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(57)【要約】
【課題】複雑なメカ機構を必要とすることなく、記録情
報の高容量化を効率的に図ることのできるホログラム記
録再生方法およびホログラム記録再生装置を提供するこ
と。
【解決手段】本発明においては、記録媒体の一面側から
信号光および球面参照光が照射されて当該記録媒体に球
面参照光シフト多重記録が行われることにより第１シフ
ト多重ホログラム列が記録され、その後、当該記録媒体
の他面側から信号光および球面参照光が照射されて当該
記録媒体に球面参照光シフト多重記録が行われることに
より第２シフト多重ホログラム列が第１シフト多重ホロ
グラム列と同一の記録領域に重ね書きされる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
データ情報を担持した信号光と球面参照光とを干渉させることにより得られるホログラ
ムをシフト多重方式により記録媒体に多重記録すると共に、ホログラムが記録された記録
媒体に参照光を照射することによりホログラムに記録されたデータ情報を再生するホログ
ラム記録再生方法において、
記録媒体の一面側から信号光および球面参照光を照射して当該記録媒体にシフト多重記
録を行うことにより第１シフト多重ホログラム列を記録した後、当該記録媒体の他面側か
ら信号光および球面参照光を照射して当該記録媒体にシフト多重記録を行うことにより第
２シフト多重ホログラム列を第１シフト多重ホログラム列と同一の記録領域に重ね書きす
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ることを特徴とするホログラム記録再生方法。
【請求項２】
同一の信号光照射光学系および同一の球面参照光照射光学系によって、第１シフト多重
ホログラム列および第２シフト多重ホログラム列が記録媒体に記録されることを特徴とす
る請求項１に記載のホログラム記録再生方法。
【請求項３】
記録媒体の一面側に配置された、信号光および球面参照光を照射する第１の光学ヘッド
によって第１シフト多重ホログラム列が当該記録媒体に記録され、当該記録媒体の他面側
に配置された、第１の光学ヘッドに係る信号光と球面参照光による記録格子ベクトルと互
いに異なる方向の記録格子ベクトルの得られる条件で信号光および球面参照光を照射する
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第２の光学ヘッドによって第２シフト多重ホログラム列が当該記録媒体に記録されること
を特徴とする請求項１に記載のホログラム記録再生方法。
【請求項４】
データ情報を担持した信号光と球面参照光とを干渉させることにより得られるホログラ
ムをシフト多重方式により記録媒体に多重記録すると共に、ホログラムが記録された記録
媒体に参照光を照射することによりホログラムに記録されたデータ情報を再生するホログ
ラム記録再生装置において、
記録媒体の一面側に配置された第１の光学ヘッドと、当該記録媒体の他面側に配置され
た第２の光学ヘッドとを備えており、
当該第１の光学ヘッドおよび当該第２の光学ヘッドの各々は、記録再生光源と、当該記
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録再生光源からの光を分離して生成した信号光および球面参照光を記録媒体に照射する記
録再生光照射光学系を備えており、
前記第２の光学ヘッドにおける記録再生光照射光学系は、信号光および球面参照光を、
前記第１の光学ヘッドに係る信号光および球面参照光による記録格子ベクトルと互いに異
なる方向の記録格子ベクトルが得られる条件で照射するよう構成されていることを特徴と
するホログラム記録再生装置。
【請求項５】
第１の光学ヘッドによって記録されるホログラムの記録格子ベクトルと、第２の光学ヘ
ッドによって記録されるホログラムの記録格子ベクトルとが、互いに逆方向であることを
特徴とする請求項４に記載のホログラム記録再生装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ホログラム記録再生方法およびホログラム記録再生装置に関する。更に詳し
くは、２次元化されたデジタルビットパターンを記録媒体にホログラムとして多重に記録
することにより大容量光メモリを構成する上で好適に用いられるホログラム記録再生方法
およびホログラム記録再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】

50

(3)

