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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホログラフィを利用して光記録媒体に情報を記録する光記録方法であって、
　記録の基準波長に関連づけられる、周期構造をもつ波長基準マークを有する光記録媒体
を用意し、
　情報の記録時に前記波長基準マークに光源から光を照射し、前記波長基準マークからの
回折光に基づいて基準波長に対する光源の波長のずれを検出し、
　前記波長のずれを小さくするように光源の波長を制御して記録を行うことを特徴とする
光記録方法。
【請求項２】
　ホログラフィを利用して光記録媒体に記録された情報を再生する光再生方法であって、
　記録の基準波長に関連づけられる、周期構造をもつ波長基準マークを有する光記録媒体
を用意し、
　情報の再生時に前記波長基準マークに光源から光を照射し、前記波長基準マークからの
回折光に基づいて基準波長に対する光源の波長のずれを検出し、
　前記波長のずれを小さくするように光源の波長を制御して再生を行うことを特徴とする
光再生方法。
【請求項３】
　ホログラフィを利用して情報を記録する光記録媒体であって、情報記録領域と、記録光
および再生光を回折することにより記録の基準波長に関連づけられる、周期構造をもつ波
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長基準マークが形成された領域とを有することを特徴とする光記録媒体。
【請求項４】
　透明基板と、前記透明基板の一方の面に形成された光記録層と、前記透明基板の他方の
面に形成された反射層とを有し、前記波長基準マークの前記周期構造は凹凸面を有し、前
記凹凸面は前記透明基板と前記反射層との界面に形成されていることを特徴とする請求項
３に記載の光記録媒体。
【請求項５】
　透明基板と、前記透明基板の一方の面に順次形成されたダイクロイック反射層および光
記録層と、前記透明基板の他方の面に形成された反射層とを有し、前記波長基準マークの
前記周期構造は凹凸面を有し、前記凹凸面は前記透明基板と前記反射層との界面に形成さ
れ、前記波長基準マークの上方ではダイクロイック反射層が欠落していることを特徴とす
る請求項３に記載の光記録媒体。
【請求項６】
　透明基板と、前記透明基板の一方の面に形成された光記録層とを有し、前記波長基準マ
ークの前記周期構造は凹凸面を有し、前記凹凸面は前記透明基板の他方の面に形成されて
いることを特徴とする請求項３に記載の光記録媒体。
【請求項７】
　前記波長基準マークの前記周期構造の周期方向はトラック方向に沿っていることを特徴
とする請求項３に記載の光記録媒体。
【請求項８】
　情報記録領域と、記録光および再生光を回折することにより記録の基準波長に関連づけ
られる、周期構造をもつ波長基準マークが形成された領域とを有する光記録媒体を用い、
ホログラフィを利用して情報を記録・再生する光記録再生装置であって、
　光源装置と、
　前記光源装置から出射される光から情報光および／または参照光を生成する空間光変調
器と、
　前記光記録媒体の情報記録領域に記録光である情報光と参照光を照射し、前記光記録媒
体の情報記録領域に再生光である参照光を照射し、前記光記録媒体の波長基準マークが形
成された領域に記録光または再生光を照射する光学系と、
　前記光記録媒体の波長基準マークの領域に照射された記録光または再生光の回折光に基
づいて、記録の基準波長に対する光源装置の波長のずれを検出する光検出器と、
　前記波長のずれを小さくするように前記光源装置の波長を制御する波長制御器と
を具備したことを特徴とする光記録再生装置。
【請求項９】
　前記光検出器は、前記光記録媒体の波長基準マークの周期方向と同一方向に沿って複数
の部分に分割されていることを特徴とする請求項８に記載の光記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホログラフィ、特にデジタルボリュームホラグラフィを利用する光記録方法
、光再生方法、光記録媒体、および光記録再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高密度画像など容量の大きなデータを記録可能な情報記録媒体として光記録媒体がある
。従来、光記録媒体としては、光磁気記録媒体、相変化光記録媒体、ＣＤ－Ｒなどが実用
化されているが、光記録媒体の高容量化に対する要求は高まる一方である。このような高
容量の光記録を実現するためにホログラフィ、特にデジタルボリュームホログラフィを用
いたホログラム型光記録媒体が提案されている。
【０００３】
　ホログラフィを用いた光記録再生方法では、一般に、記録時には２次元パターンとして



(3) JP 4352009 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

情報を付与された情報光と参照光とを光記録媒体の内部で干渉させ、情報を干渉縞として
記録し、再生時には記録された干渉縞に対して参照光のみを照射することにより、干渉縞
からの回折像として記録された情報を２次元パターンとして取り出す。このため、この方
式は高速で情報の入出力ができるという利点を持つ。特にデジタルボリュームホログラフ
ィを用いた光記録再生方法は、光記録媒体の厚み方向を利用して３次元的に干渉縞を記録
することにより回折効率を高め、光記録媒体内部の同一領域に多重に情報を記録すること
を可能にし、記録容量を増大できるという利点がある。
【０００４】
　上記のようにして光記録媒体にすでに記録された干渉縞に照射する参照光の配置（照射
する角度、位置など）を元の記録時の配置からほんの少しだけずらすと、記録された干渉
縞に参照光が照射されているにもかかわらず、参照光の位相と干渉縞の位相の整合が取れ
なくなり回折像が得られなくなる。この回折像が得られなくなった参照光の配置で、別の
情報光との干渉縞を記録することにより、光記録媒体内部の同一領域に、参照光の配置に
応じて複数の２次元情報を多重に記録できる。このように、ホログラフィを用いた光記録
再生では干渉縞と光の位相との整合を利用して情報の多重記録を可能にしている。しかし
、このことは、記録時と再生時の波長が異なった場合にも回折光が得られなくなる、換言
すれば、記録再生光の波長変動に弱い、という性質も表している。
【０００５】
　ホログラムを記録する際、空間的に変調された参照光を用いると、記録される干渉縞が
複雑になり、参照光と干渉縞の位相整合条件が厳しくなることから、記録の多重度を上げ
ることが可能であることが知られている。例えば、空間的に位相が変調された記録用参照
光を用いるホログラフィを用いた光記録再生装置が開示されている（特許文献１参照）。
最近では、一つの空間光変調器を用いて情報光と変調された参照光とを生成しホログラム
を記録する方法が発表されている（非特許文献１参照）。しかし、この方法を用いると、
参照光と干渉縞の位相整合条件がさらに厳しくなることから、記録再生光の波長の変動が
記録再生の性能に、より大きな影響を与え、光記録媒体の可搬性や装置間での互換性など
の面で大きな問題になってくる。
【特許文献１】特開２００２－１２３９４９号公報
【非特許文献１】Hideyuki Horimai and Kun Li, “A novel Collinear optical Setup f
or　Holographic data Storage System”, Technical Digest of Optical Data Storage 
Topical Meeting 2004, pp 258-260, (2004).
