
JP 4445913 B2 2010.4.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光源と， 
　前記レーザ光源から発生したレーザ光に可変量の球面収差を付加する球面収差補正部と
，
　光ディスクに前記球面収差が付加されたレーザ光を集光する対物レンズと，
　光ディスクで反射したレーザ光を受光する光検出器と，
　前記光検出器の出力から再生信号，トラッキング誤差信号及びフォーカス誤差信号を生
成する信号処理部と，
　前記フォーカス誤差信号及びトラッキング誤差信号に基づいて前記対物レンズを駆動す
るアクチュエータと，
　データを電気的に読み出し可能な不揮発メモリとを備え，
　再生信号のジッタが最小になる時のフォーカス誤差信号の値がゼロである光ピックアッ
プであって，
　前記不揮発メモリには，再生信号のジッタが最小になるときのフォーカスオフセット量
を保持した状態で，前記再生信号のジッタが最小になる時の球面収差と，トラッキング誤
差信号振幅が最大になる時の球面収差の差分のデータが格納され，
　前記不揮発メモリに格納されたデータは，前記球面収差を前記再生信号のジッタが最小
になるように制御するために用いられることを特徴とする光ピックアップ。
【請求項２】
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　レーザ光源と， 
　前記レーザ光源から発生したレーザ光に可変量の球面収差を付加する球面収差補正部と
，
　光ディスクに前記球面収差が付加されたレーザ光を集光する対物レンズと，
　光ディスクで反射したレーザ光を受光する光検出器と，
　前記光検出器の出力から再生信号，トラッキング誤差信号及びフォーカス誤差信号を生
成する信号処理部と，
　前記フォーカス誤差信号及びトラッキング誤差信号に基づいて前記対物レンズを駆動す
るアクチュエータと，
　データを電気的に読み出し可能な不揮発メモリを備え，
　再生信号のジッタが最小になる時のフォーカス誤差信号の値がゼロである光ピックアッ
プであって，
　前記不揮発メモリには，再生信号のジッタが最小になるときのフォーカスオフセット量
を保持した状態で，前記再生信号の振幅が最大になる時の球面収差と，トラッキング誤差
信号振幅が最大になる時の球面収差の差分のデータが格納され，
　前記不揮発メモリに格納されたデータは，前記球面収差を前記再生信号の振幅が最大に
なるように制御するために用いられることを特徴とする光ピックアップ。
【請求項３】
　レーザ光源と，前記レーザ光源から発生したレーザ光に可変量の球面収差を付加する球
面収差補正部と，光ディスクに前記球面収差が付加されたレーザ光を集光する対物レンズ
と，光ディスクで反射したレーザ光を集光する検出レンズと，前記検出レンズで集光され
たレーザ光を受光する光検出器と，前記光検出器の出力から再生信号，トラッキング誤差
信号及びフォーカス誤差信号を生成する信号処理部と，前記フォーカス誤差信号及びトラ
ッキング誤差信号に基づいて前記対物レンズを駆動するアクチュエータと，不揮発メモリ
とを備える光ピックアップの調整方法であって，
　前記再生信号のジッタが最小になるように，前記フォーカス誤差信号のオフセットの量
と前記球面収差の量を調整するステップと，
　前記再生信号のジッタが最小になる時の，前記フォーカス誤差信号の値がゼロになるよ
うに，前記光検出器又は前記検出レンズの位置を調整するステップと，
　前記オフセット量を保持しながら，前記再生信号のジッタが最小になる時の前記球面収
差の量と，前記トラッキング誤差信号の振幅が最大になる時の前記球面収差の量を求め，
前記求めた２つの球面収差の量の差分を前記不揮発メモリに記憶するステップと，
　を有することを特徴とする光ピックアップの調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，光を照射することにより情報の記録又は再生を行う情報記録再生システムに
おいて，情報の記録又は再生を，誤り無く行えるように，フォーカスオフセット量及び球
