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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＣＤパネル及びエッジ型バックライトユニットを備えるＬＣＤ装置を駆動する方法に
おいて、前記ＬＣＤ装置の制御方法は、
　前記ＬＣＤパネルに３次元映像が出力される周期に同期化するように、前記バックライ
トユニットの光源の上端光源ユニット及び下端光源ユニットの点灯及び消灯周期を制御す
るバックライトユニット光源制御段階を含み、
　前記上端光源ユニットは、前記バックライトユニットの上端エッジに位置する光源を含
み、前記ＬＣＤパネルの画面の上端に光を照射し、前記下端光源ユニットは、前記バック
ライトユニットの下端エッジに位置する光源を含み、前記画面の下端に光を照射し、
　前記バックライトユニット光源制御段階は、
　前記ＬＣＤパネルの画面の上端に現在映像が出力され、かつ前記画面の下端に以前映像
が残っている時点で、前記上端光源ユニットを点灯して前記下端光源ユニットを消灯する
段階と、
　前記画面の上端に次の映像が出力され始め、かつ前記画面の下端に現在映像が出力され
る時点で、前記上端光源ユニットを消灯して前記下端光源ユニットを点灯する段階と、を
含むことを特徴とするＬＣＤ装置の制御方法。
【請求項２】
　前記バックライトユニット光源制御段階は、
　前記画面の全体に現在映像及び以前映像が混在する比率が所定臨界値以上である時点で
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、前記上端光源ユニット及び前記下端光源ユニットをいずれも消灯する段階と、
　前記画面の全体に現在映像及び以前映像が混在する比率が所定臨界値より少ない時点で
、前記上端光源ユニット及び前記下端光源ユニットをいずれも点灯する段階と、を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載のＬＣＤ装置の制御方法。
【請求項３】
　前記バックライトユニットの上端光源ユニットは、前記バックライトユニットの上端左
側エッジに位置する光源及び上端右側エッジに位置する光源をさらに含み、
　前記バックライトユニットの下端光源ユニットは、前記バックライトユニットの上下端
左側エッジに位置する光源及び下端右側エッジに位置する光源を含むことを特徴とする請
求項１に記載のＬＣＤ装置の制御方法。
【請求項４】
　前記ＬＣＤパネルに、前記３次元映像の左映像及び右映像を、交互に２４０Ｈｚの周波
数で出力するように前記ＬＣＤパネルを制御する段階をさらに含むことを特徴とする請求
項１に記載のＬＣＤ装置の制御方法。
【請求項５】
　前記ＬＣＤパネルを制御する段階は、
　互いに対応する一対の左映像及び右映像を交互に出力する１周期の間に、前記左映像、
黒色映像、前記右映像、前記黒色映像を順次に、または前記左映像、前記左映像、前記右
映像、前記右映像を順次に出力することを特徴とする請求項４に記載のＬＣＤ装置の制御
方法。
【請求項６】
　前記バックライトユニット光源制御段階は、
　前記ＬＣＤパネルに前記３次元映像の左映像及び右映像のうち一つが出力され、次の映
像が出力される周期Ｔを６区間に分け、
　前記上端光源ユニットを第２区間及び第３区間で点灯し、第１区間、第４区間、第５区
間及び第６区間で消灯し、
　前記下端光源ユニットを第４区間及び第５区間で点灯し、第１区間、第２区間、第３区
間及び第６区間で消灯するように制御する段階を含み、
　前記周期Ｔの間の制御段階を反復することを特徴とする請求項１に記載のＬＣＤ装置の
制御方法。
【請求項７】
　前記バックライトユニット光源制御段階は、
　前記ＬＣＤパネルに前記３次元映像の左映像及び右映像のうち一つが出力され、次の映
像が出力される周期Ｔを８区間に分け、
　前記上端光源ユニットを第２区間、第３区間、第４区間及び第５区間で点灯し、第１区
間、第６区間、第７区間及び第８区間で消灯し、
　前記下端光源ユニットを第４区間、第５区間、第６区間及び第７区間で点灯し、第１区
間、第２区間、第３区間及び第８区間で消灯するように制御する段階を含み、
　前記周期Ｔの間の制御段階を反復することを特徴とする請求項１に記載のＬＣＤ装置の
制御方法。
【請求項８】
　前記ＬＣＤ装置の制御方法は、
　前記ＬＣＤパネルが、前記３次元映像の左映像のためのシャッターガラス及び右映像の
ためのシャッターガラスをさらに備える場合、前記ＬＣＤパネルに前記３次元映像の左映
像及び右映像のうち一つが出力され、次の映像が出力される周期Ｔの間に、
　前記左映像が先ず出力される場合、前記左映像が出力される間に前記左映像のためのシ
ャッターガラスを開放し、前記右映像が先ず出力される場合、前記右映像が出力される間
に前記右映像のためのシャッターガラスを開放するように、前記シャッターガラスを制御
する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のＬＣＤ装置の制御方法。
【請求項９】
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　ＬＣＤパネルと、
　上端エッジに位置する光源を含み、前記ＬＣＤパネルの画面の上端に光を照射する上端
光源ユニット、及び下端エッジに位置する光源を含み、前記画面の下端に光を照射する下
端光源ユニットを備えるエッジ型バックライトユニットと、
　前記ＬＣＤパネルに３次元映像の左映像及び右映像を交互に出力するように、前記ＬＣ
Ｄパネルを制御するＬＣＤパネル制御部と、
　前記エッジ型バックライトユニットの前記上端光源ユニット及び前記下端光源ユニット
を、前記ＬＣＤパネルに前記３次元映像が出力される周期に同期化するように、前記上端
光源ユニット及び前記下端光源ユニットの点灯及び消灯周期を制御するバックライトユニ
ット光源制御部と、を備え、
　前記バックライトユニット光源制御部は、
　前記ＬＣＤパネルの画面の上端に現在映像が出力され、かつ前記画面の下端に以前映像
が残っている時点で、前記上端光源ユニットを点灯して前記下端光源ユニットを消灯し、
　前記画面の上端に次の映像が出力され始め、かつ前記画面の下端に現在映像が出力され
る時点で、前記上端光源ユニットを消灯して前記下端光源ユニットを点灯することを特徴
とするＬＣＤ装置。
【請求項１０】
　前記バックライトユニットの光源が前記バックライトユニットの左右エッジに位置する
光源をさらに含む場合、前記左右エッジの光源をそれぞれ上下端に区分し、
　前記バックライトユニットの上端光源ユニットは、前記バックライトユニットの前記左
右エッジの光源のうち上端光源をさらに含み、