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ホログラムを記録再生するためには一般的にレーザ装置が用いられる。ホログラムを記
録するレーザ装置としては、単色性や可干渉性などの観点からアルゴンレーザやヘリウム
ネオンレーザのようなガスレーザや、ＹＡＧレーザといった固体レーザがよく用いられて
きた。しかし、小型で低消費電力の光記録再生装置を実現するには半導体レーザを用いる
のが好ましい。半導体レーザは既にＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤなどの光記録再生装置に組み込
まれており、実用的に十分高輝度なレーザ光を出射させることができる。しかし、半導体
レーザは、材料の組成や素子のサイズや構造などのわずかなばらつきが原因で、複数の波
長で発振したり、個体ごとに発振波長が数ｎｍから十ｎｍ程度ばらついたりすることがあ
る。また、１つの半導体レーザでも温度変化や注入電流量などによって発振波長が変動す
ることが知られている。従って、半導体レーザをそのまま波長変動に弱いホログラムの記
録再生に用いるのは不適切である。また、記録時と再生時のレーザ波長を、異なる環境や
異なる装置間で同じくするには、ＤＦＢ（Distributed feedback）やＤＢＲ（Distribute
d Bragg Reflector）と呼ばれる波長選択構造を半導体レーザ素子自体に作り込んだ上、
レーザの製造条件を厳密に制御し特性を揃えることが考えられるが、歩留まりが悪く製造
コストも高くなるため現実的ではない。
【０００７】
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　本発明の目的は、ホログラム記録再生に使用される半導体レーザのばらつきや環境によ
る波長変動の補正が容易であり、良好な記録再生性能が得られる光記録方法、光再生方法
、光記録媒体、および光記録再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係る光記録方法は、ホログラフィを利用して光記録媒体に情報を記録
する光記録方法であって、記録の基準波長に関連づけられる、周期構造をもつ波長基準マ
ークを有する光記録媒体を用意し、情報の記録時に前記波長基準マークに光源から光を照
射し、前記波長基準マークからの回折光に基づいて基準波長に対する光源の波長のずれを
検出し、前記波長のずれを小さくするように光源の波長を制御して記録を行うことを特徴
とする。
【０００９】
　本発明の他の態様に係る光再生方法は、ホログラフィを利用して光記録媒体に記録され
た情報を再生する光再生方法であって、記録の基準波長に関連づけられる、周期構造をも
つ波長基準マークを有する光記録媒体を用意し、情報の再生時に前記波長基準マークに光
源から光を照射し、前記波長基準マークからの回折光に基づいて基準波長に対する光源の
波長のずれを検出し、前記波長のずれを小さくするように光源の波長を制御して再生を行
うことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の他の態様に係る光記録媒体は、ホログラフィを利用して情報を記録する光記録
媒体であって、情報記録領域と、記録光および再生光を回折することにより記録の基準波
長に関連づけられる、周期構造をもつ波長基準マークが形成された領域とを有することを
特徴とする。
【００１１】
　本発明のさらに他の態様に係る光記録再生装置は、情報記録領域と、記録光および再生
光を回折することにより記録の基準波長に関連づけられる、周期構造をもつ波長基準マー
クが形成された領域とを有する光記録媒体を用い、ホログラフィを利用して情報を記録・
再生する光記録再生装置であって、光源装置と、前記光源装置から出射される光から情報
光および／または参照光を生成する空間光変調器と、前記光記録媒体の情報記録領域に記
録光である情報光と参照光を照射し、前記光記録媒体の情報記録領域に再生光である参照
光を照射し、前記光記録媒体の波長基準マークが形成された領域に記録光または再生光を
照射する光学系と、前記光記録媒体の波長基準マークの領域に照射された記録光または再
生光の回折光に基づいて、記録の基準波長に対する光源装置の波長のずれを検出する光検
出器と、前記波長のずれを小さくするように前記光源装置の波長を制御する波長制御器と
を具備したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、環境による記録再生波長の変動や、装置間での記録再生波長のばらつ
きに強く、可搬性や装置間での互換性に優れた、ホログラフィを利用する光記録方法、光
再生方法、光記録媒体、および光記録再生装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら本発明を実施するための最良の形態について詳しく説明する
。尚、実施の形態や実施例を通して共通する構成には同一の符号を付すものとし、重複す
る説明は省略する。また、参照する各図は発明の説明とその理解を促すための模式図であ
り、図面表示の便宜上、形状や寸法、比などは実際の装置と異なる個所があるが、本発明
はこれらの記載に限定されるものではなく、また、以下の説明と公知の技術を参酌して適
宜、設計変更することができる。
【００１４】
　本発明の実施形態に係るホログラフィ（ホログラム）は、透過型ホログラフィ（透過型
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ホログラム）であっても反射型ホログラフィ（反射型ホログラム）であってもよい。
【００１５】
　本発明の実施形態に係るホログラフィを用いた光記録再生装置における情報光と参照光
の干渉方法は、二光束干渉法であっても同軸干渉法であってもよい。
【００１６】
　本発明の実施形態に係る光記録媒体の典型的な形状は円盤状、カード状、ブロック状な
どであるが、形状はこれらに限られない。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態に係る、反射型同軸干渉法が適用されるディスク状の光記
録媒体１と、その近傍に位置する光学系を示す斜視図である。光記録媒体１は、ガラス、
ポリカーボネートなどによって形成された透明基板４の一方の主面（光入射側）上に光記
録層３、他方の主面上に反射層５を備え、さらに光記録層３の光入射側に保護層２を備え
たものである。なお、保護層２は必ずしも設ける必要はない。
【００１８】
　光記録層３は電磁波を照射したとき、その強度に応じて吸光係数、屈折率などの光学特
性が変化する材料により形成されている。光記録層３に用いられるホログラム記録材料は
有機材料であっても無機材料であってもよい。有機材料としては例えばフォトポリマ、フ
ォトリフラクティブポリマ、フォトクロミック色素分散ポリマなどが挙げられ、無機材料
としては例えばニオブ酸リチウム、チタン酸バリウムなどが挙げられる。
【００１９】
　反射層５は記録光波長における反射率が高い材料、例えばアルミニウムなどによって形
成されている。図示していないが、反射層５が形成される透明基板４の主面にはトラッキ
ングサーボを行うための情報とアドレス情報を予め凹凸などの構造により記録してもよい
。トラッキングサーボを行うには、連続サーボ方式を用いることが好ましいが、反射層５
での記録光の乱れが問題になる場合はサンプルドサーボ方式を用いてもよい。トラッキン
グサーボを行うための情報としては、例えばウォブルピットを用いることができる。
【００２０】
　対物レンズ７を通して光記録媒体１に照射された記録光（情報光および参照光）は光記
録層３の中で干渉してホログラム６を形成する。
【００２１】
　図２に、図１に示した反射型光記録媒体の断面図を示す。この光記録媒体１では、透明
基板４に凹部が設けられた領域８５が形成され、この領域上に反射層５を形成することに
より波長基準マーク４０が形成されている。この波長基準マーク４０により、記録光波長
に応じた回折光を記録光の入射側へ出射するようになっている。
【００２２】
　また、透明基板４の主面上に記録光の走査方向を制御するためのガイド８６が形成され
ている場合は、波長基準マーク４０の周期方向はガイド８６の周期方向と異なっているこ
とが望ましい。図３の斜視図は、波長基準マーク４０とガイド８６の周期方向がほぼ直交
している例に示す。
【００２３】
　光記録媒体１がディスク状である場合、図４（ａ）の平面図に例を示すように、波長基
準マーク４０は放射状に形成されていてもよく、図４（ｂ）の平面図に例を示すように等
間隔に区切られた記録セクターの先頭部分に形成されていてもよい。
【００２４】
　光記録媒体１がカード状であり、記録光走査方向を制御するためのガイド８６が形成さ
