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(57)【要約】
【課題】充電用インレットを低背化する。
【解決手段】本明細書によって開示される充電用インレ
ット１０は、車両側端子がリテーナによって抜け止めさ
れた充電用インレット１０であって、被締結部２４、３
５を有するインレットハウジング２０と、このインレッ
トハウジング２０に設けられ、車両側端子が内部に収容
された端子収容部３２Ａ～３２Ｃ、４２Ａ、４２Ｂと、
被締結部２４、３５に締結される締結部材２５とを備え
、リテーナは、車両側端子に係止するリテーナ本体と、
締結部材２５と被締結部２４、３５の間に配されてイン
レットハウジング２０に固定される被固定部７２、８２
とを有する構成とした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両側端子がリテーナによって抜け止めされた充電用インレットであって、
　被締結部を有するインレットハウジングと、
　このインレットハウジングに設けられ、前記車両側端子が内部に収容された端子収容部
と、
　前記被締結部に締結される締結部材とを備え、
　前記リテーナは、前記車両側端子に係止するリテーナ本体と、前記締結部材と前記被締
結部の間に配されて前記インレットハウジングに固定される被固定部とを有する充電用イ
ンレット。
【請求項２】
　前記リテーナ本体が前記車両側端子を係止する方向と前記締結部材が前記被締結部に締
結される方向とは、同じとされている請求項１に記載の充電用インレット。
【請求項３】
　前記インレットハウジングの背面には、前記リテーナ本体の周囲に配された複数の周壁
が立設されており、前記リテーナ本体の周縁には、前記複数の周壁に対し前記端子収容部
側からそれぞれ接触する複数の接触片が設けられている請求項１または請求項２に記載の
充電用インレット。
【請求項４】
　前記複数の接触片は、前記被固定部を基点として前記周壁側に張り出す形態をなす接触
片を含む請求項３に記載の充電用インレット。
【請求項５】
　前記複数の接触片は、前記端子収容部を中心として９０°間隔で配されている請求項３
または請求項４に記載の充電用インレット。
【請求項６】
　隣り合う一対の前記周壁を連結する連結壁を備えた請求項３から請求項５のいずれか一
項に記載の充電用インレット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書によって開示される技術は、充電用インレットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両のバッテリに充電する際に充電用コネクタと嵌合される車両側コネクタとし
て、特開２０１２－２２１６１２号公報（下記特許文献１）に記載のものが知られている
。この車両側コネクタは、車両のボディに取り付け固定される取付部と、この取付部を前
後方向に嵌合する形態をなす略円筒状の端子収容部とを備えて構成されている。端子収容
部には、複数の車両側端子金具を個別に収容する複数のキャビティが前後方向に貫通する
形態で設けられている。また、端子収容部は、取付部の後方に突出する後方突出部を備え
ており、この後方突出部には、車両側端子金具を一括して抜け止めするリテーナが後方か
ら装着可能とされている。このリテーナは、車両側端子金具に後方から係止するリテーナ
本体と、このリテーナ本体の周縁から片持ち状をなして前方に延出する形態をなす複数の
ロック部とを備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２２１６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、上記のロック部は爪形状をなしており、後方突出部の外周面に設けられ
た突起に引っ掛ける構成とされている。したがって、リテーナ本体によって車両側端子金
具を抜け止めした上でロック部を突起に引っ掛けるためには、ロック部を長くする必要が
ある。その理由は、リテーナ本体によって車両側端子金具を後方から係止しているにもか
かわらずロック部が短いために突起に引っ掛からないとした場合、リテーナが後方突出部
から外れることを許容し、結局はリテーナ本体による抜け止めもできなくなる事態を回避
するためである。そして、ロック部が長くなる結果、車両側コネクタ全体の低背化が困難
