(57)【要約】
【課題】 送信体で識別データを作成して、受信体にそ
れを送信するだけで受信体の識別データを変更できる送
受信システムを提供する。
【解決手段】下記の要件を備えて成ることを特徴とする
送受信システム。（イ）送信体と受信体は、電源を切っ
ても消去されない初期の識別データを保有すること。
（ロ）送信体は、識別データを、新規作成し、表示し、
訂正し、確定し、設定する、識別データ設定手段を有す
ること。（ハ）送信体は、データを受信体に向けて送信
する送信手段を有すること。（ニ）送信体は、受信体を
制御する受信体制御手段を有すること。（ホ）受信体
は、前記送信手段からのデータを受信する受信手段を有
すること。（ヘ）受信体は、前記の受信手段で受信した
データの中から、識別データを読み取り、それを自己の
識別データとして記憶する、自己識別データ記憶手段を
有すること。（ト）受信体は、前記の受信手段で受信し
たデータに、識別データが含まれる場合だけ、受信した
データを処理すること。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】下記の要件を備えて成ることを特徴とする
送受信システム。
（イ）送信体と受信体は、電源を切っても消去されない
初期の識別データを保有すること。
（ロ）送信体は、識別データを、新規作成し、表示し、
訂正し、確定し、設定する、識別データ設定手段を有す
ること。
（ハ）送信体は、データを受信体に向けて送信する送信
手段を有すること。
（ニ）送信体は、受信体を制御する受信体制御手段を有
すること。
（ホ）受信体は、前記送信手段からのデータを受信する
受信手段を有すること。
（ヘ）受信体は、前記の受信手段で受信したデータの中
から、識別データを読み取り、それを自己の識別データ
として記憶する、自己識別データ記憶手段を有するこ
と。
（ト）受信体は、前記の受信手段で受信したデータに、
識別データが含まれる場合だけ、受信したデータを処理
すること。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、識別データ新規
作成等の手段を備えた送受信システムに関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】従来の送受信システムの主なものには、
次の二通りがある。一つは、送信体と受信体に、複数の
識別データをあらかじめ保有させるとともに、当該識別
データの中から任意の一つを選択するための識別データ
選択スイッチを備えさせ、このスイッチで送信体と受信
体の識別データを一致させてから、送信体で受信体を制
御していた。もう一つは、送信体と受信体に、識別デー
タを設定する複数のスイッチを設け、このオン、オフの
組み合わせを各々適宜に設定することにより、送信体と
受信体の識別データを一致させてから、送信体で受信体
を制御していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】これには、次のような
欠点があった。送信体と受信体に複数の識別データをあ
らかじめ保有させているので、送信体と受信体に複数の
識別データの中から任意の一つを選択するための識別デ
ータ選択スイッチや識別データを設定する各々の複数の
スイッチを備えなければならず、さらに、このスイッチ
で送信体と受信体の識別データを一致させなければなら
ないので、これらをいちいち操作することは面倒であっ
た。また、送信体と受信体が遠方に離れていた場合は、
送信体と受信体を近づけて手に取ってから識別データを
変更したり、送信体あるいは受信体の識別データを変更
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した後、受信体あるいは送信体の識別データを変更しな
ければならず、時間がかかり面倒であった。さらに、受
信体が、送信体から遠方に離れていて、人が行けない所
にある場合に、送信体が故障や破損などして使用できな
くなると、たとえ同種の送信体を使用したとしても受信
体を回収することが困難になってしまう。
【０００４】
【課題を解決するための手段】このため、受信体の識別
データ選択スイッチや識別データを設定する複数のスイ
ッチを操作せずに、受信体を制御できるシステムを提供
しようと考え、下記の要件を備えて成ることを特徴とす
る送受信システムを発明した。
（イ）送信体と受信体は、電源を切っても消去されない
初期の識別データを保有すること。
（ロ）送信体は、識別データを、新規作成し、表示し、
訂正し、確定し、設定する、識別データ設定手段を有す
ること。
（ハ）送信体は、データを受信体に向けて送信する送信
手段を有すること。
（ニ）送信体は、受信体を制御する受信体制御手段を有
すること。
（ホ）受信体は、前記送信手段からのデータを受信する
受信手段を有すること。
（ヘ）受信体は、前記の受信手段で受信したデータの中
から、識別データを読み取り、それを自己の識別データ