れている場合、図５（ａ）の平面図に例を示すように、波長基準マーク４０の周期方向は
ガイド８６の周期方向と異なっていることが望ましく、記録光走査方向を制御するための
ガイド８６が形成されていない場合、図５（ｂ）の平面図に例を示すように波長基準マー
ク４０の周期方向に特に制約はない。
【００２５】
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　次に、反射型同軸ホログラフィを用いた光記録再生装置の一例を説明する。これまで、
反射型同軸ホログラフィは、再生時に参照光を照射した場合、再生光としての回折光と回
折されなかった残りの透過光とが同軸で光検出器に入射するためにＳＮ比が悪くなるとい
う問題があった。このような問題点を解決する新しい記録方式として、偏光によって参照
光と再生光を分離する反射型偏光同軸干渉方式が提案されている（既述の特許文献１参照
）。また、最近では、一つの空間光変調器を用いて情報光と変調された参照光とを生成し
てホログラムを記録し、光軸の中心部と周辺部で参照光と再生光を分離する新しい同軸干
渉の方式が提案されている（既述の特許文献２参照）。
【００２６】
　図６に、本発明の一実施形態に係る、同軸干渉法を用いた光記録再生装置の概略図を示
す。この装置は、一つの空間光変調器を用いて情報光と変調された参照光とを生成してホ
ログラムを記録する同軸干渉法を用いている。
【００２７】
　光源装置８としては、可干渉性などの観点から直線偏光をしたレーザが望ましい。具体
的には半導体レーザ、Ｈｅ－Ｎｅレーザ、アルゴンレーザ、ＹＡＧレーザなどが挙げられ
る。また、光源装置８はその出射波長を調整できる機能を有している。ビームエキスパン
ダ９は光源装置８の出射光を拡張し、平行光束に整形する。整形された光はミラー１０に
より反射型空間光変調器１１に照射される。反射型空間光変調器１１は格子状に２次元に
配置された複数の画素を有し、画素ごとに反射光の方向を変えるか、または画素ごとに反
射光の偏光方向を変えることにより、２次元パターンとして情報を付与した情報光と、空
間的に変調された参照光を同時に生成できる。反射型空間光変調器１１としてはデジタル
ミラーデバイスや反射型液晶素子、磁気光学効果を用いた反射型変調素子などを用いるこ
とができる。図６は反射型空間光変調器としてデジタルミラーデバイスを用いた例である
。反射型空間光変調器１１には図７に示すような変調模様が表示されている。この変調模
様は記録光に相当し、そのうち光軸の中心付近を情報光領域３１、周辺部分を参照光領域
３２として用いる。
【００２８】
　反射型空間光変調器１１によって反射された記録光（情報光および参照光）は結像レン
ズ１２、１３を介して偏光ビームスプリッタ１４に入射する。記録光は偏光ビームスプリ
ッタ１４を透過するように、光源装置８からの出射時点で偏光方向が調整されている。偏
光ビームスプリッタ１４を透過した記録光は旋光用光学素子１５を透過し、ダイクロイッ
クプリズム１６に入射する。ダイクロイックプリズム１６は記録光の波長を透過するよう
に設計されている。ダイクロイックプリズム１６を透過した光は対物レンズ７によって光
記録媒体１に照射され、光記録媒体１の反射層５の表面でそのビーム径が最小になるよう
に集光される。旋光用光学素子１５としては１／４波長板や１／２波長板などを用いるこ
とができる。このように、光軸の中心部を情報光、周辺部を参照光とする記録光が光記録
媒体１に照射されることにより、光記録層３の内部で情報光と参照光が干渉し、光記録媒
体１にホログラム６が形成される。
【００２９】
　記録された情報を再生するには、図８に示すように参照光領域３２を反射型空間光変調
器１１に表示し、記録時と同様に光記録媒体１に参照光として照射する。図８に示した参
照光領域３２は、図７に示した周辺部の参照光領域３２と同一の変調模様を示す。参照光
の一部は光記録媒体１を透過する際にホログラム６により回折され再生光となる。再生光
は反射層５によって反射された後、対物レンズ７、ダイクロイックプリズム１６を透過し
、旋光用光学素子１５を透過する際に参照光とは異なる偏光成分を含むようになり、偏光
ビームスプリッタ１４によって反射される。なお、偏光ビームスプリッタ１４での再生光
の反射率が最も高くなるように旋光用光学素子１５の回転角度が調節されていることが望
ましい。偏光ビームスプリッタ１４によって反射された再生光の大半はビームスプリッタ
１８によって反射された後、結像レンズ１９により２次元光検出器２０上に再生像として
結像される。ホログラム６により回折されなかった参照光は透過光となって再生光と同様
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に２次元光検出器２０上に結像するが、中心部が再生光、周辺部が透過光となるので、空
間的に容易に分離することができる。なお、再生信号のＳＮ比を良くするために、光検出
器２０の前にアイリス２１を配して参照光部分を遮ってもよい。
【００３０】
　次に、光記録媒体１に対するサーボの方法について説明する。図６に示した光記録再生
装置はサーボ用光源装置２２を有している。光源装置２２としては直線偏光をしたレーザ
が望ましい。レーザとしては具体的には半導体レーザ、Ｈｅ－Ｎｅレーザ、アルゴンレー
ザ、ＹＡＧレーザなどが挙げられる。光源装置２２は記録用光源装置８と波長が異なり、
光記録層３の光学特性を変化させないものであることが望ましく、波長６５０ｎｍ付近の
赤色半導体レーザが最も望ましい。光源装置２２により射出されたサーボ光はコリメート
レンズ２３によって平行光束に整形され偏光ビームスプリッタ２４に入射する。サーボ光
は偏光ビームスプリッタ２４を透過するように、光源装置２２からの出射時点で偏光方向
が調整されている。偏光ビームスプリッタ２４を透過したサーボ光は旋光用光学素子２５
を透過し、ダイクロイックプリズム１６に入射する。ダイクロイックプリズム１６はサー
ボ光の波長を反射するように設計されている。旋光用光学素子２５としては１／４波長板
、１／２波長板などを用いることができる。ダイクロイックプリズム１６によって反射さ
れたサーボ光は、対物レンズ７によって光記録媒体１に照射され、光記録媒体１の反射層
５の表面でそのビーム径が最小になるように集光される。サーボ光は反射層５によって反
射され、その際、反射面上に形成されたピットによって変調される。光記録媒体１からの
サーボ戻り光は対物レンズ７を透過し、ダイクロイックプリズム１６によって反射され、
更に旋光用光学素子２５を透過する。サーボ戻り光は、旋光用光学素子２５を透過する際
に光源装置２２により射出されたサーボ光とは異なる偏光成分を含むようになり、偏光ビ
ームスプリッタ２４によって反射される。なお、偏光ビームスプリッタ２４でのサーボ戻
り光の反射率が最も高くなるように旋光用光学素子２５の回転角度が調節されていること
が望ましい。偏光ビームスプリッタ２４で反射されたサーボ戻り光は、凸レンズ２６、シ
リンドリカルレンズ２７を透過した後、４分割フォトディテクタ２８によって検出される
。この４分割フォトディテクタの出力に基づいてアドレス信号、フォーカスエラー信号、
トラッキングエラー信号が生成さる。
【００３１】
　図９は、４分割フォトディテクタ２８の出力に基づいて、フォーカスエラー信号および
トラッキングエラー信号を検出するための回路を示すブロック図である。この検出回路は
、フォーカスエラー信号ＦＥ、トラッキングエラー信号ＴＥ、および再生信号ＲＦを生成
する。
【００３２】
　フォーカスエラー信号ＦＥは、４分割フォトディテクタ２８の対角の受光部２８ａ、２
８ｄの各出力を加算する加算器３３と、４分割フォトディテクタ２８の対角の受光部２８
ｂ、２８ｃの各出力を加算する加算器３４と、加算器３３の出力と加算器３４の出力との
差を演算して、非点収差法によるフォーカスエラー信号ＦＥを生成する減算器３５とを用
いて生成される。
【００３３】
　トラッキングエラー信号ＴＥは、４分割フォトディテクタのトラック方向に沿って隣り
合う受光部２８ａ、２８ｂの各出力を加算する加算器３６と、４分割フォトディテクタの
トラック方向に沿って隣り合う受光部２８ｃ、２８ｄの各出力を加算する加算器３７と、
加算器３６の出力と加算器３７の出力との差を演算して、プッシュプル法によるトラッキ
ングエラー信号ＴＥを生成する減算器３８とを用いて生成される。
【００３４】
　再生信号ＲＦは、加算器３６の出力と加算器３７の出力とを加算して再生信号ＲＦを生
成する加算器３９を用いて生成される。なお、本実施形態では、再生信号ＲＦは光記録媒
体１の反射層５上に予め記録された情報を再生することにより得られる信号である。
【００３５】
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　光記録再生装置と光記録媒体との位置ずれ補正は、上述のように４分割フォトディテク
