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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも画像データを含むメディアデータを再生するメディア再生装置であって、
　無線ＬＡＮインタフェースと、
　有線ＬＡＮインタフェースと、
　前記無線ＬＡＮインタフェース又は前記有線ＬＡＮインタフェースの何れかが受信した
前記メディアデータを再生可能な再生部と、
　再生された前記メディアデータを表示装置に出力する出力部と、
　前記無線ＬＡＮインタフェースと前記有線ＬＡＮインタフェースとの間でプロトコル変
換を行うプロトコル変換部と、
　前記再生部及び前記プロトコル変換部を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、前記無線ＬＡＮインタフェースがアクセスポイントとの接続を有し、且
つ前記有線ＬＡＮインタフェースが前記表示装置との接続を有する場合に、前記アクセス
ポイントと前記表示装置との間で送受信されるデータをプロトコル変換した上で中継する
ように前記プロトコル変換部を制御することを特徴とするメディア再生装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記有線ＬＡＮインタフェースが有線ＬＡＮルータとの接続を有する場
合に、前記有線ＬＡＮインタフェースが前記有線ＬＡＮルータを介して受信する前記メデ
ィアデータを再生するように前記再生部を制御することを特徴とする請求項１に記載のメ
ディア再生装置。
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【請求項３】
　前記制御部は、前記無線ＬＡＮインタフェースが前記アクセスポイントとの接続を有す
る場合に、前記無線ＬＡＮインタフェースが前記アクセスポイントを介して前記メディア
データを受信するとき、前記無線ＬＡＮインタフェースが前記アクセスポイントを介して
受信する前記メディアデータを再生するように前記再生部を制御することを特徴とする請
求項１又は２に記載のメディア再生装置。
【請求項４】
　イーサネットハブ又はスイッチングハブをさらに備えることを特徴とする請求項１～３
の何れか一項に記載のメディア再生装置。
【請求項５】
　前記無線ＬＡＮインターフェースは、前記無線ＬＡＮインタフェースが前記アクセスポ
イントとの接続を有し、且つ前記有線ＬＡＮインタフェースが前記表示装置との接続を有
する場合に、前記アクセスポイントを介してインターネット上のデータを受信することを
特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載のメディア再生装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク対応型のメディア再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭内に設けられるネットワークであるホームネットワークの普及に伴い、ネットワー
クに接続して使用される装置であって画像データを含むメディアデータを再生するメディ
ア再生装置が広く利用されている（例えば非特許文献１参照）。
【０００３】
　ここで、画像データとは、静止画像データであってもよく、動画像データであってもよ
い。また、メディアデータに音声データが含まれていてもよい。
【０００４】
　このようなネットワーク対応型のメディア再生装置の中には、無線ＬＡＮ及び有線ＬＡ
Ｎの両ＬＡＮプロトコルに対応できるように、無線ＬＡＮインタフェース及び有線ＬＡＮ
インタフェースの２つのＬＡＮインタフェースを搭載するものがある。
【０００５】
　また、テレビ等の表示装置を使用してインターネットにアクセス可能にするために、有
線ＬＡＮに対応した表示装置が実用化されている。このような表示装置は、有線ＬＡＮに
よりインターネットからのオンデマンド放送等を受信することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】株式会社バッファロー　製品一覧　メディアプレーヤー、［ｏｎｌｉｎ