として記憶する、自己識別データ記憶手段を有するこ
と。
（ト）受信体は、前記の受信手段で受信したデータに、
識別データが含まれる場合だけ、受信したデータを処理
すること。
【０００５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図
面に基づいて説明する。図１は、本発明に係る送受信シ
ステムの送信体の主要部を示したブロック図である。図
２は、本発明に係る送受信システムの受信体の主要部を
示したブロック図である。図３は、送信体から送信され
るデータの構成を示した説明図である。図４は、本発明
に係る送受信システムの送信体の実施例を示したブロッ
ク図及び機能ボタン等の配置の具体例を示した図であ
る。図５は、本発明に係る送受信システムの受信体の実
施例を示したブロック図及び識別データ表示画面の配置
の具体例を示した図である。図６は、初期の識別データ
を含むデータの実施例を示した説明図である。図７は、
識別データを変更させるデータの実施例を示した説明図
である。図８は、識別データを変更させるデータの実施
例を示した説明図である。図９は、識別データを変更さ
せるデータの実施例を示した説明図である。図１０は、
本発明に係る送受信システムの送信体の他の実施例を示
したブロック図である。図１１は、本発明に係る送受信
システムの受信体の他の実施例を示したブロック図であ
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る。
【０００６】図１で示すように、本発明に係る送受信シ
ステムの送信体１は、制御部１１を有し、制御部１１に
は、識別データ設定部１２、送信部１３、記憶部１４、
受信体操作部１５のそれぞれが接続されている。
【０００７】制御部１１は、ＣＰＵ等を有し、記憶部１
４に記憶された各種プログラムやデータに基づいて、全
体的な制御を行なうものである。
【０００８】識別データ設定部１２は、複数のボタンに
より構成され、これらのボタンの組み合わせにより、識
別データの、新規作成、表示、訂正、確定、設定などを
行なう。
【０００９】送信部１３は、発振回路と変調回路から構
成され、識別データを含むデータを、受信体２に向けて
電磁波により送信する。もちろん、本発明はこれに限定
されず、赤外線、音波による信号を送信するように構成
しても良い。
【００１０】記憶部１４は、ＲＯＭ、ＲＡＭなどの適宜
のメモリから構成されている。ＲＯＭには、初期の識別
データが記憶されている。ＲＯＭには、識別データを含
むデータを送信するための制御プログラムなどが記憶さ
れている。ＲＡＭはワークエリアであり、各種データを
記憶する。
【００１１】受信体操作部１５は、複数のボタンで構成
され、受信体２を遠隔的に制御するために用いられる。
【００１２】図２で示すように、本発明に係る送受信シ
ステムの受信体２は、制御部２１を有し、制御部２１に
は、受信部２３、記憶部２４、被制御部２５のそれぞれ
が接続されている。
【００１３】制御部２１は、ＣＰＵ等を有し、記憶部２
４に記憶された各種プログラムやデータに基づいて、全
体的な制御を行なうものである。制御部２１は、受信し
たデータに識別データが含まれる場合だけ、受信したデ
ータを処理する。
【００１４】受信部２３は、受信回路と復調回路などか
ら構成され、送信体１から送信される電磁波による各種
データを受信する。もちろん、本発明はこれに限定され
ず、赤外線、音波による信号を受信するように構成して
も良い。
【００１５】記憶部２４は、ＲＯＭ、ＲＡＭなどの適宜
のメモリから構成されている。ＲＯＭには、初期の識別
データが記憶されている。ＲＯＭには、受信したデータ
に識別データが含まれるか否かを判定するプログラム、
ＲＡＭに記憶してある識別データをＲＯＭに記憶してあ
る初期の識別データよりも優先的に読み取るようにして
あるプログラム、受信したデータに識別データが含まれ
る場合だけ受信したデータを処理するためのプログラム
などが記憶されている。ＲＡＭはワークエリアであり、
各種データ（識別データも含む）を記憶する。
【００１６】被制御部２５は、制御部２１からのデータ
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に基づいて駆動する。
【００１７】次に、送信体１から送信されるデータ１０
０の構成を図３に基づいて説明する。図３は、１０１が
データ開始部、１０２が識別データ部、１０３が制御デ
ータ部、１０４がデータチェック部である。１０４のデ
ータチェック部でデータをチェックし、異常がなけれ
ば、１０３の制御データを実行するようになっている。
このように、すべてのデータは、データチェック部でデ
ータをチェックし、異常がなければ、制御データを実行
するようになっている。このデータは、適宜のビット数
から構成されている。
【００１８】
【実施例】実施例として、本発明システムによる自動車
玩具を取り上げることにする。
