
収容されたパッケージ４００４を含んで構成されている。
　パッケージ４００４は、平坦で環状の当て付け面４０１０と、環状の当て付け面４０１
０の内側箇所から突出しその先端から光ビームが出射され開口７６０６内に挿入可能な挿
入部４００８とを有している。
　開口７６０６の周囲の基板７６の他方の面７６０４に平坦な環状の当て付け面７６０８
が形成されている。
　スペーサ７８は、軸心方向の両端にそれぞれ当て付け面７８０２、７８０４が形成され
ている。
　スペーサ７８は、軸心方向の両端の当て付け面７８０２、７８０４のうちの一方の当て
付け面７８０２が開口７６０６の周囲の当て付け面７６０８に当て付けられ、開口７６０
６とスペーサ７８の内部空間とが同軸上に位置するように基板７６に取着されている。
　第１の光源４０Ａは、挿入部４００８がスペーサ７８の内側および開口７６０６の内側
に挿入され、パッケージ４００４の当て付け面４０１０が軸心方向の両端の当て付け面７
８０２、７８０４のうちの他方の当て付け面７８０４に当て付けられてスペーサ７８に取
着されている。
【００３０】
　光路長調整部材５８は、開口７６０６に臨むように（開口７６０６を閉塞するように）
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基板７６の一方の面７６０２に取着されている。
　すなわち、２枚の透明な板材６２、６４のうちの一方の板材６２は、基板７６の一方の
面７６０２に当て付けられ接着剤により取着されている。
　本実施の形態では、第１の光源４０Ａから光ビームが発散されつつ出射され、したがっ
て、光路長調整部材５８は、第１の光源４０Ａの直近でかつ第１の光源４０Ａから出射さ
れる光ビームが発散する光路中に配置されている。
　なお、図５において符号８２は往路３８Ａの光路中に設けられた１／２波長板である。
　また、第２の光源４０Ｂと光路長調整部材５８の構成および配置も第１の光源４０Ａと
光路長調整部材５８の場合と同様である。
【００３１】
　次に、このような第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂおよび光路長調整部材５８の組み付
け方法について説明する。なお、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂの組み付けは同様であ
るため、以下では第１の光源４０Ａについてのみ説明を行う。
　まず、第１の光源４０Ａの光軸調整を行う。
　すなわち、予めスペーサ７８を基板７６の他方の面７６０４に取着しておく。
　調整治具によって第１の光源４０Ａを保持させ、挿入部４００８をスペーサ７８および
開口７６０６内に挿入し、第１の光源４０Ａの当て付け面４０１０をスペーサ７８の当て
付け面７８０４に当て付けた状態で、第１の光源４０Ａを該第１の光源４０Ａの光軸と直
交する平面に沿って、言い換えると、該平面上で直交するＸ方向およびＹ方向に沿って動
かし、第１の光源４０Ａの光軸と光学系３８の光軸とを合致させる。
　光軸が合致したならば、第１の光源４０Ａの当て付け面４０１０とスペーサ７８の当て
付け面７８０４とを当て付けた状態で接着剤によりパッケージ４００４をスペーサ７８に
接着し、これにより、第１の光源４０Ａをハウジング１５の壁部１５３０に固定する。
【００３２】
　次いで、光路長調整部材５８を構成する一方の板材６２を開口７６０６を閉塞するよう
に基板７６の一方の面７６０２に接着剤により取着する。
　この際、一方の板材６２が基板７６の一方の面７６０２に当て付けられることで一方の
板材６２は第１の光源４０Ａの光軸と直交する平面上を延在するように位置決めされる。
　次いで、一方の板材６２が開口７６０６に臨む面と反対側の面に接着剤６６を塗布し、
次いで、接着剤６６を一方の板材６２との間に挟み込むように他方の板材６４を接着剤６
６に接触させる。
　そして、調整治具を用いて一方の板材６２に対して他方の板材６４を平行させた状態で
第１の光源４０Ａの光軸に沿って接離する方向に微小距離移動させ、光路長調整を行う。
　詳細には、第１の光源４０Ａから出射される光ビームが光路長調整部材５８および光学
系３８を介して所定の位置に収束されるように、言い換えると、光スポットが光ディスク