JP 2018‑137031 A 2018.8.30

従来より、ホログラムを用いてデジタル情報を二次元的に記録再生するホログラム記録
再生装置が提案されている。ホログラム記録再生装置においては、複数の画素よりなる空
間光変調器で変調された、デジタル情報（データ情報）を担持した信号光と、当該信号光
とコヒーレントな参照光とを記録媒体内で干渉させることにより得られる干渉縞をホログ
ラムとして記録する。また、記録媒体に記録されたホログラムを再生する場合には、記録
に用いた参照光をホログラムに照射することにより回折光を発生させ、例えばＣＣＤなど
の撮像素子上に、ホログラムとして記録されているデジタル情報の画像を形成させる。
このようなホログラム記録再生方法の一としては、例えば、参照光として球面波（以下
、「球面参照光」ともいう。）を用いた球面参照光シフト多重記録方式が知られている。
【０００３】
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球面参照光シフト多重記録の原理を図８を用いて説明すると、球面参照光は、平面波が
複数存在するものと考えられる。従って、図８（ａ）に示すように、ホログラムＨ１が記
録された記録媒体１０を当該記録媒体１０の表面（図８（ａ）における上面）に沿って一
方向（図８（ａ）における右方向）にわずかな距離シフトさせると、既に記録されたホロ
グラムＨ１の再生が不可となり、新たなホログラムＨ２をその記録領域の一部が既に記録
されたホログラムＨ１の記録領域と重なる状態で記録することが可能となる。記録媒体１
０のシフト量は、通常、１０μｍ程度以上である。なお、図８（ａ）においては、便宜上
、ホログラムＨ１と、ホログラムＨ２とを離間させた状態で示してある。
再生可能な条件は、図８（ｂ）に示すように、信号光の波数ベクトルｋｓ、参照光の波
数ベクトルｋｒおよびホログラムの波数ベクトル（記録格子ベクトル）ｋｇがブラッグの
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回折条件を満たす場合である。記録媒体１０をシフトさせると、図８（ｃ）に示すように
、波数ベクトルの関係がブラッグの回折条件から外れ、ホログラムＨ１の再生が不可とな
る。
ここに、図８（ｂ）は、図８（ａ）におけるホログラムＨ２に係る信号光の波数ベクト
ルｋｓと参照光の波数ベクトルｋｒとホログラムの波数ベクトル（記録格子ベクトル）ｋ
ｇとの関係を示す説明図である。また、図８（ｃ）は、図８（ａ）に示す状態において、
先に記録されたホログラムＨ１に係る信号光の波数ベクトルｋｓと参照光の波数ベクトル
ｋｒとホログラムの波数ベクトル（記録格子ベクトル）ｋｇとの関係を示す説明図である
。
【０００４】
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しかしながら、従来より検討されていた球面参照光シフト多重記録方式においては、信
号光の光軸と参照光の光軸とによって形成される平面内に沿った一軸方向のシフト選択性
は優れているが、その軸方向に垂直な方向にはシフト選択性が弱く、２次元での多重記録
が困難である。そのため、球面参照光シフト多重記録方式のみによっては、記録情報の高
密度化を図ることは困難である。
このような事情に鑑みて、本願発明者らは、記録媒体平面内すなわち２次元平面内でシ
フト多重ホログラムをクロスさせて多重記録を行う方法を提案している（例えば特許文献
１参照。）。この方法は、２次元方向でシフト多重ホログラムを重ね書きする方法である
。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６−２１９０８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、特許文献１に記載の、球面参照光を用いたクロスシフト多重方式におい
ては、記録媒体および光学機構を駆動させるメカ機構部が複雑になると共にホログラム記
録再生開始位置に対する記録再生光の位置決めも複雑になる、という問題がある。
【０００７】
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本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、複雑なメカ機構を必要
とすることなく、記録情報の高容量化を効率的に図ることのできるホログラム記録再生方
法およびホログラム記録再生装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明のホログラム記録再生方法は、データ情報を担持した信号光と球面参照光とを干
渉させることにより得られるホログラムをシフト多重方式により記録媒体に多重記録する
と共に、ホログラムが記録された記録媒体に参照光を照射することによりホログラムに記
録されたデータ情報を再生するホログラム記録再生方法において、
記録媒体の一面側から信号光および球面参照光を照射して当該記録媒体にシフト多重記
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録を行うことにより第１シフト多重ホログラム列を記録した後、当該記録媒体の他面側か
ら信号光および球面参照光を照射して当該記録媒体にシフト多重記録を行うことにより第
２シフト多重ホログラム列を第１シフト多重ホログラム列と同一の記録領域に重ね書きす
ることを特徴とする。
【０００９】
本発明のホログラム記録再生方法においては、同一の信号光照射光学系および同一の球
面参照光照射光学系によって、第１シフト多重ホログラム列および第２シフト多重ホログ
ラム列が記録媒体に記録されることが好ましい。
また、本発明のホログラム記録再生方法においては、記録媒体の一面側に配置された、
信号光および球面参照光を照射する第１の光学ヘッドによって第１シフト多重ホログラム
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列が当該記録媒体に記録され、当該記録媒体の他面側に配置された、第１の光学ヘッドに
係る信号光と球面参照光による記録格子ベクトルと互いに異なる方向の記録格子ベクトル
の得られる条件で信号光および球面参照光を照射する第２の光学ヘッドによって第２シフ
ト多重ホログラム列が当該記録媒体に記録されてもよい。
【００１０】
本発明のホログラム記録再生装置は、データ情報を担持した信号光と球面参照光とを干
渉させることにより得られるホログラムをシフト多重方式により記録媒体に多重記録する
と共に、ホログラムが記録された記録媒体に参照光を照射することによりホログラムに記
録されたデータ情報を再生するホログラム記録再生装置において、
記録媒体の一面側に配置された第１の光学ヘッドと、当該記録媒体の他面側に配置され
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た第２の光学ヘッドとを備えており、
当該第１の光学ヘッドおよび当該第２の光学ヘッドの各々は、記録再生光源と、当該記
録再生光源からの光を分離して生成した信号光および球面参照光を記録媒体に照射する記
録再生光照射光学系を備えており、
前記第２の光学ヘッドにおける記録再生光照射光学系は、信号光および球面参照光を、
前記第１の光学ヘッドに係る信号光および球面参照光による記録格子ベクトルと互いに異
なる方向の記録格子ベクトルが得られる条件で照射するよう構成されていることを特徴と
する。
【００１１】
本発明のホログラム記録再生装置においては、第１の光学ヘッドによって記録されるホ
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ログラムの記録格子ベクトルと、第２の光学ヘッドによって記録されるホログラムの記録
格子ベクトルとが、互いに逆方向であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
本発明においては、記録媒体の一面側から信号光および球面参照光を照射して当該記録
媒体にシフト多重記録を行うことにより記録される第１シフト多重ホログラム列と、記録
媒体の他面側から信号光および球面参照光を照射して当該記録媒体にシフト多重記録を行
うことにより第１シフト多重ホログラム列と同一の記録領域に重ね書きされる第２シフト
多重ホログラム列とは、互いに異なる方向の記録格子ベクトルを有するものとされる。こ
のため、本発明によれば、クロストークを発生させることなく、記録情報の高容量化を効

