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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部にデータを記憶するメモリを備えたタグとの間で電磁誘導により相互にデータ通信を
行う非接触ＩＤリーダを、造営材に設けた断面矩形状の取付孔に取り付けるための非接触
ＩＤリーダの取付構造において、
　外形寸法が取付孔よりも小さい寸法に形成され、タグとの間で電磁誘導により相互にデ
ータ通信を行うためのアンテナや回路部を収納したリーダ本体と、矩形板状であって取付
孔よりも若干小さい寸法に形成され、リーダ本体の背面にリーダ本体との間隔を保持する
ための間隔保持部材を介してねじ止めされたリーダ取付板と、矩形板状であって少なくと
も長手方向寸法が取付孔よりも大きい寸法に形成され、リーダ取付板に対して略平行で且
つ各辺がリーダ取付板の各辺に対して略４５度の角度で交差するような状態でリーダ取付
板の背面側に取り付けられるプレート取付板と、プレート取付板に設けた挿通孔に挿通さ
れると共にリーダ取付板に設けたねじ孔に螺入されるプレート取付ねじとを備え、上記造
営材は建物の外壁の内側に設けられた内壁であり、この内壁に設けた取付孔内にリーダ本
体が挿入されており、上記間隔保持部材はリーダ本体をリーダ取付板と反対側に付勢する
ばね部材からなり、リーダ本体が外壁と当接し且つばね部材が撓められた状態でリーダ本
体が取り付けられるようにばね部材の長さ寸法を設定し、リーダ本体と共に造営材の一側
から取付孔内に挿入されて造営材の反対側に配置されたリーダ取付板と、リーダ取付板を
造営材の反対側に配置した状態で各辺が取付孔の端面と略平行になるように略４５度回転
されたプレート取付板との間で造営材を挟持することを特徴とする非接触ＩＤリーダの取
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付構造。
【請求項２】
プレート取付ねじとして長さの異なるものを複数種類用意し、何れかのねじを選択して使
用することを特徴とする請求項１記載の非接触ＩＤリーダの取付構造。
【請求項３】
リーダ本体とリーダ取付板とを結合するリーダ取付ねじとプレート取付ねじのねじ径及び
ピッチが同じであることを特徴とする請求項１又は２の何れか１項に記載の非接触ＩＤリ
ーダの取付構造。
【請求項４】
リーダ取付板におけるプレート取付板側の面に、プレート取付板の各辺が取付孔の端面と
略平行になるようにプレート取付板を回転させた状態で、取付孔の端面と係止する係止部
を設けたことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の非接触ＩＤリーダの取付
構造。
【請求項５】
前記係止部は、リーダ取付板に設けたねじ孔に取り付けたねじ部材であることを特徴とす
る請求項４記載の非接触ＩＤリーダの取付構造。
【請求項６】
前記係止部は、リーダ取付板の中心に対して対角の位置に２個設けられたことを特徴とす
る請求項４記載の非接触ＩＤリーダの取付構造。
【請求項７】
前記係止部は、リーダ取付板の２本の対角線上に、リーダ取付板の中心に対して対角の位
置に２個づつ設けられたことを特徴とする請求項４記載の非接触ＩＤリーダの取付構造。
【請求項８】
リーダ取付板におけるプレート取付板側の面に、プレート取付板の各辺が取付孔の端面と
略平行になるようにプレート取付板を回転させた状態で取付孔の端面と当接する段部を設
け、該段部により前記係止部を構成したことを特徴とする請求項４記載の非接触ＩＤリー
ダの取付構造。
【請求項９】
リーダ本体とリーダ取付板とを結合するリーダ取付ねじのねじ部先端を、リーダ取付板に
設けたねじ孔の途中で止めたことを特徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記載の非接
触ＩＤリーダの取付構造。
【請求項１０】
リーダ本体及びリーダ取付板を造営面の反対側に配置した状態で、造営面の反対側に予め
配線されたケーブルをリーダ本体に接続する結線作業を行うための開口孔をリーダ取付板
に設けたことを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の非接触ＩＤリーダの取付
構造。
【請求項１１】
造営面の反対側から引き出されたケーブルを通すためのケーブル挿通部をリーダ本体に設
けたことを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の非接触ＩＤリーダの取付構造
。
【請求項１２】
プレート取付板の背面側にねじ固定される矩形枠状のプレート枠と、プレート枠に嵌合固
定される化粧プレートとを備えて成ることを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１項に
記載の非接触ＩＤリーダの取付構造。
【請求項１３】
上記造営材は建物の外壁の内側に設けられた内壁であり、建物の出入口付近の内壁に設け
た取付孔内にリーダ本体が挿入され、内壁と外壁との間の空間に取り付けられることを特
徴とする請求項１乃至１２の何れか１項に記載の非接触ＩＤリーダの取付構造。
【請求項１４】
請求項１記載の非接触ＩＤリーダを造営材から取り外す取り外し方法において、先ずプレ
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ート取付ねじを緩めて、プレート取付板とリーダ取付板との間の距離を造営材の厚み寸法
よりも長くした状態で、プレート取付板を略４５度回転させて、リーダ取付板の各辺を取
付孔の端面と略平行にした後、プレート取付板を造営材から離れる方向に移動させて、リ
ーダ本体及びリーダ取付板を取付孔から取り出すことを特徴とする非接触ＩＤリーダの取
り外し方法。
【請求項１５】
請求項１記載の非接触ＩＤリーダを造営材に取り付ける取付方法において、リーダ本体に
設けた貫通孔に挿通されたリーダ取付ねじにばね部材を通し、リーダ取付板に設けたねじ
孔に螺入することにより、リーダ本体をリーダ取付板にねじ止めすると共に、プレート取
付板をプレート取付ねじを用いてリーダ取付板にねじ止めし、ばね部材によってリーダ本
体をリーダ取付板と反対側に付勢し、リーダ取付板とプレート取付板との間の間隔を造営
材の厚み寸法よりも長くした状態で、リーダ取付板の各辺を取付孔の端面と略平行にして
、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の一側から取付孔内に挿入し、リーダ本体とリー
ダ取付板とを造営材の反対側に配置した後、プレート取付板を略４５度回転させて、プレ
ート取付板の各辺を取付孔の端面と略平行に配置し、プレート取付ねじをねじ込んでプレ
ート取付板とリーダ取付板との間で造営材を挟持することにより、リーダ本体を造営材に
取り付けることを特徴とする非接触ＩＤリーダの取付方法。
【請求項１６】
請求項１０記載の非接触ＩＤリーダを造営材に取り付ける取付方法において、先ずリーダ
本体にリーダ取付板を取り付け、リーダ取付板の各辺を取付孔の端面と略平行にして、リ
ーダ本体とリーダ取付板とを造営材の一側から取付孔内に挿入し、リーダ本体とリーダ取
付板とを造営材の反対側に配置した状態で、造営面の反対側に予め配線されたケーブルを
リーダ本体に接続する結線作業を開口孔を通して行った後、リーダ取付板にプレート取付
板を取り付け、プレート取付板を略４５度回転させて、プレート取付板の各辺を取付孔の
端面と略平行に配置し、プレート取付ねじをねじ込んでプレート取付板とリーダ取付板と
の間で造営材を挟持することにより、リーダ本体を造営材に取り付けることを特徴とする
非接触ＩＤリーダの取付方法。
【請求項１７】
請求項１１記載の非接触ＩＤリーダを造営材に取り付ける取付方法において、先ずリーダ
本体にリーダ取付板とプレート取付板とを取り付け、リーダ取付板とプレート取付板との
間の間隔を造営材の厚み寸法よりも長くし、造営面の反対側から取付孔を通して引き出さ
れたケーブルをリーダ本体に結線し、このケーブルをリーダ本体のケーブル挿通部に通し
た状態で、リーダ取付板の各辺を取付孔の端面と略平行にして、リーダ本体とリーダ取付
板とを造営材の一側から取付孔内に挿入し、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の反対
側に配置した後、プレート取付板を略４５度回転させて、プレート取付板の各辺を取付孔
の端面と略平行に配置し、プレート取付ねじをねじ込んでプレート取付板とリーダ取付板
との間で造営材を挟持することにより、リーダ本体を造営材に取り付けることを特徴とす
る非接触ＩＤリーダの取付方法。
【請求項１８】
請求項１１記載の非接触ＩＤリーダの製造方法であって、リーダ本体にケーブル挿通部を
形成し、ケーブル挿通部の形成されたリーダ本体の部位をカバーで覆った後、リーダ本体
の内部に封止樹脂を充填して、リーダ本体内部に配置されたアンテナと回路部とを封止樹
脂で封止した後、カバーを取り外して成ることを特徴とする非接触ＩＤリーダの製造方法
。
【請求項１９】
請求項１記載の非接触ＩＤリーダと、出入口のドアに設けられた電気錠と、非接触ＩＤリ
ーダがタグから受信した情報に基づいて電気錠の施錠／開錠を制御する電気錠制御部とを
備えて成ることを特徴とする電気錠システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
　本発明は、非接触ＩＤリーダの取付構造及びその取付方法、取り外し方法、製造方法及
び電気錠システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、データを記憶するメモリが内部に設けられたタグ（データキャリア）、及び
、タグとの間で電磁誘導により相互にデータ通信を行う非接触ＩＤリーダから構成される
非接触ＩＤシステムを用いて入退室を管理する入退室管理システムが提供されていた。こ
のようなシステムでは、建物の出入口付近の外壁にリーダを設置しておき、この建物に出
入りする人がタグをリーダに近づけると、タグとリーダとの間で非接触でデータ通信が行
われ、タグに記憶されたＩＤデータがリーダによって読み取られる。そして、リーダの読
み取ったＩＤデータを、入退室管理システムのコンピュータ又はリーダが処理して、予め
登録されたデータに一致すると、出入口を開けるようにしていた（例えば特開平９－４１
７４４号公報参照）。
【０００３】
　ところで、非接触ＩＤリーダを建物に取り付ける取付構造としては、例えば図４５及び
図４６に示すように、建物の出入口付近の外壁４２に埋設された埋込ボックス４４に取付
枠４５を用いてリーダ１’を取り付けると共に、取付枠４５の前面にプレート枠４６を介
して化粧プレート４７を取り付けて、化粧プレート４７の開口４７ａからリーダ１’の前
面を露出させたり、図４７（ａ）（ｂ）に示すように建物の出入口付近の外壁４２にリー
ダ１’を直接ねじ止めしたりしていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　上述した非接触ＩＤリーダの取付構造では、建物の外壁４２の外側面にリーダ１’を設