タ２８より得られたフォーカスエラー信号ＦＥ、トラッキングエラー信号ＴＥがそれぞれ
０になるように図６に示したボイスコイルモータ１７を用いて対物レンズ１９を駆動する
ことにより行う。
【００３６】
　次に、基準波長からのずれを検出する方法の一例について説明する。波長ずれの検出時
には、図６に示した反射型空間光検出器１１の画素をすべてＯＮにし均一な光束が光記録
媒体１に照射されるようにすることが望ましい。光源装置８から出射された光は、記録再
生時と同様にビームエキスパンダ９、ミラー１０、反射型空間光変調器１１、結像レンズ
１２、１３、偏光ビームスプリッタ１４、旋光用光学素子１５、ダイクロイックプリズム
１６、対物レンズ７を経て光記録媒体１の反射層５の表面でそのビーム径が最小になるよ
うに集光される。
【００３７】
　図２に示したように、光記録媒体１の反射層５の表面には、回折格子状の波長基準マー
ク４０が設けられている。波長基準マーク４０の領域は光記録媒体１における情報記録領
域とは異なる。波長基準マーク４０に光源装置８からの光が入射すると、図１０に示した
反射光４１に加えて回折光４２、４３が現れる。本発明の実施形態においては、この回折
光を用いて基準波長からのずれの検出を行う。図６に示すように、波長基準マーク４０か
らの反射光４１、回折光４２、４３は再び対物レンズ７、ダイクロイックプリズム１６を
透過し、旋光用光学素子１５を透過する際に入射光とは異なる偏光成分を含むようになり
、偏光ビームスプリッタ１４によって反射される。偏光ビームスプリッタ１４によって反
射された反射光４１、回折光４２、４３の一部はビームスプリッタ１８を透過した後、の
上に投影される。
【００３８】
　図１１（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に分割フォトディテクタ３０上での反射光４１、回折光
４２、４３の状態を示す。光源装置８の波長が基準波長と一致している場合には図１１（
ｂ）の状態、光源装置８の波長が短波長側にずれた場合には図１１（ａ）の状態、長波長
側にずれた場合は図１１（ｃ）の状態になる。
【００３９】
　図１２は、分割フォトディテクタ３０の出力に基づいて、波長エラー信号を検出するた
めの回路を示すブロック図である。分割フォトディテクタ３０は図１２に示すように短冊
状に４分割されている。この検出回路は、分割フォトディテクタ３０の外側の受光部３０
ａ、３０ｄの各出力を加算する加算器４４と、分割フォトディテクタ３０の内側の受光部
３０ｂ、３０ｃの各出力を加算する加算器４５と、加算器４４の出力と加算器４５の出力
を減算する減算器４６と、減算器４６の出力にオフセットを与えるオフセット回路４７と
を備えている。また、この検出回路では、回折光４２、４３が分割フォトディテクタ３０
に対して左右対称に入射した時点で基準波長検出をする必要がある。このため、分割フォ
トディテクタ３０における半分の受光部３０ａ、３０ｂの各出力を加算する加算器４８と
、残り半分の受光部３０ｃ、３０ｄの各出力を加算する加算器４９と、加算器４８の出力
と加算器４９の出力の差を演算して検出タイミング信号ＴＭを生成する減算器５０とを備
えている。そして、検出タイミング信号ＴＭが０になった時点でのオフセット回路４７か
らの出力を波長エラー信号ＷＥとして用いる。なお、２次元光検出器２０を仮想的な分割
フォトディテクタとして、その出力を用いて同様に波長エラー信号を得ることもできる。
【００４０】
　次に、図１２に示した分割フォトディテクタ３０によって得られる波長エラー信号につ
いて説明する。図１３に、波長エラー検出回路における減算器４６からの出力と記録光の
基準波長からのズレとの関係を示す。減算器４６からの出力は加算器４５の出力から加算
器４４の出力を減算したものである。このように減算器４６からは、基準波長に対しても
出力があるため、図１２に示すオフセット回路４７によってオフセットをかけたものを波
長エラー信号とし、この波長エラー信号の出力が０になるように光源装置にフィードバッ
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クをかけ記録波長の制御を行う。
【００４１】
　次に、波長基準マークの周期について説明する。本発明の実施形態においては、波長基
準マークとしての回折格子は対物レンズの焦点に配されている。このため、図１４に示す
ように、回折格子に垂直方向から平面波が入射するというモデルを適用できる。この図は
、空気（屈折率ｎ0）から屈折率ｎの媒体中にある周期ｄを持つ回折格子に垂直方向から
波長λの平面波が入射した状態を示している。２つの回折格子で回折された光の媒体中で
の光路長差はｎ*ｄ*ｓｉｎ（θ）で表され、１次回折光の回折条件はｎ*ｄ*ｓｉｎ（θ）
＝λとなる。媒体中での回折角度をθ、空気中での回折角度をθ0とすると、スネルの屈
折の法則より、ｎ*ｓｉｎ（θ）＝ｎ0*ｓｉｎ（θ0）となる。よって、ｎ*ｄ*ｓｉｎ（θ
）＝ｎ0*ｄ*ｓｉｎ（θ0）＝λとなる。したがって、空気の屈折率ｎ0を１とすると、空
気中での回折角度θ0は下記式（１）で表される。
【００４２】
　　ｓｉｎ（θ0）＝λ／ｄ　　…（１）。
【００４３】
　上記のように１次回折光の回折角度がθ0で、対物レンズと焦点の距離がＬであるとき
、光記録媒体がＬに比較して薄い場合、図１５に示すように、対物レンズの位置において
反射光の光軸と回折光の光軸との間にずれａが生じる。この光軸のずれａは、下記式（２
）で近似できる。
【００４４】
　　ａ＝Ｌ*ｔａｎ（θ0）　　…（２）。
【００４５】
　ここで、対物レンズの空気中での開口数をＮＡ、対物レンズの直径をφとすると、対物
レンズから焦点までの距離は下記式（３）で近似できる。
【００４６】
　　ＮＡ＝ｓｉｎ｛ｔａｎ-1（φ／２Ｌ）｝≒φ／２Ｌ、
　　Ｌ＝φ／２ＮＡ　　…（３）。
【００４７】
　次に、ｓｉｎ（θ0）≒ｔａｎ（θ0）と近似すると、式（１）、（２）、（３）より、
下記式（４）の関係式が得られる。
【００４８】
　　ｄ＝λ*φ／（２ＮＡ*ａ）　　…（４）
　これは、波長、対物レンズの直径、開口数が与えられたときの、波長基準マーク４０の
周期ｄと分割フォトディテクタ３０上での反射光と回折光のずれａとの関係を表す式であ
る。図１１（ｂ）に示したような回折光が重なることなく接している場合は図１５におい
てａ＝φ／２であり、この時の波長基準マークの周期は式（４）よりｄ＝λ／ＮＡである
。
【００４９】
　ここで、波長のずれを検出するのに適した波長基準マークの周期について考える。図１
２に示したような短冊状に４等分された分割フォトディテクタを用いた場合の、反射光と
回折光の位置関係を図１６に示す。図１６（ａ）は、ａ＝φ／４であり、かつ反射光と回
折光のずれが小さい場合を示している。ずれａがφ／４より小さいと、分割フォトディテ
クタ３０のどの受光部でも回折光が検出されるので、回折光と反射光を区別するのが困難
になる。図１６（ｂ）は、ａ＝３φ／４であり、かつ反射光と回折光のずれが大きい場合
を示している。ずれａが３φ／４より大きいと、分割フォトディテクタ３０の端部の受光
部で回折光が検出されなくなるおそれがある。したがって、φ／４≦ａ≦３φ／４である
ことが望ましい。これを式（４）に代入すると、波長基準マークの周期ｄの範囲は、２λ
／３ＮＡ≦ｄ≦２λ／ＮＡとなる。この式を満たすｄが、本発明の実施形態において波長
のずれを検出するのに適した波長基準マークの周期である。典型的な値としてλ＝４０５
ｎｍ、ＮＡ＝０．５とすると、ｄの範囲は１３５ｎｍ≦ｄ≦４０５ｎｍとなる。
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【００５０】
　以上においては、図１０に示した回折格子状の波長基準マーク４０と、図１２に示した
短冊状の分割フォトディテクタ３０を用いる方法について説明したが、波長基準マークや
分割フォトディテクタの構造は特に限定されない。波長基準マークは回折光が生じるよう
な周期構造をもったものであればよい。分割フォトディテクタは、生じる回折光の方向に
応じて異なる分割方向や複数の分割方向を持ったものであってもよい。
【００５１】
　次に、波長制御機能を備えた光源装置８の一例について説明する。図１７は光源装置８
として用いることのできる外部共振器付き半導体レーザの概略図である。５１は発振中心
波長４０５ｎｍの窒化ガリウム系の半導体レーザである。半導体レーザから出射されたレ
ーザ光５２はコリメートレンズ５３によって平行光束とされた後、回折格子５４に入射す
る。レーザ光５２のうち回折格子５４によって反射された０次回折光５５は光源装置８か
らの出力として用いられる。一方、回折格子５４によって回折された１次回折光５６はミ
ラー５７に入射する。ミラー５７は紙面に対する垂線を軸としてその角度を変えることの