50

(5)

JP 2018‑137031 A 2018.8.30

率的に図ることができる。
しかも、シフト多重記録を記録媒体の一面側および他面側の各々に対して行えばよいの
で、メカ機構部が複雑になることを回避することができると共にホログラム記録再生開始
位置に対する記録再生光の位置決めも容易に行うことができる。
【００１３】
また、本発明においては、記録媒体の一面側からシフト多重記録を行うことにより第１
シフト多重ホログラム列が記録された記録媒体に、第２シフト多重ホログラム列を重ね書
きするに際しては、例えば記録媒体を表裏反転させるだけでよい。このため、同一の信号
光照射光学系および同一の球面参照光照射光学系によって、第１シフト多重ホログラム列
および第２シフト多重ホログラム列を記録媒体に記録することができ、光学系が煩雑化す
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ることを回避することができる。
【００１４】
さらにまた、本発明においては、記録媒体の一面側および他面側の各々に配置された光
学ヘッドによって通常のシフト多重記録が行われるようにしても、同様の効果を得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ホログラムの記録再生方法の概要を示す説明図である。
【図２】ディスク状の記録媒体に対する球面参照光シフト多重記録の概要を示す説明図で
ある。
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【図３】カード状の記録媒体に対する球面参照光シフト多重記録の概要を示す説明図であ
る。
【図４】２つのシフト多重ホログラム列が記録媒体における同一の記録領域に重ね書きさ
れた場合における、各々のシフト多重ホログラム列に係るホログラムの記録格子ベクトル
の相互関係を示す説明図である。
【図５】本発明のホログラム記録再生装置の一例における要部構成を概略的に示す説明図
である。
【図６】本発明のホログラム記録再生装置の他の例における要部構成を概略的に示す説明
図である。
【図７】本発明のホログラム記録再生装置のさらに他の例における要部構成を概略的に示
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す説明図である。
【図８】球面参照光シフト多重記録の概要を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１７】
本発明のホログラム記録再生方法は、記録媒体の一面側から信号光および球面参照光を
照射して記録媒体に球面参照光シフト多重記録を行うことにより第１シフト多重ホログラ
ム列を記録した後、当該記録媒体の他面側から信号光および球面参照光を照射して当該記
録媒体に球面参照光シフト多重記録を行うことにより第２シフト多重ホログラム列を第１
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シフト多重ホログラム列と同一の記録領域に重ね書きし、これにより記録情報の高密度化
を図るものである。また、球面参照光をホログラムが記録された記録媒体に照射すること
によって同一の記録領域に記録されたホログラムの各々を独立して再生するものである。
【００１８】
記録媒体としては、ディスク状およびカード状などのいずれの形状を有するものであっ
てもよいが、例えば透過型のものが用いられる。
記録媒体は、各々例えばガラス材料よりなる２枚の光透過性基板と、これらの光透過性
基板の間に形成された、光反応性モノマーよりなるホログラム記録層とを有する。
ホログラム記録層１５の厚みは、記録再生能の観点から、例えば０．３〜２.０ｍｍと
され、好ましくは０．５〜１．０ｍｍとされる。
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【００１９】
本発明のホログラム記録再生方法においては、ホログラムの記録方式としては、透過型
記録および反射型記録のいずれであってもよい。また、第１シフト多重ホログラム列に係
るホログラムを例えば透過型記録により形成し、第２シフト多重ホログラム列に係るホロ
グラムを反射型記録により形成することもできる。このような場合には、記録媒体の傾き
、反りあるいは媒体収縮などに対して措置を講ずる必要があり、動作制御や光学調整が煩
雑化するおそれがあるため、透過型記録および反射型記録のいずれかの方式によりシフト
多重ホログラム列を形成することが好ましい。
【００２０】
本発明のホログラム記録再生方法において実施される球面参照光シフト多重記録につい