　前記バックライトユニットの下端光源ユニットは、前記バックライトユニットの前記左
右エッジの光源のうち下端光源をさらに含むことを特徴とする請求項９に記載のＬＣＤ装
置。
【請求項１１】
　前記ＬＣＤ装置は、
　前記左映像及び前記右映像のためのそれぞれのシャッターガラスと、
　前記ＬＣＤパネルに、前記３次元映像が出力される周期に同期化するように前記シャッ
ターガラスの開閉を制御するシャッターガラス制御部と、をさらに備えることを特徴とす
る請求項９に記載のＬＣＤ装置。
【請求項１２】
　前記バックライトユニット光源制御部は、
　前記画面の全体に現在映像及び以前映像が混在する比率が所定臨界値以上である時点で
、前記上端光源ユニット及び前記下端光源ユニットをいずれも消灯し、
　前記画面の全体に現在映像及び以前映像が混在する比率が所定臨界値より少ない時点で
、前記上端光源ユニット及び前記下端光源ユニットをいずれも点灯することを特徴とする
請求項９に記載のＬＣＤ装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載のＬＣＤ装置の制御方法を具現するためのプログラムが記録されたコン
ピュータで読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態による装置及び方法は、液晶ディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　立体映像をディスプレイする３次元映像ディスプレイ装置が最近開発されている。立体
映像は、人間の両眼のステレオ視覚原理、及び両眼が約６５ｍｍほど離れて存在するため
現れる両眼視差により生成される。目に見える実際映像と同じ映像を両眼にそれぞれ示す
ことで立体感が表現される。同じ２台のカメラを両眼間隔ほど離間させて撮影する。左側
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カメラで撮った映像は左眼のみに見せ、右側カメラ映像は右眼のみに見せる。
【０００３】
　立体映像ディスプレイ装置には、メガネを利用したディスプレイと、無メガネ方式のデ
ィスプレイとがある。メガネを利用したディスプレイ方式には、偏光メガネ方式とシャッ
ターメガネ方式などがある。メガネを使用せずに左右映像を分離して立体映像を得る無メ
ガネ方式のディスプレイ方式には、パララックスバリアー（ｐａｒａｌｌａｘ　ｂａｒｒ
ｉｅｒ）方式、レンチキュラー方式、インテグラルイメージング方式、ホログラフィー方
式などがある。
【０００４】
　メガネを利用した３次元ディスプレイ方式のうちシャッターメガネ方式は、立体映像を
生成するために液晶シャッターが設けられたメガネ、すなわち、液晶シャッターガラスが
利用される。このような液晶シャッターガラス方式は、６０Ｈｚの周波数期間中に左眼と
右眼とにそれぞれ異なる映像を見せる。液晶シャッターガラス方式を利用した立体映像表
示装置は、左映像及び右映像を交互に速くディスプレイし、液晶シャッターを左右交互に
開閉する。
【０００５】
　しかし、液晶ディスプレイ装置でデータホールディング現象が発生する時、データホー
ルディング現象により液晶ディスプレイ装置に出力された１フレーム内に混在する左映像
及び右映像の間に、クロストーク（Ｃｒｏｓｓ－ｔａｌｋ、Ｘ－ｔａｌｋ）現象が発生す
る。
【０００６】
　具体的に、スクリーンの上端部分に左映像または右映像が出力される時、右映像または
左映像の領域がスクリーンの下端部分に逆に出力され、これにより左映像及び右映像が同
時に１画面に出力される時間が生じる。バックライトユニットがオンになれば、互いに隣
接する１フレームの左映像及び右映像が観察者の片目に混在して見られつつクロストーク
が発生する。したがって、観察者の左眼及び右眼がクロストークにより歪曲された映像を
見て、観察者は、３次元映像を見ながら疲労感を感じる恐れがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の実施形態は、前記問題点及び／または短所、記述されていない他の短所を取り
扱う。また、一実施形態は、前記記述された短所を必ずしも克服すべきものではなく、一
部の実施形態は前記問題点を解決しないこともある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、ＬＣＤパネルの駆動に関する。
【０００９】
　本発明の一実施形態によって、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ）パネル及びエッジ型バックライトユニットを備えるＬＣＤ装置を駆動する方法におい
て、前記ＬＣＤ装置の制御方法は、前記ＬＣＤパネルに３次元映像が出力される周期に同
期化するように、前記バックライトユニットの光源の上端光源ユニット及び下端光源ユニ
ットの点灯及び消灯周期を制御する段階を含み、前記上端光源ユニットは、前記バックラ
イトユニットの上端エッジに位置する光源を含み、前記下端光源ユニットは、前記バック
ライトユニットの下端エッジに位置する光源を含む。
【００１０】
　一実施形態による前記バックライトユニット光源制御段階は、前記画面の上端に現在映
像が出力され、かつ前記画面の下端に以前映像が残っている時点で、前記上端光源ユニッ
トを点灯して前記下端光源ユニットを消灯する段階を含む。
【００１１】
　一実施形態による前記バックライトユニット光源制御段階は、前記画面の上端に次の映
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像が出力され始め、かつ前記画面の下端に現在映像が出力される時点で、前記上端光源ユ
ニットを消灯して前記下端光源ユニットを点灯する段階を含む。
【００１２】
　一実施形態による前記バックライトユニット光源制御段階は、前記画面の全体に現在映
像及び以前映像が混在する比率が所定臨界値以上である時点で、前記上端光源ユニット及
び前記下端光源ユニットをいずれも消灯する段階を含む。
【００１３】
　一実施形態による前記バックライトユニット光源制御段階は、前記画面の全体に現在映
像及び以前映像が混在する比率が所定臨界値より少ない時点で、前記上端光源ユニット及
び前記下端光源ユニットをいずれも点灯する段階を含む。
【００１４】
　一実施形態による前記バックライトユニットの光源が前記バックライトユニットの左右
エッジに位置する光源をさらに含む場合、前記左右エッジの光源をそれぞれ上下端に区分
し、前記バックライトユニットの上端光源ユニットは、前記バックライトユニットの前記
左右エッジの光源のうち上端光源をさらに含み、前記バックライトユニットの下端光源ユ