になる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書によって開示される充電用インレットは、車両側端子がリテーナによって抜け
止めされた充電用インレットであって、被締結部を有するインレットハウジングと、この
インレットハウジングに設けられ、前記車両側端子が内部に収容された端子収容部と、前
記被締結部に締結される締結部材とを備え、前記リテーナは、前記車両側端子に係止する
リテーナ本体と、前記締結部材と前記被締結部の間に配されて前記インレットハウジング
に固定される被固定部とを有する構成とした。
【０００６】
　このような構成によると、締結部材を被締結部に締結することで被固定部がインレット
ハウジングに固定される。すなわち、締結部材を締結することによってリテーナがインレ
ットハウジングに固定されるから、従来のように爪形状の長いロック部が不要になり、充
電用インレット全体を低背化することが可能になる。
【０００７】
　本明細書によって開示される充電用インレットとして、次のような態様としてもよい。
　前記リテーナ本体が前記車両側端子を係止する方向と前記締結部材が前記被締結部に締
結される方向とは、同じとされている構成としてもよい。
　このような構成によると、締結部材を被締結部に締結することに伴って車両側端子がリ
テーナ本体によって係止されることになる。なお、インレットハウジングおよびリテーナ
の形状公差によっては、リテーナ本体が車両側端子に当接した状態で締結部材の締結が完
了する場合と、被固定部が被締結部に当接した状態で締結部材の締結が完了する場合とが
起こり得るが、いずれの場合でもリテーナがインレットハウジングに固定されるため、上
記した形状公差を考慮して被固定部を大きめに設定しなくてもよい。
【０００８】
　前記インレットハウジングの背面には、前記リテーナ本体の周囲に配された複数の周壁
が立設されており、前記リテーナ本体の周縁には、前記複数の周壁に対し前記端子収容部
側からそれぞれ接触する複数の接触片が設けられている構成としてもよい。
　このような構成によると、複数の接触片を複数の周壁に接触させるようにしてリテーナ
をインレットハウジングに位置決めすることができる。つまり、従来の爪形状のロック部
による固定方法では、ロック部を端子収容部の外周面に沿わせることでリテーナの位置決
めが可能であったが、これに代わる構造として複数の接触片を複数の周壁に接触させる構
成を採用することにより締結部材による固定方法においても従来と同様の位置決めが可能
になる。
【０００９】
　前記複数の接触片は、前記被固定部を基点として前記周壁側に張り出す形態をなす接触
片を含む構成としてもよい。
　このような構成によると、被固定部と周壁が接触片によって直接つながった状態になる
ため、被固定部を被締結部に位置決めする精度を高めることができる。
【００１０】
　前記複数の接触片は、前記端子収容部を中心として９０°間隔で配されている構成とし
てもよい。
　このような構成によると、端子収容部を中心として９０°ずつ異なる方向からリテーナ
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本体を位置決めすることができ、結果として被固定部を被締結部に位置決めする精度をよ
り高めることができる。
【００１１】
　隣り合う一対の前記周壁を連結する連結壁を備えた構成としてもよい。
　このような構成によると、複数の周壁を連結壁によって一体に構成することができ、複
数の周壁の強度を高めることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本明細書によって開示される技術によれば、充電用インレットを低背化することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態の充電用インレットの構成部品を斜め後方から見た分解斜視図
【図２】充電用インレットの構成部品を斜め前方から見た分解斜視図
【図３】第１リテーナの正面図
【図４】第１リテーナの側面図
【図５】第２リテーナの正面図
【図６】第２リテーナの側面図
【図７】第２リテーナの平面図
【図８】第１コネクタ嵌合部の背面図
【図９】インレットハウジングの背面図
【図１０】図９のインレットハウジングに第１コネクタ嵌合部を取り付け固定した状態を
示す背面図