10

て説明すると、図１に示すように、記録再生光源（図示せず）より出射された光を分離し
て得られた信号光用の光が空間光変調器２５によって変調されることによって、データ情
報を担持した信号光Ｌｓが生成される。信号光Ｌｓはリレーレンズ２６によって空間フィ
ルタ２７に入射され、空間フィルタ２７によって空間周波数帯域が調整される。リレーレ
ンズ２７から出射された信号光Ｌｓは、信号光集光用レンズ２０によって記録媒体１０に
照射される。一方、信号光Ｌｓと同一の記録再生光源より出射された光を分離して得られ
た参照光用の光が参照光集光用レンズ３０によって球面波に変換されて参照光Ｌｒとして
記録媒体１０に照射される。これにより、記録媒体１０においては、信号光Ｌｓと球面参
照光Ｌｒとによる干渉縞がホログラムとして記録される。
そして、信号光Ｌｓおよび球面参照光Ｌｒを照射する光学機構および記録媒体１０の一

20

方を他方に対して相対的に記録媒体１０の表面に沿って一方向に移動（シフト）させた状
態において、新たなホログラムを記録する操作を繰り返し行うことにより、複数のホログ
ラムが互いに一部が重なる状態で当該一方向に並ぶよう記録されたシフト多重ホログラム
列が記録される。
また、ホログラムが形成された記録媒体１０に球面参照光Ｌｒが照射されることによっ
て当該ホログラムから発せられる再生光Ｌｇが結像レンズ４１を介して撮像素子４０に結
像され、当該ホログラムに記録されたデータ情報が再生される。
ここに、一のホログラムは、平面視で略円形状であって、そのサイズは、例えば直径が
５００μｍである。光学機構または記録媒体１０のシフト量は、例えば１０μｍ程度であ
る。

30

【００２１】
図１において、リレーレンズ２６、信号光集光用レンズ２０および結像レンズ４１は、
例えばフーリエ変換レンズにより構成されており、同一光軸上に配置されている。リレー
レンズ２６を構成する一方のレンズ２６ａの後側焦点に空間光変調器２５が配置されてお
り、前側焦点に空間フィルタ２７が配置されている。リレーレンズ２６を構成する他方の
レンズ２６ｂは、その後側焦点が一方のレンズ２６ａの前側焦点と一致する状態で配置さ
れている。信号光集光用レンズ２０はその後側焦点がリレーレンズ２６を構成する他方の
レンズ２６ｂの前側焦点と一致する状態で配置されている。参照光集光用レンズ３０は、
例えば、信号光Ｌｓの波数ベクトルとの関係において、例えば記録媒体１０の表面と略平
行な方向の記録格子ベクトルの得られる波数ベクトルを有する球面参照光Ｌｒを照射する
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よう配置されている。結像レンズ４１はその後側焦点が信号光用集光レンズ２０の前側焦
点と一致する状態で配置されており、結像レンズ４１の前側焦点に撮像素子４０が配置さ
れている。この例の光学系においては、例えば透過型のフーリエ変換ホログラムが記録媒
体１０に記録される。
なお、参照光集光用レンズが記録媒体１０の他面側に配置され、反射型のフーリエ変換
ホログラムが記録媒体１０に記録されるよう構成されていてもよい。
また、複数の参照光集光用対物レンズが、各々光軸が信号光の記録媒体１０に対する入
射光軸に対して互いに異なる方向に延びるよう配置された構成とされていてもよい。
【００２２】
記録媒体としてディスク状の記録媒体が用いられる場合には、図２に示すように、記録
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媒体１０ａにおいて同心円状に形成された複数の位置決め用案内溝１１に沿った複数のト
ラックの各々に、球面参照光シフト多重記録によってシフト多重ホログラム列ＨＬが記録
される。具体的には、各々の位置決め用案内溝１１には、記録媒体１０における位置情報
を含む標識情報を有するマーカ（図示せず）が設けられており、当該マーカが光学的に検
出されることにより光学ヘッドの記録媒体１０ａに対する位置決めが行われる。この状態
で、信号光および球面参照光が記録媒体１０ａに照射されてホログラムが記録される。そ
して、記録媒体１０ａを回転させて記録再生光の照射位置を一方向（円周方向）にわずか
な距離シフトさせた状態において、新たなホログラムを記録する操作が繰り返し行われる
ことにより、複数のホログラムが互いに一部が重なる状態で円周方向に並ぶシフト多重ホ
ログラム列ＨＬが記録される。