ニットは、前記バックライトユニットの前記左右エッジの光源のうち下端光源をさらに含
む。
【００１５】
　一実施形態による前記バックライトユニット光源制御段階は、前記ＬＣＤ装置の垂直同
期（Ｖ－ｓｙｎｃ）信号を利用して前記ＬＣＤパネルに３次元映像が出力される周期に同
期化できる。
【００１６】
　一実施形態による前記ＬＣＤ装置の制御方法は、前記ＬＣＤパネルに前記３次元映像の
左映像及び右映像を交互に出力するように前記ＬＣＤパネルを制御する段階をさらに含む
。
【００１７】
　一実施形態による前記ＬＣＤ装置制御段階は、互いに対応する一対の左映像及び右映像
を交互に出力する１周期の間に、前記左映像、黒色映像、前記右映像、前記黒色映像を順
次に出力する。
【００１８】
　一実施形態による前記ＬＣＤ装置制御段階は、互いに対応する一対の左映像及び右映像
を交互に出力する１周期の間に、前記左映像、前記左映像、前記右映像、前記右映像を順
次に出力する。
【００１９】
　一実施形態による前記ＬＣＤパネル制御段階は、前記ＬＣＤパネルの上端から下端に順
次に映像が出力される。
【００２０】
　一実施形態による前記ＬＣＤパネル制御段階は、前記ＬＣＤパネルに周波数２４０Ｈｚ
で前記３次元映像を出力するように制御できる。
【００２１】
　一実施形態による前記バックライトユニット光源制御段階は、前記ＬＣＤパネルに前記
３次元映像の左映像及び右映像のうち一つが出力され、次の映像が出力される周期Ｔを６
区間に分け、前記上端光源ユニットを第２区間及び第３区間で点灯し、第１区間、第４区
間、第５区間及び第６区間で消灯し、前記下端光源ユニットを第４区間及び第５区間で点
灯し、第１区間、第２区間、第３区間及び第６区間で消灯するように制御する段階を含み
、前記周期Ｔの間の制御段階を反復する。
【００２２】
　一実施形態による前記バックライトユニット光源制御段階は、前記バックライトユニッ
ト光源制御段階は、前記ＬＣＤパネルに前記３次元映像の左映像及び右映像のうち一つが
出力され、次の映像が出力される周期Ｔを８区間に分け、前記上端光源ユニットを第２区
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間、第３区間、第４区間及び第５区間で点灯し、第１区間、第６区間、第７区間及び第８
区間で消灯し、前記下端光源ユニットを第４区間、第５区間、第６区間及び第７区間で点
灯し、第１区間、第２区間、第３区間及び第８区間で消灯するように制御する段階を含み
、前記周期Ｔの間の制御段階を反復する。
【００２３】
　一実施形態による前記ＬＣＤ装置の制御方法は、前記ＬＣＤパネルが、前記３次元映像
の左映像のためのシャッターガラス及び右映像のためのシャッターガラスをさらに備える
場合、前記ＬＣＤパネルに前記３次元映像の左映像及び右映像のうち一つが出力され、次
の映像が出力される周期Ｔの間に、前記左映像が先ず出力される場合、前記左映像が出力
される間に前記左映像のためのシャッターガラスを開放し、前記右映像が先ず出力される
場合、前記右映像が出力される間に前記右映像のためのシャッターガラスを開放するよう
に、前記シャッターガラスを制御する段階をさらに含む。
【００２４】
　本発明の一実施形態によるＬＣＤ装置は、ＬＣＤパネルと、上端エッジに位置する光源
を含む上端光源ユニット、及び下端エッジに位置する光源を含む下端光源ユニットを備え
るエッジ型バックライトユニットと、前記ＬＣＤパネルに３次元映像の左映像及び右映像
を交互に出力するように、前記ＬＣＤパネルを制御するＬＣＤパネル制御部と、前記エッ
ジ型バックライトユニットの前記上端光源ユニット及び前記下端光源ユニットを、前記Ｌ
ＣＤパネルに前記３次元映像が出力される周期に同期化するように、前記上端光源ユニッ
ト及び前記下端光源ユニットの点灯及び消灯周期を制御するバックライトユニット光源制
御部と、を備える。
【００２５】
　一実施形態による前記ＬＣＤ装置は、前記左映像及び前記右映像のためのそれぞれのシ
ャッターガラスと、前記ＬＣＤパネルに、前記３次元映像が出力される周期に同期化する
ように前記シャッターガラスの開閉を制御するシャッターガラス制御部と、をさらに備え
る。
【００２６】
　本発明は、本発明の一実施形態によるＬＣＤ装置の制御方法を具現するためのプログラ
ムが記録されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体を含む。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の一実施形態によれば、ＬＣＤパネルに左映像及び右映像が混在して出力される
領域がユーザに見られないように、エッジ型バックライトユニットの光源が制御されてク
ロストークが防止される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】一実施形態によるエッジ型バックライトユニットが搭載されたＬＣＤ装置のブロ
ック図である。
【図２Ａ】ＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、バックライトユニットの光源点灯周期及
びシャッターガラスの開閉周期間の同期化を示す図である。
【図２Ｂ】ＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、バックライトユニットの光源点灯周期及
びシャッターガラスの開閉周期間の同期化を示す図である。
【図３Ａ】一実施形態によってバックライトユニットの上下端に光源が位置するエッジ型
バックライトユニットを示す図である。
【図３Ｂ】一実施形態によってバックライトユニットの上下端に光源が位置するエッジ型
バックライトユニットを示す図である。
【図４Ａ】一実施形態によってバックライトユニットの上下左右に光源が位置するエッジ
型バックライトユニットを示す図である。
【図４Ｂ】一実施形態によってバックライトユニットの上下左右に光源が位置するエッジ
型バックライトユニットを示す図である。
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【図５】一実施形態によるＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、バックライトユニットの
光源点灯周期及びシャッターガラスの開閉周期を同期化する第１方式を示す図である。
【図６】一実施形態によるＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、バックライトユニットの
光源点灯周期及びシャッターガラスの開閉周期を同期化する第２方式を示す図である。