ｅ］、［平成21年12月17日検索］、＜ＵＲＬ：http://buffalo.jp/products/catalog/mul
timedia/mediaplayer/＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、有線ＬＡＮに対応した表示装置は、ＬＡＮケーブルの配索が煩雑であり、無
線化したいという要求がある。
【０００８】
　しかしながら、有線ＬＡＮに対応した表示装置を無線化するためには、有線ＬＡＮと無
線ＬＡＮとのプロトコル変換を行うブリッジ装置（いわゆる、イーサネットコンバータ）
をユーザが別途設ける必要があり、ユーザにとっては煩わしいという問題があった。
【０００９】
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　そこで、本発明は、有線ＬＡＮと無線ＬＡＮとの変換を行うブリッジ装置を別途設ける
ことなく、有線ＬＡＮに対応した表示装置を無線化することができるメディア再生装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。本発明の第
１の特徴は、少なくとも画像データを含むメディアデータを再生するメディア再生装置（
メディア再生装置１００）であって、無線ＬＡＮインタフェース（無線ＬＡＮインタフェ
ース１０１）と、有線ＬＡＮインタフェース（有線ＬＡＮインタフェース１０２）と、前
記無線ＬＡＮインタフェース又は前記有線ＬＡＮインタフェースの何れかが受信した前記
メディアデータを再生可能な再生部（メディア再生部１０６）と、再生された前記メディ
アデータを表示装置（例えば有線ＬＡＮ対応テレビ４０）に出力する出力部（メディアイ
ンタフェース１０３）と、前記無線ＬＡＮインタフェースと前記有線ＬＡＮインタフェー
スとの間でプロトコル変換を行うプロトコル変換部（プロトコル変換部１０５）と、前記
再生部及び前記プロトコル変換部を制御する制御部（ＣＰＵ１０７）とを備え、前記制御
部は、前記無線ＬＡＮインタフェースがアクセスポイント（無線ＬＡＮアクセスポイント
３０）との接続を有し、且つ前記有線ＬＡＮインタフェースが前記表示装置との接続を有
する場合に、前記アクセスポイントと前記表示装置との間で送受信されるデータをプロト
コル変換した上で中継するように前記プロトコル変換部を制御することを要旨とする。
【００１１】
　通常では、無線ＬＡＮインタフェース又は有線ＬＡＮインタフェースの何れか一方がＬ
ＡＮとの接続に使用され、他方はＬＡＮとの接続に使用されない。このため、無線ＬＡＮ
インタフェースがアクセスポイントとの接続を有する場合には、本来は有線ＬＡＮインタ
フェースは使用されないことになる。
【００１２】
　本発明に係るメディア再生装置においては、無線ＬＡＮインタフェースがアクセスポイ
ントとの接続を有する場合において本来は使用されない有線ＬＡＮインタフェースを表示
装置との接続に使用し、プロトコル変換部によって、アクセスポイントと表示装置との間
で送受信されるデータをプロトコル変換した上で中継する。
【００１３】
　これにより、メディア再生装置をブリッジ装置（イーサネットコンバータ）としても動
作させることが可能になる。従って、ブリッジ装置（イーサネットコンバータ）を別途設
けることなく、有線ＬＡＮに対応した表示装置を無線化することができる。
【００１４】
　本発明の第２の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記制御部は、前記有線ＬＡＮイ
ンタフェースが有線ＬＡＮルータ（有線ＬＡＮルータ７０）との接続を有する場合に、前
記有線ＬＡＮインタフェースが前記有線ＬＡＮルータを介して受信する前記メディアデー
タを再生するように前記再生部を制御することを要旨とする。
【００１５】
　このようなメディア再生装置によれば、有線ＬＡＮインタフェースが有線ＬＡＮルータ
との接続を有する場合には、有線ＬＡＮインタフェースが有線ＬＡＮルータを介して受信
