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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
棒状の持ち手と、
足を挿入する第１開口を有する足保持部と、
前記持ち手と前記足保持部とを連結する連結部と、
前記連結部に前進時のみひざを当てる板状のひざ当て部と、からなり、
前記足保持部の底には、下方に向かってその中央部が突起状になっている凸部を有し、前
記板状のひざ当て部の平面は、前記連結部に平行に設けられたことを特徴とする杖。
【請求項２】
前記持ち手の長手方向は、歩く方向に対して、直角であり、
前記板状のひざ当て部の平面の方向は、前記歩く方向に対して、直角である請求項１記載
の杖。
【請求項３】
前記持ち手の長手方向と、前記第１開口への足の挿入方向とが、直角であり、
前記ひざ当て部の平面の方向と、前記第１開口への足の挿入方向とが、直角である請求項
１または２記載の杖。
【請求項４】
前記足保持部は、リング状であり、前記リングの一部に第２開口を有する請求項１から３
のいずれか１項に記載の杖。
【請求項５】
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前記足保持部は、足の一部を保持し、足のつま先と足かかとが、前記保持部外に位置する
請求項１から４のいずれか１項に記載の杖。
【請求項６】
前記ひざ当て部を覆うカバーがあり、前記カバーにこの杖を立てるストッパーを保持する
請求項１から５のいずれか１項に記載の杖。
【請求項７】
前記足保持部が、足保持部品として、分離可能に設けられている請求項１から６のいずれ
か１項に記載の杖。
【請求項８】
前記ひざ当て部が、ひざ当て部品として、分離可能に設けられている請求項１から７のい
ずれか１項に記載の杖。
【請求項９】
前記第１開口の周辺の足保持部には、前記第１開口の位置を示す印を設けた請求項１から
８のいずれか１項に記載の杖。
【請求項１０】
持ち手と、足を挿入する第１開口を有する足保持部と、前記持ち手と前記足保持部とを連
結する連結部と、前記連結部にひざ当て部とからなり、前記足保持部の底には、凸部を有
する杖を用い、
前記第１開口に足を入れ、手で前記持ち手を握り、前記ひざ当て部にひざをあて、前へ前
記凸部を傾けて進み、その後、一旦、前記ひざ当て部からひざをはずし、その後、前記ひ
ざ当て部にひざをあて、前へ前記凸部を傾けて進む杖の使用方法。
【請求項１１】
持ち手と、足を挿入する第１開口を有する足保持部と、前記持ち手と前記足保持部とを連
結する連結部と、前記連結部にひざ当て部とからなり、前記足保持部の底には、凸部を有
する杖を用い、
前記第１開口に足を入れ、手で前記持ち手を握り、前記ひざ当て部にひざをあて、前へ前
記凸部を傾けて、足のつま先を地面につけ進み、その後、一旦、前記つま先を地面から浮
かせ、前記ひざ当て部からひざをはずし、その後、前記ひざ当て部にひざをあて、前へ前
記凸部を傾けて、足のつま先を地面につけ進む杖の使用方法。
【請求項１２】
持ち手と、足を挿入する第１開口を有する足保持部と、前記持ち手と前記足保持部とを連
結する連結部と、前記連結部にひざ当て部とからなり、前記足保持部の底には、凸部を有
する杖を用い、
前記第１開口に足を入れ、手で前記持ち手を握り、前記ひざ当て部にひざをあて、前へ前
記凸部を傾けて進み、その後、一旦、前記ひざ当て部からひざをはずし、その後、前記ひ
ざ当て部にひざをあて、前へ前記凸部を傾けて進む請求項１から９のいずれか１項に記載
の杖の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、片足の不完全な人の歩行をサポート、狭い場所での移動を助け、松葉杖の使