（図４から図９を参照のこと）Ａさんが、送信体１Ａと
受信体２Ａである自動車玩具を持っていて、受信体２Ａ
である自動車玩具を走らせて遊ぶ場合について説明す
る。Ａさんは、送信体１Ａと受信体２Ａである自動車玩
具の電源を入れた。送信体１Ａの記憶部１４のＲＯＭと
受信体２Ａである自動車玩具の記憶部２４のＲＯＭに
は、初期の識別データが既に保存されている。この場
合、初期の識別データを００１とする。電源を入れる
と、送信体１Ａの識別データ表示画面３０と受信体２Ａ
である自動車玩具の識別データ表示画面４０に、それぞ
れ、初期の識別データ００１が表示され、送信体１Ａと
受信体２Ａである自動車玩具の現在の識別データが００
１であることが確認できる。
【００１９】Ａさんは、送信体１Ａと受信体２Ａである
自動車玩具の識別データを００１のまま、送信体１Ａに
ある受信体操作部１５の複数のボタン１５ａ，１５ｂ，
１５ｃ・・を操作して、受信体２Ａである自動車玩具を
遠隔的に制御した。この制御中のデータ１１０を図６で
説明する。１１１がデータ開始部、１１２が識別データ
部（ここでは初期の識別データ００１が該当する）、１
１３が制御データ部（ここでは駆動部の制御データにな
っている）、１１４がデータチェック部である。
【００２０】受信体２Ａである自動車玩具の受信部２３
は、送信体１から送信されたデータ１１０（図６）を受
信する。受信体２Ａである自動車玩具の記憶部２４のＲ
ＯＭには、受信したデータに識別データが含まれるか否
かを判定するプログラム、ＲＡＭに記憶してある識別デ
ータをＲＯＭに記憶してある初期の識別データよりも優
先的に読み取るようにしてあるプログラム、受信したデ
ータに識別データが含まれる場合だけ、受信したデータ
を処理するためのプログラムなどが記憶されているの
で、他の識別データによる混信を防ぐことができ、制御
データ部の処理が正しく行われる。
【００２１】Ａさんは、遊びを終わりにするため、受信
体２Ａである自動車玩具を自分の足元に戻してから、送
信体１Ａと受信体２Ａである自動車玩具の電源を切っ
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た。電源を切っても、送信体１Ａと受信体２Ａである自
動車玩具が保存している初期の識別データ００１は、そ
のまま保存される。
【００２２】次にＡさんは、再び受信体２Ａである自動
車玩具を走らせて遊ぶことにした。Ａさんは、送信体１
Ａと受信体２Ａである自動車玩具の電源を入れた。送信
体１Ａと受信体２Ａである自動車玩具には、初期の識別
データ００１が既に保存されている。Ａさんは、この識
別データ００１を新たな識別データ（この場合、００２
とする）に変更しようとして、送信体１Ａの識別データ
新規作成ボタン３２を操作した。ところが、識別データ
新規作成ボタン３２を００２と操作すべきところを、誤
って００９と操作してしまった。識別データ表示画面３
０には００９が表示されている。そこで、識別データ訂
正ボタン３３を操作して００９をクリアし、正しい識別
データ００２を操作した。こうして、識別データ表示画
面３０には００２が表示された。Ａさんは、この識別デ
ータ００２を確定し、送信体１Ａの記憶部１４のＲＡＭ
に記憶させるため識別データ設定ボタン３４を操作し
た。この操作によって、この識別データ００２は、送信
体１Ａの記憶部１４のＲＡＭに記憶され、識別データ０
０２の設定が完了した。
【００２３】次にＡさんは、識別データ００２を受信体
２Ａである自動車玩具に記憶させようと、送信体１Ａに
ある識別データ送信ボタン３６を操作した。この操作に
よって、送信体１Ａの送信部１３からデータ１２０が受
信体２Ａである自動車玩具に向けて送信された。この時
のデータ１２０を図７で説明する。１２１がデータ開始
部、１２２が識別データ部（ここでは初期の識別データ
００１が該当する）、１２３が制御データ部（ここでは
初期の識別データ００１を、新たな識別データ００２に
変更せよというデータが該当する）、１２４がデータチ
ェック部である。
【００２４】受信体２Ａである自動車玩具の受信部２３
は、送信体１Ａから送信されたデータ１２０（図７）を
受信する。受信体２Ａである自動車玩具の記憶部２４の
ＲＯＭに記憶されているプログラムによって、受信した
データに識別データ００１が含まれているので、他の識
別データによる混信を防ぐことができ、次の処理が行わ
れる。記憶部２４のＲＡＭに新たな識別データ００２を
記憶させ、受信体２Ａである自動車玩具の識別データを
００２に設定させる。この設定後は、受信体２Ａである
自動車玩具の記憶部２４のＲＯＭに記憶されているプロ
グラムによって、記憶部２４のＲＡＭに記憶してある識
別データ００２を、ＲＯＭに記憶してある初期の識別デ
ータ００１よりも優先的に読み取るようにしてある。こ
うして、今後受信したデータに、識別データ００２が含
まれる場合だけ、受信したデータを処理するようにな
る。
【００２５】次にＡさんは送信を済ませた後、自己識別