面収差量を適切に調整することを可能にする，光ピックアップ及びその調整方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＤ・ＤＶＤなどで知られる光ディスクは，大容量・低価格でランダムアクセス可能な
情報記録媒体として消費者に支持され，広く普及している。最近では，パーソナルコンピ
ュータやオーディオビジュアル機器の高機能化に伴って，ユーザが取り扱う情報量は飛躍
的に増大しており，これを受けて，光ディスクには，大量の情報記録媒体として更なる大
容量化が要求されている。
【０００３】
　光ディスクでは，レーザ光を対物レンズで集光することで記録媒体上に光スポットを形
成し，その光スポットによって，情報記録面に記録マークを形成することで記録がなされ



(3) JP 4445913 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

る。一方，情報の再生は，記録マークとそれ以外の部分の反射率の違いを，光スポットで
読み取ることで情報を再生する。
【０００４】
　このように，光ディスクでは光スポットを用いて情報の記録再生が行われるため，情報
の記録密度は光スポットのサイズで制限される。従って，光スポットのサイズを微小化す
ることで，光ディスクの情報記録密度を向上することができ，ディスク１枚当たりの記録
容量を増大させることができる。情報記録面上に形成される光スポットの直径は，レーザ
光の波長をλ，対物レンズの開口数をＮＡとすると，λ／ＮＡに比例することが知られて
いる。このため，光ディスクの情報記録密度の向上に対しては，レーザ光の短波長化と対
物レンズの高開口数化が有効である。
【０００５】
　最近では，ＤＶＤ（情報記録面当たりの記録容量＝４．７ＧＢ）で用いられていた波長
λ＝６５０ｎｍの赤色半導体レーザと開口数ＮＡ＝０．６の対物レンズに替えて，λ＝４
０５ｎｍの青色半導体レーザとＮＡ＝０．８５の対物レンズを用いて，光スポットを微小
化する技術によって，情報記録面当たり約２５ＧＢの記録容量を有する高密度光ディスク
が開発された。
【０００６】
　光ディスクにおける情報記録面と焦点の間の距離の調整は，フォーカスサーボの目標位
置を変化させることで行われる。フォーカスサーボは，フォーカス誤差信号がゼロになる
ように焦点位置を制御することにより，焦点を常に記録面上に追従させる。記録面と焦点
の間の距離を調整する場合には，フォーカス誤差信号にオフセット（フォーカスオフセッ
ト）を付加する。これにより，フォーカスサーボの目標位置を変化させることで，記録面
と焦点の間の平均的な距離を調整することができる。
【０００７】
　ところで，記録密度の高密度化のために対物レンズのＮＡを増大させるに伴って，球面
収差による光スポットの歪みが問題となる。球面収差は，ディスクのカバー層厚誤差をｄ
とすると，近似的に，ＮＡ４×ｄに比例するため，高ＮＡの対物レンズを用いる光ディス
クシステムでは，僅かなカバー層厚誤差に対しても大きな球面収差が発生し，再生信号品
質が著しく劣化する。このため，ディスク製造工程において，カバー層厚さを，従来のＤ
ＶＤ等と比較して，より高精度に制御する必要があり，製造コストが増加してしまうとい
う課題があった。
【０００８】
　以上の理由から，高ＮＡの対物レンズを用いる光ディスクシステムでは，従来のＤＶＤ
のように，フォーカスオフセット量を調整するだけでは不十分であり，ディスク毎のカバ
ー層厚さ誤差に対応するために，球面収差を補正する手段も必須である。
【０００９】
　球面収差を補正する技術として，光ピックアップの光学系において，レーザ光の光路中
に球面収差補正手段を設け，通過する光束に予め所定量の球面収差を付加しておくことで
，対物レンズによって記録面上に集光される際にディスクカバー層厚の誤差によって発生
する球面収差と，球面収差補正手段によって予め付加した球面収差が相殺されるようにす
る技術が用いられている。ここで用いられる球面収差補正手段としては，
(1) ２群の対物レンズからなり，アクチュエータによってそれぞれの対物レンズの間の距
離を変化させる球面収差補正手段，あるいは，