用での不便の解消、足に体重負担を掛けることなく前進歩行がしやすい杖に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の杖１１０について、図９（ａ）と図９（ｂ）を用いて説明する。図９（ａ）は、
持ち手１００と、連結部１０１と、足入れ部１０２とからなる（特許文献１）。連結部１
０１は、持ち手１００と、足入れ部１０２とを連結するもので、金属棒からなる。足の不
完全な人、老人のリハリビのため、人は、足入れ部１０２に足を入れ、その人が持ち手１
００で、杖１１０を持ち上げ、降ろすことで、足の上下運動ができる。そのため、持ち手
１００の長さ方向と、足入れ１０２の開口部の方向、つまり、足を入れる方向に、平行な
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方向となっている。
　図９（ｂ）は、持ち手１００と、連結部１０１と、足保持部１０３とからなる。連結部
１０１は、持ち手１００と、足保持部１０３とを連結する。この杖１１０は、足の不完全
な人が、歩く時に、使用する杖である（特許文献２）。杖１１０を地面３１２に突く時に
、その足保持部１０３が、円弧状となっているので、スムーズに地面３１２に接触でき、
歩きやすい。この場合、不完全な足を直接保持しない。持ち手１００は、人がわきなどで
挟みこんで使用する。
【先行技術文献】
【０００３】
【特許文献】
【特許文献１】特開２００１－２３８７１号公報
【特許文献２】特開２００８－１８１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、図９（ａ）の上記従来の杖１１０では、持ち手１００の長さ方向と足を入れる
方向と平行であるので、足の不完全な人（足が麻痺した人）が歩行するには用いることが
できない。リハリビ等のためのものである。図９（ｂ）の杖１１０では、不完全な足自身
を直接、補助できない。単に、人が手、わきなどを利用して、杖を支え、不完全な足に負
担をかけず歩行するのみである。手やわき、全身に負担をかけないと歩行できない。体力
が相当必要である。
　本発明は、上記問題に着目してなされたものであって、その目的とするところは、片足
が不完全な足を有する人の歩道誘導を補佐し、一歩前進するのに役立つ杖を実現すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、持ち手と、足を挿入する開口を有する足保持部と、前記持
ち手と前記足保持部とを連結する連結部と、からなり、前記足保持部の底には、下方に向
かってその中央部が突起状になっている凸部を有することを特徴とする杖を用いる。
　また、前記連結部には、人が歩く時のみひざを当てるひざ当て部を有する杖を用いる。
　また、前記の杖に対して、前記足保持部が、前記連結部の前記持ち手と異なる端部に、
脱着可能に、連結された足保持用の部品を用いる。
　また、前記の杖に対して、前記ひざ当て部が、前記連結部に脱着可能に設けられたひざ
当て用の部品を用いる。
　また、持ち手と、足を挿入する開口を有する足保持部と、前記持ち手と足保持部とを連
結する連結部と、からなり、前記足保持部の底には、下に向けて形成された凸部を有する
杖を用い、前記開口に足を入れ、手で前記持ち手を握り、前へ前記凸部を傾けて進む杖の
使用方法を用いる。
【発明の効果】
【発明の効果】
【０００６】
　本願発明では、不完全な足を杖で支え前進できる、また、ひざを利用するものでは、そ
の足のひざを杖のひざ当てに当て、身体を杖に預け、前進すると歩行しやすい。また、松
葉杖と違い、体の前面で使用するので、狭い場所でも移動しやすい。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】（ａ）実施例の杖の斜視図、（ｂ）ひざ当てカバーを除いた実施例の杖の斜視図
。