10

【００２３】
次に、記録媒体としてカード状の記録媒体が用いられる場合について説明する。図３に
示すように、カード状の記録媒体１０ｂには、各々一方向に延びる複数のトラックＴｒが
所定のピッチで当該一方向と直交する方向に並ぶよう形成されている。各トラックＴｒは
当該一方向に並ぶ複数のセクタＳを有しており、複数のセクタＳの各々に対応して記録媒
体における位置情報を含む標識情報を有するマーカＭが設けられている。そして、カード
状の記録媒体１０ｂにおいては、球面参照光シフト多重記録によってシフト多重ホログラ
ム列がセクタＳ毎に記録される。具体的には、マーカＭが光学的に検出されることにより
光学ヘッドの記録媒体１０ｂに対する位置決めが行われる。この状態で、信号光および球
面参照光が記録媒体１０ｂに照射されてホログラムが記録される。そして、記録媒体１０
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ｂおよび光学ヘッドの一方を他方に対して前記一方向に移動させて記録再生光の照射位置
を当該一方向にわずかな距離シフトさせた状態において、新たなホログラムを記録する操
作が繰り返し行われることにより、複数のホログラムが互いに一部が重なる状態で並ぶシ
フト多重ホログラム列ＨＬが記録される。
【００２４】
マーカＭに記録される情報は、基本的にはアクセスのための位置情報であり、具体的に
は、トラックＴｒの位置情報（トラック番号）やセクタＳの位置情報（セクタ番号）、お
よびフォーマット情報、記録条件、再生時の最適フィルターパラメータなどの再生条件な
どが挙げられる。
【００２５】
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本発明のホログラム記録再生方法において、球面参照光シフト多重方式により得られる
シフト多重ホログラム列を記録媒体における同一の記録領域に重ね書きする方法としては
、（１）記録媒体の一面側から記録再生光（信号光および球面参照光）を照射することに
より第１シフト多重ホログラム列を記録した後、当該記録媒体を表裏反転させた状態で、
同一の光学系によって記録媒体の他面側から記録再生光を照射することにより、第２シフ
ト多重ホログラム列を記録する方法、
（２）記録媒体の一面側および他面側の各々に配置される光学ヘッドによって、記録再生
光を記録媒体の両面から順次に照射することにより第１シフト多重ホログラム列および第
２シフト多重ホログラム列を記録する方法、および
（３）記録媒体の一面側から記録再生光（信号光および球面参照光）を照射することによ
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り透過型ホログラムによる第１シフト多重ホログラム列を記録した後、記録媒体の一面側
から信号光を照射すると共に記録媒体の他面側から球面参照光を照射することにより反射
型ホログラムによる第２シフト多重ホログラム列を記録する方法
が挙げられる。
【００２６】
記録媒体における同一の記録領域に例えば２つのシフト多重ホログラム列が重ね書きさ
れた場合における、各々のシフト多重ホログラム列に係る波数ベクトルの相互関係につい
て図４を用いて説明する。図４に示すように、記録媒体１０の一面側から記録されたホロ
グラムに係る記録格子ベクトルｋｇ１と、記録媒体１０の他面側から記録されたホログラ
ムに係る記録格子ベクトルｋｇ２とは、互いに異なる方向例えば逆方向となる。従って、
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一面側から記録されたホログラムについてブラッグ回折条件を満足する状態で再生用の球
面参照光を照射した場合には、記録媒体１０の他面側から記録されたホログラムについて
はブラッグ回折条件を満足しないため、当該ホログラムの再生が不可となる。記録媒体１
０の他面側から記録されたホログラムについてブラッグ回折条件を満足する状態で球面参
照光を照射した場合も同様である。図４においてドットを付した部分は、ホログラムＨを
示す。
このように、本発明のホログラム記録再生方法によれば、クロストークを発生させるこ
となく、記録媒体１０における同一の記録領域に複数のシフト多重ホログラム列を重ね書
きすることが可能となる。
【００２７】