(2) 複数の領域に分割された液晶素子からなり，電圧を印可することによって，個々の領
域の屈折率を制御する球面収差補正手段
等が知られており，それぞれ，例えば特許文献１及び２に記載されている。
【００１０】
　球面収差補正手段によって予め付加する球面収差量（以降，単に球面収差量と言う）を
決定するための指標としては，種々の公知例がある。例えば，特許文献１に記載されてい
る技術では，フォーカスオフセット量及び球面収差量の調整は，光ディスクに記録されて
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施している。しかしながら，データが何も記録されていない（記録マークが無い），いわ
ゆる未記録ディスクに対しては，フォーカスオフセット量及び球面収差量を最適化しよう
としても，再生信号が得られないために，これを実施できないという課題があった。
【００１１】
　また，特許文献２に記載されている技術も，データの再生信号振幅，又は，このデータ
の再生信号振幅とトラッキングエラー信号振幅の両方を用いることによりフォーカスオフ
セット量及び球面収差量の調整を実施するため，光ディスクの情報記録面に何等かのデー
タが記録されている必要がある。すなわち，全くデータが記録されていない光ディスクで
は必要な再生信号が得られず，そのため，球面収差量の調整を実施することができないと
いう問題があった。
【００１２】
　この課題を解決する技術として，未記録ディスクからでも取得することができる，トラ
ッキング誤差信号，あるいはウォブル信号に基づいて，フォーカスオフセット量及び球面
収差量の調整を行う技術が知られており，これらは，例えば下記の文献に記載されている
。
【００１３】
【特許文献１】特開２０００－１１３８８号公報
【特許文献２】特開２００１－２２２８３８号公報
【特許文献３】特開２００３－２３３９１７号公報
【特許文献４】特開２００３－１６８２２５号公報
【特許文献５】特開２００４－１７１６３０号公報
【特許文献６】特開２００４－２４１０８１号公報
【特許文献７】特開２００４－２４１１０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　図１は，光学回折シミュレータを用いて，フォーカスオフセット量及び球面収差量を変
化させた時のトラッキング誤差信号振幅を計算し，その等高線を示したものである。ここ
で，トラッキング誤差信号は，プッシュプル信号である。トラッキング誤差信号振幅は，
その最大値で規格化されており，等高線の間隔は１％，最外周の等高線は８０％を示して
いる。
【００１５】
　フォーカスオフセット量の大きさは，フォーカス誤差信号振幅（０－ｐ）で規格化して
いる。また，球面収差量の大きさは，便宜的に，ディスクカバー層厚誤差（単位：μｍ）
に換算して表示している。以降の本文中でも，フォーカスオフセット量及び球面収差量の
大きさを表す場合には，これらの表し方に従う。
【００１６】
　計算条件として，光学系に非点収差が無い場合（図１（Ａ））と，０．２９４λ（０．
０６λｒｍｓ）の大きさの非点収差がある場合に分けた。更に非点収差がある場合に関し
ては，非点収差の方向について，０°，４５°，９０°及び１３５°の４種類（図１（Ｂ
）～（Ｅ））に分けた。ここで，非点収差の方向の定義としては，対物レンズがディスク
に近い側に移動した時（in focus）に，光スポットが記録トラック方向に伸びる方向を０
°とした。計算に用いたパラメータは，表１の通りである。
【００１７】
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【表１】

【００１８】
　図２は，光学シミュレータと信号処理シミュレータを用いて，フォーカスオフセット量
及び球面収差量を変化させた時の再生信号のジッタを計算し，その等高線をプロットした
ものである。光学計算に用いたパラメータは，表１と同じである。ジッタは，二値化され
た再生信号と，それを用いて生成されたチャネルクロック信号の間の位相差の標準偏差を
，チャネルクロック周期で規格化したものと定義される。ジッタを算出する前の再生信号