10

20

30

40

50

特開２００３−３３８８５３
6
データ変更ボタン３８を操作して、送信体１Ａ自身の識
別データ００１を、新しい自己識別データ００２に設定
させた。
【００２６】次にＡさんは、送信体１Ａにある受信体操
作部１５の複数のボタン１５ａ，１５ｂ，１５ｃ・・を
操作して、受信体２Ａである自動車玩具を遠隔的に制御
した。受信体２Ａである自動車玩具では、記憶部２４の
ＲＯＭに記憶されているプログラムによって、受信した
データに識別データ００２が含まれている場合だけ処理
が行われるので、他の識別データによる混信を防ぐこと
ができ、制御データ部の処理が正しく行われる。
【００２７】Ａさんは、この識別データ００２を新たな
識別データ（この場合、００３とする）に変更しようと
して、送信体１Ａの識別データ新規作成ボタン３２を操
作した。識別データ表示画面３０には００３が表示され
た。Ａさんは、この識別データ００３を確定し、送信体
１Ａに記憶させるため識別データ設定ボタン３４を操作
した。この操作によって、この識別データ００３は、送
信体１Ａの記憶部１４のＲＡＭに記憶され、識別データ
００３の設定が完了した。
【００２８】次にＡさんは、識別データ００３を受信体
２Ａである自動車玩具に記憶させようと、送信体１Ａに
ある識別データ送信ボタン３６を操作した。この操作に
よって、送信体１Ａの送信部１３からデータ１３０が受
信体２Ａである自動車玩具に向けて送信された。この時
のデータ１３０を図８で説明する。１３１がデータ開始
部、１３２が識別データ部（ここでは識別データは００
２になっている）、１３３が制御データ部（ここでは識
別データ００２を新たな識別データ００３に変更せよと
いうデータになっている）、１３４がデータチェック部
である。受信体２Ａである自動車玩具の受信部２３は、
送信体１Ａから送信されたデータ１３０（図８）を受信
する。受信体２Ａである自動車玩具の記憶部２４のＲＯ
Ｍに記憶されているプログラムによって、受信したデー
タに識別データ００２が含まれているので、他の識別デ
ータによる混信を防ぐことができ、次の処理が行われ
る。記憶部２４のＲＡＭに新たな識別データ００３を記
憶させ、受信体２Ａである自動車玩具の識別データを０
０３に設定させる。この設定後は、受信体２Ａである自
動車玩具の記憶部２４のＲＯＭに記憶されているプログ
ラムによって、記憶部２４のＲＡＭに記憶してある識別
データ００３を、ＲＯＭに記憶してある初期の識別デー
タ００１よりも優先的に読み取るようにしてある。こう
して、今後受信したデータに、識別データ００３が含ま
れる場合だけ、受信したデータを処理するようになる。
【００２９】次にＡさんは送信を済ませた後、自己識別
データ変更ボタン３８を操作して、送信体１Ａ自身の識
別データ００２を、新しい自己識別データ００３に設定
させた。
【００３０】次にＡさんは、送信体１Ａにある受信体操