【図２】（ａ）実施例の杖の変形例を示す図、（ｂ）実施例の杖の変形例を示す図、（ｃ
）実施例の杖の変形例を示す図。



(4) JP 4921585 B1 2012.4.25

10

20

30

40

50

【図３】（ａ）本願の足保持部の斜視図、（ｂ）本願の足保持部の側面図、（ｃ）本願の
足保持部の斜視図、（ｄ）本願の別の例の足保持部の斜視図、（ｅ）本願足保持部の断面
図、（ｆ）本願足保持部の断面図。
【図４】（ａ）別の例の杖の全体図、（ｂ）別の例の足保持部の側面図、（ｃ）別の例の
足保持部の正面図、（ｄ）別の例の杖の上面図。
【図５】（ａ）本願発明の足保持部の部品の斜視図、（ｂ）本願発明の足保持部の部品の
斜視図、（ｃ）本願発明のひざ当て部品の斜視図、（ｄ）本願発明のひざ当て部品の斜視
図。
【図６】（ａ）本願杖の持ち手の掛け部の使用方法を説明図、（ｂ）本願杖の持ち手の掛
け部の斜視図、（ｃ）本願発明の止め具の使用方法を説明する図、（ｄ）本願発明の止め
具の斜視図、（ｅ）本願発明の止め具の別の例の斜視図。
【図７】（ａ）本願部品を杖に用いた場合の斜視図、（ｂ）本願部品を杖に用いた場合の
側面図、（ｃ）本願部品を杖に用いた場合の別の例の斜視図。
【図８】（ａ）本願杖を使用する時の動作を示す図、（ｂ）本願杖を使用する時の動作を
示す図。
【図９】（ａ）従来の例を示す図、（ｂ）従来の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
（１）構成の説明
　図１（ａ）と図１（ｂ）に、本願発明の杖１１０を示す。図１（ａ）は、ひざ当てカバ
ー１０９が装着されている状態、図１（ｂ）は、ひざ当てカバー１０９が装着されていな
い状態を示す。発明の杖１１０は、持ち手１００と、左連結部１０１ｂと、右連結部１０
１ａと、ひざ当てカバー１０９と、足保持部１０３と、ひざ当て１０５と、上補強部１０
６ａと、下補強部１０６ｂとからなる。持ち手１００は、人が歩く時に、この部分を握っ
て、歩くところである。
　左連結部１０１ｂと、右連結部１０１ａとは、持ち手１００と、足保持部１０３とを連
結する部分である。金属のパイプからなる。溶接などで、持ち手１００、足保持部１０３
と接続されている。金属ではマグネシムウ合金、樹脂では硬質樹脂を用いることで、軽量
で強度の強いものが実現できる。
　上補強部１０６ａ、下補強部１０６ｂは、２本の連結部１０１の間を繋ぐもので、連結
部１０１を補強している。杖１１０を、軽量化するため、連結部１０１は、中が空洞のパ
イプを使用する、その補強をするため、この上補強部１０６ａ、下補強部１０６ｂが設け
られこの間にクッション材を嵌め込むと良い
　ひざ当てカバー１０９は、ひざ当て１０５を覆うものである。布やウールなどの材料か
らなり、人のひざが、ひざ当てに接触する時のクッションとしての働きをする。また、こ
のひざ当てカバー１０９に、ポケット部（収納部）を設けておけば、物入れとしても働く
、切符、定期券、など入れることができる。
　ひざ当てカバー１０９には、その上部に接合部１２１が設けてある。接合部１２１でそ
のひざ当てカバー１０９を閉じることで、ひざ当てカバー１０９を杖１１０に固定でき、
上補強部１０６ａからは、ずり落ちる事なくその中に入れたものを保持できる。さらに、
上補強部１０６ａと持ち手１００の間、下補強部１０６ｂと足保持部１０３の間に、別途
収納部を設けるとよい。特に、この発明の杖は、後で説明するが、その底面に下に向けて
形成された凸部があるので、杖１１０を自立させる必要のある時に、ドアなどに用いる平
たいストッパー、例えば、三角柱状のもの、発砲スチロール、ゴムからなるものを上記収
納部に入れておくと、どこでも杖１１０を立てることができる。
　足保持部１０３は、足を入れる部分である。逆Ｕ字状に、開口されており、足のつま先