置しているが、一戸建ての住宅や集合住宅や商業ビルディングなど建物の種類によって建
物の構造や外観が異なり、また施主の意向や施工手順の関係などによって、建物の外側に
面した外壁４２の表面にリーダ１’を設置できない場合があった。また、建物の内壁と外
壁との間にリーダ１’を埋め込んで使用する場合、リーダ１’を埋め込む際に外側の壁面
から工事できない場合があり、このような場合には建物の建築中に外壁と内壁との間にリ
ーダ１’を埋め込むか、又は建築後に内壁の工事を行ってリーダ１’を埋め込むことが考
えられる。しかしながら、従来の取付構造では建物の外壁にリーダ１’を取り付けるのが
一般的であったため、内壁側からリーダ１’を取り付けることができなかった。
【０００５】
　本発明は上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、建物の内
側の壁にリーダを容易に取り付けることのできる非接触ＩＤリーダの取付構造及びその取
付方法、取り外し方法、製造方法及び電気錠システムを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明では、内部にデータを記憶するメモリを備
えたタグとの間で電磁誘導により相互にデータ通信を行う非接触ＩＤリーダを、造営材に
設けた断面矩形状の取付孔に取り付けるための非接触ＩＤリーダの取付構造において、外
形寸法が取付孔よりも小さい寸法に形成され、タグとの間で電磁誘導により相互にデータ
通信を行うためのアンテナや回路部を収納したリーダ本体と、矩形板状であって取付孔よ
りも若干小さい寸法に形成され、リーダ本体の背面にリーダ本体との間隔を保持するため
の間隔保持部材を介してねじ止めされたリーダ取付板と、矩形板状であって少なくとも長
手方向寸法が取付孔よりも大きい寸法に形成され、リーダ取付板に対して略平行で且つ各
辺がリーダ取付板の各辺に対して略４５度の角度で交差するような状態でリーダ取付板の
背面側に取り付けられるプレート取付板と、プレート取付板に設けた挿通孔に挿通される
と共にリーダ取付板に設けたねじ孔に螺入されるプレート取付ねじとを備え、上記造営材
は建物の外壁の内側に設けられた内壁であり、この内壁に設けた取付孔内にリーダ本体が
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挿入されており、上記間隔保持部材はリーダ本体をリーダ取付板と反対側に付勢するばね
部材からなり、リーダ本体が外壁と当接し且つばね部材が撓められた状態でリーダ本体が
取り付けられるようにばね部材の長さ寸法を設定し、リーダ本体と共に造営材の一側から
取付孔内に挿入されて造営材の反対側に配置されたリーダ取付板と、リーダ取付板を造営
材の反対側に配置した状態で各辺が取付孔の端面と略平行になるように略４５度回転され
たプレート取付板との間で造営材を挟持することを特徴とし、建物の外壁と内壁との間に
非接触ＩＤリーダを取り付ける場合でも、内壁に設けた取付孔に室内側からリーダ本体と
リーダ取付板とを挿入して、リーダ本体とリーダ取付板とを内壁と外壁との間の空間に配
置し、プレート取付板の各辺が取付孔の端面と略平行になるようにプレート取付板を略４
５度回転させた状態で、プレート取付ねじのねじ込み量を調整すると、リーダ取付板とプ
レート取付板との間に内壁を挟持することにより、リーダ本体が内壁に取り付けられるか
ら、外壁の工事を行うことなく、外壁と内壁との間の空間に室内側から非接触ＩＤリーダ
を取付可能で、外壁の美観を損なうことのない取付構造を実現できる。
【０００７】
　さらに請求項１の発明では、リーダ本体は、ばね部材によってリーダ取付板と反対側に
付勢され、ばね部材が撓められた状態で外壁と当接しており、ばね部材のばね力によって
常に外壁に押し付けられた状態で取り付けられているから、取付状態が安定する。しかも
、リーダ本体が外壁と接触しているので、外壁とリーダ本体との間隔を最小にでき、タグ
とリーダ本体との間で交信可能な外壁からの距離を長くとることができる。
【０００８】
　請求項２の発明では、請求項１の発明において、プレート取付ねじとして長さの異なる
ものを複数種類用意し、何れかのねじを選択して使用することを特徴とし、造営材の厚み
寸法に応じてプレート取付ねじの長さを適宜選択することにより、様々な厚みの造営材に
対応することができる。
【０００９】
　請求項３の発明では、請求項１又は２の発明において、リーダ本体とリーダ取付板とを
結合するリーダ取付ねじとプレート取付ねじのねじ径及びピッチが同じであることを特徴
とし、リーダ取付ねじとプレート取付ねじのねじ径及びピッチを共通化することによって
、必要なねじの種類を削減できる。
【００１０】
　請求項４の発明では、請求項１乃至３の何れかの発明において、リーダ取付板における
プレート取付板側の面に、プレート取付板の各辺が取付孔の端面と略平行になるようにプ
レート取付板を回転させた状態で、取付孔の端面と係止する係止部を設けたことを特徴と
し、係止部と取付孔の端面とを係止させることによって、リーダ取付板が造営材に対して
傾いたり、倒れたりするのを防止でき、取付作業を容易に行える。
【００１１】
　請求項５の発明では、請求項４の発明において、係止部は、リーダ取付板に設けたねじ
孔に取り付けたねじ部材であることを特徴とし、リーダ取付板にねじ孔を設けるだけで良
いから、リーダ取付板の構造を簡単にでき、リーダ取付板の製造コストを低減できる。
【００１２】
　請求項６の発明では、請求項４の発明において、係止部は、リーダ取付板の中心に対し
て対角の位置に２個設けられたことを特徴とし、２個の係止部が取付孔の端面とそれぞれ
係止することによってリーダ取付板の移動範囲が規制されるから、リーダ本体のがたつき
を防止でき、リーダ本体の取付不良を防止できる。
【００１３】
　請求項７の発明では、請求項４の発明において、係止部は、リーダ取付板の２本の対角
線上に、リーダ取付板の中心に対して対角の位置に２個づつ設けられたことを特徴とし、
リーダ本体及びリーダ取付板を取付孔内に挿入した状態で、プレート取付板を何れの方向
に略４５度回転させたとしても、２個の係止部を取付孔の上下の端面と係止させることが
できるから、施工作業を容易に行える。
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【００１４】
　請求項８の発明では、請求項４の発明において、リーダ取付板におけるプレート取付板
側の面に、プレート取付板の各辺が取付孔の端面と略平行になるようにプレート取付板を
回転させた状態で取付孔の端面と当接する段部を設け、該段部により係止部を構成したこ
とを特徴とし、プレート取付板に設けた段部と取付孔の端面とを係止させることによって
、リーダ取付板が造営材に対して傾いたり、倒れたりするのを防止でき、取付作業を容易
に行える。しかも、リーダ取付板に設けた段部により係止部を構成しているので、リーダ
取付板に別途の部材を組み込む必要がなく、リーダ取付板と係止部とを１つの部材で構成
することができる。
【００１５】
　請求項９の発明では、請求項１乃至８の何れかの発明において、リーダ本体とリーダ取
付板とを結合するリーダ取付ねじのねじ部先端を、リーダ取付板に設けたねじ孔の途中で
止めたことを特徴とし、リーダ取付板におけるリーダ本体と反対側の面から、リーダ取付
ねじのねじ部先端が突出していないので、造営材の表面とリーダ取付板とが面接触し、リ
ーダ取付板とプレート取付板との間で造営材を挟持する際に造営材に加わる応力を分散さ
せることができるから、造営材に長時間応力が加わることによって造営材が変形するのを
防止できる。
【００１６】
　請求項１０の発明では、請求項１乃至９の何れかの発明において、リーダ本体及びリー
ダ取付板を造営面の反対側に配置した状態で、造営面の反対側に予め配線されたケーブル
をリーダ本体に接続する結線作業を行うための開口孔をリーダ取付板に設けたことを特徴
とし、リーダ本体とリーダ取付板とを造営面の反対側に配置した状態で、開口孔を通して
ケーブルをケーブル本体に接続することができ、ケーブルを結線していない状態でリーダ
本体やリーダ取付板の施工作業が行えるから、ケーブルが施工作業の邪魔にならず、施工
作業を容易にした非接触ＩＤリーダの取付構造を実現できる。
【００１７】
　請求項１１の発明では、請求項１乃至９の何れかの発明において、造営面の反対側から
引き出されたケーブルを通すためのケーブル挿通部をリーダ本体に設けたことを特徴とし
、取付孔を介して引き出されたケーブルをリーダ本体に接続し、このケーブルをケーブル
挿通部に通した状態で、リーダ本体やリーダ取付板を取付孔内に挿入して施工作業を行う
ことができるから、取付孔の端面とリーダ本体との間の隙間が狭い場合でも容易に施工作
業が行える非接触ＩＤリーダの取付構造を実現できる。
【００１８】
　請求項１２の発明では、請求項１乃至１１の何れかの発明において、プレート取付板の
背面側にねじ固定される矩形枠状のプレート枠と、プレート枠に嵌合固定される化粧プレ
ートとを備えて成ることを特徴とし、プレート取付板の背面側にプレート枠を介して化粧
プレートを取り付けることができるから、室内のインテリアに合わせたデザインの化粧プ
レートを取り付けることにより、室内の美観を高めることができる。
【００１９】
　請求項１３の発明では、請求項１乃至１２の何れかの発明において、上記造営材は建物
の外壁の内側に設けられた内壁であり、建物の出入口付近の内壁に設けた取付孔内にリー
ダ本体が挿入され、内壁と外壁との間の空間に取り付けられることを特徴とし、請求項１
乃至１２の発明と同様、外壁の工事を行うことなく、外壁と内壁との間の空間に室内側か
ら非接触ＩＤリーダを取り付けることができるから、外壁の美観を保つことができ、且つ
、リーダ本体は外壁の裏側に配置されているから、リーダ本体が破壊されるなどのいたず
らを防止でき、また部外者にはリーダ本体の存在が分からないため、防犯上の安全性が高
い。
【００２０】
　請求項１４の発明では、請求項１記載の非接触ＩＤリーダを造営材から取り外す取り外
し方法において、先ずプレート取付ねじを緩めて、プレート取付板とリーダ取付板との間
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の距離を造営材の厚み寸法よりも長くした状態で、プレート取付板を略４５度回転させて
、リーダ取付板の各辺を取付孔の端面と略平行にした後、プレート取付板を造営材から離
れる方向に移動させて、リーダ本体及びリーダ取付板を取付孔から取り出すことを特徴と
し、プレート取付ねじを緩めることによって、プレート取付板とリーダ取付板との間で造
営材を挟持する状態を容易に解除することができ、その後プレート取付板を回転させて、
造営材から離れる方向に移動させることにより、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材か
ら容易に取り外すことができ、リーダ本体の修理や解体などのメンテナンス作業を容易に
行うことができる。
【００２１】