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作部１５の複数のボタン１５ａ，１５ｂ，１５ｃ・・を
操作して、受信体２Ａである自動車玩具を遠隔的に制御
した。受信体２Ａである自動車玩具の記憶部２４のＲＯ
Ｍに記憶されているプログラムによって、受信したデー
タに識別データ００３が含まれているので、他の識別デ
ータによる混信を防ぐことができ、制御データ部の処理
が正しく行われる。
【００３１】Ａさんは、遊びを終わりにするため、受信
体２Ａである自動車玩具を自分の足元に戻してから、送
信体１Ａと受信体２Ａである自動車玩具の電源を切った
電源を切ると、送信体１Ａと受信体２Ａである自動車玩
具に記憶されている識別データ００３は消去されるが、
送信体１Ａと受信体２Ａである自動車玩具が保存してい
る初期の識別データ００１は、そのまま保存される。
【００３２】次にＡさんは、三度、受信体２Ａである自
動車玩具を走らせて遊ぶことにした。Ａさんは、送信体
１Ａと受信体２Ａである自動車玩具の電源を入れた。送
信体１Ａと受信体２Ａである自動車玩具には、初期の識
別データ００１が既に保存されている。次にＡさんは、
識別データ００１を新たな識別データ００４に変更しよ
うとして、送信体１Ａの識別データ新規作成ボタン３２
を操作した。識別データ表示画面３０には００４が表示
された。Ａさんは、この識別データ００４を確定し、送
信体１Ａに記憶させるため識別データ設定ボタン３４を
操作した。この操作によって、この識別データ００４
は、送信体１Ａの記憶部１４のＲＡＭに記憶され、識別
データ００４の設定が完了した。
【００３３】次にＡさんは、識別データ００４を受信体
２Ａである自動車玩具に記憶させようと、送信体１Ａに
ある識別データ送信ボタン３６を操作した。この操作に
よって、送信体１Ａの送信部１３からデータ１４０が受
信体２Ａである自動車玩具に向けて送信された。この時
のデータ１４０を図９で説明する。１４１がデータ開始
部、１４２が識別データ部（ここでは識別データは００
１になっている）、１４３が制御データ部（ここでは初
期の識別データ００１を新たな識別データ００４に変更
せよというデータになっている）、１４４がデータチェ
ック部である。受信体２Ａである自動車玩具の受信部２
３は、送信体１Ａから送信されたデータ１４０（図９）
を受信する。受信体２Ａである自動車玩具の記憶部２４
のＲＯＭに記憶されているプログラムによって、受信し
たデータに識別データ００１が含まれているので、他の
識別データによる混信を防ぐことができ、次の処理が行
われる。記憶部２４のＲＡＭに新たな識別データ００４
を記憶させ、受信体２Ａである自動車玩具の識別データ
を００４に設定させる。この設定後は、受信体２Ａであ
る自動車玩具の記憶部２４のＲＯＭに記憶されているプ
ログラムによって、記憶部２４のＲＡＭに記憶してある
識別データ００４を、ＲＯＭに記憶してある初期の識別
データ００１よりも優先的に読み取るようにしてある。