10

上記（１）の方法が行われるホログラム記録再生装置としては、図１に示す記録再生光
照射学系を備えた光学ヘッドを有するものが用いられる。
ホログラム記録再生装置が、ディスク状の記録媒体が用いられるものとして構成される
場合には、記録媒体をその表面に沿った平面内で回動（回転）させる記録媒体回動機構と
、記録媒体または光学ヘッドを記録媒体の表面に沿った平面内で記録媒体の径方向に平行
移動させる記録媒体移動機構または光学ヘッド移動機構とを備えた構成とされる。
また、ホログラム記録再生装置がカード状の記録媒体が用いられるものとして構成され
る場合には、記録媒体の表面に沿った平面内において、記録媒体または光学ヘッドを記録
媒体におけるトラックに沿った方向およびトラックの並列方向の２方向に平行移動させる
記録媒体移動機構または光学ヘッド移動機構を備えた構成とされる。
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【００２８】
このようなホログラム記録再生装置においては、上述したように、先ず、記録媒体の一
面側から記録再生光を照射することによりホログラムを記録し、記録媒体または光学ヘッ
ドを記録媒体の表面に沿った平面内で一方向に平行移動させた状態で、新たなホログラム
を記録する操作を繰り返して行うことにより第１シフト多重ホログラム列を記録する。
その後、記録媒体を表裏反転させてセットした状態で、記録媒体の他面側から記録再生
光を照射して球面参照光シフト多重記録を行うことにより第２シフト多重ホログラム列を
第１シフト多重ホログラム列と同一の記録領域に重ね書きする。
【００２９】
記録媒体に記録されたホログラムに係るデータ情報の再生時には、第１シフト多重ホロ
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グラム列に係るホログラムについては、記録媒体の一面側から再生用の球面参照光のみが
記録媒体に照射されることにより、再生用の球面参照光と同一の参照光照射条件で記録さ
れたホログラムから再生光が発せられる。そして、当該再生光が結像レンズを介して撮像
素子により検出されることにより、当該ホログラムに記録されたデータ情報が再生される
。また、第２シフト多重ホログラム列に係るホログラムについては、記録媒体を表裏反転
させた状態において、再生用の球面参照光のみが記録媒体１０に照射されることにより、
当該再生用の球面参照光と同一の参照光照射条件で記録されたホログラムから再生光が発
せられる。そして、当該再生光が結像レンズを介して撮像素子により検出されることによ
り、当該反射型ホログラムに記録されたデータ情報が再生される。
【００３０】
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上記（２）の方法が行われるホログラム記録再生装置としては、図５および図６に示す
ように、記録媒体１０ａ，１０ｂの一面側および他面側の各々に、図１に示す記録再生光
照射光学系を備えた光学ヘッド５０ａ，５０ｂが配置された構成のものが用いられる。
このようなホログラム記録再生装置においては、記録媒体１０ａ，１０ｂの他面側に配
置された第２の光学ヘッド５０ｂにおける記録再生光照射光学系は、記録媒体１０ａ，１
０ｂの一面側に配置された第１の光学ヘッド５０ａに係る信号光および球面参照光による
記録格子ベクトルと互いに異なる方向、例えば逆方向の記録格子ベクトルが得られる条件
で、信号光および球面参照光を照射するよう構成されている。第１の光学ヘッド５０ａに
よって記録されるホログラムの記録格子ベクトルと、第２の光学ヘッド５０ｂによって記
録されるホログラムの記録格子ベクトルとが互いに逆方向であることにより、クロストー
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クを発生させることなく、複数のシフト多重ホログラム列を確実に同一の記録領域に重ね
書きすることができる。
【００３１】
上記（２）の方法が行われるホログラム記録再生装置においても、ディスク状の記録媒
体が用いられるものとして構成される場合には、記録媒体１０ａをその表面に沿った平面
内で回動（回転）させる記録媒体回動機構と、記録媒体１０ａまたは光学ヘッド５０ａ，
５０ｂを記録媒体１０ａの表面に沿った平面内で記録媒体１０ｂの径方向に平行移動させ
る記録媒体移動機構または光学ヘッド移動機構とを備えた構成とされる。図５においては
、例えば記録媒体回動機構と、光学ヘッド移動機構（移動方向を白抜き矢印で示す。）と
を備えた構成とされた例が示されている。