できるマウント５８に保持されており、その角度は圧電素子５９に印加する電圧により制
御することができる。１次回折光５６のミラー５７からの反射光６０は回折格子５４、コ
リメートレンズ５３を介して半導体レーザ５１にフィードバックされる。この場合、半導
体レーザ５１－コリメートレンズ５３－回折格子５４－ミラー５７により外部共振器が形
成され、ミラー５７の角度を制御することによって出力光５５の波長を制御することがで
きる。
【００５２】
　図１８（ａ）および（ｂ）は、それぞれ記録時および再生時におけるシーケンスを示す
フローチャートである。　
　図１８（ａ）に示すように、記録を開始すると（Ｓ１）、まず波長基準マークを読み込
み（Ｓ２）、波長ずれを検出する（Ｓ３）。波長ずれがなければデータを記録する（Ｓ４
）。一方、波長ずれを検出し（Ｓ３）、波長ずれが大きければ波長を変更し（Ｓ５）、再
び波長基準マークを読み込み（Ｓ２）、波長ずれを検出し（Ｓ３）、波長ずれがなくなれ
ばデータを記録する（Ｓ４）。その後、記録終了（Ｓ６）を判断する。
【００５３】
　図１８（ｂ）に示すように、再生を開始すると（Ｓ１１）、まず波長基準マークを読み
込み（Ｓ１２）、波長ずれを検出する（Ｓ１３）。波長ずれがなければデータを再生する
（Ｓ１４）。一方、波長ずれを検出し（Ｓ１３）、波長ずれが大きければ波長を変更し（
Ｓ１５）、再び波長基準マークを読み込み（Ｓ１２）、波長ずれを検出し（Ｓ１３）、波
長ずれがなくなればデータを再生する（Ｓ１４）。その後、再生終了（Ｓ１６）を判断す
る。
【００５４】
　このように本発明の実施形態では、データの記録前、データの再生前に波長基準マーク
により光源の基準波長からのずれを検出して波長制御を行う。
【００５５】
　図１９を参照して本発明の実施形態に係る光記録再生装置の構成について説明する。光
記録再生装置は光記録媒体１が取り付けられるスピンドル６２と、このスピンドルを回転
させるスピンドルモータ６３と、光記録媒体の回転数を所定の値に保つようにスピンドル
モータを制御するスピンドルサーボ回路６４とを備えている。なお、スピンドルモータ６
３の代わりにステッピングモータを用いてもよい。
【００５６】
　光記録再生装置は、光記録媒体１に対して情報光と記録用参照光とを照射して情報を記
録するとともに、光記録媒体１に対して再生用参照光を照射して再生光を検出し光記録媒
体１に記録されている情報を再生するためのピックアップ６１と、波長制御が可能な光源
装置６６と、このピックアップ６１と光源装置６６を光記録媒体１の半径方向に移動可能
とする駆動装置６５とを備えている。
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【００５７】
　光記録再生装置は、ピックアップ６１の出力信号よりフォーカスエラー信号ＦＥ、トラ
ッキングエラー信号ＴＥ、波長エラー信号ＷＥ、および再生信号ＲＦを検出するための検
出回路６７と、この検出回路６７によって検出されるフォーカスエラー信号ＦＥに基づい
て、ピックアップ６１内のアクチュエータを駆動して対物レンズを光記録媒体１の厚み方
向に移動させてフォーカスサーボを行うフォーカスサーボ回路６８と、検出回路６７によ
って検出されるトラッキングエラー信号ＴＥに基づいてピックアップ６１内のアクチュエ
ータを駆動して対物レンズを光記録媒体１の半径方向に移動させてトラッキングサーボを
行うトラッキングサーボ回路６９と、トラッキングエラー信号ＴＥおよび後述するコント
ローラからの指令に基づいて駆動装置６５を制御してピックアップ６１を光記録媒体１の
半径方向に移動させるスライドサーボを行うスライドサーボ回路７０と、検出回路６７に
よって検出される波長エラー信号ＷＥに基づいて光源装置６６内の波長選択装置を駆動し
て波長制御を行う波長制御回路７１を備えている。
【００５８】
　光記録再生装置は、ピックアップ６１内の２次元光検出器の出力データをデコードして
、光記録媒体１の情報記録領域に記録されたデータを再生したり、検出回路６７からの再
生信号ＲＦより基本クロックを再生したりアドレスを判別したりする信号処理回路７２と
、光記録再生装置の全体を制御するコントローラ７３と、このコントローラに対して種々
の指示を与える操作部７４とを備えている。コントローラ７３は、信号処理回路７２より
出力される基本クロックやアドレス情報を入力するとともに、ピックアップ６１、スピン
ドルサーボ回路６４、スライドサーボ回路７０、波長制御回路７１などを制御するように
なっている。スピンドルサーボ回路６４は、信号処理回路７２より出力される基本クロッ
クを入力するようになっている。コントローラ７３は、ＣＰＵ（中央処理装置）、ＲＯＭ
（リード・オンリ・メモリ）およびＲＡＭ（ランダム・アクセス・メモリ）を含み、ＣＰ
ＵがＲＡＭを作業領域としてＲＯＭに格納されたプログラムを実行することによって、そ
の機能を実現する。
【００５９】
　なお、本発明の実施形態においては、以下のような種々の変形例を採用することができ
る。たとえば、空間光変調器にデジタルミラーデバイスではなく、反射型液晶素子や反射
型磁気光学素子を用いてもよい。光記録媒体１としてダイクロイック反射層を有するもの
を用いてもよい（既述の非特許文献１参照）。一方、光記録媒体１として透過型光記録媒
体を用いてもよい。また、光記録再生装置における情報光と参照光の干渉方法は、同軸干
渉法であっても二光束干渉法であってもよい。以下、これらの変形例について説明する。
【００６０】
　反射型液晶素子や反射型磁気光学素子のように、素子に対して垂直に光を入射し、偏光
方向を変えることによって光を変調する反射型空間光変調器を適用した光記録再生装置に
ついて説明する。図２０は偏光方向を変えることによって光を変調する反射型空間光変調
器を用いた光記録再生装置の概略図である。
【００６１】
　図２０に示した光記録再生装置の基本的な構成は、図６に示した反射型同軸干渉法によ
る装置とほぼ同じである。光源装置８としては波長制御機能を持つレーザが望ましい。ビ
ームエキスパンダ９は光源装置８の出射光を拡張、平行光束に整形する。整形された光は
偏光ビームスプリッタ１４に入射する。光源装置８から出た光は予め偏光ビームスプリッ
タ１４を透過するように偏光方向が調整されており、偏光ビームスプリッタ１４を透過し
た記録光は反射型空間光変調器１１に照射される。反射型空間光変調器１１は格子状に２
次元に配置された複数の画素を有し、画素ごとに反射光の偏光方向を変えることにより、
２次元パターンとして情報を付与した情報光と、空間的に変調された参照光を同時に生成
できる。反射型空間光変調器１１には図７に示すような変調模様が表示されており、光軸
の中心付近を情報光領域３１、周辺部分を参照光領域３２として用いる。
【００６２】
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　反射型空間光変調器１１によって変調された記録光（情報光および参照光）は入射時と
は異なった偏光成分を有するため、偏光ビームスプリッタ１４によって反射された後、旋
光用光学素子１５を透過し、ダイクロイックプリズム１６に入射する。ダイクロイックプ
リズム１６は記録光の波長を透過するように設計されている。ダイクロイックプリズム１
６を透過した記録光は結像レンズ１２、１３を介した後、対物レンズ７によって光記録媒
体１に照射され、光記録媒体１の反射層５の表面でそのビーム径が最小になるように集光
される。このように、光軸の中心部を情報光、周辺部を参照光とする記録光が光記録媒体
１に照射されることにより、光記録層３の内部で情報光と参照光が干渉し、光記録媒体１
にホログラム６が形成される。
【００６３】
　記録された情報を再生するには、図８に示すように参照光領域３２を反射型空間光変調
器１１に表示し、記録時と同様に光記録媒体１に参照光として照射する。図８に示した参
照光領域３２は、図７に示した周辺部の参照光領域３２と同一の変調模様を示す。参照光
の一部は光記録媒体１を透過する際にホログラム６により回折され再生光となる。再生光
は反射層５によって反射された後、対物レンズ７、結像レンズ１３、１２、ダイクロイッ
クプリズム１６を透過し、旋光用光学素子１５を透過する際に参照光とは異なる偏光成分
を含むようになり、偏光ビームスプリッタ１４を透過する。なお、偏光ビームスプリッタ
１４での再生光の透過率が最も高くなるように旋光用光学素子１５の回転角度が調節され
ていることが望ましい。偏光ビームスプリッタ１４を透過した再生光の大半はビームスプ
リッタ１８によって反射された後、結像レンズ１９により２次元光検出器２０上に再生像
として結像される。また、ホログラム６により回折されなかった参照光は透過光となって
再生光と同様に２次元光検出器２０上に結像するが、中心部が再生光、周辺部が透過光と