処理として，リミットイコライザによる波形等化を施した。リミットイコライザの詳細に
ついては，例えばS.Miyanabe et al.:Jpn.J.Appl.Phys.Vol.38 pp.1715に記述されている
。
【００１９】
　ここで，図１のトラッキング誤差信号振幅の等高線と，図２のジッタの等高線を重ねた
ものを図３に示す。図３には更に，光スポットの中心強度が最大になる点もプロットした
。図３から分かるように，トラッキング誤差信号振幅が最大になる点が，ジッタが最小に
なる点又は光スポットの中心強度が最大になる点と一致しない場合がある。このため，ト
ラッキング誤差信号振幅が最大になるようにフォーカスオフセット量及び球面収差量を調
整すると，ジッタが最小になる点又は光スポットの中心強度が最大になる点から外れてし
まい，良好な記録再生が行えない場合がある。
【００２０】
　更に，フォーカスオフセット量及び球面収差量の変化に対して，トラッキング誤差信号
振幅の変化率が非常に小さい方向が存在し，これが調整精度を低下させる原因となる。特
に，球面収差量が適切な値でない状態でフォーカスオフセット量を調整すると，フォーカ
スオフセット量が適切な値から大きく外れてしまうことがある。
【００２１】
　ところで，ディスク毎に大きくばらつくのはカバー層厚であるから，ディスク毎に変え
なければならないのは球面収差量だけであり，フォーカスオフセット量は大きく変えなく
ても良いと考えられる。それにも拘わらず，フォーカスオフセット量と球面収差量を２次
元的に調整することで，調整誤差が大きい場合，無駄にフォーカスオフセット量を適切な
値から大きくずらしてしまうことが問題であった。
【００２２】
　このため，フォーカスオフセット量及び球面収差量を調整する際には，始めに適切なフ
ォーカスオフセット量に設定し，そのフォーカスオフセット量を保持したまま，球面収差
量を調整することが望ましい。
【００２３】
　以上の課題を考慮して，本発明の創生に当たっては，高ＮＡ対物レンズを用いる高密度
光ディスクにおいて，フォーカスオフセット量及び球面収差量を精度良く調整するために
，フォーカスオフセット量の適切な初期値を与える手段を得ることを目的とした。
【課題を解決するための手段】
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【００２４】
　本発明による光ピックアップの構成及びその調整方法は，以下のとおりである。
【００２５】
光ピックアップの構成
　本発明の光ピックアップは，データを電気的に読み出すことが可能な不揮発メモリを備
えている。不揮発メモリは，ピックアップ特性に関するデータを格納するために使用され
る。不揮発メモリは，電力の供給が途絶えても，格納されているデータを保持できる。更
に，この不揮発メモリは，電気的に読み書き可能である。これにより，光ピックアップ製
造時に測定して不揮発メモリに格納したデータを，光ピックアップがドライブ装置に組み
込まれた後に，ドライブ装置で読み出すことができる。
【００２６】
　不揮発メモリに格納するデータとしては，例えば，再生信号のジッタが最小になる時の
フォーカスオフセット量を保持した状態で，再生信号のジッタが最小になる時の球面収差
量とトラッキング誤差信号が最大になる時の球面収差量の差分とする。これにより，未記
録ディスクに対して，まずトラッキング誤差信号振幅が最大になるように球面収差量を調
整し，その後，球面収差量を上記差分だけ変化させることで，再生信号を見なくとも，再
生信号のジッタが最小になるように球面収差量を調整することができる。
【００２７】
　加えて，再生信号のジッタが最小になる条件では，光スポットの中心強度が大きいため
，実効的な記録パワーが大きくなる。このため，記録の前にこの工程を実施することで，
記録の際の品質を高めることが可能である。
【００２８】
　これにより，データが全く記録されていないディスクに対しても，高精度に収差学習を
実施することができる。更に，学習処理が簡略化されることで，処理時間を短縮すること
ができる。
【００２９】