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また、ホログラム記録再生装置がカード状の記録媒体１０ｂが用いられるものとして構
成される場合には、記録媒体１０ｂの表面に沿った平面内において、記録媒体１０ｂまた
は光学ヘッド５０ａ，５０ｂを記録媒体１０ｂにおけるトラックＴｒに沿った方向（図６
において左右方向）およびトラックＴｒの並列方向（図６において上下方向）の２方向に
平行移動させる記録媒体移動機構または光学ヘッド移動機構を備えた構成とされる。図６
においては、例えば光学ヘッド移動機構（移動方向を白抜きの矢印で示す。）を備えた構
成とされた例が示されている。
【００３２】
このようなホログラム記録再生装置においては、先ず、第１の光学ヘッド５０ａによっ
て記録媒体１０ａ，１０ｂの一面側から記録再生光を照射することによりホログラムを記
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録し、記録媒体または光学ヘッドを記録媒体の表面に沿った平面内で一方向に平行移動さ
せた状態で、新たなホログラムを記録する操作を繰り返して行うことにより第１シフト多
重ホログラム列を記録する。
その後、第２の光学ヘッド５０ａによって記録媒体１０ａ，１０ｂの他面側から記録再
生光を照射して球面参照光シフト多重記録を行うことにより第２シフト多重ホログラム列
を第１シフト多重ホログラム列と同一の記録領域に重ね書きする。
【００３３】
記録媒体に記録されたホログラムに係るデータ情報の再生時には、第１の光学ヘッド５
０ａによって、記録媒体１０ａ，１０ｂの一面側から再生用の球面参照光のみが記録媒体
１０ａ，１０ｂに照射されることにより、再生用の球面参照光と同一の参照光照射条件で
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記録されたホログラムから再生光が発せられる。そして、当該再生光が結像レンズを介し
て撮像素子により検出されることにより、当該ホログラムに記録されたデータ情報が再生
される。また、第２の光学ヘッド５０ｂによって、記録媒体１０ａ，１０ｂの他面側から
再生用の球面参照光のみが記録媒体１０ａ，１０ｂに照射されることにより、当該再生用
の球面参照光と同一の参照光照射条件で記録されたホログラムから再生光が発せられる。
そして、当該再生光が結像レンズを介して撮像素子により検出されることにより、当該反
射型ホログラムに記録されたデータ情報が再生される。
【００３４】
上記（３）の方法が行われるホログラム記録再生装置としては、図７に示すように、記
録媒体１０の一面側および他面側の各々に参照光集光用レンズ３０ａ，３０ｂが配置され
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た記録再生光照射学系を備えた光学ヘッドを有するものが用いられる。この光学ヘッドに
おいては、参照光用の光を記録媒体１０の一面側に配置された第１の参照光集光用レンズ
３０ａに入射させる光路と、参照光用の光を記録媒体１０の他面側に配置された第２の参
照光集光用レンズ３０ｂに入射させる光路とを構成し、例えば光路切り替え手段によって
参照光用の光の光路が切り替えられる構成とされる。第２の参照光集光用レンズ３０ｂは
、信号光Ｌｓと、記録媒体１０の一面側に配置された第１の参照光集光用レンズ３０ａを
介して照射される球面参照光Ｌｒ１とによって記録されるホログラムの記録格子ベクトル
と互いに異なる方向、例えば逆方向の記録格子ベクトルのホログラムが得られる条件で、
球面参照光Ｌｒ２を照射するよう配置されている。
【００３５】
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このホログラム記録再生装置においても、ディスク状の記録媒体が用いられるものとし
て構成される場合には、記録媒体１０をその表面に沿った平面内で回動（回転）させる記
録媒体回動機構と、記録媒体１０または光学ヘッドを記録媒体の表面に沿った平面内で記
録媒体１０の径方向に平行移動させる記録媒体移動機構または光学ヘッド移動機構とを備
えた構成とされる。
また、ホログラム記録再生装置がカード状の記録媒体が用いられるものとして構成され
る場合には、記録媒体１０の表面に沿った平面内において、記録媒体１０または光学ヘッ
ドを記録媒体１０におけるトラックに沿った方向およびトラックの並列方向の２方向に平
行移動させる記録媒体移動機構または光学ヘッド移動機構を備えた構成とされる。
【００３６】