するメディアデータを再生するように再生部を制御するため、有線ＬＡＮインタフェース
を本来の使用形態で使用できる。
【００１６】
　このため、第１の特徴に係る有線ＬＡＮインタフェースの使用形態と、第２の特徴に係
る有線ＬＡＮインタフェースの使用形態とを適宜使い分けることが可能になる。
【００１７】
　本発明の第３の特徴は、本発明の第１又は第２の特徴に係り、前記制御部は、前記無線
ＬＡＮインタフェースが前記アクセスポイントとの接続を有する場合に、前記無線ＬＡＮ
インタフェースが前記アクセスポイントを介して前記メディアデータを受信するとき、前
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記無線ＬＡＮインタフェースが前記アクセスポイントを介して受信する前記メディアデー
タを再生するように前記再生部を制御する。
【００１８】
　このようなメディア再生装置によれば、無線ＬＡＮインタフェースがアクセスポイント
との接続を有する場合に、無線ＬＡＮインタフェースがアクセスポイントを介して受信す
るメディアデータを再生するように再生部を制御するため、無線ＬＡＮインタフェースを
本来の使用形態で使用できる。なお、第１の特徴に係る無線ＬＡＮインタフェースの使用
形態と、第３の特徴に係る無線ＬＡＮインタフェースの使用形態とは併用可能である。
【００１９】
　本発明の第４の特徴は、本発明の第１～第３の何れかの特徴に係り、イーサネットハブ
又はスイッチングハブ（イーサネットハブ／スイッチングハブ１０９）をさらに備えるこ
とを要旨とする。
【００２０】
　このようなメディア再生装置によれば、例えば次のような作用効果が奏される。
【００２１】
　・イーサネットハブ又はスイッチングハブに接続された機器からのメディアデータを再
生部が再生可能になる。
【００２２】
　・イーサネットハブ又はスイッチングハブに接続された機器を無線ＬＡＮインタフェー
ス／有線ＬＡＮインタフェース経由でルータ（アクセスポイント／有線ＬＡＮルータ）に
接続でき、当該機器をホームネットワーク上の機器として取り扱い可能になる。
【００２３】
　本発明の第５の特徴は、本発明の第１～第４の何れかの特徴に係り、前記無線ＬＡＮイ
ンターフェースは、前記無線ＬＡＮインタフェースが前記アクセスポイントとの接続を有
し、且つ前記有線ＬＡＮインタフェースが前記表示装置との接続を有する場合に、前記ア
クセスポイントを介してインターネット上のデータを受信することを要旨とする。
【００２４】
　このようなメディア再生装置によれば、無線ＬＡＮインターフェースがインターネット
上のデータを受信することによって、インターネット上のデータを表示装置に中継可能に
なり、その結果、表示装置がインターネット上のデータを受信できる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、有線ＬＡＮと無線ＬＡＮとの変換を行うブリッジ装置を別途設けるこ
となく、有線ＬＡＮに対応した表示装置を無線化することができるメディア再生装置を提
供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態に係るメディア再生装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係るメディア再生装置を含むシステム全体の構成例１を示す
図である。
【図３】本発明の実施形態に係るメディア再生装置を含むシステム全体の構成例２を示す
図である。
【図４】本発明の実施形態に係るメディア再生装置の動作例を示すフローチャートである
。
【図５】本発明の実施形態の変更例に係るメディア再生装置の構成を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　次に、図面を参照して、本発明に係るメディア再生装置の実施形態を説明する。具体的
には、（１）メディア再生装置の構成、（２）メディア再生装置を含むシステム全体の構
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成例、（３）メディア再生装置の動作例、（４）実施形態の効果、（５）実施形態の変更