【図７】一実施形態によるＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、バックライトユニットの
光源点灯周期及びシャッターガラスの開閉周期を同期化する第３方式を示す図である。
【図８】一実施形態によるＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、バックライトユニットの
光源点灯周期及びシャッターガラスの開閉周期を同期化する第４方式を示す図である。
【図９】一実施形態によるエッジ型バックライトユニットが搭載されたＬＣＤ装置の制御
方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付した図面を参照して実施形態が詳述される。以下、明細書で、異なる図面で
あっても、同じ構成要素には同じ部材番号が使われる。細部構造及び構成要素と共に明細
書で定義された事項は、実施形態を包括的に理解可能にするために使われる。しかし、実
施形態は明示的に定義された事項なしでも具現できる。
【００３０】
　図１は、一実施形態によるエッジ型バックライトユニットが搭載されたＬＣＤ装置のブ
ロック図である。
【００３１】
　一実施形態によるＬＣＤ装置１００は、ＬＣＤパネル１１０、エッジ型バックライトユ
ニット１２０、ＬＣＤパネル制御部１３０及びバックライトユニット光源制御部１４０を
備える。
【００３２】
　ＬＣＤパネル１１０は、映像信号を入力されて画面上に出力する。一実施形態によるＬ
ＣＤ装置１００は、３次元ディスプレイを具現するために、ＬＣＤパネル１１０に３次元
映像信号が入力される。３次元映像信号は、左映像信号及び右映像信号を含み、ＬＣＤパ
ネル１１０に左映像及び右映像が交互に出力されることで３次元ディスプレイが生成され
る。
【００３３】
　液晶シャッターガラス方式による３次元ディスプレイ方式は、所定周波数で左眼及び右
眼にそれぞれ左映像及び右映像を示す。液晶シャッターガラス方式を利用したＬＣＤ装置
１００は、ＬＣＤパネル１１０で左映像及び右映像を交互に速く出力し、左映像のための
シャッターガラス及び右映像のためのシャッターガラスを交互に開閉する。
【００３４】
　エッジ型バックライトユニット１２０は、上端光源ユニットと下端光源ユニットとを備
える。例えば、上端光源ユニットは、バックライトユニット１２０の上端エッジに位置す
る少なくとも一つの光源を含み、下端光源ユニットは、バックライトユニット１２０の下
端エッジに位置する少なくとも一つの光源を含む。エッジ型バックライトユニット１２０
の光源がＬＣＤパネル１１０を照射することで、ＬＣＤパネル１１０に出力された映像が
ユーザに可視化される。
【００３５】
　また、一実施形態によるエッジ型バックライトユニット１２０は、エッジ型バックライ
トユニット１２０の左側エッジ及び右側エッジに位置する光源を含むこともある。この場
合、上端光源ユニットは上端エッジに位置する光源に追加するか、その代わりに、左側エ
ッジのうち上端に位置する少なくとも一つの上端左側光源及び／または右側エッジのうち
上端に位置する少なくとも一つの上端右側光源をさらに含む。下端光源ユニットは、下端
エッジに位置する下端光源に追加するか、その代わりに、左側エッジのうち下端に位置す
る少なくとも一つの下端左側光源及び／または右側エッジのうち下端に位置する右側下端
光源をさらに含む。
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【００３６】
　一実施形態によるＬＣＤパネル制御部１３０は、ＬＣＤパネル１１０に映像信号の出力
周期を制御する。ＬＣＤパネル制御部１３０は、３次元映像を生成するために、ＬＣＤパ
ネル１１０に３次元映像のうち左映像及び右映像が交互に出力されるように制御できる。
ＬＣＤパネル１１０に入力された３次元映像信号のうち、左映像信号及び右映像信号に対
応する駆動電圧が交互にＬＣＤパネル１１０に印加されることで、ＬＣＤパネル１１０か
ら左映像及び右映像が交互に出力される。
【００３７】
　ＬＣＤパネル制御部１３０は、３次元ディスプレイの円滑な具現のために左映像及び右
映像出力周期を制御できる。例えば、ＬＣＤパネル制御部１３０は、互いに対応する１対
の左映像及び右映像が交互に出力される１周期の間に、左映像、黒色映像、右映像、黒色
映像が順次に出力されるように制御できる。またＬＣＤパネル制御部１３０は、互いに対
応する一対の左映像及び右映像を交互に出力する１周期の間に、左映像、左映像、右映像
、右映像が順次に出力されるように制御できる。
【００３８】
　すなわち、一実施形態によるＬＣＤパネル制御部１３０は、１フレームの左映像及び右
映像が左映像、ブラック映像、右映像、ブラック映像の４フレームまたは左映像、左映像
、右映像、右映像の４フレームに変形されて、１セットの４フレームが周波数２４０Ｈｚ
の周期で出力されるように制御できる。
【００３９】
　左映像及び右映像が速く交互に出力されることで３次元映像がディスプレイされる。し
かし、ＬＣＤパネルのデータホールディング特性のため、以前フレームの残像が消える前
に新たなフレームが出力されるならば、クロストーク現象が発生しうる。したがって、左
映像及び右映像の間ごとに黒色映像を追加するか、または同じフレームを２回ずつ反復し
て周波数を増大させることで、クロストーク現象がさらに低減する。
【００４０】
　一実施形態によるＬＣＤパネル制御部１３０は、ＬＣＤパネル１１０の上端から下端に
順次に映像が出力されるように制御する。したがって、ＬＣＤパネル１１０の下端画面に
は以前フレームが表示され、ＬＣＤパネル１１０の上端画面には新たなフレームが表示さ
れる区間が存在する。
【００４１】
　一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、ＬＣＤパネル１１０の３
次元映像出力周期に同期化して、光源の点灯及び消灯を制御する。バックライトユニット
光源制御部１４０は、ＬＣＤパネル１１０の３次元映像出力周期に関する情報を、ＬＣＤ
パネル制御部１３０から獲得できる。また一実施形態によるバックライトユニット光源制
御部１４０は、３次元映像出力周期に関する情報を垂直同期（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ｓｙｎ
ｃｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ；Ｖ－ｓｙｎｃ）信号を利用して獲得できる。
【００４２】
　一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、エッジ型バックライトユ
