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■２００８年３月掲載・掲出
□2008/03/29

日刊工業新聞 「救助ロボ映像見て操縦：ゼネラルエンジ子供向け体験教室」

□2008/03/28

ゼネラルエンジニアリング (web) 「『春休み！ものづくり体験教室』を開催しました。」

□2008/03/15

神奈川県立川崎図書館 科学EYES 2007 vol.49 No.2 「特集 レスキューロボット」

□2008/03/11

早稲田大学 (web) 「研究室を訪ねて／学会受賞【受賞】「第三回竸基弘賞」目黒淳一さん」

□2008/03/01

WORLD TREK ENGLISH COURSE II <NEW EDITION> 「Lesson 5 Rescue Robots 災害現場で活躍するロボット」

□2008/03/01

WORLD TREK ENGLISH COURSE II <NEW EDITION> 資料集
「Lesson 5 Rescue Robots 災害現場で活躍するロボット」

■２００８年２月掲載・掲出
□2008/02/29

読売新聞 「ロボット大好き（４）被災地 救える命増やす」

□2008/02/28

朝日新聞社 私の体のまま抱いて 「第３章震度７からの伝言 23歳の死、救助ロボ生む」

□2008/02/26

Impress Robot Watch (web) 「創造工房「レスキューロボット開発講演会」レポート
～筑波大・坪内教授による講演やデモ」

□2008/02/20

産経新聞 「シロアリ探し自由自在 小型ロボ四天王寺で実証実験」

□2008/02/20

朝日新聞 「災害もシロアリも 1台2役ロボ実証実験」

□2008/02/20

ロボナブル (web) 「アサンテとIRS、シロアリ防除ロボットの公開実証実験を実施」

□2008/02/19

ロボナブル (web) 「シロアリ防除ロボットシステムの導入は2010年ごろをメドに」

□2008/02/19

読売新聞（夕刊） 「シロアリ駆除ロボ公開実験」

□2008/02/18

大田区産業振興協会 (web) 「春休み！ものづくり体験教室参加者募集のお知らせ」

□2008/02/12

ゼネラルエンジニアリング (web) 「『春休み！ものづくり体験教室』の参加者募集開始」

■２００８年１月掲載・掲出
□2008/01/06

職業安定広報 2008.1. 「しごとインタビュー 松野文俊さん 電気通信大学教授」

□2008/01/05

朝日新聞（夕刊） 「第３回竸基弘賞早大院生らが受賞」

□2008/01/01

月刊地震レポートサイスモ 「レスキューロボットで被災者救助 災害現場で使える技術の確立を目ざす」

■２００７年１２月掲載・掲出
□2007/12/28

旬刊東北経済1894号 「ロボット技術は人間と“共生”へ 世界トップ級のレスキューロボット」

□2007/12/24

ソフトバンククリエイティブ サイエンス･アイ新書 「キカイはどこまで人の代わりができるか？」
レスキュー隊を助けるロボット

□2007/12/24

産経新聞 「教え子の遺志 夢の救助ロボ 元教官開発秘話、教科書に」

□2007/12/23

MSN産経ニュース (web) 「「救助ロボット作りたい」遺志引き継ぐ師弟愛、教科書に」

□2007/12/03

Impress Robot Watch (web) 「2007国際ロボット展レポート【サービスロボットゾーン編】」

■２００７年１１月掲載・掲出
□2007/11/27

日刊工業新聞 「2007国際ロボット展 Photograph」

□2007/11/27

日刊工業新聞 「神奈川発 安全で安心な暮らしを支えるRT」（広告）

□2007/11/27

日刊工業新聞 「ロボットで地域産業を活性化：神奈川県連携強め福祉・生活分野に力」

□2007/11/27

日刊工業新聞 「iREX2007 見どころはこれだ！」

□2007/11/15

かわさき産学連携ニュースレター VOL.23 「レスキューロボットの開発と新たな取り組み
～国際レスキューシステム研究機構の活動から」

■２００７年１０月掲載・掲出
□2007/10/23

Impress Robot Watch (web) 「国内外の危機管理に関する製品・技術・サービスが集結！」

□2007/10/18

マイコミジャーナル (web) 「危機管理産業展2007-レスキューから警備まで、ロボットが展示」
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■２００７年１０月掲載・掲出
□2007/10/3