【図１１】図１０のインレットハウジングに第１リテーナと第２リテーナを取り付け固定
した状態を示す背面図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜実施形態＞
　実施形態を図１から図１１の図面を参照しながら説明する。本実施形態の充電用インレ
ット１０は、図２に示すように、第１コネクタ嵌合部３０と第２コネクタ嵌合部４０を有
するインレットハウジング２０、第１コネクタ嵌合部３０に組み付けられる複数の第１端
子３１Ａ～３１Ｃ、第２コネクタ嵌合部４０に組み付けられる複数の第２端子４１Ａ、４
１Ｂ、複数の第１端子３１Ａ～３１Ｃを抜け止めする第１リテーナ７０、複数の第２端子
４１Ａ、４１Ｂを抜け止めする第２リテーナ８０などを備えて構成されている。
【００１５】
　充電用インレット１０は、電気自動車やハイブリッド車等の車両に取り付けられ、車両
に搭載されたバッテリを充電するために用いられる車両側コネクタである。この車両側コ
ネクタに対し、給電設備側に配される給電側コネクタが前方から嵌合接続されることでバ
ッテリへの充電が行われるようになっている。また、充電用インレット１０は、普通充電
部と急速充電部が一体化された「Combined Charging System（ＣＣＳ方式）」に適合して
いる。本実施形態では第１コネクタ嵌合部３０が普通充電部に相当し、第２コネクタ嵌合
部４０が急速充電部に相当する。また、複数の第１端子３１Ａ～３１Ｃ、および複数の第
２端子４１Ａ、４１Ｂは、車両側に配設された電線に接続される車両側端子である。なお
、以下の説明においては、充電用インレット１０における給電側コネクタとの嵌合面側を
前側とする。
【００１６】
　インレットハウジング２０は合成樹脂製であって、図１および図２に示すように、車両
のボディに取り付けられてボルト締結される取付板２１を有している。この取付板２１に
は、第１フード部５０と第２フード部６０が前方に突出する形態で設けられている。取付
板２１は、第１フード部５０の外周面と第２フード部６０の外周面の双方から外方に張り
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出す形態をなして全周に亘って一続きに設けられている。
【００１７】
　第１フード部５０は正面視で正円形の円筒状をなしているのに対して、第２フード部６
０は正面視で横方向に長い長円形の円筒状をなしている。第１フード部５０は、第２フー
ド部６０の上方に連なって設けられている。また、取付板２１には、図９に示すように、
インレットハウジング２０の取付板２１とは別体で構成された第１コネクタ嵌合部３０を
取り付けるための取付孔２２が前後方向に貫通する形態で形成されている。
【００１８】
　第１コネクタ嵌合部３０は合成樹脂製であって、図２に示すように、正面視で正円形を
なす外周面を有している。第１コネクタ嵌合部３０の外周面には、Ｏリング２３が装着さ
れる装着溝３６が周設されている。第１コネクタ嵌合部３０は、インレットハウジング２
０の取付孔２２に後方から挿入される。取付孔２２に挿入された第１コネクタ嵌合部３０
は、取付板２１に後方から取り付け固定され、取付孔２２の内周面と第１コネクタ嵌合部
３０の外周面との間にＯリング２３が挟持されることで、車両内部がシールされる。
【００１９】
　図８に示すように、第１コネクタ嵌合部３０の内部には、複数の第１端子が内部に収容
される複数の第１端子収容部が設けられている。複数の第１端子は、具体的には、上段側
に配された一対の上段側第１端子３１Ａと、中段側に配された一対の中段側第１端子３１
Ｂと、下段側に配された１つの下段側第１端子３１Ｃとからなる。同様に、第１端子収容
部は、具体的には、一対の上段側第１端子３１Ａを内部に収容する上段側第１端子収容部
３２Ａと、一対の中段側第１端子３１Ｂを内部に収容する中段側第１端子収容部３２Ｂと
、１つの下段側第１端子３１Ｃを内部に収容する１つの下段側第１端子収容部３２Ｃとか
らなる。各第１端子３１Ａ～３１Ｃが各第１端子収容部３２Ａ～３２Ｃの内部に挿入され
た後、第１リテーナ７０を第１コネクタ嵌合部３０に後方から取り付け固定することで各
第１端子３１Ａ～３１Ｃが一括して抜け止めされる。
【００２０】
　図２に示すように、第２コネクタ嵌合部４０は、正面視で横長の長円形をなしている。
図９に示すように、第２コネクタ嵌合部４０の内部には、複数の第２端子が内部に収容さ