２の記録面上で収束するように光路調整を行う。
　光路調整が終了したならば、光路長調整部材５８の接着剤６６に紫外線を照射して接着
剤６６を硬化させ、これにより光路長調整部材５８の組み付けが完了し、したがって、第
１の光源４０Ａおよび光路長調整部材５８の組み付けが完了する。
　このような第３の実施の形態においても第１の実施の形態と同様の効果が奏される。
　また、第３の実施の形態のように、光ピックアップ１４が、ＰＤＩＣ５４、５４Ｂ、光
学素子７２などが基板７６に一体的に設けられた集積光学素子を含んで構成されることで
光ピックアップ１４が小型化されている場合、集積光学素子の周辺にスペースを確保する
ことが難しく、光源４０Ａ、４０Ｂをその光軸方向に動かして光路長調整を行うことが困
難であるが、本実施の形態によれば、そのような場合においても光路長調整部材５８を用
いることにより光路長調整を容易かつ確実に行うことができ有利となる。
【００３３】
（第４の実施の形態）
　次に第４の実施の形態について説明する。
　図６は第４の実施の形態における光ピックアップ１４の構成を示す説明図である。
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　第４の実施の形態は、第３の実施の形態の変形例であり、第３の実施の形態と同一の箇
所、部材には同一の符号を付し、その説明を省略する。
　第４の実施の形態は、光源の配置構造が第３の実施の形態と異なっている。
　すなわち、第４の実施の形態では、開口７６０６近傍の基板７６の他方の面７６０４に
光源４０Ａが取着され、また、開口７６０６に臨むようにプリズム８０が取着されている
。
　そして、光源４０Ａから出射された光ビームがプリズム８０を介して開口７６０６内で
光路長調整部材５８に向かうように構成されている。
　なお、図６において符号８１は基板７６の開口７６０６を閉塞する封止板である。
　また、第２の光源４０Ｂと光路長調整部材５８の構成および配置も第１の光源４０Ａと
光路長調整部材５８の場合と同様である。
　このような第４の実施の形態においても第１の実施の形態と同様の効果が奏される。
　また、第４の実施の形態のように、光ピックアップ１４が、光源４０Ａ、４０Ｂ、ＰＤ
ＩＣ５４、５４Ｂ、光学素子７２などが基板７６に一体的に設けられた集積光学素子を含
んで構成されることで光ピックアップ１４が小型化されている場合、集積光学素子の内部
に光源４０Ａ、４０Ｂが組み込まれていることから、光源４０Ａ、４０Ｂをその光軸方向
に動かして光路長調整を行うことが困難であるが、本実施の形態によれば、そのような場
合においても光路長調整部材５８を用いることにより光路長調整を容易かつ確実に行うこ
とができ有利となる。
【００３４】
（第５の実施の形態）
　次に第５の実施の形態について説明する。
　図７は第５の実施の形態における光ピックアップ１４の構成を示す説明図である。
　第５の実施の形態は、第４の実施の形態の変形例であり、第４の実施の形態と同一の箇
所、部材には同一の符号を付し、その説明を省略する。
　第５の実施の形態は、光路長調整部材５８の構成が第４の実施の形態と異なっている。
　第５の実施の形態では、重複路３８Ｃを除いた往路３８Ｂの部分を構成する光学系３８
は板状を呈する光学素子を含んでいる。本実施の形態では、光学素子は、例えば１／２波
長板８２で構成されているが、光学素子として従来公知のさまざまな光学素子が採用可能
である。
　光路長調整部材５８は、この１／２波長板８２と、１／２波長板８２に平行して対向配
置された透明な板材８４と、それら１／２波長板８２と板材８４の間に充填された透明な
接着剤８６とで構成されている。
　なお、第２の光源４０Ｂと光路長調整部材５８の構成および配置も第１の光源４０Ａと
光路長調整部材５８の場合と同様である。
　このような第５の実施の形態においても第１、第４の実施の形態と同様の効果が奏され
ることは無論のこと、光路長調整部材５８の一部を光学素子で兼用させたので、部品点数
の削減を図ることができ、部品コストの低減および小型化を図る上で有利となる。
【００３５】
（第６の実施の形態）
　次に第６の実施の形態について説明する。