部分から挿入できる。開口の方向、つまり、足を入れる方向は、持ち手１００の長手方向
と直角である。人は、開口に足を入れ、その足のひざをひざ当て１０５に当て、持ち手１
００を持って、足を入れた方向へ前進する。金属として、マグネシムウ合金、樹脂では硬
質樹脂を用いることで、軽量で強度の強いものが実現できる。ひざ当て１０５はアルミ板
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、樹脂板、プラスチック板、ゴム板など弾性体材料、クッション性のあるものなどが固定
されている。上補強部１０６ａ、下補強部１０６ｂを利用して、その間に、ひざ当て１０
５を設けると、もっとも、全体の強度が安定してよい。
　人は、上記足保持部１０３に足を入れ、かつ、このひざ当て１０５に身体を預けること
で足保持部１０３の下に向かって凸が前進をうながして進むことができる。従来の杖１１
０では、直接足を保持しない、かつ、ひざも利用していない。
（連結部の変形）
【０００９】
　図２（ａ）は、連結部１０１の変形例を示す。図１では、連結部１０１は、左右２本か
ら構成されていたが、図２（ａ）のように、１本の連結部１０１から中央で枝分かれし、
２本となり、再度、１本になっているものでもよい。その２本となっている部分に、その
形状に合わせて、ひざ当て１０５を設けると、外観がスマートでよい。また、形状が丸い
ので、他のものに、杖１１０が接触した時に、そのものを傷つけない。
（足保持部の変形）
【００１０】
　図２（ｂ）は、足保持部１０３の変形例を示す。図１の例では、足保持部１０３は、足
を入れる部分全体を閉じたリング状としていたが、この例では、そのリングの一部に開口
１０７がある。この開口１０７を通じて、人は、その足を、足保持部１０３に挿入できる
。
　寝ている状態から、足保持部１０３に足を入れる場合、重度の不完全な足を有する人が
、足保持部１０３に足を入れる場合に、その側面の開口１０７があると、非常に便利であ
る。側面から足をいれることができる。
　開口１０７は、足保持部１０３の底でなく、連結部１０１と接続する箇所から、靴、足
の厚み分を開けて設けるとよい、つまり、底面からは、開口突起１０７ａを設けておくと
よい。開口部２０２に足を入れた場合に、足が開口部２０２から横、左右方向でずれない
ように設けておく必要がある。
　なお、例では、連結部１０１が２本の場合である。
　図２（ｃ）は、連結部１０１が１本で、足保持部に開口があるものである。他のものと
比較して、スマートな形状である。
　図２（ａ）から図２（ｃ）のそれぞれの部分を、相互に入れ替えることができる。
（足保持部の詳細）
【００１１】
　図３（ａ）、図３（ｄ）は、足保持部１０３の斜視図である。図３（ｂ）は、足保持部
１０３の側面図である。図３（ｃ）は、足保持部１０３の正面から見た図である。連結部
１０１と、開口部２０２と、側面２０８と、上面２０９と、底面２０７と、印２０３と、
接地部２０１とからなる。連結部１０１は、前に記載したように足保持部１０３から持ち
手１００に繋がるものである。
　開口部２０２は、足を入れる部分であり、逆Ｕ字状の開口となっている。側面２０８と
、上面２０９と、底面２０７で囲まれる。底面２０７は、開口部２０２の下部で、足を乗
せる部分である。上面２０９は、開口部２０２の上部で、連結部１０１と接合される部分
である。印２０３は、開口部２０２の開口周辺に設けられ、開口位置がわかるようにして
ある。蛍光インク、蛍光テープ、赤色などの目立つ色彩である。必須の構成要素ではない
。あれば、便利である。夜などで暗い場合に、寝床から立ち上がる時に、杖を探し、足を
入れる時に、この印２０３があれば、わかり易い。
　接地部２０１は、地面３１２、床に接触する部分で、かまぼこ状のブロック体である。
中央が突起状に膨らんでいる。足の挿入方向、進行方向に対して、湾曲、または、折曲し