10

20

30

40

50

特開２００３−３３８８５３
8
こうして、今後受信したデータに、識別データ００４が
含まれる場合だけ、受信したデータを処理するようにな
る。
【００３４】次にＡさんは送信を済ませた後、自己識別
データ変更ボタン３８を操作して、送信体１Ａ自身の識
別データ００１を、新しい自己識別データ００４に設定
させた。
【００３５】次にＡさんは、送信体１Ａにある受信体操
作部１５の複数のボタン１５ａ，１５ｂ，１５ｃ・・を
操作して、受信体２Ａである自動車玩具を遠隔的に制御
した。受信体２Ａである自動車玩具の記憶部２４のＲＯ
Ｍに記憶されているプログラムによって、受信したデー
タに識別データ００４が含まれているので、他の識別デ
ータによる混信を防ぐことができ、制御データ部の処理
が正しく行われる。
【００３６】Ａさんは、送信体１Ａにある受信体操作部
１５の複数のボタン１５ａ，１５ｂ，１５ｃ・・を操作
して、受信体２Ａである自動車玩具を遠隔的に制御して
いたが、突然、送信体１Ａが故障してしまった。この
時、受信体２Ａである自動車玩具は、Ａさんから遠く離
れた位置にあり、人が行くのに困難な所であった。困り
果てたＡさんは、近くにいたＢさんに声をかけた。Ｂさ
んも、Ａさんと同じ種類の送信体１Ｂと受信体２Ｂであ
る自動車玩具で遊んでいたからだ。この時のＢさんは、
送信体１Ｂと受信体２Ｂである自動車玩具ともに識別デ
ータを０９９にしてあった。Ａさんは事情を話し、Ｂさ
んの送信体１Ｂの識別データ０９９を、Ａさんの受信体
２Ａである自動車玩具の識別データ００４に変更しても
らうことにした。この後のＢさんの行なう送信体１Ｂの
操作は、送信体１Ａの操作を参考のこと。こうしてＡさ
んは、Ｂさんの協力を得て、受信体２Ａである自動車玩
具の回収に成功した。
【００３７】
【発明の効果】本発明を使用することによって、次のよ
うな効果を生む。本発明では、送信体を簡単に操作する
だけで送信体と受信体の識別データを変更できるから、
送信体と受信体に複数の識別データをあらかじめ保有さ
せる必要がなくなる。これにより、送信体と受信体に複
数の識別データの中から任意の一つを選択するための識
別データ選択スイッチや識別データを設定する複数のス
イッチを備える必要がなくなる。複数のスイッチを備え
る必要がなくなるので、これらを操作して、送信体と受
信体の識別データを手動により一致させる必要がなくな
る。このことにより、特に受信体においては、識別デー
タの選択スイッチはなくなるので、これらをいちいち操
作する面倒がなくなる。また、送信体と受信体が遠方に
離れていた場合でも、本発明では、送信体を簡単に操作
するだけで識別データを変更できるので、送信体と受信
体を近づけて手に取って識別データを変更したり、送信
体あるいは受信体の識別データを変更した後、受信体あ
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るいは送信体の識別データを変更するなどの時間が、大
幅に短縮できる。さらに、受信体が、送信体から遠方に
離れていて、人が行けない所にある場合に、送信体が故
障や破損などして使用できなくなっても、同種の送信体
を使用して、その送信体の識別データを受信体の識別デ
ータに変更すれば、受信体を制御でき、回収することも
容易に可能となる。
【００３８】
【他の実施例】あらかじめ初期の識別データがない場合
は、本発明のシステムを次のようにすればよい。
（イ）送信体は、識別データを、新規作成し、表示し、
訂正し、確定し、設定する、識別データ設定手段を有す
ること。
（ロ）送信体は、データを受信体に向けて送信する送信
手段を有すること。
（ハ）送信体は、受信体を制御する受信体制御手段を有
すること。
（ニ）受信体は、前記送信手段からのデータを受信する
受信手段を有すること。
（ホ）受信体は、前記の受信手段で受信したデータの中
から、識別データを読み取り、それを自己の識別データ
として記憶する、自己識別データ記憶手段を有するこ
と。
（ヘ）受信体は、前記の受信手段で受信したデータに、
識別データが含まれる場合だけ、受信したデータを処理
すること。
【００３９】ここで、あらかじめ初期の識別データを保
有してある送受信システムと、あらかじめ初期の識別デ
ータがない場合の送受信システムを区別するため、あら
かじめ初期の識別データを保有してある送受信システム
をシステム１とし、あらかじめ初期の識別データがない
場合の送受信システムをシステム２とする。システム２
の、送信体の主要部と受信体の主要部を、それぞれ図１
０と図１１のようにする。
【００４０】システム２の送信体の主要部を図１０で説