なるので、空間的に容易に分離することができる。なお、再生信号のＳＮ比を良くするた
めに、光検出器２０の前にアイリス２１を配して参照光部分を遮ってもよい。図２０の装
置におけるサーボの方法は、図６の装置に関して説明した方法と同じである。
【００６４】
　次に、図２０に示す装置を用いた場合の基準波長からのずれの検出方法について説明す
る。波長ずれの検出時には図２０に示した反射型空間光検出器１１の画素をすべてＯＮに
し均一な光束が光記録媒体１に照射されるようにすることが望ましい。光源装置８から出
射された光は、記録再生時と同様にビームエキスパンダ９、偏光ビームスプリッタ１４、
反射型空間光変調器１１、旋光用光学素子１５、ダイクロイックプリズム１６、結像レン
ズ１２、１３、対物レンズ７を経て光記録媒体１の反射層５の表面でそのビーム径が最小
になるように集光される。
【００６５】
　光記録媒体１の反射層５の表面には図２に示すような回折格子状の波長基準マーク４０
が設けられており、波長基準マーク４０からの反射光４１、回折光４２、４３は再び対物
レンズ７、結像レンズ１３、１２、ダイクロイックプリズム１６を透過し、旋光用光学素
子１５を透過する際に参照光とは異なる偏光成分を含むようになり、偏光ビームスプリッ
タ１４を透過する。偏光ビームスプリッタ１４を透過した反射光４１、回折光４２、４３
の一部はビームスプリッタ１８を透過した後、レンズ２９により分割フォトディテクタ３
０の上に投影され、分割フォトディテクタ３０により波長エラー信号が得られる。なお、
２次元光検出器２０を仮想的な分割フォトディテクタとして、その出力を用いて同様に波
長エラー信号を得ることもできる。
【００６６】
　次に、ダイクロイック反射層を有する光記録媒体について説明する。図２１に反射型同
軸干渉法に用いられるダイクロイック反射層を有する光記録媒体１の斜視図を示す。光記
録媒体１は、図１に示した光記録媒体に加えてダイクロイック反射層７７およびギャップ
層７８を備えている。ダイクロイック反射層７７は、光源装置８から出射された記録光を
反射し、サーボ用光源装置２３から出射されたサーボ光を透過する性質をもっており、誘
電体多層膜などからなっている。誘電体多層膜を形成する材料としてはＳｉＯ2、ＴｉＯ2



(13) JP 4352009 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

、ＮｂＯ3、ＣａＦ2などを用いることができる。ギャップ層７８は、記録光が集光され、
光強度が非常に強くなっている領域でのホログラムの記録を避ける機能を有するが、必ず
しも設けなくてもよい。ギャップ層７８の材料は、記録光を透過し、光記録層３の記録材
料と相溶しないものであればよく、ガラスやポリカーボネートなどが挙げられる。
【００６７】
　ホログラム記録時、記録光は対物レンズ７によって光記録媒体１に照射され、光記録媒
体１のダイクロイック反射層７７の表面でそのビーム径が最小になるように集光され、光
記録層３の中にホログラム６を形成する。一方、サーボ光はダイクロイック反射層７７を
透過し反射層５の表面でそのビーム径が最小になるように集光される。記録光とサーボ光
の集光位置を異ならせるには、色収差のある対物レンズを用いる、サーボ用光源装置２２
とコリメートレンズ２３の間隔を広げる、旋光用光学素子２５とダイクロイックプリズム
１６の間に補正用の凹レンズを挿入する、などの方法を用いることができる。
【００６８】
　図２２に、図２１に示したダイクロイック反射層を有する反射型光記録媒体の断面図を
示す。波長基準マーク４０は透明基板４のダイクロイック反射層７７との界面に設けられ
ており、記録光波長に応じた回折光を記録光入射側方向に出射する構造となっている。
【００６９】
　図２３に、図２１に示したダイクロイック反射層を有する反射型光記録媒体の別の断面
図を示す。波長基準マーク４０は透明基板４の反射層５との界面に設けられており、波長
基準マーク４０の上部はダイクロイック反射層７７が欠落した構造になっている。これに
より記録光を波長基準マーク４０上に集光することができる。
【００７０】
　次に、透過型同軸干渉法に本発明を適用した例について説明する。図２４に透過型同軸
干渉法に用いられる光記録媒体の斜視図を示す。図２４に示した透過型同軸干渉法に用い
られるディスク状に形成された光記録媒体１は、図１に示した光記録媒体１から反射層５
を取り除いた構造を有する。図２５に、図２４に示した透過型光記録媒体の断面図を示す
。波長基準マーク４０は透明基板４の外側界面に設けられており、記録光波長に応じた回
折光を記録光透過側方向に出射する構造となっている。
【００７１】
　図２６に透過型同軸干渉法を用いた光記録再生装置の概略図を示す。図２６に示した光
記録再生装置の基本的の構成は、図６に示した反射型同軸干渉法による装置とほぼ同じで
ある。光源装置８としては波長制御機能を持つレーザが望ましい。ビームエキスパンダ９
は光源装置８の出射光を拡張、平行光束に整形する。整形された光はミラー１０により反
射型空間光変調器１１に照射される。反射型空間光変調器１１は格子状に２次元に配置さ
れた複数の画素を有し、画素ごとに反射光の方向を変えるか、または画素ごとに反射光の
偏光方向を変えることにより、２次元パターンとして情報を付与した情報光と、空間的に
変調された参照光を同時に生成できる。図２６は反射型空間光変調器１１としてデジタル
ミラーデバイスを用いた例である。反射型空間光変調器１１には図７に示すような変調模
様が表示されており、光軸の中心付近を情報光領域３１、周辺部分を参照光領域３２とし
て用いる。
【００７２】
　反射型空間光変調器１１によって反射された記録光（情報光および参照光）は結像レン
ズ１２、１３を介してダイクロイックプリズム１６に入射する。ダイクロイックプリズム
１６は記録光の波長を透過するように設計されている。ダイクロイックプリズム１６を透
過した光は対物レンズ７によって光記録媒体１に照射され、光記録媒体１の透明基板４の
外側界面でそのビーム径が最小になるように集光する。このように、光軸の中心部を情報
光、周辺部を参照光とする記録光が光記録媒体１に照射されることにより、光記録層３の
内部で情報光と参照光が干渉し、光記録媒体１にホログラム６が形成される。
【００７３】
　記録された情報を再生するには、図８に示すように参照光領域３２を反射型空間光変調
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器１１に表示し、記録時と同様に光記録媒体１に参照光として照射する。図８に示した参
照光領域３２は、図７に示した周辺部の参照光領域３２と同一の変調模様を示す。参照光
の一部は光記録媒体１を透過する際にホログラム６により回折され再生光となる。再生光
は光記録媒体１を透過する形で出射され、ピックアップレンズ７５を透過し、ビームスプ
リッタ１８に入射する。ビームスプリッタ１８に入射した再生光の大半は反射された後、
結像レンズ１９により２次元光検出器２０上に再生像として結像される。また、ホログラ
ム６により回折されなかった参照光は透過光となって再生光と同様に２次元光検出器２０
上に結像するが、中心部が再生光、周辺部が透過光となるので、空間的に容易に分離する
ことができる。なお、再生信号のＳＮ比を良くするために、光検出器２０の前にアイリス
２１を配して参照光部分を遮ってもよい。
【００７４】
　図２６の装置におけるサーボの方法は、サーボ光の一部が透明基板４の外側界面で反射
され、その際、透明基板４の外側面上に形成されたピットによって変調される面を除いて
、図６の装置に関して説明した方法と同じである。また、４分割フォトディテクタ２８よ
り得られるフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号を用いてボイスコイルモータ
７６を駆動してピックアップレンズ７５の位置調整を行うこともできる。
【００７５】
　次に、図２６の装置を用いた場合の基準波長からのずれを検出方法について説明する。
波長ずれの検出時には図２６に示した反射型空間光検出器１１の画素をすべてＯＮにし均
一な光束が光記録媒体１に照射されるようにすることが望ましい。光源装置８から出射さ
れた光は、記録再生時と同様にビームエキスパンダ９、ミラー１０、反射型空間光変調器
１１、結像レンズ１２、１３、偏光ビームスプリッタ１４、旋光用光学素子１５、ダイク
ロイックプリズム１６、対物レンズ７を経て光記録媒体１の透明基板４の外側界面でその
ビーム径が最小になるように集光される。
【００７６】
　図２５に示すように、光記録媒体１の透明基板４の外側界面には、回折格子状の波長基
準マーク４０が設けられている。波長基準マーク４０に光源装置８からの光が入射すると
、透過光に加えて回折光が現れる。波長基準マーク４０からの透過光、回折光は再びピッ