れる複数の第２端子収容部が設けられている。複数の第２端子は、具体的には、正面視で
左側に配された左側第２端子４１Ａと、右側に配された右側第２端子４１Ｂとからなる。
同様に、第２端子収容部は、具体的には、左側第２端子４１Ａを内部に収容する左側第２
端子収容部４２Ａと、右側第２端子４１Ｂを内部に収容する右側第２端子収容部４２Ｂと
からなる。各第２端子４１Ａ、４１Ｂが各第２端子収容部４２Ａ、４２Ｂの内部に挿入さ
れた後、第２リテーナ８０をインレットハウジング２０の取付板２１に後方から取り付け
固定することで各第２端子４１Ａ、４１Ｂが一括して抜け止めされる。
【００２１】
　第１コネクタ嵌合部３０のインレットハウジング２０の取付板２１への取り付け構造に
ついて説明する。図８に示すように、第１コネクタ嵌合部３０の外周面にはフランジ部３
３が設けられており、このフランジ部３３には複数のボルト締結座３４が設けられている
。複数のボルト締結座３４のうち上側に位置する一対のボルト締結座３４は、上段側第１
端子収容部３２Ａの左右両側に配されている。一方、下側に位置する一対のボルト締結座
３４は、一対の上段側第１端子収容部３２Ａの下方にそれぞれ配されている。
【００２２】
　一方、インレットハウジング２０の取付板２１には、図９に示すように、複数の被締結
部２４が設けられている。各被締結部２４は、取付板２１の背面において各ボルト締結座
３４と前後方向に対応して配されており、図１にボルトとして例示された締結部材２５が
締結されるナットに相当する。各ボルト締結座３４と各被締結部２４が一致するように第
１コネクタ嵌合部３０を取付孔２２に後方から挿入した後、各締結部材２５を各ボルト締
結座３４に挿通させて各被締結部２４に締結させると、図１０に示すように、図示４つの
締結部材２５によって図示４つのボルト締結座３４が図示４つの被締結部２４にそれぞれ
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固定される。このようにして、第１コネクタ嵌合部３０がインレットハウジング２０の取
付板２１に取り付け固定される。図示４つのボルト締結座３４のうち上段側に位置する一
対のボルト締結座３４の直下には、一対の締結部材２５が締結される一対の被締結部３５
が設けられている。各被締結部３５は、第１リテーナ７０を第１コネクタ嵌合部３０に固
定する際に各締結部材２５が締結されるナットに相当する。
【００２３】
　第１リテーナ７０は、図３および図４に示すように、各第１端子３１Ａ～３１Ｃを一括
して抜け止めする第１リテーナ本体７１と、複数の締結部材２５が挿通される複数の第１
被固定部７２とを備えて構成されている。第１リテーナ本体７１には、各端子収容部３２
Ａ～３２Ｃの内部に後方から挿入されて各第１端子３１Ａ～３１Ｃに後方から係止する複
数の第１係止筒部が設けられている。これらの第１係止筒部は、一対の上段側第１端子収
容部３２Ａの内部に挿入される一対の上段側第１係止筒部７３Ａと、一対の中段側第１端
子収容部３２Ｂの内部に挿入される一対の中段側第１係止筒部７３Ｂと、下段側第１端子
収容部３２Ｃの内部に挿入される下段側第１係止筒部７３Ｃとからなる。
【００２４】
　第１リテーナ本体７１の周縁には、左側第１接触片７４Ａと上側第１接触片７４Ｂと右
側第１接触片７４Ｃとが第１リテーナ本体７１を中心として９０°間隔で設けられている
。左右両側の第１接触片７４Ａ、７４Ｃは、左右対称をなしている。左側第１接触片７４
Ａは、左側の第１被固定部７２の周辺部を基点として左方に張り出し、その張り出し方向
の先端縁から後方に突出する形態をなしている。一方、右側第１接触片７４Ｃは、右側の
第１被固定部７２の周辺部を基点として右方に張り出し、その張り出し方向の先端縁から
後方に突出する形態をなしている。また、上側第１接触片７４Ｂは、第１リテーナ本体７
１の上縁からそのまま後方に突出する形態をなしている。
【００２５】
　第２リテーナ８０は、図５および図６に示すように、各第２端子４１Ａ、４１Ｂを一括
して抜け止めする第２リテーナ本体８１と、複数の締結部材２５が挿通される複数の第２
被固定部８２とを備えて構成されている。第２リテーナ本体８１には、左右両側の第２端
子収容部４２Ａ、４２Ｂの内部に後方から挿入されて左右両側の第２端子４１Ａ、４１Ｂ
に後方から係止する左右一対の第２係止筒部８３が設けられている。
【００２６】