ニット１２０の光源を上端光源ユニット及び下端光源ユニットに区分して、上端光源ユニ
ット及び下端光源ユニットの点灯及び消灯を別途に制御する。例えば、バックライトユニ
ット光源制御部１４０は、ＬＣＤパネル１１０の画面上端に現在主フレームが出力される
ならば、エッジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニットを点灯し、ＬＣＤパネ
ル１１０の画面下端に現在主フレームが出力されるならば、エッジ型バックライトユニッ
ト１２０の下端光源ユニットを点灯する。
【００４３】
　また、一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、画面上端に現在映
像が出力されて画面の下端に以前映像が残っている時点で、上端光源ユニットを点灯して
下端光源ユニットを消灯する。類似した方式で、一実施形態によるバックライトユニット
光源制御部１４０は、画面の上端に次の映像が出力され始め、画面の下端に現在映像が出
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力される時点で、上端光源ユニットを消灯して下端光源ユニットを点灯する。
【００４４】
　一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、クロストーク現象を引き
起こす左映像及び右映像が混在する比率に基づいて、エッジ型バックライトユニット１２
０の上端光源ユニット及び下端光源ユニットの点灯及び消灯を制御できる。例えば、ＬＣ
Ｄパネル１１０の画面全体に現在映像及び以前映像が混在する比率が所定臨界値以上であ
る時点で、上端光源ユニット及び下端光源ユニットをいずれも消灯できる。また、画面全
体に現在映像及び以前映像が画面上に混在する比率が所定臨界値より少ない時点で、バッ
クライトユニット光源制御部１４０は、上端光源ユニット及び下端光源ユニットをいずれ
も点灯できる。
【００４５】
　一実施形態によるＬＣＤ装置１００は、３次元映像出力周期に同期化してシャッターガ
ラスの開閉周期を制御できる。例えば、ＬＣＤパネル１１０に左映像及び右映像のうち一
つが出力され、次の映像（左映像及び右映像のうち一つである残りの映像、またはブラッ
ク映像）が周期Ｔの間に出力される。左映像が先ず出力される場合には、左映像が出力さ
れる間に左映像のためのシャッターガラスが開放され、右映像が先に出力される場合には
、右映像が出力される間に右映像のためのシャッターガラスが開放されるように制御され
る。
【００４６】
　したがって、一実施形態によるエッジ型バックライトユニットが搭載されたＬＣＤ装置
１１０は、垂直同期（Ｖ－ｓｙｎｃ）信号によって、エッジ型バックライトユニットの光
源を上下部に分けて点灯及び消灯を制御することで、液晶ディスプレイのデータホールデ
ィング特性により発生するクロストーク問題を改善できる。
【００４７】
　図２Ａ及び図２Ｂは、ＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、バックライトユニットの光
源点灯周期及びシャッターガラスの開閉周期間の同期化を図示する。
【００４８】
　図２Ａ及び図２Ｂのタイミング図２１０、２２０、２３０、２４０、２５０、２６０の
横軸は、時間軸である。垂直同期信号のうち垂直同期開始信号ＳＴＶのタイミングも２１
０に同期化して、３次元映像の出力周期のタイミング図２２０、２３０、バックライトユ
ニットの光源点灯周期のタイミング図２４０、シャッターガラスの開閉周期のタイミング
図２５０、２６０が図示される。
【００４９】
　３次元映像の出力周期のタイミング図２２０、２３０の縦軸は、ＬＣＤパネルの画面の
縦軸を意味する。したがって、３次元映像の出力周期のタイミング図２２０、２３０によ
れば、１枚のフレームは、垂直同期開始信号が２回入力される間に、経時的に画面上端か
ら画面下端に順次に表示されることが確認できる。
【００５０】
　３次元映像の出力周期のタイミング図２２０は、１フレームの３次元映像が周波数２４
０Ｈｚで出力されるために、左映像、ブラック映像、右映像、ブラック映像の４フレーム
に変形された場合についてのタイミング図を示し、３次元映像の出力周期のタイミング図
２３０は、左映像、左映像、右映像、右映像の４フレームに変形された場合についてのタ
イミング図を示す。４フレームの映像は、周波数２４０Ｈｚの垂直同期（Ｖ－ｓｙｎｃ）
信号に同期化してＬＣＤパネルに交互に出力される。
【００５１】
　バックライトユニットの光源の点灯周期のタイミング図２４０によれば、垂直同期（Ｖ
－ｓｙｎｃ）信号によってＬＣＤパネルにフレームが出力され始めた時点から点灯されて
、連続的にフレームらが出力される間にＬＣＤパネルを照射し続ける。
【００５２】
　シャッターガラスの開閉周期のタイミング図２５０、２６０は、それぞれ左映像の出力
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区間及び右映像の出力区間の間に、左眼シャッターガラス及び右眼シャッターガラスを反
復して開放及び閉鎖する。結果的に、ユーザは３次元映像を見ることができる。
【００５３】
　図３Ａ及び図３Ｂは、一実施形態によってバックライトユニットの上下端に光源が位置
するエッジ型バックライトユニットを図示する。
【００５４】
　一実施形態によって、上端光源ユニットは上部光源３１０を含み、下端光源ユニットは
下部光源３２０を含む。バックライトユニットの上部及び下部光源３１０、３２０は、そ
れぞれエッジ型バックライトユニット３００の上端及び下端エッジに位置する。一実施形
態によるＬＣＤ装置１００のバックライトユニット光源制御部１４０は、エッジ型バック
ライトユニット３００の上端光源ユニットの上部光源３１０と、下端光源ユニットの下部
光源３２０とを別途に制御する。具体例としては、バックライトユニット光源制御部１４
０は、垂直同期信号に同期化して上部光源３１０及び下部光源３２０の点灯及び消灯を制
御できる。
【００５５】
　図３Ａで、上部光源３１０は点灯されており、下部光源３２０は消灯されており、した
がって、ＬＣＤ画面３５０の上端画面３５２は明るくて下端画面３５４は暗い。また、図
３Ｂで、上部光源３１０は消灯されており、下部光源３２０は点灯されており、したがっ
て、ＬＣＤ画面３５０の上端画面３５２は暗くて下端画面３５４は明るい。
【００５６】
　図４Ａ及び図４Ｂは、一実施形態によってバックライトユニットの上下左右に光源が位
置するエッジ型バックライトユニットを図示する。
【００５７】
　一実施形態によるエッジ型バックライトユニット４００で、上端光源ユニットは、エッ