　更に高精度に調整するためには，トラッキング誤差信号振幅による粗調整の後に，記録
を行い，その記録マークから得られる再生信号のジッタを評価指標として，球面収差量を
微調整しても良い。ここで，再生信号のジッタが最小になる時の球面収差量と，実効記録
パワーが最大になる時の球面収差量は近いため，微調整のための記録の際に，良好な記録
品質を得ることができる。
【００３０】
光ピックアップ調整方法
　本発明の光ピックアップ調整方法では，再生信号のジッタが最小になる時に，フォーカ
ス誤差信号が概ねゼロになるように，光学系を調整する。光学系の調整方法としては，例
えば，光検出器又は検出レンズの位置を調整する。この工程は，光ピックアップの製造時
に行われる。良好な再生信号品質が得られる条件でのフォーカス誤差信号が特定の値にな
るようにピックアップを調整しておくことで，ピックアップをドライブ装置に組み込んだ
後に，適切なフォーカスオフセット量を探索する際，探索範囲を大幅に縮小することがで
きる。これにより，ドライブ装置における学習処理時間の短縮に寄与することができる。
【００３１】
　そして，ドライブ装置において収差補正を行う際には，フォーカスオフセット量をゼロ
にした状態で，球面収差量をスキャンする。これにより，通常，フォーカスオフセット量
及び球面収差量を２次元的に変化させることで行う収差学習処理を，球面収差量の１次元
のみに集約することができる。このため，調整誤差によって不要にフォーカスオフセット
量を最適値から大きく外れてしまうことを防止できる。
【００３２】
　フォーカスオフセット量については，再生信号のジッタが概ね最小になる条件に固定す
るため，フォーカスオフセット量及び球面収差量を２次元的に調整する場合のように，フ
ォーカスオフセット量が適切な量から大きくずれてしまう危険性はない。更に，フォーカ
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スオフセット量を固定するために，２次元的に調整する場合と比較して，要する時間を短
縮することができる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば，未記録ディスク，すなわち記録マークが存在せず，再生信号に基づい
てフォーカスオフセット量及び球面収差量の調整を実施できないようなディスクに対して
も，最適なフォーカスオフセット量及び球面収差量を決定することができるため，情報の
記録再生の信頼性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下，図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
　図９は，本発明による光ピックアップの構成を模式的に示すものである。
　レーザダイオード９０１から直線偏光のレーザ光９０２が出射し，コリメートレンズ９
０３によって平行光束となる。続いて，レーザ光９０２は偏光ビームスプリッタ９０４を
通過する。偏光ビームスプリッタ９０４は，レーザダイオード９０１から出射したレーザ
光９０２をほぼ損失無く透過させるように配置されている。偏光ビームスプリッタ９０４
を通過したレーザ光９０２は，球面収差補正素子９０５によって所定の球面収差を付加さ
れ，立ち上げミラー９０６で反射し，回転駆動されている光ディスク媒体９１０の方向に
進路を変える。続いて，レーザ光９０２は，λ／４板９０７を通過することで，その偏光
状態が直線偏光から円偏光に変化する。その後，レーザ光９０２は対物レンズ９０８によ
って集光され，情報記録面を保護するためのカバー層９１１を通して情報記録面９１２に
到達し，そこに光スポットを形成する。
【００３５】
　情報の記録は，データに基づいて変調されたレーザ光を情報記録面に集光して照射し，
形成された光スポットによって発生した熱によって，情報記録面の状態を変化させること
で行われる。一方，情報の再生は，情報記録面の状態の変化によって生じる反射率の変化
を検出することで行われる。再生専用光ディスクの場合には，予めディスク製造工程にお
いて，情報記録面に凹凸ピットが形成されており，この凹凸ピットによる光の反射率の変