例、（６）その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面の記載にお
いて、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
【００２８】
　（１）メディア再生装置の構成
　図１は、本実施形態に係るメディア再生装置１００の構成を示すブロック図である。メ
ディア再生装置１００は、少なくとも画像データを含むメディアデータを再生する。本実
施形態では、メディアデータは、静止画像データ、動画像データ、又は音声データの少な
くとも１つを含む。
【００２９】
　図１に示すように、メディア再生装置１００は、無線ＬＡＮインタフェース１０１、有
線ＬＡＮインタフェース１０２、メディアインタフェース１０３、ＵＳＢインタフェース
１０４、プロトコル変換部１０５、メディア再生部１０６、ＣＰＵ１０７、及びメモリ１
０８を有する。
【００３０】
　無線ＬＡＮインタフェース１０１、有線ＬＡＮインタフェース１０２、メディアインタ
フェース１０３、ＵＳＢインタフェース１０４、プロトコル変換部１０５、メディア再生
部１０６、ＣＰＵ１０７、及びメモリ１０８のそれぞれは、データバス１１０を介して相
互に接続されている。
【００３１】
　無線ＬＡＮインタフェース１０１は、無線ＬＡＮによる通信を行うためのインタフェー
スである。無線ＬＡＮとは、例えばIEEE802.11a/b/g/nである。無線ＬＡＮインタフェー
ス１０１は、アンテナ、ＲＦ（Radio Frequency）ユニット及びＢＢ（Base Band）ユニッ
ト等を有する。無線ＬＡＮインタフェース１０１は無線区間を介して通信を行う。
【００３２】
　有線ＬＡＮインタフェース１０２は、有線ＬＡＮによる通信を行うためのインタフェー
スである。有線ＬＡＮとは、例えばIEEE802.3/802.3uである。有線ＬＡＮインタフェース
１０２はＬＡＮケーブルを介して通信を行う。
【００３３】
　メディアインタフェース１０３は、メディアデータをテレビ等に出力するためのインタ
フェースである。メディアインタフェース１０３としては、例えばＨＤＭＩ（High-Defin
ition Multimedia Interface）、ＲＣＡ、Ｄ端子等である。メディアインタフェース１０
３は、メディアデータをケーブルを介して出力する。
【００３４】
　ＵＳＢインタフェース１０４は、ＵＳＢ１．１／２．０／３．０等のＵＳＢ規格に対応
したインタフェースである。ＵＳＢインタフェース１０４には、外付けＨＤＤやＵＳＢメ
モリ等が直接又はケーブルを介して接続される。
【００３５】
　プロトコル変換部１０５は、無線ＬＡＮインタフェース１０１と有線ＬＡＮインタフェ
ース１０２との間でプロトコル変換を行う。具体的には、プロトコル変換部１０５は、無
線ＬＡＮインタフェース１０１が受信したデータを有線ＬＡＮにプロトコル変換して有線
ＬＡＮインタフェース１０２に中継する。また、プロトコル変換部１０５は、有線ＬＡＮ
インタフェース１０２が受信したデータを無線ＬＡＮにプロトコル変換して無線ＬＡＮイ
ンタフェース１０１に中継する。
【００３６】
　メディア再生部１０６は、無線ＬＡＮインタフェース１０１又は有線ＬＡＮインタフェ
ース１０２の何れかが受信したメディアデータを再生可能なように構成される。また、メ
ディア再生部１０６は、ＵＳＢインタフェース１０４が受信するメディアデータも再生可
能である。
【００３７】
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　本実施形態では、メディア再生部１０６は、例えばMPEG-1/2/4及びH.264に準拠した動
画像データを再生（デコード）する。メディア再生部１０６は、例えばJPEG、BMP、PNG、
GIF等に準拠した静止画像データを再生（デコード）する。メディア再生部１０６は、例
えばAAC-LC、MPEG-1 Layer1,2,3、又はWMA等に準拠した音声データを再生（デコード）す
る。
【００３８】
　メディア再生部１０６によって再生されたメディアデータは、メディアインタフェース