　請求項１５の発明では、請求項１記載の非接触ＩＤリーダを造営材に取り付ける取付方
法において、リーダ本体に設けた貫通孔に挿通されたリーダ取付ねじにばね部材を通し、
リーダ取付板に設けたねじ孔に螺入することにより、リーダ本体をリーダ取付板にねじ止
めすると共に、プレート取付板をプレート取付ねじを用いてリーダ取付板にねじ止めし、
ばね部材によってリーダ本体をリーダ取付板と反対側に付勢し、リーダ取付板とプレート
取付板との間の間隔を造営材の厚み寸法よりも長くした状態で、リーダ取付板の各辺を取
付孔の端面と略平行にして、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の一側から取付孔内に
挿入し、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の反対側に配置した後、プレート取付板を
略４５度回転させて、プレート取付板の各辺を取付孔の端面と略平行に配置し、プレート
取付ねじをねじ込んでプレート取付板とリーダ取付板との間で造営材を挟持することによ
り、リーダ本体を造営材に取り付けることを特徴とし、リーダ本体は、ばね部材によって
リーダ取付板と反対側に付勢され、ばね部材が撓められた状態で外壁と当接しており、ば
ね部材のばね力によって常に外壁に押し付けられた状態で取り付けられているから、リー
ダ本体及びリーダ取付板が外壁と内壁との間に仮保持され、取付作業を容易に行うことが
できる。
【００２２】
　請求項１６の発明では、請求項１０記載の非接触ＩＤリーダを造営材に取り付ける取付
方法において、先ずリーダ本体にリーダ取付板を取り付け、リーダ取付板の各辺を取付孔
の端面と略平行にして、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の一側から取付孔内に挿入
し、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の反対側に配置した状態で、造営面の反対側に
予め配線されたケーブルをリーダ本体に接続する結線作業を開口孔を通して行った後、リ
ーダ取付板にプレート取付板を取り付け、プレート取付板を略４５度回転させて、プレー
ト取付板の各辺を取付孔の端面と略平行に配置し、プレート取付ねじをねじ込んでプレー
ト取付板とリーダ取付板との間で造営材を挟持することにより、リーダ本体を造営材に取
り付けることを特徴とし、リーダ本体とリーダ取付板とを造営面の反対側に配置した状態
で、開口孔を通してケーブルをケーブル本体に接続することができ、ケーブルを結線して
いない状態でリーダ本体やリーダ取付板の施工作業が行えるから、ケーブルが作業の邪魔
にならず、施工作業を容易に行うことができる。
【００２３】
　請求項１７の発明では、請求項１１記載の非接触ＩＤリーダを造営材に取り付ける取付
方法において、先ずリーダ本体にリーダ取付板とプレート取付板とを取り付け、リーダ取
付板とプレート取付板との間の間隔を造営材の厚み寸法よりも長くし、造営面の反対側か
ら取付孔を通して引き出されたケーブルをリーダ本体に結線し、このケーブルをリーダ本
体のケーブル挿通部に通した状態で、リーダ取付板の各辺を取付孔の端面と略平行にして
、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の一側から取付孔内に挿入し、リーダ本体とリー
ダ取付板とを造営材の反対側に配置した後、プレート取付板を略４５度回転させて、プレ
ート取付板の各辺を取付孔の端面と略平行に配置し、プレート取付ねじをねじ込んでプレ
ート取付板とリーダ取付板との間で造営材を挟持することにより、リーダ本体を造営材に
取り付けることを特徴とし、取付孔を介して引き出されたケーブルをリーダ本体に接続し
、このケーブルをケーブル挿通部に通した状態で、リーダ本体やリーダ取付板を取付孔内
に挿入して施工作業を行うことができるから、取付孔の端面とリーダ本体との間の隙間が
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狭い場合でも施工作業を容易に行うことができる。
【００２４】
　請求項１８の発明では、請求項１１記載の非接触ＩＤリーダの製造方法であって、リー
ダ本体にケーブル挿通部を形成し、ケーブル挿通部の形成されたリーダ本体の部位をカバ
ーで覆った後、リーダ本体の内部に封止樹脂を充填して、リーダ本体内部に配置されたア
ンテナと回路部とを封止樹脂で封止した後、カバーを取り外して成ることを特徴とし、リ
ーダ本体に設けたケーブル挿通部には封止樹脂が回り込まないようにする必要があるが、
ケーブル挿通部の形成されたリーダ本体の部位をカバーで覆った状態で封止樹脂を充填す
ることによって、ケーブル挿通部に封止樹脂が回り込むのを防止でき、必要な部位のみに
封止樹脂を充填することができる。
【００２５】
　請求項１９の発明では、請求項１記載の非接触ＩＤリーダと、出入口のドアに設けられ
た電気錠と、非接触ＩＤリーダがタグから受信した情報に基づいて電気錠の施錠／開錠を
制御する電気錠制御部とを備えて成ることを特徴とし、請求項１記載の非接触ＩＤリーダ
を用いて、出入口のドアに設けられた電気錠を電気錠制御部により施錠／解錠する電気錠
システムを実現することができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
　本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２７】
　（基本構成）
　本発明の基本構成を図１乃至図１１を参照して説明する。以下に説明する取付構造は、
造営材たる内壁４０と外壁４２とで構成される建物の壁内に非接触ＩＤリーダ１を取り付
けるための取付構造である。図３は非接触ＩＤリーダ１の正面図を示しており、この非接
触ＩＤリーダ１は、内部にデータを記憶するメモリを備えたタグ５０との間で電磁誘導に
より相互にデータ通信を行うアンテナ部や回路部を収納し、樹脂を充填することにより箱
状に形成されたリーダ本体２を備えており、リーダ本体２の前面には前面が円形状に形成
された突台部３が突設されている。また、リーダ本体２の四隅には内側に凹んだ凹所４が
設けられており、各凹所４の底面にはリーダ本体２を貫通する貫通孔５が設けられている
。尚、リーダ本体２の外形寸法は、内壁４０に穿設した断面正方形状の取付孔４１よりも
若干小さい寸法に形成されている。
【００２８】
　リーダ本体２の背面には、図１及び図２に示すように、前面が正方形状であって取付孔
４１よりも若干小さい寸法に形成された金属板からなるリーダ取付板６が所定の間隔をお
いて取り付けられる。リーダ本体２の貫通孔５に対応するリーダ取付板６の部位にはリー
ダ取付ねじ７を挿通するねじ挿通孔８が形成されており、リーダ取付板６の背面側からね
じ挿通孔８に挿通したリーダ取付ねじ７を筒状のスペーサ９に通し、リーダ取付ねじ７の
先端をリーダ本体２の貫通孔５に背面側から挿入して、リーダ本体２の前面側に突出した
リーダ取付ねじ７をナット１０にねじ込むことにより、リーダ取付板６とリーダ本体２と
が結合される。
【００２９】
　またリーダ取付板６の背面には、前面が正方形状であって取付孔４１よりも大きい寸法
に形成された金属板からなるプレート取付板１１が、リーダ取付板６に対して略平行で且
つ対角線がリーダ取付板６の対角線と略４５度の角度で交差するようにして取り付けられ
る（図５参照）。ここで、リーダ取付板６の隣接する２辺には、この２辺が交差する角か
ら略等しい距離にねじ孔１２が２個形成されている。またリーダ取付板６の他の２辺にも
、この２辺が交差する角から略等しい距離にねじ孔１２が２個形成されている。一方、図
６（ａ）（ｂ）に示すように、プレート取付板１１の互いに対向する２辺には、リーダ取
付板６に設けたねじ孔１２に対応する部位にねじ挿通孔１３が穿設されており、ねじ挿通
孔１３に挿通したプレート取付ねじ１４をリーダ取付板６のねじ孔１２にねじ込むことに
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より、プレート取付板１１がリーダ取付板６の背面側に取り付けられる。ここで、プレー
ト取付ねじ１４のねじ込み量を調整すると、リーダ取付板６とプレート取付板１１との間
の間隔が変化するので、リーダ取付板６のねじ挿通孔８に挿通されたリーダ取付ねじ７の
ねじ頭とプレート取付板１１との間で内壁４０を挟持することによって、リーダ本体２が
内壁４０に固定される。
【００３０】
　ところで、プレート取付板１１の対向２辺には、ねじ挿通孔１３が一対づつ設けられて
いるのであるが、プレート取付板１１におけるねじ挿通孔１３に対して外側の部位には、
端面にねじ溝が形成されたねじ孔１５がそれぞれ設けられている。ここで、プレート取付
板１１の室内側には四角枠状のプレート枠１６が取り付けられ、プレート枠１６の室内側
には例えばプレート枠１６に設けた孔（図示せず）と化粧プレート１８の背面に設けた突
起（図示せず）とを嵌合させることにより化粧プレート１８が嵌合固定される。プレート
枠１６は、図７に示すように中央に窓孔１６ｃが形成された主部１６ａと、主部１６ａの
周縁部から背面側に向かって連続一体に垂下された側部１６ｂとで構成され、主部１６ａ
の上下辺におけるプレート取付板１１のねじ孔１５に対応する部位にはねじ挿通孔が２個
づつ形成されており、各ねじ挿通孔に挿通したプレート固定ねじ１７をプレート取付板１
１のねじ孔１５にねじ込むことにより、プレート枠１６がプレート取付板１１に固定され
るのである。このように、プレート取付板１１の背面側（室内側）にプレート枠１６を介
して化粧プレート１８を取り付けることができるから、室内のインテリアに合わせたデザ
インの化粧プレート１８を取り付けることにより、室内の美観を高めることができる。
【００３１】
　以下に、非接触ＩＤリーダ１を内壁４０に取り付ける取付方法について図４及び図１１
を参照して説明する。先ず内壁４０に、リーダ本体２及びリーダ取付板６の外形寸法より
も大きく、且つ、プレート取付板１１の外形寸法よりも小さい断面略正方形の取付孔４１
を穿孔して、内壁４０の裏側（すなわち内壁４０と外壁４２との間の空間）からケーブル
３０を室内側に引き出す（図４（ａ）参照）。
【００３２】
　次に、リーダ本体２にリーダ取付板６及びプレート取付板１１を取り付けた状態でリー
ダ本体２にケーブル３０を接続する。そして、プレート取付ねじ１４を緩めてリーダ取付
板６とプレート取付板１１の間の距離を内壁４０の厚み寸法よりも長くし、リーダ取付板
６の各辺を取付孔４１の端面と略平行にした状態で、内壁４０の取付孔４１に室内側から
リーダ本体２を挿入し（図４（ｂ）参照）、リーダ本体２とリーダ取付板６とを内壁４０
の裏側（すなわち内壁４０と外壁４２の間の空間）に配置する（図４（ｃ）及び図１１（
ａ）参照）。
【００３３】
　その後、プレート取付板１１の各辺が取付孔４１の端面と略平行になるよう、プレート
取付板１１を図１１（ａ）中右回りに略４５度回転させると、プレート取付板１１のねじ
挿通孔１３に挿通されたプレート取付ねじ１４が上下に並び、リーダ取付板６の角部が取