化を検出することで，情報が再生される。
【００３６】
　情報記録面で反射したレーザ光９０２は，対物レンズ９０８を通り，続いてλ／４板９
０７を通過することで再び直線偏光に戻り，更に立ち上げミラー９０６で反射して，偏光
ビームスプリッタ９０４の方向に向かう。レーザ光９０２は，続く偏光ビームスプリッタ
９０４で反射し，直角方向に進路を変える。続いて，レーザ光９０２は，検出レンズ９１
３と，フォーカス誤差信号検出用のシリンドリカルレンズ９１４によって，光検出器９１
５上に集光される。光検出器９１５は，図１０のように，ディスクの半径方向に２分割，
トラック方向にも２分割，計４分割されている。分割された各々の検出器Ａ，Ｂ，Ｃ及び
Ｄは，それぞれ出力信号ＩＡ，ＩＢ，ＩＣ及びＩＤを出力する。これらの出力信号を用い
て，再生信号，トラッキング誤差信号及びフォーカス誤差信号が，図９の再生信号生成回
路９１６，トラッキング誤差信号生成回路９１７及びフォーカス誤差信号生成回路９１８
によって，下記の演算式に従って生成される。
【００３７】
　　（再生信号）＝（ＩＡ＋ＩＢ＋ＩＣ＋ＩＤ）
　　（トラッキング誤差信号）＝（ＩＡ＋ＩＤ）－（ＩＣ＋ＩＢ）
　　（フォーカス誤差信号）＝（ＩＡ＋ＩＣ）－（ＩＢ＋ＩＤ）
【００３８】
　再生信号は，データ信号であり，ドライブ装置において処理され，データが再生される
。トラッキング誤差信号は，プッシュプル信号とも呼ばれる，トラックに対する光スポッ
トのディスク半径方向の位置ずれによって生じる信号であり，光スポットをトラックに追
従させるトラッキングサーボに用いられる。ここでは，トラッキングサーボはプッシュプ
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ル法によって行われる。トラッキング誤差信号に基づいて，対物レンズ９０８をディスク
半径方向に駆動し，光スポットの位置決めを行う。
【００３９】
　フォーカス誤差信号は，情報記録面９１２に対する光スポットのディスク回転軸方向の
ずれによって生じる信号であり，光スポットを情報記録面９１２に追従させるフォーカス
サーボに用いられる。ここでは，フォーカスサーボは非点収差法によって行われる。フォ
ーカス誤差信号に基づいて，対物レンズ９０８をディスク回転軸方向に駆動し，光スポッ
トの位置決めを行う。
【００４０】
　データの記録の際には，ドライブ装置で生成された記録信号に基づいてレーザダイオー
ド９２５が駆動される。
【００４１】
　不揮発メモリ９２８には，再生信号のジッタが最小になる時の球面収差量とトラッキン
グ誤差信号が最大になる時の球面収差量の差分のデータが格納されている。この差分のデ
ータは，光ピックアップの製造時に測定され，格納される。
【００４２】
　本発明による光ピックアップ調整方法を，図４のフローチャートを用いて説明する。
(1) ステップ４０１：
　調整を開始する。
(2) ステップ４０２：
　予めデータが記録されている調整用ディスクに対して，再生信号のジッタが最小になる
ように，フォーカスオフセット量及び球面収差量を２次元的に調整する。 
(3) ステップ４０３：
　再生信号のジッタが最小になるとき，フォーカス誤差信号がゼロになるように光検出器
又は検出レンズの位置を調整する。 
(4) ステップ４０４：
　球面収差量をスキャンし，トラッキング誤差信号振幅が最大になる球面収差量を探索す
る。
(5) ステップ４０５：
　再生信号のジッタが最小になる球面収差量と，トラッキング誤差信号振幅が最大になる
球面収差量の差分の値を，図９の不揮発メモリ９２８に格納する。
(6) ステップ４０６：
　調整を終了する。
【００４３】
　こうして，本発明の光ピックアップは，再生信号のジッタが最小になるとき，フォーカ
ス誤差信号がゼロになるように予め調整されている。この光ピックアップがドライブ装置
に組み込まると，ドライブ装置は，光ピックアップの不揮発メモリ９２８に格納されてい
るデータ，すなわち，再生信号のジッタが最小になる時の球面収差量とトラッキング誤差
信号が最大になる時の球面収差量の差分のデータを読み出す。未記録ディスクに対して収
