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 The 6th Asia Future Conference was scheduled to take place 
in August 2021 in the city of Taipei. The selected theme was 
“Building a Future Asia – Solving Problems, Together,” and this 
theme as well as the venue were announced during the closing 
ceremony of the Manila conference by Professor Shing-Ching 
Shyu, Dean of Chinese Culture University, the co-host institution 
of AFC 6. On February 24, 2020, the Atsumi Foundation team 
visited Taiwan and had a look at the conference, accommodation 
and banquet venues as well as had their first meeting with the 
Chinese Culture University side. At that time most people were 
wearing masks and the well-known Taiwan mask sale control 
system was in place, but no one thought that it would become 
impossible to travel between Taiwan and Japan and that this situ-
ation would last for over a year and a half with no end in sight. 
 Following that, online meetings were held, with regular com-
munication between Chinese Culture University and the Atsumi 
Foundation. In December the organizing committee decided to 
postpone the conference by a year, announcing this on our home-
page as well as via email to participants. The deadline for the 
Best Papers as well as scholarships (AFC #6A) had already 
passed, and as such the schedule for this went ahead as planned, 
with a second round of applications (AFC #6B) planned for 
2021. As such the Best Paper Awards will be awarded twice. The 
Taiwan organizing committee also established the Special 
Taiwan Best Paper Awards.
 However, in May 2021 there was a sudden spike in cases in 
Taiwan, with days where there were over 500 new infections.  
Because of this, the pre-conference became a completely online 
affair. After much consideration, it was decided that the Atsumi 
Foundation would host the event via Zoom, and the morning 
keynote symposium would become a Zoom webinar with simul-
taneous interpretation. The afternoon Best Paper sessions would 
be held using the Zoom breakout room function. 

 On August 26th, 2021 (Thursday), at 10am Taiwan time, 
the 6th Asia Future Conference Pre-conference began as sched-
uled, with the MC, Meng-Jung Lin from the Chinese Culture 
University, kicking off the event. Thanks to the promotion that 
the Taiwan organizing committee had done for the event there 
were 669 registered participants from 15 countries signed up for 

the Zoom webinar, half of them being residents of Taiwan. The 
event started with opening remarks from Mr. Yasushi Akashi, 
chair of the Asia Future Conference committee. 
 The riveting keynote speech by Yu-Shan Wu of Academica 
Sinica, entitled “Where is Asia Heading? When Disease Control 
is Entangled with Politics” was very timely. Dr. Wu’s analysis 
was as follows: Although controlling an epidemic should stimu-
late international cooperation, in the coronavirus pandemic we 
have instead seen a string of international conflicts such as dis-
putes over the origins of the virus, vaccine nationalism and vac-
cine diplomacy. This phenomenon of restrained cooperation is 
related to the new Cold War in the international system that has 
existed from prior to the pandemic. The new Cold War has its 
roots in international power shifts between nations and the finan-
cial crises that have led to right wing populism. This dynamic is 
deeply rooted, and the virus response has been caught up in its 
maelstrom. 
 He also gave the following warning: How can we prevent this 
aspect from worsening? First, epidemic response must be set 
apart from international political disputes and not allowed to feed 
a new Cold War; secondly, there should be agreement and politi-
cal reconciliation in sectors such as epidemic control in which 
cooperation is possible; thirdly, there should be a fundamental 
system in place to prevent the worsening of a new Cold War. If 
this does not go well things will only get worse. 
 In the second part of the symposium Shing-Ching Shyu, dean 
of Chinese Culture University served as moderator, and com-
ments were given by Yasuhiro Matsuda (Professor, University of 
Tokyo), Ming Lee (Professor, National Cheng-Chi University), 
Dr. Kevin Villaneuva (Professor, University of the Philippines) 
and Kristy Tsun-Tzu Hsu (Director, the Taiwan ASEAN Studies 
Center). Issues such as the difficulties of vaccine passports, the 
unique position of Taiwan in its success in controlling the spread 
of the virus, the necessity of an ASEAN-centric strategy, and how 
developing nations were losing out were brought up. 

 After lunch, the third part of the pre-conference – the Best 
Paper Awards Ceremony and presentations - started at 1pm. Dr 
Sonja Dale, former Atsumi scholar, was the Master of Ceremonies 
for the awards ceremony. There was no interpretation for this 
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event and it was held only in English, but participants were 
encouraged to use the chat function, leading to a more relaxed 
atmosphere than the morning session.
 The Best Papers were selected by the Academic Committee 
before the conference. Papers, for which abstracts were uploaded 
to the AFC online system by September 20, 2020, were eligible 
provided that a full paper was uploaded by March 30, 2021. 112 
papers were divided into 12 groups and evaluated by 55 review-
ers, and papers in each group were reviewed by five reviewers 
who judged them based on seven evaluation criteria. Papers that 
did not abide by submission guidelines received negative points. 
The criteria were as follows: 1) the theme of the paper is in accor-
dance with theme of “Building a Future Asia: Solving Problems, 
Together”; 2) the paper is clearly structured; 3) the argument is 
clear and persuasive; 4) originality; 5) international scope; 6) 
interdisciplinary; 7) overall recommendation. Reviewers recom-
mended 2 papers from each group of 9 to 10 papers, and after 
tallying the scores the top 20 Best Papers were selected. The list 
of the Best Papers for AFC #6A can be viewed at the link below:
http://www.aisf.or.jp/AFC/2021/files/2021/06/AFC6A-Best-
Paper.pdf
 The Taiwan organizing committee followed the same proce-
dure in selecting the Taiwan Best Papers. The list of Taiwan Best 
Papers can be accessed below.
http://www.aisf.or.jp/AFC/2021/files/2021/06/AFC6A-Taiwan-
Best-Paper.pdf