付孔４１の投影面から外側に突出する（図１１（ｂ）参照）。この状態で、プレート取付
ねじ１４を締め付けると、リーダ取付板６とプレート取付板１１との間の距離が短くなっ
て、リーダ本体２とリーダ取付板６とを結合するリーダ取付ねじ７のねじ頭とプレート取
付板１１との間に内壁４０が挟持され、リーダ本体２が内壁４０に固定され、リーダ本体
２の前面は外壁４２の裏面に取り付けられた断熱材４３と対向配置される（図４（ｄ）参
照）。そして、リーダ本体２を固定した後、プレート取付板１１における室内側の面にプ
レート枠１６を介して化粧プレート１８が取り付けられる（図４（ｅ）参照）。ここで、
リーダ本体２の前面から外壁４２までの距離をＬ２とすると、非接触ＩＤリーダ１の交信
距離Ｌ１から距離Ｌ２を引いた距離Ｌ３（＝Ｌ１－Ｌ２）が見かけ上の交信距離になる。
尚、本取付構造ではプレート取付板１１を略４５度回転させているので、取付孔４１の投
影面から外側に突出するリーダ取付板６の部位を大きくすることができ、リーダ取付板６
とプレート取付板１１との間で内壁４０を強固に挟持することができる。
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【００３４】
　一方、非接触ＩＤリーダ１を内壁４０から取り外す際は上述と逆の手順により取り外さ
れる。すなわち、プレート枠１６と化粧プレート１８とを取り外した後、プレート取付ね
じ１４を緩めると、リーダ取付板６とプレート取付板１１との間の距離が内壁４０の厚み
寸法よりも長くなって、内壁４０の挟持状態が解除される。この状態でプレート取付板１
１を４５度回転させて、リーダ取付板６の各辺を取付孔４１の端面と略平行にして、リー
ダ本体２及びリーダ取付板６の向きを取付孔４１の向きに合わせた後、プレート取付板１
１を内壁４０から離れる向きに引っ張ると、リーダ本体２及びリーダ取付板６が内壁４０
から室内側に引き出される。
【００３５】
　このように、本取付構造では、建物の外壁４２と内壁４０との間に非接触ＩＤリーダ１
を取り付ける場合でも、内壁４０に設けた取付孔４１に室内側からリーダ本体２とリーダ
取付板６とを挿入して、リーダ本体２とリーダ取付板６とを内壁４０と外壁４２との間の
空間に配置し、プレート取付板１１の各辺が取付孔４１の端面と略平行になるようにプレ
ート取付板１１を略４５度回転させた状態で、プレート取付ねじ１４のねじ込み量を調整
すると、リーダ取付板６とプレート取付板１１との間に内壁４０を挟持することにより、
リーダ本体２が内壁４０に取り付けられるから、外壁４２の工事を行うことなく、外壁４
２と内壁４０との間の空間に室内側から非接触ＩＤリーダ１を迅速且つ確実に取り付ける
ことができ、外壁４２の美観を損なうことがない。また、リーダ本体２は外壁４２の裏側
に配置されているから、リーダ本体２が破壊されるなどのいたずらを防止でき、また部外
者にはリーダ本体２の存在が分からないため、防犯上の安全性が高い。また、取付方法と
逆の手順で非接触ＩＤリーダ１の取り外し作業を行うことができるから、外壁４２と内壁
４０の間の空間に取り付けられたリーダ本体２を室内側から容易に取り外すことができ、
リーダ本体２の修理や解体などのメンテナンス作業を容易に行える。
【００３６】
　尚、リーダ取付ねじ７及びスペーサ９の長さ寸法は内壁４０と外壁４２との間の壁内間
隔Ｌ４に応じて適宜設定すれば良く、リーダ取付ねじ７及びスペーサ９として長さの異な
るものを複数種類用意しておき、所望の長さのリーダ取付ねじ７及びスペーサ９を選択し
て使用することにより、内壁４０の裏面からリーダ本体２の前面までの距離を調整するこ
とができる。したがって、外壁４２と内壁４０との間に非接触ＩＤリーダ１を取り付ける
場合は、外壁４２と内壁４０との間の壁内間隔Ｌ４に応じてリーダ取付ねじ７及びスペー
サ９の長さを適宜選択することにより、外壁４２からリーダ本体２までの距離が調整され
、タグ５０とリーダ本体２との間で交信可能な外壁４２からタグ５０までの距離を調整で
きる。例えば図８に示すように内壁４０と外壁４２との間の壁内間隔Ｌ４が広い場合は、
リーダ１とタグ５０との間の見かけ上の交信距離Ｌ３が所定の距離以上になるように、図
１に示すリーダ取付ねじ７及びスペーサ９に比べて長さの長いものを選択すれば良い。
【００３７】
　また、プレート取付ねじ１４の長さ寸法は内壁４０の厚み寸法に応じて適宜設定すれば
良く、プレート取付ねじ１４として長さの異なるものを複数種類用意しておき、内壁４０
の厚み寸法に応じて所望の長さのねじを選択することにより、様々な厚みの造営材に対応
できる。例えば図９に示すように内壁４０の厚みが薄い場合は長さの短いプレート取付ね
じ１４を選択し、図１０に示すように内壁４０の厚みが厚い場合はプレート取付ねじ１４
の長さを長くすれば良い。
【００３８】
　なお、リーダ取付ねじ７及びプレート取付ねじ１４には、ねじ径及びピッチの同じねじ
を用いており、ねじ径及びピッチが同じで長さの異なるねじを複数種類用意することによ
って、内壁４０の厚み寸法や内壁４０と外壁４２との間の壁内間隔Ｌ４が異なる場合にも
容易に対応することができ、またねじ径及びピッチを共通化することによって、必要なね
じの種類を削減できる。
【００３９】
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　（参考例）
　本発明の参考例を図１３乃至図１９を参照して説明する。本取付構造では、図１３及び
図１４（ａ）（ｂ）に示すように、リーダ取付板６及びプレート取付板１１の取り付けら
れたリーダ本体２を内壁４０の取付孔４１内に挿入して、リーダ本体２とリーダ取付板６
とを内壁４０の裏側に配置し、プレート取付板１１を４５度だけ回転させた状態で、取付
孔４１の下側縁と係止する係止部たる係止片１９をリーダ取付板６の一部を切り起こすこ
とにより形成している。尚、係止片１９以外の構成は基本構成で説明した取付構造と同様
であるので、同一の構成要素には同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００４０】
　ところで、基本構成で説明した非接触ＩＤリーダ１の取付構造では、図１２に示すよう
にリーダ取付板６及びプレート取付板１１の取り付けられたリーダ本体２を内壁４０の取
付孔４１内に挿入して、リーダ本体２とリーダ取付板６とを内壁４０の裏側に配置してか
ら、プレート取付ねじ１４を締め付けて、リーダ本体２の固定作業が終了するまでの間に
、リーダ本体２やリーダ取付板６が重みによって下側に移動し、プレート取付板１１と内
壁４０との係止が外れて、リーダ本体２やリーダ取付板６が内壁４０の取付孔４１から脱
落する虞があり、またプレート取付ねじ１４を締め付けてリーダ本体２を固定する際にリ
ーダ本体２が下側にずれたり傾いた状態で固定される虞があるため、プレート取付板１１
を支えながら、プレート取付ねじ１４のねじ締め作業を行う必要がある。
【００４１】
　それに対して、本取付構造ではリーダ取付板６の係止片１９と取付孔４１の端縁とが係
止することによって、リーダ本体２やリーダ取付板６の位置が下側にずれることがないか
ら、プレート取付ねじ１４を締め付けてリーダ本体２の固定作業が終了するまでの間に、
リーダ本体２やリーダ取付板６が重みによって下側に移動し、プレート取付板１１と内壁
４０との係止が外れて、リーダ本体２やリーダ取付板６が内壁４０の取付孔４１から脱落
したりすることがなく、またリーダ本体２が下側にずれたり傾いた状態で固定されるのを
防止でき、リーダ本体２の取付作業を容易に行える。
【００４２】
　尚、本取付構造ではリーダ取付板６の一部を切り起こして形成した係止片１９から係止
部を構成しているが、係止片１９を形成する代わりに、図１５（ａ）（ｂ）に示すように
リーダ取付板６にねじ孔を形成し、このねじ孔に取り付けたねじ２０により係止部を構成
しても良く、ねじ２０のねじ部を取付孔４１の下側の端縁と係止させることによって、上
述と同様の効果が得られる。また、リーダ取付板６にねじ孔を形成するだけでよいので、
リーダ取付板６の一部を切り起こして係止片１９を形成する場合に比べて、リーダ取付板
６の構造を簡単にでき、リーダ取付板６の製造コストを低減できる。
【００４３】
　また、図１５（ａ）（ｂ）に示すリーダ取付板６では、取付孔４１の下側の端面に対応
する部位にねじ２０を１個だけ取り付けているが、取付孔４１の上下の端面に対応する部
位にねじ２０を２個取り付けても良い。すなわち、図１６（ａ）（ｂ）に示すように、リ
ーダ取付板６における取付孔４１の上下の端面に対応し、且つリーダ取付板６の中心に対
して対角の位置に一対のねじ孔を形成し、各ねじ孔にねじ２０を取り付けても良い。ここ
で、一対のねじ２０の間隔は取付孔４１の上下の幅寸法よりも若干小さい寸法に形成され
ているので、リーダ取付板６及びプレート取付板１１の取り付けられたリーダ本体２を内
壁４０の取付孔４１内に挿入して、リーダ本体２とリーダ取付板６とを内壁４０の裏側に
配置し、プレート取付板１１を４５度だけ回転させると、各ねじ２０が取付孔４１の上下
の端面と係止するため、リーダ本体２やリーダ取付板６が重みによって倒れたり、傾くこ
とがなく、また一対のねじ２０によって上下方向におけるリーダ取付板６の移動範囲が規
制されるので、がたつきを防止することもできる。
【００４４】
　また更に、図１６（ａ）（ｂ）に示すリーダ取付板６では、取付孔４１の上下の端面に
対応する部位に一対のねじ２０を取り付けているが、取付孔４１の上下及び左右の端面に
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対応する部位に各一対のねじ２０を取り付けても良い。すなわち、図１８（ａ）（ｂ）に
示すように、リーダ取付板６の２本の対角線上に、リーダ取付板６の中心に対して対角の
位置にねじ孔を２個づつ形成すると共に、各２個のねじ孔にねじ２０を取り付けても良い
。ここで、各２個のねじ２０の間隔は取付孔４１の上下又は左右の幅寸法よりも若干小さ
い寸法に形成されているので、リーダ取付板６及びプレート取付板１１の取り付けられた
リーダ本体２を内壁４０の取付孔４１内に挿入して、リーダ本体２とリーダ取付板６とを
内壁４０の裏側に配置し、プレート取付板１１を何れかの方向に４５度だけ回転させると
、各ねじ２０が取付孔４１の上下又は左右の端面と係止するため、リーダ本体２やリーダ
取付板６が重みによって倒れたり、傾くことがなく、また各２個のねじ２０によって上下
方向及び左右方向におけるリーダ取付板６の移動範囲が規制されるので、がたつきを防止
することもできる。またリーダ取付板６の２本の対角線状には２個のねじ２０がそれぞれ
取り付けられているので、リーダ本体２とリーダ取付板６とを内壁４０の裏側に配置した
状態からプレート取付板１１を何れの方向に４５度回転させても、一対のねじ２０と取付
孔４１の上下の端面とを係止させることができ、施工作業を容易に行える。
【００４５】
　（実施形態１）
　本発明の実施形態１を図２０乃至図２６を参照して説明する。基本構成で説明した非接
触ＩＤリーダの取付構造では、間隔保持部材として筒状のスペーサ９を用いているが、本
