
































マイクロマシンの将来
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これをみんな持ち

歩こうとすると大きな旅行かばんが必嬰

になります。

始めています。でも、

を医療通信ネットワ ー クと結んで、健康

管理llを行うシステムを示しています。

私たちは、重い病気にかかった場合は

入院して治療を受けます。これは病気の

検査や治療に必要なたくさんの装世があ

そのよう

な機能を全部収めることができれば大変

便利です。知lらない土地を旅行するとき

手｜阪ほどの大きさの装置に、るところで、緊急時にはお医者さんがす

ぐ診察し、治療に取り組めるようにする

しかし、病気の検査や治療を

これもその装 1i1には地図が必要ですが、

ためです。

行う機械が非常に小さくなれば、それを

flりて自宅に置き、病院と医療通信ネッ さらに、健康チェック機能

も入れたいものです。留守にしている家

に入れます。

自宅にいながら入院トワ ー クで結んで、

と変わらない治療を受けることができる

ようになります。

の中をみることもできれば安心です。l主I

3-3のような通訳機能もほしいもので

こんなさまざまな情報を 一 台の携；府す。

これはまた、通院が困

員If；なお年寄りが、在宅のままで高度な診

断や治療を受けるためにも必要な医療シ 機器で処理できるようにするには、非常

に小さな古IS t'ii'，で作られているマイクロマ

シンがどうしても必要になります。

ステムです。
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3）環境の保全

大量のエネルギ ー 消費で地球が温暖化

したり、生活に役立つはずのものが有害

物質を発生させたりしています。また、集

中豪雨や地従などの自然現象が、しばし

2）情報通信

携帯電話が普及し、2010年頃にはほと

んどの人が持ち歩くようになります。パ

ソコンも最近では持ち歩くことができる

大きさになってきました。持ち歩きがで
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竹園束中学校2年生

地球環境観測ロポット
GE-nomi （ジ

．

工ノミ）

K.Mさん

図3・4
井ノ口小学校5年生

全国みんなと通話電話

T.Hさん

図3・3
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Y.Mさん 伊那小学校3年生

図3・5 地震予知マシン

ば私たちの生活環境を破壊しています。

このような災害を防ぐには、 広い範聞に

わたってさまざまな現象を調べ、 まえ

もって十分な対策をたてておく必要があ

ります。この自然現象などの調査には、非

常’にたくさんの測定装位が必要になり、

その維持費やそれらを世く場所が問題に

なります。

自然現象や環境の状態を剖査するため

の測定装置は、 マイクロマシンを使うと
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趨JJ、さながうi勺ヲの関肝℃
't' んななまい所モ楽々に句tす
き志水中1・モokf

K.Sさん 住吉小学校6年生

図3・6 スネー クレスキュ ー

手＇＂ ·if；に小さくなり、 それを使う費用も少

なくてすむので、 道路わき、 I Liの斜而や

ダム、 建物の壁などにたくさん世くこと

ができます。 また、 図3-4のように異常

を示す測定デ ー タは、 情報通信ネット

ワ ークを通じて収集 ・ 分析し、 Hll II寺に対

処することができるようになるでしょう。

｜丞I 3 - 5の絵のように、 アリほどの大き

さのマイクロマシンを地中に多数送り込

み、 地提の前兆を調べることもできるで

しょう。 地震で倒壊した建物のrl＝•に潜り

込んで、13/Jじこめられた人を叫すのに、現

在は災書救助犬が使われていますが、 こ

れに代わってスネークレスキュ ー （図3-

6 ）が活躍する｜｜寺がくる可能性もありま

す。

空気中の有害物質をlfXり｜徐くことも重

要な環境対策の一 つです。自動車では、排

気ガスに含まれる二酸化窒素などを l吸着

する方法で取り除いていますが、 もっと

積極的に窒素と酸素に分解することがで

きれば一 層効果が上がります。 例えは＼

｜主I 3 - 7に示すように、オゾン）日を破壊す

るフロンガスを吸い込んで分解するマイ

Y.Oさん　 井ノ口小学校5年生

図3・7 オゾン破かいガスすい取り機
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設世することができます。 そして、 お父

さんやお母さんが遠くの工場まで通勤す

る必要はなくなります。 さらに、 トラッ

クの荷台に工場が置ければ、 原料を仕入

れて、 製品の納入先までの走る1/:ljに製造

することも可能になります。 この走る工

場は工場用地さえ要らないことになりま

す。 このように、 小さな工場ができると

人や製品の流れが現在とは全く変わった

ものになると考えられています。

5）楽しい生活

マイクロマシンは遊びの世界でもさま

ざまに使われ、 楽しみを増やしてくれま

す。 釣りが大好きな人にみみよりな話で

すが、 釣りたい魚が寄ってくるような超

音波を出すルア ー を使えば、 ほかの人の

何倍もの魚を捕ることができそうです

（図3 -9）。

野球の実況放送では、 ピッチャ ー が投

球するボールの速度を測定して知らせて

います。 もしもボー ルにカメラが.I.illめ込

まれていたら、 バ ッタ ー の反応までわか

り、 観戦の楽しみが倍加します。（図3-
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図3・

Y.Uさん 曽根小学校6年生

9 マイクロちょうおんぱルアー

10) 

E.Nさん 刈谷南中学校2年生

図3・ 10 ポールになっちゃった

段近では、 ロボットの犬や刻iが日常生

活にうるおいを与えてくれるようになり

ました。 私たちと一 緒になって遊ぶこと

ができるような、 さまざまな、 そして一

府優しくて賢いマイクロマシンが生まれ

ると、 私たちの楽しみは驚くほど虫かに

なるでしょう。
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