　図８は第６の実施の形態における光路長調整部材５８の取り付け構造を示す説明図であ
る。
　第６の実施の形態は、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂに光路長調整部材５８を設けた
ものである。
　すなわち、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂはレーザチップ４００２が収容されたパッ
ケージ４００４を含んで構成され、パッケージ４００４の先部に、レーザチップ４００２
からの光ビームを出射させる開口４００５が設けられ、パッケージ４００４の先部に、開
口４００５を閉塞するように光路長調整部材５８が設けられている。
　より詳細に説明すると、光路長調整部材５８は、互いに平行に配置された２枚の透明な
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る。なお、これら板材８８、９０、接着剤９２は、第１の実施の形態の板材６２、６４、
接着剤６６と同様の材料で構成されている。
　２枚の透明な板材８８、９０のうちの一方の板材８８はパッケージ４００４の内部で開
口４００５を閉塞するように配置されている。
　２枚の透明な板材８８、９０のうちの他方の板材９０はパッケージ４００４の外部で一
方の板材８８に対向するように配置されている。
　そして、接着剤９２が開口４００５内に充填されるとともに２枚の透明な板材８８、９
０間に充填されている。
　なお、パッケージ４００４は、レーザチップ４００２が収容された部分の周囲に設けら
れた当て付け面４０１０を備え、第１、第２の光源４０Ａ、４０Ｂは、当て付け面４０１
０がハウジング１５に当て付けられてハウジング１５に取着され、また、当て付け面４０
１０が基板７６に当て付けられて基板７６に取着され、このような光源の取り付け構造は
、第１、第３の実施の形態などと同様である。
　このような第６の実施の形態においても第１の実施の形態と同様の効果が奏されること
は無論のこと、光路長調整部材５８の取り付け部材としてパッケージ４００４を利用した
ので、部品点数の削減を図ることができ、部品コストの低減および小型化を図る上で有利
となる。
　また、一方の板材８８が開口４００５を封止する封止板を兼用することになるので、部
品点数の削減を図ることができ、部品コストの低減および小型化を図る上でも有利となる
。
【００３６】
　次に図９を参照して、光路長調整部材５８による光軸のあおり調整について説明する。
　すなわち、上述の光路長調整の際、調整治具を用いて一方の板材６２に対して他方の板
材６４を傾斜させることにより、光路長調整部材５８を透過する光ビームの光軸のあおり
調整も行うことが可能となる。
　このような光軸の傾動調整は第１乃至第６の実施の形態に無論適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】第１の実施の形態の光ピックアップ１４が組み込まれた光ディスク装置１０の構
成を示すブロック図である。
【図２】光ピックアップ１４の光学系３８の概略構成を示す図であり、（Ａ）は光学系３
８の側面図、（Ｂ）は光学系３８の平面図である。
【図３】第１の光源４０Ａと光路長調整部材５８の構成を示す説明図である。
【図４】第２の実施の形態における第１の光源４０Ａと光路長調整部材５８の構成を示す
説明図である。
【図５】第３の実施の形態における光ピックアップ１４の構成を示す説明図である。
【図６】第４の実施の形態における光ピックアップ１４の構成を示す説明図である。
【図７】第５の実施の形態における光ピックアップ１４の構成を示す説明図である。
【図８】第６の実施の形態における光路長調整部材５８の取り付け構造を示す説明図であ
る。
【図９】光路長調整部材５８による光軸のあおり調整の説明図である。
【符号の説明】
【００３８】
　２……光ディスク、１０……光ディスク装置、１４……光ピックアップ、５８……光路
長調整部材、４０Ａ……第１の光源、４０Ｂ……第２の光源、５４Ａ……第１のＰＤＩＣ
、５４Ｂ……第２のＰＤＩＣ、５８……光路長調整部材５８……光路長調整部材。
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