実施形態の非接触ＩＤリーダの取付構造では、間隔保持部材としてコイルばね２０を用い
ている。そして、リーダ本体２の貫通孔５内にリーダ取付板６と反対側から挿通したリー
ダ取付ねじ７をコイルばね２０に通し、リーダ取付板６に設けたねじ孔８’に螺入するこ
とにより、リーダ本体２とリーダ取付板６とを結合している。尚、コイルばね２０以外の
構成は基本構成で説明した取付構造と同様であるので、同一の構成要素には同一の符号を
付して、その説明を省略する。
【００４６】
　ここで、コイルばね２０の自然長は、取付時の長さよりも長い寸法に設定されているの
で、コイルばね２０の組込時は、コイルばね２０を撓ませながら組込作業を行う。組立状
態ではコイルばね２０に初期撓みを持たせているので、コイルばね２０のばね復帰力によ
ってリーダ本体２がリーダ取付板６から遠ざかる向きに付勢されており、リーダ取付ねじ
７のねじ込み量を調整することによって、リーダ本体２とリーダ取付板６との間の間隔を
変化させることができる。
【００４７】
　また、基本構成で説明した取付構造ではプレート取付板１１を略正方形の金属板で構成
しているが、本実施形態では、図２５（ａ）（ｂ）に示すように、中央に矩形の窓孔２１
ａを有する四角枠状の２つの取付枠２１を短幅方向に並べてプレート取付板１１を構成し
ている。取付枠２１の長手方向において対向する２つの枠辺２１ｂには、プレート取付ね
じ１４を挿通するためのねじ挿通孔１３と、プレート枠１６をねじ止めするためのねじ孔
１５がそれぞれ形成されており、プレート枠１６の孔に通したプレート固定ねじ１７をね
じ孔１５に螺入することによって、プレート枠１６が取付枠２１に取り付けられる。そし
て、プレート枠１６の室内側には例えばプレート枠１６に設けた孔（図示せず）と化粧プ
レート１８の背面に設けた突起（図示せず）とを嵌合させることにより化粧プレート１８
が嵌合固定される。
【００４８】
　この非接触ＩＤリーダを内壁４０に取り付ける取付方法について簡単に説明する。内壁
４０には、リーダ本体２及びリーダ取付板６の外形寸法よりも大きく、且つ、取付枠２１
を短幅方向に２つ並べた大きさよりも小さい断面略正方形の取付孔４１を穿孔してある。
【００４９】
　先ず、リーダ取付ねじ７をリーダ本体２の貫通孔５内にリーダ取付板６と反対側から挿
通し、貫通孔５から突出するリーダ取付ねじ７をコイルばね２０に通し、リーダ取付板６
のねじ孔８’に螺入することによって、リーダ本体２とリーダ取付板６とを結合する。こ
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の時、リーダ本体２はコイルばね２０のばね力によってリーダ取付板６から離れる向きに
付勢される（図２１（ａ）（ｂ）参照）。
【００５０】
　次に、２つの取付枠２１にそれぞれ設けた各２個のねじ挿通孔１３にプレート取付ねじ
１４を挿通し、プレート取付ねじ１４をリーダ取付板６のねじ孔１２にそれぞれねじ込む
ことによって、２つの取付枠２１がリーダ取付板６にそれぞれ結合される。ここで、プレ
ート取付ねじ１４のねじ込み量を調整して、リーダ取付板６と取付枠２１との間の距離を
内壁４０の厚み寸法よりも長くし、リーダ取付板６の各辺を取付孔４１の端面と略平行に
した状態で、内壁４０の取付孔４１に室内側からリーダ本体２を挿入する。
【００５１】
　リーダ本体２を外壁４２側に押し込むと、リーダ本体２の前面が外壁４２の裏面に取り
付けられた断熱材４３と当接する。さらにリーダ本体２をコイルばね２０のばね力に抗し
て外壁４２側に押し込み、リーダ取付板６を内壁４０の裏側（すなわち内壁４０と外壁４
２の間の空間）まで押し込んだ状態で、取付枠２１の各辺が取付孔４１の端面と略平行に
なるよう、２つの取付枠２１をリーダ取付板６の中心位置の回りに略４５度回転させると
、取付枠２１のねじ挿通孔１３に挿通されたプレート取付ねじ１４が上下に並び、リーダ
取付板６の角部が取付孔４１の投影面から外側に突出する。この時、コイルばね２０が撓
められるため、コイルばね２０のばね力によってリーダ本体２が断熱材４３に押し付けら
れ、リーダ本体２の取付状態が安定する。また、コイルばね２０のばね力によりリーダ本
体２及びリーダ取付板６がそれぞれ外壁４２及び内壁４０に押し付けられ、仮保持される
ので、リーダ本体２の取り付け又は取り外しの際に、リーダ本体２及びリーダ取付板６を
保持する必要がなく、取り付け及び取り外し作業を容易に行うことができる。
【００５２】
　この状態で、プレート取付ねじ１４を締め付けると、リーダ取付板６から突出するリー
ダ取付ねじ７の先端と取付枠２１との間に内壁４０が挟持され、リーダ本体２が内壁４０
に固定される。リーダ本体２の固定後、取付枠２１における室内側の面にプレート枠１６
を介して化粧プレート１８が取り付けられる。尚、本実施形態では取付枠２１をリーダ取
付板６の中心位置の回りに略４５度回転させているので、取付孔４１の投影面から外側に
突出するリーダ取付板６の部位を大きくすることができ、リーダ取付板６と取付枠２１と
の間で内壁４０を強固に挟持することができる。
【００５３】
　一方、非接触ＩＤリーダ１を内壁４０から取り外す際は上述と逆の手順により取り外さ
れる。すなわち、プレート枠１６と化粧プレート１８とを取り外した後、プレート取付ね
じ１４を緩めると、リーダ取付板６と取付枠２１との間の距離が内壁４０の厚み寸法より
も長くなって、内壁４０の挟持状態が解除される。この状態で取付枠２１をリーダ取付板
６の中心位置の回りに略４５度回転させて、リーダ取付板６の各辺を取付孔４１の端面と
略平行にして、リーダ本体２及びリーダ取付板６の向きを取付孔４１の向きに合わせた後
、取付枠２１を内壁４０から離れる向きに引っ張ると、リーダ本体２及びリーダ取付板６
が内壁４０から室内側に引き出される。
【００５４】
　ところで、リーダ本体２の前面から外壁４２までの距離をＬ２とすると、非接触ＩＤリ
ーダ１の交信距離Ｌ１から距離Ｌ２を引いた距離Ｌ３（＝Ｌ１－Ｌ２）が見かけ上の交信
距離になる。ここで、リーダ本体２の突台部３前面からリーダ取付板６までの距離が、外
壁４２の裏面に取り付けられた断熱材４３からリーダ取付板６までの距離よりも長い場合
、リーダ本体２とリーダ取付板６とを内壁４０の裏側に挿入すると、突台部３前面が断熱
材４３に当接して、コイルばね２０が撓められるので、断熱材４３すなわち外壁４２にリ
ーダ本体２が最も接近した状態でリーダ本体２を取り付けることができ、見かけ上の交信
距離Ｌ３を伸ばすことができる。また、図２３（ａ）に示すように、内壁４０と外壁４２
との間隔がリーダ取付ねじ７の長さと略同じか又は若干長い場合、コイルばね２０の撓み
量が最も大きくなり（ばね長が最も短くなり）、リーダ本体２が外壁４２の裏面に押し付
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けられる。一方、図２３（ｂ）に示すように、内壁４０と外壁４２との間隔が広く、リー
ダ取付ねじ７のねじ頭がリーダ本体２と接触するまでコイルばね２０が伸びた場合、コイ
ルばね２０のばね長は最も長くなり、この時リーダ本体２を外壁４２に押し付ける力は発
生しない。
【００５５】
　尚、リーダ取付ねじ７及びコイルばね２０の長さ寸法は内壁４０と外壁４２との間の壁
内間隔Ｌ４に応じて適宜設定すれば良く、リーダ取付ねじ７及びコイルばね２０として長
さの異なるものを複数種類用意しておき、所望の長さのリーダ取付ねじ７及びコイルばね
２０を選択して使用することにより、外壁４２の裏面からリーダ本体２の前面までの距離
を調整することができる。すなわち、図２４に示すように内壁４０と外壁４２との間の壁
内間隔Ｌ４が長い場合は、リーダ取付ねじ７及びコイルばね２０に長さ寸法の長いものを
選択して使用すれば良く、外壁４２の裏面からリーダ本体２の前面までの距離を短くして
、見かけ上の交信距離Ｌ３を伸ばすことができる。
【００５６】
　ところで、本実施形態ではリーダ本体２とリーダ取付板６とをリーダ取付ねじ７で結合
しており、リーダ取付ねじ７の先端をリーダ取付板６から裏面側に突出させているが、図
２７に示すように、リーダ取付ねじ７の先端がリーダ取付板６から裏面側に突出しないよ
うに、リーダ取付ねじ７のねじ込み量を調整しても良く、図２８に示すように、取付孔４
１から外側に突出するリーダ取付板６の角部が内壁４０と面接触するので、リーダ取付板
６と内壁４０とを密着させることができる。また、リーダ取付ねじ７の先端が内壁４０と
当接する場合に比べて、リーダ取付板６とプレート取付板２１との間で内壁４０を挟持す
る際に内壁４０に加わる応力を分散させることができるから、内壁４０に長時間応力が加
わることによって内壁４０が変形するのを防止できる。
【００５７】
　（実施形態２）
　本発明の実施形態２を図２９乃至図３１を参照して説明する。本実施形態では、実施形
態１の非接触ＩＤリーダの取付構造において、リーダ取付板６を、略正八角形に形成され
た板状の主部６ａと、主部６ａの４辺からリーダ本体２側にそれぞれ突出する連結片６ｂ
と、連結片６ｂの先端縁から外側にそれぞれ突出する三角形の固定片６ｃとを連続一体に
形成したような形状に形成しており、各固定片６ｃにリーダ取付ねじ７が螺合するねじ孔
８’をそれぞれ形成している（図３０参照）。ここで、各固定片６ｃの主部６ａとの連結
部位（段部）は、取付枠２１の各辺が取付孔４１の端面と略平行になるように取付枠２１
を回転させた状態で、取付孔４１の端面と係止しており、各連結片６ｂから係止部が構成
される。尚、リーダ取付板６以外の構成は実施形態１の非接触ＩＤリーダと同様であるの
で、同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００５８】
　ここで、この非接触ＩＤリーダを内壁４０に取り付ける取付方法について簡単に説明す
る。内壁４０には、リーダ本体２及びリーダ取付板６の外形寸法よりも大きく、且つ、取
付枠２１を短幅方向に２つ並べた大きさよりも小さい断面略正方形の取付孔４１を穿孔し
てある。
【００５９】
　先ず、リーダ取付ねじ７をリーダ本体２の貫通孔５内にリーダ取付板６と反対側から挿
通し、貫通孔５から突出するリーダ取付ねじ７をコイルばね２０に通し、リーダ取付板６
のねじ孔８’に螺入することによって、リーダ本体２とリーダ取付板６とを結合する。こ
の時、リーダ本体２はコイルばね２０のばね力によってリーダ取付板６から離れる向きに
付勢される。
【００６０】
　次に、２つの取付枠２１にそれぞれ設けた各２個のねじ挿通孔１３にプレート取付ねじ
１４を挿通し、プレート取付ねじ１４をリーダ取付板６のねじ孔１２にそれぞれねじ込む
ことによって、２つの取付枠２１がリーダ取付板６にそれぞれ結合される。ここで、プレ
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ート取付ねじ１４のねじ込み量を調整して、リーダ取付板６の固定片６ｃと取付枠２１と
の間の距離を内壁４０の厚み寸法よりも大きくし、リーダ取付板６における固定片６ｃが
形成された辺以外の辺を取付孔４１の端面と略平行にした状態で、内壁４０の取付孔４１
に室内側からリーダ本体２を挿入する。
【００６１】