ジ型バックライトユニット４００の上端エッジに位置する上部光源４１０、左右エッジに
位置する上部光源４１１、４１２を含む。下端光源ユニットは、エッジ型バックライトユ
ニット４００の下端エッジに位置する下部光源４２０、左右エッジに位置する下部光源４
２１、４２２を含む。一実施形態によるＬＣＤ装置１００のバックライトユニット光源制
御部１４０は、エッジ型バックライトユニット３００の光源のうち、上端エッジ及び左右
エッジの上端に位置する上部光源４１０、４１１、４１２と、下端エッジ及び左右エッジ
の下端に位置する下部光源４２０、４２１、４２２とを別途に制御できる。バックライト
ユニット光源制御部１４０は、垂直同期信号に同期化して上端光源ユニット及び下端光源
ユニットの点灯及び消灯を制御できる。
【００５８】
　図４Ａで、上部光源４１０、４１１、４１２は点灯されており、下部光源４２０、４２
１、４２２は消灯されており、したがって、ＬＣＤ画面４５０の上端画面は明るくて下端
画面は暗い。また図４Ｂで、上部光源４１０、４１１、４１２は消灯されており、下部光
源４２０、４２１、４２２は点灯されており、したがって、ＬＣＤ画面４５０の上端画面
３５２は暗く、下端画面３５４は明るい。
【００５９】
　図５は、一実施形態によるＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、エッジ型バックライト
ユニットの光源点灯周期及びシャッターガラスの開閉周期を同期化する第１方式を図示す
る。
【００６０】
　一実施形態によるＬＣＤパネル１１０の３次元映像出力周期のタイミング図５２０、エ
ッジ型バックライトユニット１２０の光源点灯周期のタイミング図５３０、５４０、及び
シャッターガラスの開閉周期のタイミング図５５０、５６０は、垂直同期開始信号のタイ
ミング図５１０に同期化する。
【００６１】
　３次元映像出力周期のタイミング図５２０によれば、３次元映像の１フレームに対応し
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て変形された左映像、ブラック映像、右映像、ブラック映像の４フレームが周波数２４０
ＨｚでＬＣＤパネルに交互に出力される。左映像、右映像、ブラック映像が垂直同期開始
信号に同期化してＬＣＤパネル１１０に出力されて、ＬＣＤディスプレイのデータホール
ディング特性によって実際に表示される画面を考慮して、一実施形態によるバックライト
ユニット光源制御部１４０がエッジ型バックライトユニット１２０の光源の点灯及び消灯
周期を制御する方法が後述される。
【００６２】
　区間５２１では、液晶ディスプレイのデータホールディング特性により残っている以前
映像によるクロストークが画面全体で発生するので、一実施形態によるバックライトユニ
ット光源制御部１４０は、エッジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニット及び
下端光源ユニットをいずれも消灯させる。
【００６３】
　区間５２３では、画面下端に液晶ディスプレイのホールディング特性により以前映像が
残っている。一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、エッジ型バッ
クライトユニット１２０の上端光源ユニットを点灯する。
【００６４】
　区間５２５で、一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、画面上端
に次の映像が表示される。エッジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニットは消
灯し、下端光源ユニットは点灯する。
【００６５】
　区間５２７で、画面全体に次の映像が表示されるので、一実施形態によるバックライト
ユニット光源制御部１４０は、エッジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニット
及び下端光源ユニットをいずれも消灯する。
【００６６】
　シャッターガラス開閉周期のタイミング図５５０、５６０によれば、垂直同期開始信号
に同期化して、左映像が出力される間に左映像のためのシャッターガラスが開放され、右
映像のためのシャッターガラスは閉鎖される。また、右映像が出力される間に右映像のた
めのシャッターガラスが開放され、左映像のためのシャッターガラスは閉鎖されるように
制御される。
【００６７】
　以上、１フレームに対応する変形された４フレームの１セットのみについて記述された
が、全体フレームに対して反復して同じ方式で制御されるならば、隣接する左映像、右映
像によるクロストーク現象が改善される。
【００６８】
　図６は、一実施形態によるＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、バックライトユニット
の光源点灯周期及びシャッターガラスの開閉周期を同期化する第２方式を図示する。
【００６９】
　一実施形態によるＬＣＤパネル１１０の３次元映像出力周期のタイミング図６２０、エ
ッジ型バックライトユニット１２０の光源点灯周期のタイミング図６３０、６４０、及び
シャッターガラスの開閉周期のタイミング図６５０、６６０は、垂直同期開始信号のタイ
ミング図６１０に同期化する。
【００７０】
　区間６２１では、以前映像によるクロストークが画面全体で発生するので、一実施形態
によるバックライトユニット光源制御部１４０は、エッジ型バックライトユニット１２０
の上端光源ユニット及び下端光源ユニットをいずれも消灯する。
【００７１】
　区間６２３では、ＬＣＤ装置１００のデータホールディング特性のため、画面下端に以
前映像が残っている。一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、エッ
ジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニットのみ点灯する。
【００７２】
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　区間６２５では、左映像及び右映像が画面上で混在する比率が所定臨界値より少ない。
一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、上端光源ユニット及び下端
光源ユニットをいずれも点灯する。図６のエッジ型バックライト光源制御方法は、図５の
方法と類似しているが、区間６２５のような制御区間が追加される。
【００７３】
　区間６２７で、一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、画面上端
