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「地域イノベーション学に関する国際ワークショップ IWRIS2015」
台湾の大学教授を招待し，三重大学地域イノベーションホールで開催
【概要】2015 年 10 月 15 日（木）と 16 日（金）に，三重大学地域イノベーションホール
にて，地域イノベーション学について意見交換し，今後の発展を促進する「第 7 回地域イ
ノベーション学に関する国際ワークショップ（The Seventh International Workshop on
Regional Innovation Studies (IWRIS2015)）
」を開催された。この国際ワークショップでは，
台湾の真理大学（新北市）と南台科技大学（台南市），カンボジアのプノンペン大学（プ
ノンペン市）から 3 人の教員を招待し，三重大学の大学院生が英語で地域イノベーション
の幅広い分野について多数の研究発表を行い，今後，新しい学問分野を構築する必要性が
論じられた。2 日目の午後には，三重県内の企業見学を実施し，産学連携の現状が説明さ
れた。
【講演内容】この国際ワークショップは，三重大学に「地域イノベーション学研究科」が
設立された平成 21 年（2009 年）から三重大学で毎年開催されており，以下の内容につい
て白熱した議論が行われた。
（1）招待講演：台湾の真理大学の Sung 教授，南台科技大学の Wu 教授，カンボジアの王
立プノンペン大学の Leaksmy 教授を招待し，3 件の招待講演が行われた。
（2）一般講演：ライフ・イノベーションからグリーン・イノベーションに渡る広範囲の
地域イノベーションに関する学際的研究，実験的研究，実証的研究など 19 件の学術
的社会的に価値が高い講演が行われた。
，博士後期課程の学
（発表者の内訳：博士前期課程の学生 12 件（うち，留学生 2 件）
生 6 件（うち，社会人学生１件）
，学部学生 1 件）
◯研究成果に対して国際的な議論が熱心に繰り広げられ，学生も英語で情報発信し，議
論することを体験し，有効なグローバル人材の育成方法になっている。
◯論文の内容と発表に基づいて審査を行い，このワークショップのプログラム委員会よ
り 8 件の論文に対して"Outstanding paper awards"が贈られた。
◯第 8 回の地域イノベーション学に関する国際ワークショップは，2016 年 10 月中旬に
三重大学で実施される予定である。
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Seventh International Workshop on Regional Innovation Studies at
Regional Innovation Hall, Mie University with Three Invited Foreign
Professors
[Outline]

“The

Seventh International Workshop

on

Regional Innovation

Studies

(IWRIS2015)” was taken place at the Regional Innovation Hall, Mie University on October
15-16, 2015. Two Taiwanese and one Cambodian professors were invited from Aletheia
University (New Taipei), Southern Taiwan University of Science and Technology (Tainan), and
Royal University of Phnom Penh. Many graduate and PhD students presented and discussed
the research on regional innovation studies by English. The foreign invited professors visited
the related laboratory on campus, and after the workshop they visited a local company in Mie
prefecture.
[Presentation] This workshop has been taken place annually since the establishment of the
graduate school of regional innovation studies, Mie University in 2009.
(1) Invited presentation: 3 presentations by Assistant Professor Tzu-Wen Sung (Aletheia
University), Professor Ting-Feng Wu (Southern Taiwan University of Science and
Technology), and Professor Loch Leaksmy (Royal University of Phnom Penh).
(2) Oral presentation: 19 presentations. Research contents are various fields from biology to
engineering innovation, and the approaches include some interdisciplinary researches,
experimental researches and verification researches.
(Master course students 12 presentations (foreign students 2 presentations), doctor course
students 6 presentations (social career student 4 presentations), undergraduate student 1
presentation)
[Outstanding paper awards] Eight papers were given outstanding paper awards by the
program committee of this workshop for the quality of a paper and its presentation.
[Announcement about next international workshop] The Eighth International Workshop on
Regional Innovation Studies (IWRIS2016) will be held at Mie University in mid-October
2016.