差補正を行うにあたり，ドライブ装置は，フォーカスオフセット量をゼロにした状態で，
球面収差量をスキャンする。そして，トラッキング誤差信号振幅が最大になるように球面
収差量を調整し，その後，球面収差量を不揮発メモリから読み出した差分だけ変化させる
。この操作により，再生信号を見なくとも，再生信号のジッタが最小になるように球面収
差量を調整することができる。
【００４４】
　上記の実施例では，プッシュプル法によってトラッキングサーボを行うとしたが，他の
方法を用いても良い。例えば，差動プッシュプル法（ＤＰＰ法）によってトラッキングサ
ーボを行っても良い。この場合，レーザ光の光束を，メイン光及び２つのサブ光の，合計
３つに分割するための回折格子を，光路中に設け，サブ光専用の光検出器を新たに設け，
サブ光に対するプッシュプル信号を取得できるようにする。また，再生専用ディスク等に
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対しては，位相差検出法（ＤＰＤ法）によるトラッキングサーボを行っても良い。
【００４５】
　上記の実施例では，非点収差法によってフォーカスサーボを行うとしたが，他の方法を
用いても良い。例えば，ナイフエッジ法，あるいはスポットサイズ検出法によってフォー
カスサーボを行っても良い。この場合，フォーカス誤差信号取得用の光検出器を新たに設
ける必要がある。
【００４６】
　上記の実施例において，再生信号のジッタが最小になるように，フォーカスオフセット
量又は球面収差量を調整する工程があるが，代わりに，再生信号の振幅が最大になるよう
に，フォーカスオフセット量又は球面収差量を調整しても良い。
【００４７】
　次に，本発明による光ピックアップ及びその調整方法の効果の検証を目的として行った
実験の結果を示す。この実験では，本発明による調整方法の手順に従って，ピックアップ
を調整し，その後ピックアップをドライブ装置に組み込み，収差学習処理を試行した。以
下に手順と結果を示す。
【００４８】
　以下，フォーカスオフセット量はＳ字信号の０－ｐ値で規格化した形で表す。一方，球
面収差量については，収差量をディスクカバー層厚ずれ（単位：μｍ）に換算した形で表
す。これらの値は，初期値を原点とした相対値である。
【００４９】
　まずはピックアップの調整である。
(0) ステップ００：
　調整を開始した。
(1) ステップ０１：
　予めデータが記録されている調整用ディスクに対して，再生信号のジッタが最小になる
ように，フォーカスオフセット量及び球面収差量を２次元的に調整した。 
(2) ステップ０２：
　再生信号のジッタが最小になる時のフォーカス誤差信号がゼロになるように光検出器又
は検出レンズの位置を調整した。 
(3) ステップ０３：
　球面収差量をスキャンし，トラッキング誤差信号振幅が最大になる球面収差量を探索し
た。
(4) ステップ０４：
　再生信号のジッタが最小になる球面収差量と，トラッキング誤差信号振幅が最大になる
球面収差量の差分の値（ΔＳＡ）を測定したところ，ΔＳＡ＝＋１．０μｍであった。こ
の差分の値ΔＳＡ（＝＋１．０μｍ）をピックアップが備える不揮発メモリ９２８（図９
）に格納した。
(5) ステップ０５：
　調整を終了した。
【００５０】
　次に，調整されたピックアップをドライブ装置に組み込んだ。以降は，ドライブ装置動
作時の収差補正ステップである。
(6) ステップ０６：開始
　調整を開始した。
(7) ステップ０７：初期設定
　フォーカスオフセット量として，ＦＥ０（＝０．０）を設定した。また，ピックアップ
が備える不揮発メモリ９２８からΔＳＡの値を読み出した（ΔＳＡ＝＋１．０μｍ）。
(8) ステップ０８：球面収差量の学習（粗調整）
　フォーカスオフセット量を保持した状態で，球面収差量を変化させながらトラッキング
誤差信号振幅を測定した。その結果を図５のグラフに示す。この測定結果より，トラッキ
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ング誤差信号振幅が最大となる球面収差量として＋０．８５μｍを選択し，設定した。