に次の映像が表示される。エッジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニットは消
灯し、下端光源ユニットは点灯状態を維持する。
【００７４】
　区間６２９で、画面全体に次の映像が表示される。一実施形態によるバックライトユニ
ット光源制御部１４０は、エッジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニット及び
下端光源ユニットをいずれも消灯する。
【００７５】
　シャッターガラス開閉周期のタイミング図６５０、６６０によれば、左映像のためのシ
ャッターガラス及び右映像のためのシャッターガラスが、タイミング図５５０、５６０と
同じ周期で垂直同期開始信号に同期化して開閉される。
【００７６】
　図７は、一実施形態によるＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、バックライトユニット
の光源点灯周期及びシャッターガラスの開閉周期を同期化する第３方式を図示する。
【００７７】
　一実施形態によるＬＣＤパネル１１０の３次元映像出力周期のタイミング図７２０、エ
ッジ型バックライトユニット１２０の光源点灯周期のタイミング図７３０、７４０、及び
シャッターガラスの開閉周期のタイミング図７５０、７６０は、垂直同期開始信号のタイ
ミング図７１０に同期化する。
【００７８】
　３次元映像出力周期のタイミング図７２０によれば、左映像、右映像、右映像、左映像
、左映像、右映像及び右映像が出力される。すなわち、３次元映像の１フレームに対応し
て変形された左映像、左映像、右映像、右映像の４フレームが、周波数２４０ＨｚでＬＣ
Ｄパネルに交互に出力される。左映像、右映像が垂直同期開始信号に同期化してＬＣＤパ
ネル１１０に出力されてＬＣＤディスプレイのデータホールディング特性によって実際に
表示される画面を考慮して、一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０が
エッジ型バックライトユニット１２０の光源の点灯及び消灯周期を制御する方法が後述さ
れる。
【００７９】
　液晶ディスプレイのデータホールディング特性により残っている以前映像によるクロス
トークが画面全体で発生するので、一実施形態によるエッジ型バックライトユニット１２
０の上端光源ユニット及び下端光源ユニットがいずれも消灯される。
【００８０】
　区間７２３では、画面下端に液晶ディスプレイのホールディング特性により以前映像が
残っている。一実施形態によるエッジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニット
のみ点灯される。
【００８１】
　区間５２５で、画面上端に次の映像が表示される。一実施形態によるエッジ型バックラ
イトユニット１２０の上端光源ユニットは消灯され、下端光源ユニットは点灯される。
【００８２】
　区間５２７で、画面全体に次の映像が表示される。一実施形態によるエッジ型バックラ
イトユニット１２０の上端光源ユニット及び下端光源ユニットは、いずれも消灯される。
【００８３】
　シャッターガラス開閉周期のタイミング図７５０、７６０によれば、垂直同期開始信号
に同期化して、同じ左映像が反復される２つのフレームのうち前フレームが出力される間
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に左映像のためのシャッターガラスが開放され、右映像のためのシャッターガラスは閉鎖
される。また、同じ右映像が反復される２つのフレームのうち、前フレームが出力される
間に右映像のためのシャッターガラスが開放され、左映像のためのシャッターガラスは閉
鎖されるように制御される。
【００８４】
　以上、１フレームに対応する変形された４フレームの１セットのみについて記述された
が、全体フレームに対して反復して同じ方式で制御されるならば、隣接する左映像、右映
像によるクロストーク現象が改善される。
【００８５】
　図８は、一実施形態によるＬＣＤパネルの３次元映像出力周期、バックライトユニット
の光源点灯周期及びシャッターガラスの開閉周期を同期化する第４方式を図示する。
【００８６】
　一実施形態によるＬＣＤパネル１１０の３次元映像出力周期のタイミング図８２０、エ
ッジ型バックライトユニット１２０の光源点灯周期のタイミング図８３０、８４０、及び
シャッターガラスの開閉周期のタイミング図８５０、８６０は、垂直同期開始信号のタイ
ミング図８１０に同期化する。
【００８７】
　３次元映像出力周期のタイミング図８２０によって、３次元映像のあるフレームに対応
して変形された左映像、左映像、右映像、右映像の４フレームが、周波数２４０Ｈｚで垂
直同期開始信号に同期化してＬＣＤパネル１１０に出力されて、ＬＣＤディスプレイのデ
ータホールディング特性によって実際に表示される画面を考慮して、一実施形態によるバ
ックライトユニット光源制御部１４０がエッジ型バックライトユニット１２０の光源の点
灯及び消灯周期を制御する方法が後述される。
【００８８】
　区間８２１では、以前映像によるクロストークが画面全体で発生する。一実施形態によ
るエッジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニット及び下端光源ユニットが、い
ずれも消灯される。
【００８９】
　区間８２３では、画面下端にＬＣＤ装置１００のデータホールディング特性のため、以
前映像が残っている。一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、エッ
ジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニットのみ点灯する。
【００９０】
　区間８２５のように、左映像及び右映像が画面上で混在する比率が所定臨界値より少な
い。一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、上端光源ユニット及び
下端光源ユニットをいずれも点灯する。図８のエッジ型バックライト光源制御方法は、図
７の方法と類似しているが、区間８２５と同じ制御区間が追加される。
【００９１】
　区間８２７で、一実施形態によるバックライトユニット光源制御部１４０は、画面上端
に次の映像が表示される。エッジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニットは消
灯し、下端光源ユニットは点灯状態を維持する。
【００９２】
　区間８２９で、画面全体に次の映像が表示される。一実施形態によるバックライトユニ