１０３から出力される。
【００３９】
　メモリ１０８は、半導体メモリを用いて構成され、ＣＰＵ１０７によって実行されるプ
ログラムを記憶するとともに、ＣＰＵ１０７のワークエリアとして使用される。ＣＰＵ１
０７は、メモリ１０８が記憶するプログラムを実行し、メディア再生装置１００全体の制
御を行う。ＣＰＵ１０７による制御の詳細については後述する。なお、メディア再生装置
１００は、図示を省略する電源部や、ＬＥＤ等の通知手段も有する。
【００４０】
　（２）メディア再生装置を含むシステム全体の構成例
　次に、図２及び図３を参照して、メディア再生装置１００を含むシステム全体の構成例
について説明する。
【００４１】
　（２．１）全体構成例１
　図２は、メディア再生装置１００を含むシステム全体の構成例１を示す図である。
【００４２】
　図２に示す構成例１では、メディア再生装置１００に加え、無線ＬＡＮアクセスポイン
ト３０、ＮＡＳ（Network Attached Storage）５０、ＰＣ６０、及び有線ＬＡＮ対応テレ
ビ４０が家庭Ｈ内に設置されている。
【００４３】
　無線ＬＡＮアクセスポイント３０は、ＷＡＮ回線を介してインターネット２０に接続さ
れている。無線ＬＡＮアクセスポイント３０は、無線ＬＡＮによりメディア再生装置１０
０との通信を行う。
【００４４】
　ＮＡＳ５０は、ネットワーク対応型の記憶装置であり、メディアデータ等を記憶する。
ＮＡＳ５０は、ＬＡＮケーブルを介して無線ＬＡＮアクセスポイント３０に接続される。
【００４５】
　ＰＣ６０は、メディアデータ等を記憶する。ＰＣ６０は、ＬＡＮケーブルを介して無線
ＬＡＮアクセスポイント３０に接続される。
【００４６】
　有線ＬＡＮ対応テレビ４０は、有線ＬＡＮに対応したテレビであり、インターネット２
０上のサーバ１０が配信するコンテンツ（例えばオンデマンド放送）やサーバ１０が配信
するＷｅｂデータ等を受信する機能を有する。有線ＬＡＮ対応テレビ４０は、無線ＬＡＮ
には対応していないものとする。
【００４７】
　構成例１においては、メディア再生装置１００の無線ＬＡＮインタフェース１０１は、
無線区間を介して無線ＬＡＮアクセスポイント３０に接続される。この場合、無線ＬＡＮ
インタフェース１０１が無線ＬＡＮアクセスポイント３０を介してＮＡＳ５０又はＰＣ６
０から受信するメディアデータをメディア再生部１０６が再生する。
【００４８】
　メディア再生装置１００の有線ＬＡＮインタフェース１０２は、ＬＡＮケーブルを介し
て有線ＬＡＮ対応テレビ４０に接続される。この場合、メディア再生装置１００のプロト
コル変換部１０５は、無線ＬＡＮアクセスポイント３０と有線ＬＡＮ対応テレビ４０との
間で送受信されるデータ（Ｗｅｂデータ）をプロトコル変換した上で中継する。
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【００４９】
　（２．２）全体構成例２
　図３は、メディア再生装置１００を含むシステム全体の構成例２を示す図である。ここ
では構成例１との相違点について説明する。
【００５０】
　図３に示す構成例２では、構成例１で示した無線ＬＡＮアクセスポイント３０に代えて
、有線ＬＡＮルータ７０が設置されている。メディア再生装置１００の有線ＬＡＮインタ
フェース１０２は、ＬＡＮケーブルを介して有線ＬＡＮルータ７０に接続される。
【００５１】
　構成例２においては、有線ＬＡＮインタフェース１０２が有線ＬＡＮルータ７０を介し
てＮＡＳ５０又はＰＣ６０から受信するメディアデータをメディア再生部１０６が再生す
る。
【００５２】
　（３）メディア再生装置の動作例
　次に、図４を参照して、メディア再生装置１００の動作例について説明する。ここでは
、有線ＬＡＮインタフェース１０２に関わる動作を説明する。図４は、メディア再生装置
１００の動作例を示すフローチャートである。
【００５３】
　有線ＬＡＮインタフェース１０２が使用されており（ステップＳ１０１；ＮＯ）、且つ
有線ＬＡＮインタフェース１０２が有線ＬＡＮルータ７０との接続を有する場合、ステッ
プＳ１０３においてＣＰＵ１０７は、有線ＬＡＮインタフェース１０２が有線ＬＡＮルー