ている。金属材料や木材、ゴムでも作製可能である。連結部１０１の延長線は、接地部２
０１の中央に位置する。その結果、安定した走歩ができる。この発明では、この接地部２
０１は必須の構成要素である。この部分の湾曲、折曲を利用すると前進しやすい。
　図３（ｅ）と図３（ｆ）は、足保持部１０３の底の接地部２０１の部分である。図３（
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ｅ）では、接地部２０１と足保持部１０３の底面とを、被覆材２０５ａで覆っている。こ
の被覆材２０５ａでは、その表面に凹凸または、ゴム状、点、他などの滑り止めを設けて
いる。なお、接地部２０１の厚みは、歩く時の左右の足のバランスから、約７．５ｍｍか
ら１２．５ｍｍがよい。
　図３（ｆ）では、接地部２０１と足保持部１０３の底面とを、被覆材２０５ｂで覆って
いる。また、被覆材２０５ｂには、その両端に粘着部材２０６があり、脱離可能に設けら
れている。例えば、杖１１０を、野外で使用したが、その後、自宅などへ入る場合に、こ
の被覆材２０５ｂを接地部２０１に取り付けて使用する。この被覆材２０５ｂは、ひざ当
てカバー１０９と同じ色や、同じ材質のものを用いると、全体の見た目、統一感があって
よい。
　接着部剤２０６の位置は、底面２０７の足のつま先方向端部である。足、靴の土ふまず
の位置にないので、人に違和感を与えることない。また、足、靴を足保持部１０３に入れ
るときにひっかかりにくい。また、被覆材２０５ｂは、足にひっかからないように、図３
（ｆ）のように、足を乗せるところには、つなぎ目が上面にでないようにしている。図３
（ｆ）の矢印の方向が足をいれる方向で、その方向につぎ目が、こないようにしている。
　図３（ｇ）は、接地部２０１が、湾曲でなく、折曲しているものである。湾曲までいか
なくとも、折曲していることでも、効果が生じる。
　（別の例）
【００１２】
　図４に別の杖１１０の例を示す。図４（ａ）は、別の例の杖１１０の全体図である。図
４（ｂ）は、別の例の足保持部の側面図である。図４（ｃ）は、別の例の足保持部１０３
の正面図である。図４（ｄ）別の例の杖１１０の上面図である。図４（ｄ）は、底面２０
７を変形させた例である。足、靴の形状に合わせて、凹凸を設けている。この凹凸を設け
ることで、足、靴を足保持部１０３にいれた場合に、足、靴がその中で安定する。連結部
１０１が１本である例である。足保持部１１０の足を入れる形状が、靴３１１の形状に合
わせられている。靴３１１のほとんどの部分を、底面２０７で受ける。連結部１０１は、
その位置が、持ち手１００の下方で、底面２０７の中央にある。杖１１０は、側面２０８
から連結部１０１へ向けて、連続した湾曲形状である。別の例と比較して、底面２０７は
、靴３１１の底と相似する形状であり、靴３１１の底面のほとんどが、乗せられ安定でき
る。
　足保持部１０３の開口部が正面から見ると、数字の７を逆形にした形状となっている。
　図４（ｄ）でわかるように、持ち手１００の位置は、底面２０７の中央より、前方であ
る。前へ進みやすい。他の例でも同様に、持ち手１００の延長線と底面２０７の中央より
、少し前の方に位置する。
（部品としての例）
【００１３】
　図５（ａ）は、足保持部品２１０の斜視図である。図５（ｂ）は、別の足保持部品２１
０の斜視図である。
　接合部１０８と、接合機構１１５と、足保持部１０３とからなる。足保持部１０３は、
前に説明したのと同じである。接合部１０８は、連結部１０１を挿入する部分である。開
口１０７から足を入れることができる。接合機構１１５は、この例では、接合部１０８に
、ボルトを左右から差し込んでとめるタイプである。しかし、別のジョイント方式でもよ
い。さらに、図５（ａ）では、接合機構１１５は、左右の１組であるが、その上か、下に