 The closing ceremony started at 4.20 PM Taiwan time. The 
AFC Organizing Committee Chair Junko Imanishi provided a 
brief report of the event. Unfortunately, it was not possible to 
have a closing party for an online conference, but, with the sin-
cere hope to meet all of the participants in Taipei next year, the 
first online 6th Asia Future Conference Pre-conference success-
fully came to an end.

 The 6th Asia Future Conference Pre-Conference “International 
Relations in the Post-COVID Era – Asia Viewed from Taiwan’s 
Perspective” was organized by the Atsumi International 
Foundation Sekiguchi Global Research Association (SGRA), 
co-organized by the Chinese Culture University, and supported 

by the Japan-Taiwan Exchange Association, a grant from the 
Takahashi Industrial and Economic Research Foundation, in col-
laboration with the Center for Japanese Studies, the National 
Taiwan University, and the Center for Japanese Studies, College 
of Language, National Taichung University of Science and 
Technology, and sponsored by the Chemical Grouting Co., Ltd. 
and the Chung-Lu Construction Co., Ltd. 
 Former Atsumi Foundation scholars from Taiwan formed the 
core of the AFC organizing committee for this event, and former 
Atsumi Foundation scholars and members from SGRA Philippines 
were a part of the academic committee. Together with the Taiwan 
organizing committee all aspects of the conference such as the 
planning, running of the event, selection of award winners and 
photography were covered. The Taiwan organizing committee 
was in-charge of the morning keynote lecture and symposium, 
and the AFC organizing committee was in charge of the afternoon 
Best Paper presentation sessions and the closing ceremony. 
 We would like to express our heartfelt thanks to the over 500 
participants who joined us, as well as to those who supported this 
event and all of the volunteers who provided assistance in many 
ways and helped lead to the success of the AFC6 pre-conference. 
 The Asia Future Conference is interdisciplinary at its core and 
encourages diverse approaches to global issues that are both 
mindful of the advancement of science, technology, and business, 
and also take into consideration issues pertaining to the environ-
ment, politics, education, the arts, and culture. This conference is 
organized together with likeminded institutions to provide a 
venue for the exchange of knowledge, information, ideas and 
culture. It is not only for SGRA members, but also for former 
international students of Japan from educational institutions 
around the world and their students and collaborators as well as 
for anyone interested in Japan. 
 The 6th Asia Future Conference will be held from August 26 
(Friday) to August 30 (Tuesday) 2022 at the Chinese Culture 
University in Taipei, Taiwan. We would like to ask for your con-
tinued support and cooperation, and especially your participation, 
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第６回アジア未来会議プレカンファランス開催報告

ポストコロナ時代における国際関係―台湾から見るアジア
今西淳子
（渥美国際交流財団関口グローバル研究会代表）

　前回の第5回アジア未来会議は、2020年１月9日から
13日の4日間、21か国から294名の登録参加者を得てフィ
リピンで開催されました。12日午後、スタディツアーの１
グループがタガイタイ観光を楽しんでいたまさにその時、
タール火山が噴火し、火山灰は会議場となったマニラ市南
郊のアラバンにも達しました。帰国日、マニラ国際空港で
は欠航や遅れが相次ぎ、200名以上の参加者に影響を及ぼ
し、70名以上が会議場のホテルで延泊、それ以上が空港
ターミナルや市内のホテルで長時間の待機を余儀なくされ
ました。当時は大変な災難に遭遇したと思っていましたが、
全世界を震撼させた新型コロナウイルスまん延防止のため
の武漢都市封鎖が1月23日でしたから、今から思えば、こ
の時に国際会議を開催できたのは運が良かったというべ
きでしょう。
　第6回アジア未来会議は、当初は2021年8月に台北市