クアップレンズ７５を透過し、さらにその一部はビームスプリッタ１８を透過した後、レ
ンズ２９により分割フォトディテクタ３０の上に投影され、分割フォトディテクタ３０に
より波長エラー信号が得られる。なお、２次元光検出器２０を仮想的な分割フォトディテ
クタとして、その出力を用いて同様に波長エラー信号を得ることもできる。
【００７７】
　次に、透過型２光束干渉法に本発明を適用した例について説明する。光記録媒体には図
２４、図２５に示した透過型媒体と同様の構造を有するものを用いることができる。図２
７に透過型２光束干渉法を用いた光記録再生装置の一例を示す。光源装置８としては波長
制御機能を持つレーザが望ましい。光源装置８から出射した光は、まず旋光用光学素子７
９と偏光ビームスプリッタ８０によって２つのビームに分割される。旋光用光学素子７９
としては１／２波長板や１／４波長板などを用いることができる。偏光ビームスプリッタ
８０を透過したビームは情報光として用いられる。情報光はビームエキスパンダ９によっ
て拡張、平行光束とされた後、ミラー１０により反射型空間光変調器１１に照射される。
反射型空間光変調器１１は格子状に２次元に配置された複数の画素を有し、画素ごとに反
射光の方向を変えるか、または画素ごとに反射光の偏光方向を変えることにより、２次元
パターンとして情報を付与した情報光を生成できるようになっている。図２７は反射型空
間光変調器１１としてデジタルミラーデバイスを用いた例である。反射型空間光変調器１
１によって生成された情報光はダイクロイックプリズム１６に入射する。ダイクロイック
プリズム１６は記録光の波長を透過するように設計されている。ダイクロイックプリズム
１６を透過した光は対物レンズ７によって光記録媒体１に照射され、光記録媒体１の透明
基板４の外側界面でそのビーム径が最小になるように集光する。一方、偏光ビームスプリ
ッタ８０によって反射されたビームは参照光として用いられる。参照光は旋光用光学素子
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８１によって記録光と干渉し得る偏光成分を有する光とされる。旋光用光学素子８１とし
ては主に１／２波長板を用いることができる。旋光用光学素子８１を透過した参照光は、
ガルバノミラー８２、リレーレンズ８３、８４によって、入射角度を変えて光記録媒体１
の光記録層３の同一スポットに照射されるようになっている。このように情報光と参照光
が光記録媒体１に照射されることにより、光記録層３の内部にホログラムが形成される。
また記録時の参照光の入射角度を変えることにより、ホログラムの角度多重記録も可能で
ある。
【００７８】
　記録された情報を再生するには、記録されたホログラムに対して、記録時と同じ入射角
度で参照光を照射する。参照光の一部は光記録媒体１を透過する際、記録されたホログラ
ムにより回折され情報光を再現する再生光となる。再生光は光記録媒体１を透過する形で
出射され、ピックアップレンズ７５を透過し、ビームスプリッタ１８に入射する。ビーム
スプリッタ１８に入射した再生光の大半は反射された後、２次元光検出器２０上に再生像
として結像される。図２７の光記録再生装置は、図２６の光記録再生装置と同様に、透明
基板４の外側界面で反射されたサーボ光を用いて位置決めを行う。透過型２光束干渉法の
場合、ホログラムの記録中、情報光と参照光の位置関係を固定する必要があるため、同軸
干渉法で用いた、対物レンズ７を駆動するサーボは行わず、４分割フォトディテクタ２８
より得られるフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号に基づいて光記録媒体１を
微動するか、または図２７に示す光記録媒体１以外の光学部品すべてをユニット化して微
動することにより位置決めを行う。
【００７９】
　記録光の基準波長からのずれを検出方法は透過型同軸干渉法で説明した方法とほぼ同じ
である。反射型空間光検出器１１の画素をすべてＯＮにし均一な光束が光記録媒体１に照
射されるようにした状態で、波長基準マーク４０からの回折光を分割フォトディテクタ３
０によって検出し波長エラー信号を得る。なお、２次元光検出器２０を仮想的な分割フォ
トディテクタとして、その出力を用いて同様に波長エラー信号を得ることもできる。また
、参照光のみを波長基準マーク４０に照射し、そこからの回折光の角度を２次元光検出器
２０により検出することにより、基準波長からのズレを検出することもできる。
【００８０】
　以上のように、本発明の実施形態によれば、環境による記録再生波長の変動や、装置間
の記録再生波長のばらつきに強く、可搬性や装置間の互換性に優れたホログラム型光記録
再生装置および再生方法が提供される。
【実施例】
【００８１】
　＜光記録媒体の準備＞
　本実施例では、以下の方法により図１に示す反射型光記録媒体１を準備した。　
　（透明基板の作製）
　まず、以下のようにしてディスク原版を作製した。ディスク状のガラス基板上に電子線
レジストをスピンコートにより塗布した。電子線描画装置を用いて、電子線レジストに、
トラックのパターンと、波長基準マークのパターンを描画した。トラックは同心円をなし
、波長基準マークはディスク上において角度π／４おきに４つの領域に設けられ、トラッ
クに直交する方向に延びている。波長基準マークが設けられている各領域のトラックに沿
う長さは５０μｍである。電子線描画後、現像工程、ニッケルスパッタ工程、ニッケルメ
ッキ工程を経てディスク原版を得た。次に、得られたディスク原版を用いてポリカーボネ
ートの射出成形を行い、本実施例に用いる図１に示した透明基板４を得た。原子間力顕微
鏡によって観察したところトラックピッチは４００ｎｍ、波長基準マークの周期は８００
ｎｍであった。図１の反射層５としてスパッタにより厚さ２００ｎｍのアルミニウム層を
形成した。
【００８２】
　（光記録層材料の調製）
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　まず、ビニルカルバゾール３．８６ｇとビニルピロリドン２．２２ｇとを混合し、次い
で、イルガキュア７８４（チバスペシャルティケミカルズ社製）０．１ｇを加えて攪拌し
た。すべてが溶解した後、パーブチルＨ（日本油脂製）０．０４ｇを混合してモノマー溶
液Ａを調製した。次に、１，４－ブタンジオールジグリシジルエーテル１０．１ｇとジエ
チレントリアミン３．６ｇを混合してエポキシ溶液Ｂを調製した。Ａのモノマー溶液１．
５ｍｌとＢのエポキシ溶液８．５ｍｌを混合、脱泡して光記録層材料の前駆体を調製した
。
【００８３】
　（光記録媒体の作製）
　上記透明基板の反射層と反対側の主面上円周部にフッ素樹脂からなる厚さ２５０μｍの
スペーサを載置し、その間に光記録層材料の前駆体である混合溶液をキャストした。キャ
スト後、別途準備したディスク状ポリカーボネート基板を対向配置し、さらに一様に圧力
を加えることにより、上記混合溶液を厚さ２５０μｍにまで延伸した。最後に、５０℃で
１０時間加熱して厚さ２５０μｍの光記録層をもつディスク状の光記録媒体１を作製した
。本実施例で作製した光記録媒体１では上部ポリカーボネート基板を保護層２として用い
た。なお、本実施例では一連の作業は、光記録層３が感光しないように、波長６００ｎｍ
より短波長の光を遮光した室内で行った。
【００８４】
　＜光記録再生装置の作製＞
　まず、光記録再生装置として、図６に示す構成の光記録再生装置を２台作製した。対物
レンズ７は開口数ＮＡが０．５であるものを用いた。これらを光記録再生装置Ａ、光記録
再生装置Ｂとする。光源装置８として窒化ガリウム系の半導体レーザ素子を用い、図１７
に示した外部共振器構造を作製した（発振波長４０３ｎｍ－４０５ｎｍ）。サーボ用光源
装置２２として直線偏光した半導体レーザ（波長６５０ｎｍ）を用いた。反射型空間光変
調器１１してデジタルミラーデバイスを用い、２次元光検出器２０としてＣＣＤアレイを
用いた。旋光用光学素子１５として波長４０５ｎｍ用の１／４波長板、旋光用光学素子２
５として波長６５０ｎｍ用の１／４波長板を用いた。旋光用光学素子１５として用いた１
／４波長板は、２次元光検出器２０上で再生光の強度が最も大きくなるようにその方位を
調整した。同様に、旋光用光学素子２５として用いた１／４波長板も４分割フォトディテ
クタ２８上で光強度が最も強くなるようにその方位を調整した。
【００８５】
　＜試験１＞
　（情報の記録）
　上記の方法で作製した光記録媒体１を光記録再生装置Ａに搭載して、実際に情報の記録
を行った。光記録媒体１はスピンドルモータに固定されており、１ｒｐｍの回転数で光記
録媒体１を回転させ、光記録媒体に対するサーボおよび波長基準マーク４０に基づく波長
補正を行いながら、アドレス信号に同期してレーザを点灯させホログラムの記録を行った
