大 学 で 生 ま れ る 知 の 種

アセアン・大学研究室便り

ASEAN のトップ工学系大学は、東南アジアへの事業展開を加速させる我が国産業界のニー
ズに応える技術力と可能性を有するのか。四回シリーズで様々な取り組みの一例を紹介する。
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News from Universities in ASEAN (FNA Magazine January 2015)
Can top engineering institutions in ASEAN respond to the needs of expanding or emerging Japanese
industries in the region in terms of technological competency and future potential? We will introduce
various efforts with a four-part series.

As the wrap-up of the past three parts of this series, we invite Asst. Prof. Prayoon Shiowattana,
Director of the National Institute of Metrology Thailand (NIMT) and the Chairperson of the
SEED-Net University-Industry Advisory Committee, to listen to his strategic insights of
university-industry collaboration in Thailand as well as ASEAN.

Why is university-industry collaboration important?
Industry faces various challenges during their manufacturing process and needs the academic
foundation to solve them. In many cases, industry cannot afford such resources internally. It is
therefore ideal if it is supplemented by the expertise from academia. Academia and its societies are
the front-runners on fundamental research, and industry is able to review the future direction through
interacting with them. For university, the outcome of research will never be associated with society,
economy and people’s lives if the research is only conducted by academics. University research can
form a healthy structure if it not only exchanges views among peers but also includes an evaluation
process by a third party. The academician can consequently improve the quality of education (not
only the content but also the attitude to learn) based on the understanding of what is happening at the
manufacturing sites, what type of human resources are required, and how the industry survives in the
competitive market. It is therefore very important for effective university-industry collaboration to
create a win-win situation that benefits both parties.

What can industry obtain from collaboration with a Thai university under SEED-Net
program?
The most important prerequisite of university-industry collaboration is mutual trust. As you need
reliable organizing to build a bridge between Thai university and Japanese industry, I think
SEED-Net is the most appropriate to play such role. On top of its neutral nature, it has already
established favorable relationships with top-engineering universities in ASEAN for more than 10
years, and university information is available through SEED-Net. It has been the most important and
challenging issue for industry to identify “whom a company should talk to first”. Therefore,
SEED-Net program will efficiently streamline such business processes.
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On the contrary, what should university do to promote collaboration with industry?
The definition of time in university may be different from the one in industry. Research in university
is somewhat open-ended and will not directly affect profit and loss as it clearly does in industry.
Such a gap will not be filled unless university changes the way of working with a better
understanding of the nature and culture of their industrial counterparts. I still see such gaps in this
region and assume that university lacks the attitude to strictly discipline itself. I always say that
academics should courageously step outside of the lab. It means you have the courage that drives
you to challenge new environments. It was possible in Thailand before to develop one’s academic
career in the greenhouse. However, as the industrial structure shifts to a more intellectual-oriented
one, it shall be widely understood that such academics will not be appreciated or function any longer.
In NIMT, we always tell researchers that “Don’t be satisfied with solving a problem brought in by
clients. In order to become a leading expert in each field, you must step outside of the lab, approach
the problem of your clients by yourself and be able to solve them”. In recent days, there are more
and more complicated problems that need interdisciplinary expertise and knowledge to solve them. I
wish our researchers can courageously step outside the lab without fear of failure to obtain the
capacities to handle such problems. On the other hand, I would like to request to industry that it is
important to retain some room to gradually build partnerships by looking three years ahead, although
we fully understand the regular urgency of the business world.

Finally, please give a message to the readers from Japanese industry in Thailand.
The current Thai economy could not be explained without Japan’s direct foreign investment. I
believe from now on it is important to see the market not as Thailand but ASEAN as the third
biggest market following China and India. I wish we can consider together how Thailand and Japan
mutually benefit under this context. University-industry collaboration is one of the important
elements in such a strategy.

AUN/SEED-Net is a platform of universities in engineering in ASEAN, which was established in
2001 under the main support of Japanese Government through Japan International Cooperation
Agency (JICA). Twenty six leading universities in respective countries, including Chulalongkorn
University, are participating in good collaboration with 14 Japanese universities, and conducting
academic activities including collaborative researches. We aim at making contributions to the
advancement and internationalization of industry in this region through research. We then identify
university-industry linkage as one of the main pillars of the project and are trying to promote
collaborative research between industry and member institutions in the region.

(Translated in English by SEED-Net Secretariat)
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