　第２リテーナ本体８１の周縁には、左側第２接触片８４Ａと下側第２接触片８４Ｂと右
側第２接触片８４Ｃとが第２リテーナ本体８１を中心として９０°間隔で設けられている
。左右両側の第２接触片８４Ａ、８４Ｃは、左右対称をなしている。左側第２接触片８４
Ａは、左上の第２被固定部８２の周辺部を基点として左方にわずかに張り出し、その張り
出し方向の先端縁から後方に突出する形態をなしている。一方、右側第２接触片８４Ｃは
、右上の第２被固定部８２の周辺部を基点として右方にわずかに張り出し、その張り出し
方向の先端縁から後方に突出する形態をなしている。また、下側第２接触片８４Ｂは、第
２リテーナ本体８１の下縁からそのまま後方に突出する形態をなしている。
【００２７】
　図１１に示すように、インレットハウジング２０の取付板２１には、第１リテーナ本体
７１の周囲に配された複数の第１周壁２６Ａ～２６Ｃが立設されている。同じくインレッ
トハウジング２０の取付板２１には、第２リテーナ本体８１の周囲に配された複数の第２
周壁２７Ａ～２７Ｃが立設されている。
【００２８】
　第１リテーナ７０を第１コネクタ嵌合部３０の背面に取り付けると、左側第１接触片７
４Ａが図示右側の第１周壁２６Ａに接触し、上側第１接触片７４Ｂが図示上側の第１周壁
２６Ｂに接触し、右側第１接触片７４Ｃが図示左側の第１周壁２６Ｃに接触することで、
第１リテーナ７０が正規の装着位置に位置決めされる。ここで、正規の装着位置とは、第
１リテーナ７０の複数の第１被固定部７２と第１コネクタ嵌合部３０の複数の被締結部３
５とが一致する位置である。言い換えると、正規の装着位置とは、締結部材２５を第１リ
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テーナ７０の第１被固定部７２に挿通させた後、そのまま第１コネクタ嵌合部３０の被締
結部３５に締結できる位置のことである。したがって、複数の締結部材２５を複数の第１
被固定部７２に挿通させて複数の被締結部３５に締結することで、複数の第１被固定部７
２が複数の締結部材２５と複数の被締結部３５の間に配されて第１リテーナ７０が第１コ
ネクタ嵌合部３０に取り付け固定される。
【００２９】
　第２リテーナ８０を第２コネクタ嵌合部４０の背面に取り付けると、左側第２接触片８
４Ａが図示右側の第２周壁２７Ａに接触し、下側第２接触片８４Ｂが図示下側の第２周壁
２７Ｂに接触し、右側第２接触片８４Ｃが図示左側の第２周壁２７Ｃに接触することで、
第２リテーナ８０が正規の装着位置に位置決めされる。ここで、正規の装着位置とは、第
２リテーナ８０の複数の第２被固定部８２とインレットハウジング２０の複数の被締結部
２４とが一致する位置である。言い換えると、正規の装着位置とは、締結部材２５を第２
リテーナ８０の第２被固定部８２に挿通させた後、そのままインレットハウジング２０の
被締結部２４に締結できる位置のことである。したがって、複数の締結部材２５を複数の
第２被固定部８２に挿通させて複数の被締結部２４に締結することで、複数の第２被固定
部８２が複数の締結部材２５と複数の被締結部２４との間に配されて第２リテーナ８０が
インレットハウジング２０に取り付け固定される。
【００３０】
　なお、図９において複数の第１周壁２６Ａ～２６Ｃと複数の第２周壁２７Ａ～２７Ｃと
は、それぞれ連結壁２８を介して連なることで環状に設けられている。例えば、隣り合う
一対の第１周壁２６Ａと第１周壁２６Ｂは、連結壁２８を介して連結され、隣り合う第１
周壁２６Ａと第２周壁２７Ａも、連結壁２８を介して連結されている。その他の連結壁２
８についても同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００３１】
　次に、第１端子３１Ａ～３１Ｃを第１リテーナ７０によって抜け止めする手順について
説明する。第１端子３１Ａ～３１Ｃは全体として丸棒状をなし、その外周面には円環状を
なす係止鍔部３７Ａ～３７Ｃが周設されている。第１リテーナ７０を第１コネクタ嵌合部
３０に後方から組み付けると、第１リテーナ７０の第１係止筒部７３Ａ～７３Ｃの先端が
係止鍔部３７Ａ～３７Ｃに後方から近づく。次に、第１リテーナ７０の第１被固定部７２
に締結部材２５を後方から挿通させて第１コネクタ嵌合部３０の被締結部３５に締結して
いく。
【００３２】
　このように第１リテーナ７０を第１コネクタ嵌合部３０に組み付ける方向と、第１係止