　リーダ本体２を外壁４２側に押し込むと、リーダ本体２の前面が外壁４２の裏面に取り
付けられた断熱材４３と当接する。さらにリーダ本体２をコイルばね２０のばね力に抗し
て外壁４２側に押し込み、リーダ取付板６を内壁４０の裏側（すなわち内壁４０と外壁４
２の間の空間）まで押し込んだ状態で、取付枠２１の各辺が取付孔４１の端面と略平行に
なるよう、２つの取付枠２１をリーダ取付板６の中心位置の回りに略４５度回転させると
、取付枠２１のねじ挿通孔１３に挿通されたプレート取付ねじ１４が上下に並び、リーダ
取付板６の角部（すなわち固定片６ｃ）が取付孔４１の投影面から外側に突出する。この
時、コイルばね２０が撓められるため、コイルばね２０のばね力によってリーダ本体２が
断熱材４３に押し付けられ、リーダ本体２の取付状態が安定する。また、コイルばね２０
のばね力によりリーダ本体２及びリーダ取付板６がそれぞれ外壁４２及び内壁４０に押し
付けられ、仮保持されるので、リーダ本体２の取り付け又は取り外しの際に、リーダ本体
２及びリーダ取付板６を保持する必要がなく、取り付け及び取り外し作業を容易に行うこ
とができる。
【００６２】
　この状態でプレート取付ねじ１４を締め付けると、リーダ取付板６から突出するリーダ
取付ねじ７の先端と取付枠２１との間に内壁４０が挟持され、リーダ本体２が内壁４０に
固定される。ここで、各固定片６ｃと主部６ａとの連結部位（連結片６ｂ）が取付孔４１
の端面と当接するため、プレート取付ねじ１４を締め付けてリーダ本体２の固定作業を終
了するまでの間に、リーダ本体２やリーダ取付板６が自重で取付孔４１から脱落するのを
防止することができ、取付作業を容易に行える。
【００６３】
　ところで、外壁４２の裏面にはグラスウール等の断熱材４３が取り付けられているため
、リーダ本体２の突台部３は断熱材４３と当接し、断熱材４３の厚み分だけ見かけ上の交
信距離が短くなるという問題がある。そこで、図３１に示すように取付孔４１に臨む外壁
４２の部位に取り付けられた断熱材４３を切り取ることによって、リーダ本体２の突台部
３を外壁４２の裏面と直接接触させた状態でリーダ本体２を取り付けることができ、断熱
材４３の厚み分だけ見かけ上の交信距離を伸ばすことができる。
【００６４】
　（実施形態３）
　本発明の実施形態３を図３２乃至図３５を参照して説明する。本実施形態では、実施形
態１の非接触ＩＤリーダの取付構造において、リーダ取付板６の中央に略正方形の開口孔
６ｄを穿設すると共に、取付枠２１（すなわちプレート取付板１１）の各辺が取付孔４１
の端面と略平行になるように取付枠２１を回転させた状態で取付孔４１の端面と係止する
係止突片６ｅを開口孔６ｄの四隅に切り起こしにより形成している。
【００６５】
　この非接触ＩＤリーダの取付方法について図３４（ａ）～（ｅ）を参照して説明する。
先ず、内壁４０にリーダ本体２及びリーダ取付板６の外形寸法よりも大きく、且つ、プレ
ート枠１１の外形寸法よりも小さい断面略正方形の取付孔４１を穿孔する（図３４（ａ）
参照）。
【００６６】
　次に、リーダ本体２とリーダ取付板６とをリーダ取付ねじ７を用いて結合し、リーダ取
付板６の各辺を取付孔４１の端面と略平行にした状態で、取付孔４１に室内側からリーダ
本体２とリーダ取付板６とを挿入する（図３４（ｂ）参照）。
【００６７】
　そして、リーダ本体２とリーダ取付板６とを内壁４０の裏側（すなわち内壁４０と外壁
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４２の間の空間）に配置し（図３４（ｃ）参照）、略４５度回転させた状態で、取付孔４
１及びリーダ取付板６の開口孔６ｄを通して工具６０を挿入して、内壁４０と外壁４２と
の間に予め配線されたケーブル３０をリーダ本体２の接続端子（図示せず）に結線する（
図３４（ｄ）参照）。次に、取付枠２１のねじ挿通孔１３に挿通したプレート取付ねじ１
４をリーダ取付板６のねじ孔１２にねじ込み、リーダ取付板６と２つの取付枠２１とを結
合して、リーダ取付板６と２つの取付枠２１との間で内壁４０を挟持することにより、リ
ーダ本体２を内壁３０に固定した後、取付枠２１にプレート枠１６を介して化粧プレート
１８を取り付ける（図３４（ｅ）参照）。
【００６８】
　ところで、実施形態１の非接触ＩＤリーダでは、内壁４０と外壁４２との間に予め配線
されたケーブル３０を取付孔４１から引き出して、リーダ本体２の接続端子に結線した後
、リーダ本体２とリーダ取付板６とを取付孔４１内に挿入しているため、ケーブル３０を
一端引き出した後、再び取付孔４１内に戻す作業が必要になる。それに対して、本実施形
態ではリーダ取付板６に開口孔６ｄを設けており、この開口孔６ｄを通してケーブル３０
をリーダ本体２に接続することができるので、リーダ本体２及びリーダ取付板６を壁内に
取り付けた状態でケーブル３０の結線作業を行うことができ、ケーブル３０を取付孔４１
から引き出した後、再び取付孔４１内に戻す作業が不要になるから、結線作業の作業性が
向上する。また、化粧プレート１８を外すと、開口孔６ｄを通してケーブル３０の結線状
態を確認することができるので、施工後の点検、修理作業を容易に行うことができる。
【００６９】
　さらに、リーダ本体２とリーダ取付板６とを取付孔４１内に挿入して、内壁４０の裏側
に配置した後、略４５度回転させると、リーダ取付板６の係止突片６ｅが取付孔４１の端
面と当接するため、ケーブル３０の結線作業やリーダ本体２の固定作業が終了するまでの
間に、リーダ本体２やリーダ取付板６が自重で取付孔４１から脱落するのを防止すること
ができる。尚、本実施形態ではリーダ取付板６の中央に正方形状の開口孔６ｄを形成し、
開口孔６ｄの４隅に係止突片６ｅを切り起こしによって形成しているが、リーダ取付板６
及び開口孔６ｄの形状を上記の形状に限定する趣旨のものではなく、図３５に示すように
、実施形態２で説明したリーダ取付板６において、リーダ取付板６の中央に円形の開口孔
６ｆを形成しても良く、上述と同様の効果を得ることができる。
【００７０】
　（実施形態４）
　本発明の実施形態４を図３６乃至図３８を参照して説明する。本実施形態では、実施形
態１の非接触ＩＤリーダの取付構造において、図３６（ａ）～（ｃ）に示すようにリーダ
本体２の側面にケーブル挿通用の切欠部２２を形成している。そして、図３８（ａ）（ｂ
）に示すように切欠部２２が形成されたリーダ本体２の部位を覆うようにしてリーダ本体
２の裏面にカバー２３を取り付け、リーダ本体２内にアンテナや回路部を収納した後、リ
ーダ本体２内に封止樹脂２４を充填する。そして、封止樹脂２４を硬化させた後、カバー
２３を取り外してリーダ本体２を形成する（図３９参照）。図３９中の斜線部は封止樹脂
２４の充填部位を示している。尚、切欠部２２以外の構成は実施形態１の非接触ＩＤリー
ダの取付構造と同様であるので、同一の構成要素には同一の符号を付して、その説明を省
略する。
【００７１】
　この非接触ＩＤリーダの取付方法について図４０（ａ）～（ｅ）を参照して簡単に説明
する。先ず内壁４０に、リーダ本体２及びリーダ取付板６の外形寸法よりも大きく、且つ
、プレート取付板１１の外形寸法よりも小さい断面略正方形の取付孔４１を穿孔して、内
壁４０の裏側（すなわち内壁４０と外壁４２との間の空間）からケーブル３０を室内側に
引き出す（図４０（ａ）参照）。
【００７２】
　次に、リーダ本体２の貫通孔５に挿通されたリーダ取付ねじ７をコイルばね２０に通し
、リーダ取付板６のねじ孔に螺入することにより、リーダ本体２とリーダ取付板６とを結
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合した状態で、取付孔４１から引き出されたケーブル３０をリーダ本体２に接続する（図
４０（ｂ）参照）。
【００７３】
　そして、リーダ本体２の切欠部２２内にケーブル３０を納め、リーダ取付板６の各辺を
取付孔４１の端面と略平行にした状態で、取付孔４１内に室内側からリーダ本体２とリー
ダ取付板６とを挿入する（図４０（ｃ）参照）。その後、リーダ本体２とリーダ取付板６
とを内壁４０の裏側（すなわち内壁４０と外壁４２の間の空間）に配置し（図４０（ｄ）
参照）、略４５度回転させてリーダ取付板６の角部を取付孔４１の投影面内から突出させ
た状態で、取付枠２１のねじ挿通孔１３に挿通したプレート取付ねじ１４をリーダ取付板
６のねじ孔１２にねじ込み、リーダ取付板６と２つの取付枠２１とを結合して、リーダ取
付板６と２つの取付枠２１との間で内壁４０を挟持することにより、リーダ本体２を内壁
３０に固定した後、取付枠２１にプレート枠１６を介して化粧プレート１８を取り付ける
（図４０（ｅ）参照）。
【００７４】
　ところで、実施形態１の非接触ＩＤリーダでは、内壁４０と外壁４２との間に予め配線
されたケーブル３０を取付孔４１から引き出して、リーダ本体２の接続端子に結線した後
、リーダ本体２とリーダ取付板６とを取付孔４１内に挿入しているが、リーダ本体２にケ
ーブル挿通用の切欠部が設けられていないため、リーダ本体２の周面と取付孔４１の端面
との間にケーブル３０を通す隙間を設ける必要があり、取付孔４１の大きさを大きくする
必要があった。それに対して、本実施形態ではリーダ本体２の周面に切欠部２２を形成し
、この切欠部２２にケーブル３０を納めた状態で（図３７参照）、リーダ本体２とリーダ
取付板６とを取付孔４１内に挿入しているため、リーダ本体２の周面と取付孔４１の端面
との間にケーブル３０を通すための隙間を確保する必要が無く、取付孔４１の大きさを小
さくできる。
【００７５】
　ところで、本実施形態ではケース本体２の一側面にケーブル挿通部としての切欠部２２
を形成しているが、ケーブル挿通部の形状を上記の形状に限定する趣旨のものではなく、
図４１（ａ）～（ｃ）に示すようにケース本体２の前面における突台部３以外の部位にケ
ース本体２を貫通する長孔２５を形成しても良く、長孔２５内に通したケーブル３０をリ
ーダ本体２に接続した後、リーダ本体２とリーダ取付板６とを取付孔４１内に挿入するよ
うにすれば、リーダ本体２の周面と取付孔４１との間の隙間が狭い場合でも、施工作業を
容易に行うことができる。このリーダ本体２を組み立てる際は、図４２（ａ）（ｂ）に示
すように長孔２５が形成されたリーダ本体２の部位を覆うようにしてリーダ本体２の裏面
にカバー２３を取り付け、リーダ本体２内にアンテナや回路部を収納した後、図４３に示
すようにリーダ本体２内に封止樹脂２４を充填する。そして、封止樹脂２４を硬化させた
後、カバー２３を取り外してリーダ本体２を形成する（図４３参照）。尚、図４３中の斜
線部は封止樹脂２４の充填部位を示している。
【００７６】
　（実施形態５）
　本実施形態では、上述した実施形態１～４及び基本構成で説明した非接触ＩＤリーダ１
を用いる電気錠システムについて図４４を参照して説明する。この電気錠システムは、内
壁４０に穿孔した取付孔４１内に挿入され、内壁４０と外壁４２との間の空間に配設され
る非接触ＩＤリーダ１と、建物の居住者などが所持するタグ５０と、非接触ＩＤリーダ１
に電源を供給する電源部５１と、出入口などの扉に取り付けられた電気錠５２と、非接触
ＩＤリーダ１から入力される信号に応じて電気錠５２の開閉を制御する制御部５３とで構