タ７０を介してメディアデータを受信するか否か確認する。
【００５４】
　有線ＬＡＮインタフェース１０２が有線ＬＡＮルータ７０を介してメディアデータを受
信する場合（ステップＳ１０３；ＹＥＳ）、ステップＳ１０４においてＣＰＵ１０７は、
有線ＬＡＮインタフェース１０２が有線ＬＡＮルータ７０を介して受信するメディアデー
タを再生するようにメディア再生部１０６を制御する。
【００５５】
　メディア再生部１０６によって再生されたメディアデータは、メディアインタフェース
１０３から出力され、有線ＬＡＮ対応テレビ４０に入力される。有線ＬＡＮ対応テレビ４
０は、入力されるメディアデータを出力する。
【００５６】
　一方、有線ＬＡＮインタフェース１０２が使用されており（ステップＳ１０１；ＮＯ）
、有線ＬＡＮインタフェース１０２が有線ＬＡＮ対応テレビ４０との接続を有し、且つ、
無線ＬＡＮインタフェース１０１が無線ＬＡＮアクセスポイント３０との接続を有する場
合、ステップＳ１０６においてＣＰＵ１０７は、無線ＬＡＮインタフェース１０１が無線
ＬＡＮアクセスポイント３０を介してＷｅｂデータを受信するか否か確認する。
【００５７】
　無線ＬＡＮインタフェース１０１が無線ＬＡＮアクセスポイント３０を介してＷｅｂデ
ータを受信する場合（ステップＳ１０５；ＹＥＳ）、ステップＳ１０６においてＣＰＵ１
０７は、無線ＬＡＮインタフェース１０１が無線ＬＡＮアクセスポイント３０を介して受
信するＷｅｂデータをプロトコル変換した上で中継するようにプロトコル変換部１０５を
制御する。
【００５８】
　プロトコル変換部１０５によってプロトコル変換されたＷｅｂデータは、有線ＬＡＮイ
ンタフェース１０２から出力され、有線ＬＡＮ対応テレビ４０に入力される。有線ＬＡＮ
対応テレビ４０は、入力されるＷｅｂデータを出力する。
【００５９】
　なお、本動作フローにおいては、無線ＬＡＮインタフェース１０１が無線ＬＡＮアクセ
スポイント３０を介してＷｅｂデータを受信する一例について説明したが、インターネッ
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ト２０上のデータであればよく、例えば次のようなデータを無線ＬＡＮインタフェース１
０１が受信してもよい。
【００６０】
　・インターネット２０上のコンテンツデータ
　・メディア再生装置１００のファームウェア
　・メディア再生装置１００に接続されている機器のファームウエア
　・メディア再生装置１００、又はメディア再生装置１００に接続されている機器が保有
する機能に必要となるデータ
　（４）実施形態の効果
　本実施形態に係るメディア再生装置１００は、有線ＬＡＮインタフェース１０２が無線
ＬＡＮアクセスポイント３０との接続を有する場合において本来は使用されない有線ＬＡ
Ｎインタフェース１０２を有線ＬＡＮ対応テレビ４０との接続に使用し、プロトコル変換
部１０５によって、無線ＬＡＮアクセスポイント３０と有線ＬＡＮ対応テレビ４０との間
で送受信されるデータをプロトコル変換した上で中継する。
【００６１】
　これにより、メディア再生装置１００をブリッジ装置（イーサネットコンバータ）とし
ても動作させることが可能になる。従って、ブリッジ装置（イーサネットコンバータ）を
別途設けることなく、有線ＬＡＮ対応テレビ４０を無線化することができる。
【００６２】
　また、本実施形態では、有線ＬＡＮインタフェース１０２が有線ＬＡＮルータ７０との
接続を有する場合には、有線ＬＡＮインタフェース１０２が有線ＬＡＮルータ７０を介し
て受信するメディアデータをメディア再生部１０６が再生するため、有線ＬＡＮインタフ
ェース１０２を本来の使用形態でも使用できる。
【００６３】
　さらに、本実施形態では、無線ＬＡＮインタフェース１０１が無線ＬＡＮアクセスポイ
ント３０との接続を有する場合に、無線ＬＡＮインタフェース１０１が無線ＬＡＮアクセ
スポイント３０を介して受信するメディアデータをメディア再生部１０６が再生するため
、無線ＬＡＮインタフェース１０１を本来の使用形態でも使用できる。
【００６４】
　（５）実施形態の変更例