(9) ステップ０９：球面収差量のシフト
　球面収差量をΔＳＡ（＝＋１．０μｍ）だけ変化させた。
(10) ステップ１０：記録済み判定
　記録済み判定を行った。ディスクにデータは記録されていなかった。
(11) ステップ１１：記録パワーの調整
　ディスク上の記録パワー調整用領域において，記録パワーを変化させながら記録を行い
，再生信号の変調度を測定し，所望の変調度が得られる記録パワーを選択して，設定した
。
(12) ステップ１２：記録
　ディスクにデータを記録した。この際，連続する５本の記録トラックに対してデータを
記録した。
(13) ステップ１３：球面収差量の再学習（微調整）
　ステップ１２で記録した，連続する５本の記録トラックの内，中央の記録トラックに移
動し，球面収差量を変化させながらジッタを測定した。その結果を図６のグラフに示す。
この測定結果より，ジッタが最小になる時の球面収差量として＋１．８５μｍを選択し，
設定した。
(14) ステップ１４：フォーカス微調整
　ステップ７と同一の記録トラックにおいて，フォーカスオフセット量を変化させながら
ジッタを測定した。その結果を図７のグラフに示す。この測定結果より，ジッタが最小に
なるフォーカスオフセット量として＋０．０６８を選択し，設定した。
(15) ステップ１５：終了
　調整を終了した。
【００５１】
　以上の手順により，最終的に，フォーカスオフセット量＝＋０．０６８，球面収差量＝
＋１．８５μｍに調整された。そして，この時の再生信号のジッタは５．３％であった。
【００５２】
　次に，本発明による収差補正手順の精度を検証する。図８は，フォーカスオフセット量
及び球面収差量を２次元的に詳細に変化させ，再生信号のジッタを測定し，その等高線を
プロットしたものである。この測定結果より，再生信号のジッタが最小になる条件は，フ
ォーカスオフセット量＝＋０．０６８，球面収差量＝＋１．８５μｍであり，この時のジ
ッタは５．２％であった。
【００５３】
　このように，本発明による収差補正手順に従ってフォーカスオフセット量及び球面収差
量を調整した結果，ジッタが最小になる条件と一致し，ジッタの最小値から増加分も＋０
．１％と非常に小さかった。以上のように，本発明の収差補正手順に依れば，フォーカス
オフセット量及び球面収差量を高精度で調整できることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】フォーカスオフセット量及び球面収差量とトラッキング誤差信号振幅の関係を示
す図（計算）。
【図２】フォーカスオフセット量及び球面収差量とジッタの関係を示す図（計算）。
【図３】フォーカスオフセット量及び球面収差量とトラッキング誤差信号振幅及びジッタ
の関係を示す図（計算）。
【図４】本発明による光ピックアップの調整の手順を示す図。
【図５】球面収差量とトラッキング誤差信号の関係を示す図（実験）。
【図６】球面収差量とジッタの関係を示す図（実験）。
【図７】フォーカスオフセット量とジッタの関係を示す図（実験）。
【図８】フォーカスオフセット量及び球面収差量とジッタの関係を示す図（実験）。
【図９】本発明の実施例による光ピックアップの構成を示す図。
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【図１０】光検出器の構成と，再生信号，トラッキング誤差信号及びフォーカス誤差信号
の生成方法を示す図。
【符号の説明】
【００５５】
９０１：レーザダイオード，９０２：レーザ光，９０３：コリメートレンズ，９０４：偏
光ビームスプリッタ，９０６：立ち上げミラー，９０７：λ／４板，９０８：対物レンズ
，９１０：光ディスク媒体，９１１：カバー層，９１２：情報記録面， ９１３：検出レ
ンズ，９１４：シリンドリカルレンズ，９１５：光検出器，９１６：再生信号生成回路，
９１７：トラッキング誤差信号生成回路，９１８：フォーカス誤差信号生成回路，９２４
：アクチュエータ，９２５：レーザ駆動回路，９２８：不揮発メモリ
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