筒部７３Ａ～７３Ｃの先端によって係止鍔部３７Ａ～３７Ｃを係止する方向とは、いずれ
も「後方から前方に向かう方向」であって、同じとされている。このようにすれば、第１
コネクタ嵌合部３０および第１リテーナ７０の形状公差を考慮して第１被固定部７２を前
後方向に大きめに設定し、第１被固定部７２が被締結部３５に必ず当接するようにしなく
てもよく、第１被固定部７２と被締結部３５が一致するようにしておけば、第１リテーナ
７０を第１コネクタ嵌合部３０に確実に固定することができる。
【００３３】
　具体的に説明すると、締結部材２５の締め込みが完了する場合として、第１被固定部７
２が被締結部３５に当接することで締結部材２５の締め込みが完了する場合と、第１係止
筒部７３Ａ～７３Ｃの先端が係止鍔部３７Ａ～３７Ｃに当接することで締結部材２５の締
め込みが完了する場合との２つの態様が考えられる。しかしながら、いずれの場合であっ
ても、締結部材２５の締め込みは完了しており、軸力が発生した状態で第１リテーナ７０
が第１コネクタ嵌合部３０に固定されるため、問題はない。
【００３４】
　次に、上記と同様ではあるが、第２端子４１Ａ、４１Ｂを第２リテーナ８０によって抜
け止めする手順についても説明する。第２端子４１Ａ、４１Ｂは全体として丸棒状をなし
、その外周面には円環状をなす係止鍔部４３Ａ、４３Ｂが周設されている。第２リテーナ
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８０をインレットハウジング２０の取付板２１に後方から組み付けると、第２リテーナ８
０の第２係止筒部８３の先端が係止鍔部４３Ａ、４３Ｂに後方から近づく。次に、第２リ
テーナ８０の第２被固定部８２に締結部材２５を後方から挿通させてインレットハウジン
グ２０の被締結部２４に締結していく。
【００３５】
　このように第２リテーナ８０をインレットハウジング２０に組み付ける方向と、第２係
止筒部８３の先端によって係止鍔部４３Ａ、４３Ｂを係止する方向とは、いずれも「後方
から前方に向かう方向」であって、同じとされている。このようにすれば、インレットハ
ウジング２０および第２リテーナ８０の形状公差を考慮して第２被固定部８２を前後方向
に大きめに設定し、第２被固定部８２が被締結部２４に必ず当接するようにしなくてもよ
く、第２被固定部８２と被締結部３５が一致するようにしておけば、第２リテーナ８０を
インレットハウジング２０の取付板２１に確実に固定することができる。
【００３６】
　具体的に説明すると、締結部材２５の締め込みが完了する場合として、第２被固定部８
２が被締結部２４に当接することで締結部材２５の締め込みが完了する場合と、第２係止
筒部８３の先端が係止鍔部４３Ａ、４３Ｂに当接することで締結部材２５の締め込みが完
了する場合との２つの態様が考えられる。しかしながら、いずれの場合であっても、締結
部材２５の締め込みは完了しており、軸力が発生した状態で第２リテーナ８０がインレッ
トハウジング２０に固定されるため、問題はない。
【００３７】
　以上のとおり本実施形態では、締結部材２５を被締結部２４、３５に締結することで被
固定部７２、８２がインレットハウジング２０に固定される。すなわち、締結部材２５を
締結することによってリテーナ（第１リテーナ７０、第２リテーナ８０）がインレットハ
ウジング２０に固定されるから、従来のように爪形状の長いロック部が不要になり、充電
用インレット１０全体を低背化することが可能になる。
【００３８】
　リテーナ本体（第１リテーナ本体７１、第２リテーナ本体８１）が車両側端子（第１端
子３１Ａ～３１Ｃ、第２端子４１Ａ、４１Ｂ）を係止する方向と締結部材２５が被締結部
２４、３５に締結される方向とは、同じとされている構成としてもよい。
　このような構成によると、締結部材２５を被締結部に締結することに伴って車両側端子
がリテーナ本体によって係止されることになる。なお、インレットハウジング２０および
リテーナの形状公差によっては、リテーナ本体が車両側端子に当接した状態で締結部材２
５の締結が完了する場合と、被固定部７２、８２が被締結部２４、３５に当接した状態で
締結部材２５の締結が完了する場合とが起こり得るが、いずれの場合でもリテーナがイン
レットハウジング２０に固定されるため、上記した形状公差を考慮して被固定部７２、８
２を大きめに設定しなくてもよい。
【００３９】
　インレットハウジング２０の背面には、リテーナ本体の周囲に配された複数の周壁（第