　上述した実施形態においては、メディア再生装置１００が、無線ＬＡＮインタフェース
１０１、有線ＬＡＮインタフェース１０２、メディアインタフェース１０３、及びＵＳＢ
インタフェース１０４を有していた。
【００６５】
　本変更例では、図５に示すように、メディア再生装置１００がこれらのインタフェース
に加えてイーサネットハブ／スイッチングハブ１０９を有する。ここでイーサネットハブ
とは、スイッチング機能（ＭＡＣアドレスを解釈して中継する機能）を有しない集線装置
である。スイッチングハブとは、スイッチング機能を有する集線装置である。
【００６６】
　イーサネットハブ／スイッチングハブ１０９は、複数のイーサネットポート（有線ＬＡ
Ｎインタフェース１０２ａ，１０２ｂ，…）を含む。これらのイーサネットポートには、
イーサネットに対応した機器が接続される。イーサネットハブ／スイッチングハブ１０９
のポート数は例えば４～８ポートとすることができる。上述した実施形態に係る有線ＬＡ
Ｎインタフェース１０２は、当該複数のイーサネットポートのうちの１つのポートに相当
する。
【００６７】
　このように構成されたメディア再生装置１００において、ＣＰＵ１０７は、イーサネッ
トハブ／スイッチングハブ１０９に接続された機器からのメディアデータを再生するよう
にメディア再生部１０６を制御することができる。
【００６８】
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　また、イーサネットハブ／スイッチングハブ１０９に接続された機器は、無線ＬＡＮイ
ンタフェース１０１／有線ＬＡＮインタフェース１０３経由でルータ（アクセスポイント
／有線ＬＡＮルータ）に接続可能である。これにより、イーサネットハブ／スイッチング
ハブ１０９に接続された機器をホームネットワーク上の機器として取り扱うことができる
。
【００６９】
　なお、本変更例では、上述した実施形態に係る有線ＬＡＮインタフェース１０２がイー
サネットハブ／スイッチングハブ１０９の複数のイーサネットポートのうちの１つのポー
トに相当すると説明したが、上述した実施形態に係る有線ＬＡＮインタフェース１０２と
、イーサネットハブ／スイッチングハブ１０９とを別個独立に設ける構成としてもよい。
【００７０】
　（６）その他の実施形態
　上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び
図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様
々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【００７１】
　上述した実施形態においては、表示装置の一例としての有線ＬＡＮ対応テレビ４０につ
いて説明したが、有線ＬＡＮ対応テレビ４０に限らず、有線ＬＡＮに対応した表示装置で
あればよく、例えばプロジェクタ等であってもよい。
【００７２】
　上述した実施形態においては、メディア再生装置１００は、メモリ１０８以外の記憶部
を有していなかったが、メディア再生装置１００にＨＤＤ等の大容量の記憶部を設けても
よい。この場合、メディア再生装置１００がメディアデータを大容量の記憶部に記憶可能
である。
【００７３】
　このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということ
を理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特
定事項によってのみ限定されるものである。
【符号の説明】
【００７４】
　２０…インターネット、３０…アクセスポイント、４０…有線ＬＡＮ対応テレビ、５０
…ＮＡＳ、６０…ＰＣ、７０…有線ＬＡＮルータ、１００…メディア再生装置、１０１…
無線ＬＡＮインタフェース、１０２…有線ＬＡＮインタフェース、１０３…メディアイン
タフェース、１０４…ＵＳＢインタフェース、１０５…プロトコル変換部、１０６…メデ
ィア再生部、１０７…ＣＰＵ、１０８…メモリ
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