10

このようなホログラム記録再生装置においては、先ず、記録媒体１０ａ，１０ｂの一面
側から信号光Ｌｓを照射すると共に球面参照光Ｌｒ１が第１の参照光集光用レンズ３０ａ
を介して記録媒体に照射することにより透過型ホログラムを記録し、記録媒体１０ａ，１
０ｂまたは光学ヘッドを記録媒体１０ａ，１０ｂの表面に沿った平面内で一方向に平行移
動させた状態で、新たなホログラムを記録する操作を繰り返して行うことにより、透過型
ホログラムによる第１シフト多重ホログラム列を記録する。
その後、記録媒体１０ａ，１０ｂの一面側から信号光Ｌｓを照射すると共に記録媒体１
０ａ，１０ｂの他面側から球面参照光Ｌｒ２を第２の参照光集光用レンズ３０ｂを介して
記録媒体１０ａ，１０ｂに照射することにより反射型ホログラムを記録し、記録媒体また
は光学ヘッドを記録媒体の表面に沿った平面内で一方向に平行移動させた状態で、新たな
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ホログラムを記録する操作を繰り返して行うことにより、反射型ホログラムによる第２シ
フト多重ホログラム列を第１シフト多重ホログラム列と同一の記録領域に重ね書きする。
【００３７】
記録媒体１０に記録されたホログラムに係るデータ情報の再生時には、光量を大幅に落
とした再生用の球面参照光のみが第１の参照光集光用対物レンズ３０ａを介して記録媒体
１０に照射されることにより、再生用の球面参照光と同一の参照光照射条件で記録された
透過型ホログラムから再生光Ｌｇ１が発せられる。そして、当該再生光Ｌｇ１が結像レン
ズ４１を介して撮像素子４０により検出されることにより、当該透過型ホログラムに記録
されたデータ情報が再生される。また、再生用の球面参照光のみが第２の参照光集光用対
物レンズ３０ｂを介して記録媒体１０に照射されることにより、当該再生用の球面参照光
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と同一の参照光照射条件で記録された反射型ホログラムから再生光Ｌｇ２が発せられる。
そして、当該再生光Ｌｇ２が結像レンズ４１を介して撮像素子４０により検出されること
により、当該反射型ホログラムに記録されたデータ情報が再生される。
【００３８】
以上のように、本発明のホログラム記録再生方法および当該ホログラム記録再生方法が
実施されるホログラム記録再生装置においては、記録媒体１０の一面側から信号光および
球面参照光を照射して当該記録媒体にシフト多重記録を行うことにより得られる第１シフ
ト多重ホログラム列と、記録媒体１０の他面側から信号光および球面参照光を照射して当
該記録媒体にシフト多重記録を行うことにより第１シフト多重ホログラム列と同一の記録
領域に重ね書きされる第２シフト多重ホログラム列とは、互いに異なる方向の記録格子ベ
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クトルを有するものとされる。このため、本発明のホログラム記録再生方法およびホログ
ラム記録再生装置によれば、クロストークを発生させることなく、記録情報の高容量化を
効率的に図ることができる。
しかも、シフト多重記録を記録媒体１０の一面側および他面側の各々に対して行えばよ
いので、メカ機構部が複雑になることを回避することができると共にホログラム記録再生
開始位置に対する記録再生光の位置決めも容易に行うことができる。
【００３９】
さらに、本発明のホログラム記録再生方法およびホログラム記録再生装置においては、
記録媒体１０の一面側からシフト多重記録を行うことにより第１シフト多重ホログラム列
が記録された当該記録媒体１０に、第２シフト多重ホログラム列を重ね書きするに際して
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は、例えば記録媒体１０を表裏反転させるだけでよい。このため、同一の信号光照射光学
系および同一の球面参照光照射光学系によって、第１シフト多重ホログラム列および第２
シフト多重ホログラム列を記録媒体に記録することができ、光学系が煩雑化することを回
避することができる。
また、本発明のホログラム記録再生方法およびホログラム記録再生装置においては、記
録媒体１０の一面側および他面側の各々に配置された光学ヘッド５０ａ，５０ｂによって
通常のシフト多重記録が行われるようにしても、同様の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００４０】
１０

記録媒体

１０ａ

記録媒体

１０ｂ

記録媒体

１１

位置決め用案内溝

２０

信号光集光用レンズ

２５

空間光変調器

２６

リレーレンズ

２６ａ

一方のレンズ

２６ｂ

他方のレンズ

２７

空間フィルタ

３０

参照光集光用レンズ

３０ａ

第１の参照光集光用レンズ

３０ｂ

第２の参照光集光用レンズ

４０

撮像素子

４１

結像レンズ

５０ａ

第１の光学ヘッド

５０ｂ

第２の光学ヘッド

Ｈ

ホログラム

Ｈ１

ホログラム

Ｈ２

ホログラム

ＨＬ

シフト多重ホログラム列

ｋｇ

ホログラムの波数ベクトル（記録格子ベクトル）

ｋｒ

参照光の波数ベクトル

ｋｓ

信号光の波数ベクトル

Ｌｇ

再生光

Ｌｒ

参照光

Ｌｓ

信号光

Ｍ

マーカ

Ｓ

セクタ

Ｔｒ

トラック
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