。光記録媒体１表面での光強度は０．１ｍＷ、光記録層３の上面でのレーザビームのスポ
ットサイズは４００μｍ径であった。デジタルミラーデバイス１１上の画素として４００
×４００の１６００００画素の領域を用い、そのうち情報光領域として中心部の１４４×
１４４の領域を用い、隣接する４×４の１６画素を１シンボルとし、１６画素中の３画素
を明点とする１６：３変調方法を用いた。位置合わせマークのための領域を除いた情報光
領域内のシンボルの数は１１２０シンボルであった。
【００８６】
　（情報の再生）
　上記の方法により情報が記録された光記録媒体１を光記録再生装置Ａのスピンドルモー
タから取り外した。この光記録媒体１を再び光記録再生装置Ａのスピンドルモータに固定
し、１ｒｐｍの回転数で光記録媒体１を回転させ、光記録媒体に対するサーボおよび波長
基準マークに基づく波長補正を行いながら、アドレス信号に同期してレーザを点灯させ２
次元光検出器（ＣＣＤアレイ）２０によってホログラムの再生を行った。再生の際には、



(17) JP 4352009 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

図８に示したように、参照光領域３２のみをデジタルミラーデバイス上に表示し参照光と
した。光記録媒体１表面での光強度は０．０５ｍＷであった。
【００８７】
　（情報の判別）
　試験１における記録再生性能を以下のような方法により評価した。すなわち、２次元光
検出器（ＣＣＤアレイ）２０で得られた情報光領域にある各１１２０シンボルに対して、
位置合わせマークを用いて画像処理を行った後、明点、暗点の判別を行い、出力パターン
を認識し、デジタルミラーデバイス１１に入力したパターンと比較した。その結果、判別
エラーとなったシンボルは１１２０シンボル中、０シンボルであった。
【００８８】
　＜試験２＞
　試験１で記録された光記録媒体１を再び光記録再生装置Ａのスピンドルモータに固定し
、波長基準マークに基づく波長補正を行わずにホログラムの再生を行った。
【００８９】
　試験２における記録再生性能を試験１と同様の方法により評価した。その結果、判別エ
ラーとなったシンボルは１１２０シンボル中、５シンボルであった。
【００９０】
　＜試験３＞
　試験１で記録された光記録媒体１を、記録時とは異なる光記録再生装置Ｂのスピンドル
モータに固定し、１ｒｐｍの回転数で光記録媒体１を回転させ、試験１と同様に光記録媒
体に対するサーボおよび波長基準マークに基づく波長補正を行いながら、アドレス信号に
同期してレーザを点灯させ２次元光検出器２０によってホログラムの再生を行った。
【００９１】
　試験３における記録再生性能を試験１と同様の方法により評価した。その結果、判別エ
ラーとなったシンボルは１１２０シンボル中、１シンボルであった。
【００９２】
　＜試験４＞
　試験１で記録された光記録媒体１を再び光記録再生装置Ａのスピンドルモータに固定し
、波長基準マークに基づく波長補正を行わずにホログラムの再生を行った。
【００９３】
　試験４における記録再生性能を試験１と同様の方法により評価した。その結果、判別エ
ラーとなったシンボルは１１２０パネル中、２４シンボルであった。
【００９４】
　＜試験５＞
　上記と同一の光記録媒体および光記録再生装置Ａを用い、試験１とは異なり波長基準マ
ークに基づく波長補正を行わず、その他の記録条件を試験１と同一に設定して、光記録媒
体に対してサーボを行いながら、アドレス信号に同期してホログラムの記録を行った。
【００９５】
　上記の方法により情報が記録された光記録媒体１を光記録再生装置Ａのスピンドルモー
タから取り外した。この光記録媒体１を再び光記録再生装置Ａのスピンドルモータに固定
し、１ｒｐｍの回転数で光記録媒体１を回転させ、光記録媒体１に対するサーボを行いな
がら、波長基準マークでの波長補正を行わずに、アドレス信号に同期してレーザを点灯さ
せホログラムの再生を行った。
【００９６】
　試験５における記録再生性能を試験１と同様の方法により評価した。その結果、判別エ
ラーとなったシンボルは１１２０パネル中、８シンボルであった。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の一実施形態に係るディスク状の光記録媒体とその近傍に位置する光学系
を示す斜視図。
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【図２】本発明の一実施形態に係る光記録媒体に設けられた波長基準マークを示す断面図
。
【図３】本発明の一実施形態に係る光記録媒体に設けられた波長基準マークとガイドとの
関係を示す斜視図。
【図４】図１のディスク状の光記録媒体に設けられた波長基準マークとガイドとの関係を
示す平面図。
【図５】カード状の光記録媒体に設けられた波長基準マークとガイドとの関係を示す平面
図。
【図６】本発明の一実施形態に係る光記録再生装置の概略図。
【図７】反射型空間光変調器に表示される記録光（情報光および参照光）に相当する変調
模様を示す平面図。
【図８】反射型空間光変調器に表示される再生光（参照光）に相当する変調模様を示す平
面図。
【図９】フォーカスエラー信号およびトラッキングエラー信号を検出するための回路を示
すブロック図。
【図１０】波長基準マークに光が入射したときに現れる反射光および回折光を示す斜視図
。
【図１１】分割フォトディテクタ上での反射光および回折光の状態を示す模式図。
【図１２】波長エラー信号を検出するための回路を示すブロック図。
【図１３】波長エラー検出回路における減算器４６からの出力と記録光の基準波長からの
ズレとの関係を示す図。
【図１４】回折格子に垂直方向から平面波が入射している状態を示す模式図。
【図１５】対物レンズの位置における反射光の光軸と回折光の光軸との間にずれを示す模
式図。
【図１６】分割フォトディテクタにおける反射光と回折光の位置関係を示す模式図。
【図１７】外部共振器付き半導体レーザの概略図。
【図１８】記録時および再生時におけるシーケンスを示すフローチャート。
【図１９】本発明に実施形態に係る光記録再生装置の構成図。
【図２０】偏光方向を変えることによって光を変調する反射型空間光変調器を用いた光記
録再生装置の概略図。
【図２１】ダイクロイック反射層を有する光記録媒体の斜視図。
【図２２】図２１の光記録媒体の断面図。
【図２３】図２１の光記録媒体の別の断面図。
【図２４】透過型同軸干渉法に用いられる光記録媒体の斜視図。
【図２５】図２４の光記録媒体の断面図。
【図２６】透過型同軸干渉法を用いた光記録再生装置の概略図。
【図２７】透過型２光束干渉法を用いた光記録再生装置の概略図。
【符号の説明】
【００９８】
　１…光記録媒体、２…保護層、３…光記録層、４…透明基板、５…反射層、６…ホログ
ラム、７…対物レンズ、８…光源装置、９…ビームエキスパンダ、１０…ミラー、１１…
反射型空間光変調器、１２、１３…結像レンズ、１４…偏光ビームスプリッタ、１５…旋
光用光学素子、１６…ダイクロイックプリズム、１７…ボイスコイルモータ、１８…ビー
ムスプリッタ、１９…結像レンズ、２０…２次元光検出器、２１…アイリス、２２…サー
ボ用光源装置、２３…コリメートレンズ、２４…偏光ビームスプリッタ、２５…旋光用光
学素子、２６…凸レンズ、２７…シリンドリカルレンズ、２８…４分割フォトディテクタ
、２９…レンズ、３０…分割フォトディテクタ、３１…情報光領域、３２…参照光領域、
３３、３４…加算器、３５…減算器、３６、３７…加算器、３８…減算器、３９…加算器
、４０…波長基準マーク、４１…反射光、４２、４３…回折光、４４、４５…加算器、４
６…減算器、４７…オフセット回路、４８、４９…加算器、５０…減算器、５１…半導体
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レーザ、５２…レーザ光、５３…コリメートレンズ、５４…回折格子、５５…０次回折光
、５６…１次回折光、５７…ミラー、５８…マウント、５９…圧電素子、６０…反射光、
６１…ピックアップ、６２…スピンドル、６３…スピンドルモータ、６４…スピンドルサ
ーボ回路、６５…駆動装置、６６…光源装置、６７…検出回路、６８…フォーカスサーボ
回路、６９…トラッキングサーボ回路、７０…スライドサーボ回路、７１…波長制御回路
、７２…信号処理回路、７３…コントローラ、７４…操作部、７５…ピックアップレンズ
、７６…ボイスコイルモータ、７７…ダイクロイック反射層、７８…ギャップ層、７９…
旋光用光学素子、８０…偏光ビームスプリッタ、８１…旋光用光学素子、８２…ガルバノ
ミラー、８３、８４…リレーレンズ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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