もう１組設けると、連結部１０１と底面部品２１０との接合状態を安定して保てる。
　図５（ｂ）では、開口１０７がある。接合機構１１５のところの右がなく、開口１０７
となっている。結果、数字の７の逆形の形状となっている。
　図５（ｃ）は、ひざ当て部品２１１の斜視図である。裏あて板２１２ａと、表あて板２
１２ｂと、接合穴２１３とからなる。
　裏あて板２１２ａと、表あて板２１２ｂとは、板状のもので、その内面に、連結部１０
１を挟み固定するように連結溝２２３を形成してある。裏あて板２１２ａと、表あて板２
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１２ｂとを接合部品２１３で、連結部１０１に固定する。
　接合穴２１３は、ボルトなどの連結部品を通す穴である。裏あて板２１２ａと、表あて
板２１２ｂとを、連結部１０１を挟んで固定するものである。形状は、角がないもの、丸
みがあるものがよい。杖１１０を使用する場合に他のものと接触しても、傷を与えず、か
つ、見た目の美しさ、スマートさがある。
　図５（ｄ）は、ひざ当て部品２１１の別の例である。ひざが当たるあて部２２２が、ひ
ざに合わせて湾曲している。その結果、大きな接触面にひざを、あずけることができ前進
しやすい。周辺を、図５（ｃ）、図５（ｄ）のように、丸みをもって形成すると上記のよ
うによい。さらに、その表面にクッション材、ゴムシート、布などを設ければ、さらによ
い。
　（掛け部）
【００１４】
　図６（ａ）は、本願発明の杖の掛け部の使用方法を説明する図、
図６（ｂ）は、掛け部の斜視図である。　掛け部２３０は、袋ものを杖１１０に掛ける場
合に用いるものである。杖１１０の持ち手１００や、補強部１０６などに、その複数の腕
２３２を利用して、持ち手１００、連結部１０１、補強部１０６、それら接続させる部分
に固定する。先端の突起２３３に袋物などを掛けることもできる。杖１１０は身体ととも
に移動できるので、連結部１０１に、日傘なども固定すると猛暑には便利である。
　（止め具）
【００１５】
　図６（ｃ）は、本願発明の止め具の使用方法を説明する図、図６（ｄ）は、本願発明の
止め具の斜視図、図６（ｅ）は、本願発明の止め具の別の例の斜視図である。杖１１０を
単独で、立てておくために、止め具２３１がある。止め具２３１は、図６（ｄ）でも、図
６（ｅ）でもよい。杖１１０の接地部２０１と地面３１２との間に置き、杖１１０を直立
させる。杖１１０を使用しない時、休憩時、腰かけている時、食事時、就寝時などに利用
できる。通常は、杖１１０のひざ当てカバー１０９の中や、別途設けたポケット部（収納
部）などに入れ持ち運びができて便利である。
　（ひざ当て部品）
【００１６】
　図７（ａ）は、上記、足保持部品２１０、ひざ当て部品２１１を通常の杖に組み込んだ
状態の斜視図ある。図７（ｂ）は、図７（ａ）の側面図である。
　接合穴２１３、接合機構１１５にて、連結部１０１の中央に、ひざ当て部品２１１、連
結部１０１の端部に、足保持部品２１０を固定する。
　図７（ｃ）は、従来の杖に、足保持部品２１０を取り付けたものである。持ち手１００
も従来の持ち手１００を使用している。持ち手１００部分は、個人の愛用の持ち手、拘り
の持ち手等、自分で気に入ったものが使用でき、ひざ当て部品２１１も設けることができ
るが、この例では、取り付けていない。症状により、ひざ当て部品２１１があればさらに
よい。
（使用方法）
【００１７】
図８（ａ）と図８（ｂ）は、人が上記杖を使用する時の状態を説明する図である。図８（
ａ）は、歩き始めの初期、図８（ｂ）は、終了状態である。
　図８（ａ）は、踏み出す最初の状態を示す。不完全な足３１０を、杖１１０の足保持部
１０３の開口部２０２に入れた状態である。ひざ３１３が、ひざ当て１０５に身体を預け