Impress Robot Watch (web) 「ガードロボ、ムラタセイサク君、マイクロロボットなど～「CEATEC JAPAN 2007」のロボットたち」

□2007/10/

ロボコンマガジン ロボットNews 「災害救助ロボット・システムを組み込んだ家屋調査・シロアリ防除ロボットの
デモンストレーションを公開」

■２００７年９月掲載・掲出
□2007/09/14

日刊工業新聞 「防災･防犯システム公開 センシングロボ利用」

□2007/09/14

神戸新聞 「次世代の防災初公開 ロボットと連携し救助」

□2007/09/13

朝日新聞（夕刊） 「こちらはレスキューロボ 神戸で公開」

□2007/09/

NTSニュース 「安心･安全のためのユビキタス」

□2007/09/

安全と健康 「レスキューロボット実用化への道」

■２００７年８月掲載・掲出
□2007/08/19

日刊工業新聞 robonable(web) 「俺の起業 ロボットベンチャー奮戦記第6回」

□2007/08/19

神奈川新聞 「ビジネス＠ウォッチ： 新技術 シロアリ点検」

□2007/08/18

中日新聞（夕刊） 「高校生に夢託す 阪神大震災で犠牲竸さん、英語の教科書に」

□2007/08/16

訪販ニュース 「アサンテの床下調査ロボット 来年度実用化 業務プロセスを変革」

□2007/08/15

日刊工業新聞 「活躍する災害救助ロボ 新潟工科大に集結」

□2007/08/03

時事ドットコム(web) フォトニュース 「災害救助ロボット技術でシロアリ退治」

□2007/08/02

Impress Robot Watch（web） 「アサンテとIRS、家屋調査・シロアリ防除ロボット「ミルボ」のデモを公開
～鎌倉宮拝殿でシロアリ調査」

□2007/08/02

日本経済新聞 「シロアリ防除ロボ開発」

□2007/08/01

テレビ神奈川 tvkニュースハーバー 「シロアリ防除ロボット 公開デモンストレーション」

□2007/08/01

山陽新聞 「災害救助ロボ研究活発」

■２００７年7月掲載・掲出
□2007/07/27

カナロコ(web) 「ロボットビジネスの可能性を探るシンポ開催/県などの協議会」

□2007/07/27

日刊工業新聞 「次世代ロボ講演会 神奈川県」

□2007/07/27

神奈川新聞 「ロボット産業可能性は：31日川崎シンポ」

□2007/07/12

Time (web) “RoboCup 2007: Target in Sight”

■２００７年６月掲載・掲出
□2007/06/25

ヘラルド朝日 “In Disaster City, calamity robots put to the test”

□2007/06/25

The New York Times “Flexible and Fearless, Seeking Rescue Work”

□2007/06/05

読売新聞（web） 『写旬こぼれ話』 「くねくねギョロリで救助」

□2007/06/02

産経新聞 「ラジコンヘリで被害状況を把握 府が風水害対策訓練」

■２００７年５月掲載・掲出
□2007/05/25

月刊セキュリティ研究 「セキュリティ分野での活用が期待されるロボット」

□2007/05/24

Impress Robot Watch (web) 「ロボカップジャパンオープン2007大阪開催」

□2007/05/22

NHK神戸 『震災メッセージ』 （IRS神戸ラボ、電通大松野研究室）

□2007/05/15

日経産業新聞 「がれき、詰まらず前進 東北大 段差に強い駆動機構」

□2007/05/02

NHK大阪 『もっともっと関西』 「RoboCup Japan Open 2007 Osaka レスキューロボットリーグ」

■２００７年４月掲載・掲出
□2006/04/17

朝日新聞 「新防災力 救える命ここに がれき下ハイテクで捜索」

□2007/04/09

NHK仙台ラジオ 『よじらじ宮城』 （救助ロボット：田所諭）

□2007/04/09

CBCラジオ放送 『多田しげ 気分は爽快』 （能動スコープ：田所諭）