成される。尚、非接触ＩＤリーダ１の構成は実施形態１～４及び基本構成で説明したもの
と同様であるので、その説明は省略する。
【００７７】
　非接触ＩＤリーダ１は建物の出入口付近の壁内に設置されており、この建物に出入りす
る人がタグ５０を非接触ＩＤリーダ１に近づけると、タグ５０と非接触ＩＤリーダ１との
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間で電磁誘導により非接触でデータ通信が行われ、タグ５０に記憶されたＩＤデータが非
接触ＩＤリーダ１によって読み取られる。制御部５３は、非接触ＩＤリーダ１が読み取っ
たタグ５０のＩＤデータを、予め登録されているＩＤデータと照合し、両者が一致した場
合は電気錠５２に解錠信号又は施錠信号を出力して、電気錠５２を解錠又は施錠させてい
る。
【００７８】
　本実施形態の電気錠システムでは、実施形態１～４及び基本構成で説明した非接触ＩＤ
リーダ１を用いており、非接触ＩＤリーダ１は内壁４０に設けた取付孔４１内に取り付け
られ、内壁４０と外壁４２との間の空間に配置されているので、非接触ＩＤリーダ１の取
付作業を容易に行うことができる。
【００７９】
【発明の効果】
　上述のように、請求項１の発明は、内部にデータを記憶するメモリを備えたタグとの間
で電磁誘導により相互にデータ通信を行う非接触ＩＤリーダを、造営材に設けた断面矩形
状の取付孔に取り付けるための非接触ＩＤリーダの取付構造において、外形寸法が取付孔
よりも小さい寸法に形成され、タグとの間で電磁誘導により相互にデータ通信を行うため
のアンテナや回路部を収納したリーダ本体と、矩形板状であって取付孔よりも若干小さい
寸法に形成され、リーダ本体の背面にリーダ本体との間隔を保持するための間隔保持部材
を介してねじ止めされたリーダ取付板と、矩形板状であって少なくとも長手方向寸法が取
付孔よりも大きい寸法に形成され、リーダ取付板に対して略平行で且つ各辺がリーダ取付
板の各辺に対して略４５度の角度で交差するような状態でリーダ取付板の背面側に取り付
けられるプレート取付板と、プレート取付板に設けた挿通孔に挿通されると共にリーダ取
付板に設けたねじ孔に螺入されるプレート取付ねじとを備え、上記造営材は建物の外壁の
内側に設けられた内壁であり、この内壁に設けた取付孔内にリーダ本体が挿入されており
、上記間隔保持部材はリーダ本体をリーダ取付板と反対側に付勢するばね部材からなり、
リーダ本体が外壁と当接し且つばね部材が撓められた状態でリーダ本体が取り付けられる
ようにばね部材の長さ寸法を設定し、リーダ本体と共に造営材の一側から取付孔内に挿入
されて造営材の反対側に配置されたリーダ取付板と、リーダ取付板を造営材の反対側に配
置した状態で各辺が取付孔の端面と略平行になるように略４５度回転されたプレート取付
板との間で造営材を挟持することを特徴とし、建物の外壁と内壁との間に非接触ＩＤリー
ダを取り付ける場合でも、内壁に設けた取付孔に室内側からリーダ本体とリーダ取付板と
を挿入して、リーダ本体とリーダ取付板とを内壁と外壁との間の空間に配置し、プレート
取付板の各辺が取付孔の端面と略平行になるようにプレート取付板を略４５度回転させた
状態で、プレート取付ねじのねじ込み量を調整すると、リーダ取付板とプレート取付板と
の間に内壁を挟持することにより、リーダ本体が内壁に取り付けられるから、外壁の工事
を行うことなく、外壁と内壁との間の空間に室内側から非接触ＩＤリーダを取付可能で、
外壁の美観を損なうことのない取付構造を実現できるという効果がある。
【００８０】
　さらに請求項１の発明では、リーダ本体は、ばね部材によってリーダ取付板と反対側に
付勢され、ばね部材が撓められた状態で外壁と当接しており、ばね部材のばね力によって
常に外壁に押し付けられた状態で取り付けられているから、取付状態が安定するという効
果がある。しかも、リーダ本体が外壁と接触しているので、外壁とリーダ本体との間隔を
最小にでき、タグとリーダ本体との間で交信可能な外壁からの距離を長くとることができ
るという効果がある。
【００８１】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、プレート取付ねじとして長さの異なるも
のを複数種類用意し、何れかのねじを選択して使用することを特徴とし、造営材の厚み寸
法に応じてプレート取付ねじの長さを適宜選択することにより、様々な厚みの造営材に対
応することができるという効果がある。
【００８２】
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　請求項３の発明は、請求項１又は２の発明において、リーダ本体とリーダ取付板とを結
合するリーダ取付ねじとプレート取付ねじのねじ径及びピッチが同じであることを特徴と
し、リーダ取付ねじとプレート取付ねじのねじ径及びピッチを共通化することによって、
必要なねじの種類を削減できるという効果がある。
【００８３】
　請求項４の発明は、請求項１乃至３の何れかの発明において、リーダ取付板におけるプ
レート取付板側の面に、プレート取付板の各辺が取付孔の端面と略平行になるようにプレ
ート取付板を回転させた状態で、取付孔の端面と係止する係止部を設けたことを特徴とし
、係止部と取付孔の端面とを係止させることによって、リーダ取付板が造営材に対して傾
いたり、倒れたりするのを防止でき、取付作業を容易に行えるという効果がある。
【００８４】
　請求項５の発明は、請求項４の発明において、係止部は、リーダ取付板に設けたねじ孔
に取り付けたねじ部材であることを特徴とし、リーダ取付板にねじ孔を設けるだけで良い
から、リーダ取付板の構造を簡単にでき、リーダ取付板の製造コストを低減できるという
効果がある。
【００８５】
　請求項６の発明は、請求項４の発明において、係止部は、リーダ取付板の中心に対して
対角の位置に２個設けられたことを特徴とし、２個の係止部が取付孔の端面とそれぞれ係
止することによってリーダ取付板の移動範囲が規制されるから、リーダ本体のがたつきを
防止でき、リーダ本体の取付不良を防止できるという効果がある。
【００８６】
　請求項７の発明は、請求項４の発明において、係止部は、リーダ取付板の２本の対角線
上に、リーダ取付板の中心に対して対角の位置に２個づつ設けられたことを特徴とし、リ
ーダ本体及びリーダ取付板を取付孔内に挿入した状態で、プレート取付板を何れの方向に
略４５度回転させたとしても、２個の係止部を取付孔の上下の端面と係止させることがで
きるから、施工作業を容易に行えるという効果がある。
【００８７】
　請求項８の発明は、請求項４の発明において、リーダ取付板におけるプレート取付板側
の面に、プレート取付板の各辺が取付孔の端面と略平行になるようにプレート取付板を回
転させた状態で取付孔の端面と当接する段部を設け、該段部により係止部を構成したこと
を特徴とし、プレート取付板に設けた段部と取付孔の端面とを係止させることによって、
リーダ取付板が造営材に対して傾いたり、倒れたりするのを防止でき、取付作業を容易に
行えるという効果がある。しかも、リーダ取付板に設けた段部により係止部を構成してい
るので、リーダ取付板に別途の部材を組み込む必要がなく、リーダ取付板と係止部とを１
つの部材で構成することができるという効果がある。
【００８８】
　請求項９の発明は、請求項１乃至８の何れかの発明において、リーダ本体とリーダ取付
板とを結合するリーダ取付ねじのねじ部先端を、リーダ取付板に設けたねじ孔の途中で止
めたことを特徴とし、リーダ取付板におけるリーダ本体と反対側の面から、リーダ取付ね
じのねじ部先端が突出していないので、造営材の表面とリーダ取付板とが面接触し、リー
ダ取付板とプレート取付板との間で造営材を挟持する際に造営材に加わる応力を分散させ
ることができるから、造営材に長時間応力が加わることによって造営材が変形するのを防
止できるという効果がある。
【００８９】
　請求項１０の発明は、請求項１乃至９の何れかの発明において、リーダ本体及びリーダ
取付板を造営面の反対側に配置した状態で、造営面の反対側に予め配線されたケーブルを
リーダ本体に接続する結線作業を行うための開口孔をリーダ取付板に設けたことを特徴と
し、リーダ本体とリーダ取付板とを造営面の反対側に配置した状態で、開口孔を通してケ
ーブルをケーブル本体に接続することができ、ケーブルを結線していない状態でリーダ本
体やリーダ取付板の施工作業が行えるから、ケーブルが施工作業の邪魔にならず、施工作
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業を容易にした非接触ＩＤリーダの取付構造を実現できるという効果がある。
【００９０】
　請求項１１の発明は、請求項１乃至９の何れかの発明において、造営面の反対側から引
き出されたケーブルを通すためのケーブル挿通部をリーダ本体に設けたことを特徴とし、
取付孔を介して引き出されたケーブルをリーダ本体に接続し、このケーブルをケーブル挿
通部に通した状態で、リーダ本体やリーダ取付板を取付孔内に挿入して施工作業を行うこ
とができるから、取付孔の端面とリーダ本体との間の隙間が狭い場合でも容易に施工作業
が行える非接触ＩＤリーダの取付構造を実現できるという効果がある。
【００９１】
　請求項１２の発明は、請求項１乃至１１の何れかの発明において、プレート取付板の背
面側にねじ固定される矩形枠状のプレート枠と、プレート枠に嵌合固定される化粧プレー
トとを備えて成ることを特徴とし、プレート取付板の背面側にプレート枠を介して化粧プ
レートを取り付けることができるから、室内のインテリアに合わせたデザインの化粧プレ
ートを取り付けることにより、室内の美観を高めることができるという効果がある。
【００９２】
　請求項１３の発明は、請求項１乃至１２の何れかの発明において、上記造営材は建物の
外壁の内側に設けられた内壁であり、建物の出入口付近の内壁に設けた取付孔内にリーダ
本体が挿入され、内壁と外壁との間の空間に取り付けられることを特徴とし、請求項１乃
至１２の発明と同様、外壁の工事を行うことなく、外壁と内壁との間の空間に室内側から
非接触ＩＤリーダを取り付けることができるから、外壁の美観を保つことができ、且つ、
リーダ本体は外壁の裏側に配置されているから、リーダ本体が破壊されるなどのいたずら
を防止でき、また部外者にはリーダ本体の存在が分からないため、防犯上の安全性が高い
という効果がある。
【００９３】
　請求項１４の発明は、請求項１記載の非接触ＩＤリーダを造営材から取り外す取り外し
方法において、先ずプレート取付ねじを緩めて、プレート取付板とリーダ取付板との間の
距離を造営材の厚み寸法よりも長くした状態で、プレート取付板を略４５度回転させて、
リーダ取付板の各辺を取付孔の端面と略平行にした後、プレート取付板を造営材から離れ
る方向に移動させて、リーダ本体及びリーダ取付板を取付孔から取り出すことを特徴とし
、プレート取付ねじを緩めることによって、プレート取付板とリーダ取付板との間で造営
材を挟持する状態を容易に解除することができ、その後プレート取付板を回転させて、造