ることで杖に負荷を掛け、足保持部１０３の下に向かって凸が前進をうながして不完全な
足３１０を補佐して正常な足は、踏み出せる。
　その後足３１０と杖１１０とが移動し、ひざ３１３は、前へ倒れ図８（ｂ）の状態にな
り、人は歩き始めることができます。
　この従来の杖１１０では、直接足を保持しない、ひざも利用していない。
　接地部２０１は、図３で示したように下に向けて形成された凸部であり、スムーズに回
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転、傾けることができる。
　手３３０は、持ち手１００を絶えず握っている。ひざ３１３は、前進時は、ひざ当て１
０５に接触していて、ひざ当て１０５を前へ押す。足３１０と杖１１０とが移動する時は
、少し離れてもよいし、接触していてもよい。
　靴３１１は、図８（ａ）では、そのつま先、かかと部分が地面３１２に触れず、安定し
て立っている。図８（ｂ）では、前進する時で、つま先の部分は、地面３１２に着いて安
心して前進できる。
　なお、靴３１１だけでなく、靴なしで足を入れて使用することもある。使用の例では、
ひざ３１３を使用する例を示したが、ひざ３１３の症状によりひざ当て１０５を使用せず
、足保持部１０３に足を入れて使用することもできる。
　上記で足３１０は、不完全な足である。正常な足の方には、杖１１０がない。この場合
、杖１１０の接地部２０１の厚みだけ、不完全な足の方が高くなるので、正常な足の靴の
裏に底上げ用の上げ部を、接地部２０１の厚みだけ設けると、左右のバランスが取れてよ
い。さらに、接地部２０１を、張り替え、または、補助的にシート状のものを張り、左右
のバランスをとれば、さらに、よい。
　なお、上記に示した例は、相互に組み合わせすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００１８】
　本願発明の杖は、片方の足の歩行に障害、捻挫や軽い麻痺など、足に体重負担をかける
ことなく前進歩行がしやすく、狭い場所の移動にも便利、松葉杖での不便を解消します。
【符号の説明】
１００　持ち手
１０１　連結部
１０１ａ　右連結部
１０１ｂ　左連結部
１０３　足保持部
１０５　ひざ当て
１０６　補強部
１０６ａ　上補強部
１０６ｂ　下補強部
１０７　開口
１０７ａ　開口突起
１０８　接合部
１０９　ひざ当てカバー
１１０　杖
１１５　接合機構
１２１　接合部
２０１　接地部
２０２　開口部
２０３　印
２０５ａ　被覆材
２０５ｂ　被覆材
２０６　接着部材
２０７　底面
２０８　側面
２０９　上面
１２１　接合部
２１０　足保持部品
２１１　ひざ当て部品
２１２ａ　裏あて板
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２１２ｂ　表あて板
２１３　接合穴
２２２　あて部
２２３　連結溝
２３０　掛け部
２３１　止め具
２３２　腕
２３３　突起
３１０　足
３１１　靴
３１２　地面
３１３　ひざ
３３０　手
【要約】　　　（修正有）
【課題】片足に障害、例えば、ねんざや、軽い麻痺の足を有する人が、その足に体重負担
をかけることなく、前進歩行がしやすくするための杖を実現する。
【解決手段】持ち手１００と、足を挿入する開口１０７を有する足保持部１０３と、持ち
手１００と足保持部１０３とを連結する連結部１０１と、からなり、足保持部１０３の底
には、下方に向かって凸部を有し、連結部には、ひざ当て部１０５を有することを特徴と
する杖１１０とする。さらには、持ち手１００の長手方向と、足保持部１０３への足の挿
入方向とが、垂直である杖１１０とする。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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