１周壁２６Ａ～２６Ｃ、第２周壁２７Ａ～２７Ｃ）が立設されており、リテーナ本体の周
縁には、複数の周壁に対し端子収容部（第１端子収容部３２Ａ～３２Ｃ、第２端子収容部
４２Ａ、４２Ｂ）側からそれぞれ接触する複数の接触片（第１接触片７４Ａ～７４Ｃ、第
２接触片８４Ａ～８４Ｃ）が設けられている構成としてもよい。
　このような構成によると、複数の接触片を複数の周壁に接触させるようにしてリテーナ
をインレットハウジング２０に位置決めすることができる。つまり、従来の爪形状のロッ
ク部による固定方法では、ロック部を端子収容部の外周面に沿わせることでリテーナの位
置決めが可能であったが、これに代わる構造として複数の接触片を複数の周壁に接触させ
る構成を採用することにより締結部材２５による固定方法においても従来と同様の位置決
めが可能になる。
【００４０】
　複数の接触片の一部は、被固定部７２、８２を基点として周壁側に張り出す形態をなし
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ている構成としてもよい。
　このような構成によると、被固定部７２、８２と周壁が接触片によって直接つながった
状態になるため、被固定部７２、８２を被締結部２４、３５に位置決めする精度を高める
ことができる。
【００４１】
　複数の接触片は、端子収容部を中心として９０°間隔で配されている構成としてもよい
。
　このような構成によると、端子収容部を中心として９０°ずつ異なる方向からリテーナ
本体を位置決めすることができ、結果として被固定部７２、８２を被締結部２４、３５に
位置決めする精度をより高めることができる。
【００４２】
　隣り合う一対の周壁を連結する連結壁２８を備えた構成としてもよい。
　このような構成によると、複数の周壁を連結壁２８によって一体に構成することができ
、複数の周壁の強度を高めることができる。
【００４３】
　＜他の実施形態＞
　本明細書で開示される技術は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定される
ものではなく、例えば次のような種々の態様も含まれる。
　（１）上記実施形態では第１コネクタ嵌合部３０がインレットハウジング２０の取付板
２１とは別体で構成されているものの、第１コネクタ嵌合部を取付板と一体に構成された
インレットハウジング２０としてもよい。
【００４４】
　（２）上記実施形態では締結部材２５がボルトで被締結部２４、３５がナットとされて
いるものの、被締結部をボルトとし、締結部材をナットとしてもよい。
【００４５】
　（３）上記実施形態では締結部材２５を被締結部２４、３５に対して後方から締結して
いるものの、締結部材を被締結部に対して上下方向あるいは左右方向から締結してもよい
。
【００４６】
　（４）上記実施形態では周壁の内側の面に複数の接触片を接触させることでリテーナの
位置決めを行っているものの、周壁の外側の面に複数の接触片を接触させてもよい。また
、突起を孔に嵌め込むことでリテーナの位置決めを行ってもよい。
【００４７】
　（５）上記実施形態では隣り合う一対の周壁が連結壁によって連結されているものの、
連結壁を設けなくてもよい。
【符号の説明】
【００４８】
　１０…充電用インレット
　２０…インレットハウジング
　２４…被締結部
　２５…締結部材
　２６Ａ～２６Ｃ…第１周壁
　２７Ａ～２７Ｃ…第２周壁
　２８…連結壁
　３１Ａ…上段側第１端子
　３１Ｂ…中段側第１端子
　３１Ｃ…下段側第１端子
　３２Ａ…上段側第１端子収容部
　３２Ｂ…中段側第１端子収容部
　３２Ｃ…下段側第１端子収容部
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　３５…被締結部
　４１Ａ…左側第２端子
　４１Ｂ…右側第２端子
　４２Ａ…左側第２端子収容部
　４２Ｂ…右側第２端子収容部
　７０…第１リテーナ
　７１…第１リテーナ本体
　７２…第１被固定部
　７４Ａ…左側第１接触片
　７４Ｂ…上側第１接触片
　７４Ｃ…右側第１接触片
　８０…第２リテーナ
　８１…第２リテーナ本体
　８２…第２被固定部
　８４Ａ…左側第２接触片
　８４Ｂ…下側第２接触片
　８４Ｃ…右側第２接触片

【図１】 【図２】
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