ット光源制御部１４０は、エッジ型バックライトユニット１２０の上端光源ユニット及び
下端光源ユニットをいずれも消灯する。
【００９３】
　シャッターガラス開閉周期のタイミング図８５０、８６０によれば、左映像のためのシ
ャッターガラス及び右映像のためのシャッターガラスが、タイミング図７５０、７６０と
同じ周期で垂直同期開始信号に同期化して開閉される。
【００９４】
　総合すれば、図５及び図６は、１フレームの３次元映像が左映像、ブラック映像、右映
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像、ブラック映像の１セットに変形された場合、図７及び図８は、左映像、左映像、右映
像、右映像の１セットに変形された場合に該当する。
【００９５】
　また、図５及び図７は、バックライトユニット光源点灯周期を６区間に区分し、図６及
び図８は、バックライト光源点灯周期を８区間に区分する。すなわち、図５及び図７で、
ＬＣＤパネル１１０に３次元映像の左映像及び右映像のうち一つが出力され、ブラック映
像が出力される周期Ｔ１を６区間に分ける。上端光源ユニットは、第２区間Ｓ２及び第３
区間Ｓ３で点灯し、第１区間Ｓ１、第４区間Ｓ４、第５区間Ｓ５及び第６区間Ｓ６で消灯
するように制御され、下端光源ユニットは、第４区間Ｓ４及び第５区間Ｓ５で点灯し、第
１区間Ｓ１、第２区間Ｓ２、第３区間Ｓ３及び第６区間Ｓ６で消灯するように制御される
。
【００９６】
　図５及び図７で、左映像、右映像及びブラック映像を含む各フレームグループのための
周期Ｔ１、Ｔ２間の制御過程は、周期的に反復される。
【００９７】
　また図６及び図８で、ＬＣＤパネル１１０に３次元映像の左映像及び右映像のうち一つ
が出力され、他の種類の次の映像が出力される周期Ｔ２を８区間に分ける。上端光源ユニ
ットは、第２区間Ｓ２、第３区間Ｓ３、第４区間Ｓ４及び第５区間Ｓ５で点灯し、第１区
間Ｓ１、第６区間Ｓ６、第７区間Ｓ７及び第８区間Ｓ８で消灯するように制御され、下端
光源ユニットは、第４区間Ｓ４、第５区間Ｓ５、第６区間Ｓ６及び第７区間Ｓ７で点灯し
、第１区間Ｓ１、第２区間Ｓ２、第３区間Ｓ３及び第８区間Ｓ８で消灯するように制御さ
れる。
【００９８】
　図６及び図８で、左映像、右映像及びブラック映像を含む各フレームグループのための
周期Ｔ３、Ｔ４間の制御過程は、周期的に反復されねばならない。
【００９９】
　図９は、一実施形態によるエッジ型バックライトユニットが搭載されたＬＣＤ装置の制
御方法のフローチャートである。
【０１００】
　段階９１０で、ＬＣＤパネルに３次元映像が出力される周期に同期化するように、エッ
ジ型バックライトユニットの光源の上端光源ユニット及び下端光源ユニットの点灯及び消
灯周期が制御される。
【０１０１】
　エッジ型バックライトユニットの光源は、上端光源ユニット及び下端光源ユニットに区
分される。上端光源ユニットは、前記バックライトユニットの上端エッジに位置する一つ
以上の光源を含み、下端光源ユニットは、前記バックライトユニットの下端エッジに位置
する一つ以上の光源を含む。またバックライトユニットの光源が、前記バックライトユニ
ットの左右エッジに位置する光源をさらに含む。バックライトユニットの上端光源ユニッ
トは、バックライトユニットの上端エッジに位置する一つ以上の光源及び左右エッジの光
源のうち一つ以上の上端光源を含み、バックライトユニットの下端光源ユニットは、前記
バックライトユニットの下端エッジに位置する一つ以上の光源及び左右エッジの光源のう
ち一つ以上の下端光源を含む。
【０１０２】
　バックライトユニット光源制御段階は、画面上端に現在映像が出力され、画面下端に以
前映像が残っている時点で、上端光源ユニットを点灯して前記下端光源ユニットを消灯す
る段階、画面上端に次の映像が出力され始め、画面下端に現在映像が出力される時点で、
上端光源ユニットを消灯して下端光源ユニットを点灯する段階を含む。
【０１０３】
　またバックライトユニット光源制御段階は、画面全体に現在映像及び以前映像が混在す
る比率が所定臨界値以上である時点で、上端光源ユニット及び下部光源ユニットをいずれ
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も消灯する段階、画面全体に現在映像及び以前映像が混在する比率が所定臨界値より少な
い時点で、上端光源ユニット及び下端光源ユニットをいずれも点灯する段階を含む。
【０１０４】
　一実施形態によるバックライトユニット光源制御段階は、ＬＣＤ装置の垂直同期（Ｖ－
ｓｙｎｃ）信号を利用して、ＬＣＤパネルに３次元映像が出力される周期に同期化できる
。
【０１０５】
　一実施形態によるＬＣＤ装置の制御方法は、ＬＣＤパネルに前記３次元映像の左映像及
び右映像を交互に出力するようにＬＣＤパネルを制御する段階をさらに含む。３次元映像
の１フレームは、左映像、黒色映像、右映像、黒色映像順序の４フレームまたは左映像、
左映像、右映像、右映像順序の４フレームに変形されて、周波数２４０Ｈｚで出力される
。映像は、ＬＣＤパネルの上端から下端に順次に出力される。
【０１０６】
　一実施形態によれば、ＬＣＤパネルに左映像及び右映像が混在して出力される領域が視
聴者に可視化されないように、エッジ型バックライトユニットの光源を制御することでク
ロストーク現象を改善できる。
【０１０７】
　一方、前述した本発明の実施形態は、コンピュータで実行できるプログラムで作成でき
、コンピュータで読み取り可能な記録媒体を利用して前記プログラムを動作させる汎用デ
ィジタルコンピュータで具現できる。前記コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、マ
グネチック記録媒体（例えば、ＲＯＭ、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディス
クなど）及び光学的判読媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）などの記録媒体を含
む。
【０１０８】
　これまで本発明についてその望ましい実施形態を中心として説明した。当業者は、本発
明が本発明の本質的な特性から逸脱しない範囲で変形された形態で具現できるということ
を理解できるであろう。したがって、開示された実施形態は限定的な観点ではなく説明的
な観点で考慮されねばならない。本発明の範囲は前述した説明ではなく特許請求の範囲に
表れており、それと同等な範囲内にあるあらゆる差異点は本発明に含まれていると解釈さ
れねばならない。
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