明する。送信体２００は、制御部２１１を有し、制御部
２１１には、識別データ設定部２１２、送信部２１３、
記憶部２１４、受信体操作部２１５のそれぞれが接続さ
れている。ここでシステム２がシステム１と異なるとこ
ろは記憶部であり、システム１の記憶部１４のＲＯＭに
は初期の識別データが記憶されているが、システム２の
記憶部２１４のＲＯＭには初期の識別データが記憶され
ていない。
【００４１】システム２の受信体の主要部を図１１で説
明する。受信体３００は、制御部３２１を有し、制御部
３２１には、受信部３２３、記憶部３２４、被制御部３
２５のそれぞれが接続されている。ここでシステム２が
システム１と異なるところは記憶部であり、システム１
の記憶部２４のＲＯＭには初期の識別データが記憶され
ているが、システム２の記憶部３２４のＲＯＭには初期
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の識別データが記憶されていない。
【００４２】システム２をシステム１と同じように働か
せるには、システム１にある初期の識別データと同じよ
うな識別データを、システム２の送信体と受信体に設定
させればよいことになる。これは、次のような操作を行
えばよい。まず、システム２の送信体２００と受信体３
００の電源を入れ、送信体２００で任意の識別データを
作成し設定してから、受信体３００に向けてその識別デ
ータを含むデータを送信する。次に、受信体３００で
は、その識別データを含むデータを受信し、プログラム
によって、その中から識別データを読み取り、自己の識
別データとして設定させる。
【図面の簡単な説明】
【図１】は、本発明に係る送受信システムの送信体の主
要部を示したブロック図である。
【図２】は、本発明に係る送受信システムの受信体の主
要部を示したブロック図である。
【図３】は、送信体から送信されるデータの構成を示し
た説明図である。
【図４】は、本発明に係る送受信システムの送信体の実
施例を示したブロック図及び機能ボタン等の配置の具体
例を示した図である。
【図５】は、本発明に係る送受信システムの受信体の実
施例を示したブロック図及び識別データ表示画面の配置
の具体例を示した図である。
【図６】は、初期の識別データを含むデータの実施例を
示した説明図である。
【図７】は、識別データを変更させるデータの実施例を
示した説明図である。
【図８】は、識別データを変更させるデータの実施例を
示した説明図である。
【図９】は、識別データを変更させるデータの実施例を
示した説明図である。
【図１０】は、本発明に係る送受信システムの送信体の
他の実施例を示したブロック図である。
【図１１】は、本発明に係る送受信システムの受信体の
他の実施例を示したブロック図である。
【符号の説明】
１ 送信体
２ 受信体
１１ 制御部
１２ 識別データ設定部
１３ 送信部
１４ 記憶部
１５ 受信体操作部
１５ａ、１５ｂ、１５ｃ 操作ボタン
２１ 制御部
２３ 受信部
２４ 記憶部
２５ 被制御部
３０ 識別データ表示画面
３２ 識別データ新規作
成ボタン
３３ 識別データ訂正ボタン ３４ 識別データ設定ボ
タン
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１３１ データ開始部
１

11
３６ 識別データ送信ボタン ３８ 自己識別データ変
＊ １３０ データ
更ボタン
３２ 識別データ部
４０ 識別データ表示画面
１３３ 制御データ部
１００ データ
１０１ データ開始部
１
部
０２ 識別データ部
１４０ データ
１４１
１０３ 制御データ部
１０４ データチェック
４２ 識別データ部
部
１４３ 制御データ部
１１０ データ
１１１ データ開始部
１
部
１２ 識別データ部
２００ 送信体
２１１
１１３ 制御データ部
１１４ データチェック 10 別データ設定部
部
２１３ 送信部
２１４
１２０ データ
１２１ データ開始部
１
信体操作部
２２ 識別データ部
３００ 受信体
３２１
１２３ 制御データ部
１２４ データチェック
信部
部
＊
３２４ 記憶部
３２５
【図１】

【図２】

【図４】

【図３】

【図５】

【図１０】

【図７】

【図８】

【図９】

１３４ データチェック
データ開始部

１

１４４ データチェック
制御部

２１２ 識

記憶部

２１５ 受

制御部

３２３ 受

被制御部
【図６】
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【図１１】
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