営材から離れる方向に移動させることにより、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材から
容易に取り外すことができ、リーダ本体の修理や解体などのメンテナンス作業を容易に行
うことができるという効果がある。
【００９４】
　請求項１５の発明は、請求項１記載の非接触ＩＤリーダを造営材に取り付ける取付方法
において、リーダ本体に設けた貫通孔に挿通されたリーダ取付ねじにばね部材を通し、リ
ーダ取付板に設けたねじ孔に螺入することにより、リーダ本体をリーダ取付板にねじ止め
すると共に、プレート取付板をプレート取付ねじを用いてリーダ取付板にねじ止めし、ば
ね部材によってリーダ本体をリーダ取付板と反対側に付勢し、リーダ取付板とプレート取
付板との間の間隔を造営材の厚み寸法よりも長くした状態で、リーダ取付板の各辺を取付
孔の端面と略平行にして、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の一側から取付孔内に挿
入し、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の反対側に配置した後、プレート取付板を略
４５度回転させて、プレート取付板の各辺を取付孔の端面と略平行に配置し、プレート取
付ねじをねじ込んでプレート取付板とリーダ取付板との間で造営材を挟持することにより
、リーダ本体を造営材に取り付けることを特徴とし、リーダ本体は、ばね部材によってリ
ーダ取付板と反対側に付勢され、ばね部材が撓められた状態で外壁と当接しており、ばね
部材のばね力によって常に外壁に押し付けられた状態で取り付けられているから、リーダ
本体及びリーダ取付板が外壁と内壁との間に仮保持され、取付作業を容易に行えるという
効果がある。
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【００９５】
　請求項１６の発明は、請求項１０記載の非接触ＩＤリーダを造営材に取り付ける取付方
法において、先ずリーダ本体にリーダ取付板を取り付け、リーダ取付板の各辺を取付孔の
端面と略平行にして、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の一側から取付孔内に挿入し
、リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の反対側に配置した状態で、造営面の反対側に予
め配線されたケーブルをリーダ本体に接続する結線作業を開口孔を通して行った後、リー
ダ取付板にプレート取付板を取り付け、プレート取付板を略４５度回転させて、プレート
取付板の各辺を取付孔の端面と略平行に配置し、プレート取付ねじをねじ込んでプレート
取付板とリーダ取付板との間で造営材を挟持することにより、リーダ本体を造営材に取り
付けることを特徴とし、リーダ本体とリーダ取付板とを造営面の反対側に配置した状態で
、開口孔を通してケーブルをケーブル本体に接続することができ、ケーブルを結線してい
ない状態でリーダ本体やリーダ取付板の施工作業が行えるから、ケーブルが作業の邪魔に
ならず、施工作業を容易に行えるという効果がある。
【００９６】
　請求項１７の発明は、請求項１１記載の非接触ＩＤリーダを造営材に取り付ける取付方
法において、先ずリーダ本体にリーダ取付板とプレート取付板とを取り付け、リーダ取付
板とプレート取付板との間の間隔を造営材の厚み寸法よりも長くし、造営面の反対側から
取付孔を通して引き出されたケーブルをリーダ本体に結線し、このケーブルをリーダ本体
のケーブル挿通部に通した状態で、リーダ取付板の各辺を取付孔の端面と略平行にして、
リーダ本体とリーダ取付板とを造営材の一側から取付孔内に挿入し、リーダ本体とリーダ
取付板とを造営材の反対側に配置した後、プレート取付板を略４５度回転させて、プレー
ト取付板の各辺を取付孔の端面と略平行に配置し、プレート取付ねじをねじ込んでプレー
ト取付板とリーダ取付板との間で造営材を挟持することにより、リーダ本体を造営材に取
り付けることを特徴とし、取付孔を介して引き出されたケーブルをリーダ本体に接続し、
このケーブルをケーブル挿通部に通した状態で、リーダ本体やリーダ取付板を取付孔内に
挿入して施工作業を行うことができるから、取付孔の端面とリーダ本体との間の隙間が狭
い場合でも施工作業を容易に行えるという効果がある。
【００９７】
　請求項１８の発明は、請求項１１記載の非接触ＩＤリーダの製造方法であって、リーダ
本体にケーブル挿通部を形成し、ケーブル挿通部の形成されたリーダ本体の部位をカバー
で覆った後、リーダ本体の内部に封止樹脂を充填して、リーダ本体内部に配置されたアン
テナと回路部とを封止樹脂で封止した後、カバーを取り外して成ることを特徴とし、リー
ダ本体に設けたケーブル挿通部には封止樹脂が回り込まないようにする必要があるが、ケ
ーブル挿通部の形成されたリーダ本体の部位をカバーで覆った状態で封止樹脂を充填する
ことによって、ケーブル挿通部に封止樹脂が回り込むのを防止でき、必要な部位のみに封
止樹脂を充填できるという効果がある。
【００９８】
　請求項１９の発明は、請求項１記載の非接触ＩＤリーダと、出入口のドアに設けられた
電気錠と、非接触ＩＤリーダがタグから受信した情報に基づいて電気錠の施錠／開錠を制
御する電気錠制御部とを備えて成ることを特徴とし、請求項１記載の非接触ＩＤリーダを
用いて、出入口のドアに設けられた電気錠を電気錠制御部により施錠／解錠する電気錠シ
ステムを実現できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る非接触ＩＤリーダの取付構造の基本構成を説明する断面図である
。
【図２】　同上の非接触ＩＤリーダにリーダ取付板を取り付けた状態を前面側から見た斜
視図である。
【図３】　同上の非接触ＩＤリーダの正面図である。
【図４】　（ａ）～（ｅ）は同上の非接触ＩＤリーダの取付方法及び取り外し方法を説明
する説明図である。
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【図５】　同上の非接触ＩＤリーダの取付方法を説明する説明図である。
【図６】　同上のプレート取付板を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。
【図７】　同上のプレート取付板に化粧プレートを取り付ける方法を説明する説明図であ
る。
【図８】　同上の別の非接触ＩＤリーダの取付構造を説明する断面図である。
【図９】　同上のまた別の非接触ＩＤリーダの取付構造を説明する断面図である。
【図１０】　同上のさらに別の非接触ＩＤリーダの取付構造を説明する断面図である。
【図１１】　（ａ），（ｂ）は同上の非接触ＩＤリーダの取付方法を説明する説明図であ
る。
【図１２】　同上の非接触ＩＤリーダの取付構造を説明する断面図である。
【図１３】　同上の参考例を説明する断面図である。
【図１４】　同上のリーダ取付板を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。
【図１５】　同上の別のリーダ取付板を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。
【図１６】　同上のまた別のリーダ取付板を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図であ
る。
【図１７】　同上の非接触ＩＤリーダの取付構造を説明する断面図である。
【図１８】　同上のさらに別のリーダ取付板と内壁に設けた取付孔との位置関係を示し、
（ａ）は裏側から見た図、（ｂ）は側方から見た断面図である。
【図１９】　同上の非接触ＩＤリーダの取付構造を説明する断面図である。
【図２０】　実施形態１の非接触ＩＤリーダの取付構造を説明する断面図である。
【図２１】　同上のリーダ本体とリーダ本体とを示し、（ａ）は組立前の側面図、（ｂ）
は組立後の状態を示す側面図である。
【図２２】　同上の取付方法を説明する説明図である。
【図２３】　（ａ）（ｂ）は同上の取付状態を説明する一部省略せる断面図である。
【図２４】　同上の別の取付状態を説明する断面図である。
【図２５】　同上に用いるプレート取付板を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図であ
る。
【図２６】　同上のプレート取付板に化粧プレートを取り付ける方法を説明する説明図で
ある。
【図２７】　同上の別の取付状態を説明する断面図である。
【図２８】　同上に用いるリーダ取付板の取付状態を説明する説明図である。
【図２９】　実施形態２の非接触ＩＤリーダの取付構造を説明する断面図である。
【図３０】　同上に用いるリーダ取付板の外観斜視図である。
【図３１】　同上の別の取付状態を説明する断面図である。
【図３２】　実施形態３の非接触ＩＤリーダの取付構造を説明する一部省略せる外観斜視
図である。
【図３３】　同上に用いるリーダ取付板を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である
。
【図３４】　（ａ）～（ｅ）は同上の取付方法を説明する説明図である。
【図３５】　同上に用いる別のリーダ取付板を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図で
ある。
【図３６】　実施形態４の非接触ＩＤリーダのケース本体を示し、（ａ）は正面図、（ｂ
）は側面図、（ｃ）は裏面図である。
【図３７】　同上のケース本体を内壁に設けた取付孔内に挿入した状態を示す説明図であ
る。
【図３８】　同上のケース本体にカバーを取り付けた状態を示し、（ａ）は裏面図、（ｂ
）は側面図である。
【図３９】　同上のケース本体に封止樹脂を充填した状態を示す裏面図である。
【図４０】　（ａ）～（ｅ）は同上の組立方法を説明する説明図である。
【図４１】　同上の別のケース本体を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は
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裏面図である。
【図４２】　同上のケース本体にカバーを取り付けた状態を示し、（ａ）は裏面図、（ｂ
）は側面図である。
【図４３】　同上のケース本体に封止樹脂を充填した状態を示す裏面図である。
【図４４】　実施形態５の電気錠システムの概略構成図である。
【図４５】　従来の非接触ＩＤリーダの取付構造を説明する分解斜視図である。
【図４６】　同上の断面図である。
【図４７】　従来の非接触ＩＤリーダの別の取付構造を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は
側面図である。
【符号の説明】
　２　リーダ本体
　６　リーダ取付板
　９　スペーサ
　１１　プレート取付板
　４０　内壁
　４１　取付孔
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【図３】
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