（台湾）で開催する予定でした。テーマは「アジアを創る、
未来へ繋ぐ―みんなの問題、みんなで解決」と決まり、共
催の中国文化大学の徐興慶学長がマニラ会議の閉会式で
台湾開催を宣言、2020年2月24日には渥美財団の担当
チームが訪台し、会場、宿泊所、宴会場を視察して文化大
学で最初の会議を開催しました。その頃には殆どの人がマ
スクを着用し、有名な台湾のマスク販売管理システムも実
施されていましたが、まさかその後台湾と日本の往来が全
くできなくなり、それが１年半以上も続き、未だ終息の目
途もたたない状況に陥るとは誰も予想だにしませんでした。
　その後、コロナ禍中で発達したオンライン会議により、
中国文化大学と渥美財団は定期的に連絡を取り合い、文化
大学だけでなく他大学の先生方にもご協力いただく台湾
実行委員会が立ち上がり、準備が始まりました。感染防止
優等生の台湾では、300人規模の会議開催に問題はないと
思われましたが、2021年8月に海外の参加者が入国する
のは難しいことが予想され、１年延期を12月の実行委員
会で決定し、ホームページや一斉メールなどで参加者に伝
えました。既に優秀論文賞と奨学金の選考対象となる論文
募集（AFC#6A）が締め切られていたので、その選考は予
定 通 り に 進 め、2021年 に は 再 度、 論 文 募 集 と 選 考

（AFC#6B）を実施することにしました。優秀論文集も2回
発行することになります。また、台湾実行委員会による台

湾特別優秀論文賞も設立されました。
　さらに、2021年8月にプレカンファランスを開催するこ
とを決めました。第6回アジア未来会議の会場となる中国
文化大学で、午前中は500人規模の基調講演とシンポジウ
ムを開催し、台湾の会場と世界各地からの参加者をオンラ
インで結ぶというハイブリッド形式です。午後は台湾特別
優秀論文口頭発表は対面で、AFC優秀論文口頭発表はオン
ラインで計画されました。しかしながら、2021年5月に台
湾でも感染が急拡大、１日の新規感染者数が500人を超え
る日もあり、5月19日から台湾全域で感染警戒レベルの厳
しい感染措置が取られ、住民の生活は一変しました。台湾
の大学では夏休みの間に外部者を招待するイベントの開催
が難しくなりました。
　そこで、プレカンファランスは完全オンライン形式へ変
更することにしました。諸々検討した結果、東京で渥美財
団がホストするZoomのプラットフォームで開催し、午前
中の基調講演とシンポジウムは同時通訳設備機能のある
Zoomウェビナー、午後の優秀論文の口頭発表はブレイク
アウトルーム機能を利用できるZoom会議を利用すること
に決めました。渥美財団では2020年6月以来、全ての交
流事業をオンラインあるいはハイブリッド形式で進めてき
たので、失敗も含めてかなりの経験を積んでいましたが、
このような規模の企画は初めてです。
　接続テストは、ご挨拶いただく先生方、講師と討論者5
名、同時通訳の会場となる中国文化大学、中英、中日の同
時通訳者4名、AFC優秀論文口頭発表者20名、台湾特別優
秀論文口頭発表者5名と4日間かけて実施しました。当日、
先生方には１時間前には接続していただきました。午前
10時から午後4時30分までの6時間半の間、大きな技術
的トラブルがなかったことが一番安堵したことです。

2021年8月26日（木）　台湾時間午前10時、第6回アジ
ア未来会議プレカンファランスが定刻通りに中国文化大学
の林孟蓉先生の司会で始まりました。台湾実行委員会によ
るプロモーションのおかげで、Zoomウェビナーへの参加
登録は15カ国から669名、その半数が台湾居住者です。
最初にアジア未来会議の明石康会長から開会の挨拶をい
ただきました。
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　基調講演は中央研究院の呉玉山院士による「アジアは何
処に向かうのか？：疾病管理が政治に巻き込まれた時」と
いうタイトルの非常に時宜を得た刺激的なお話でした。呉
先生は「流行性疾病を管理することは国際的な協力行動を
刺激するはずだったのに、新型コロナウイルスのパンデミッ
クでは、疾病の起源を巡る責任のなすり合い、ワクチン・
ナショナリズム、ワクチン外交など一連の国際紛争を経験
した。紛争によって協力関係が抑制される現象は、パンデ
ミック前から存在した国際システムの中の新冷戦と関係し
ている。新冷戦は国際間における大国の権力の移り変わり
と経済危機に起因する右派ポピュリズムの台頭に根源があ
り、その勢いは既に根深く、紛争の渦に吸収されてしまっ
ている」と分析しました。
　そして「どうすればこの局面の一層の悪化を阻止できる
のか。まず防疫を国際政治競争から切り離して独立した領
域とし、新たな冷戦に感染させないこと、第2に防疫とそ
の他の協力可能なセクターが一致して、政治的対立の融和
をはかること、第3は抜本的措置で、新たな冷戦が深化し
続けるのを阻止することである。これらがうまくいかなけ
れば、深刻な結果となるだろう」と警鐘を鳴らしました。

　第2部のシンポジウムでは徐興慶・文化大学学長がモデ
レーターを務め、松田康博・東京大学教授、李明・政治大
学教授、ケヴィン・ ヴィラノバ・ フィリピン大学准教授、
徐遵慈・中華経済研究院台湾東南アジア国家協会研究セン
ター主任がコメントし、ワクチンパスポートの難しさ、感
染抑え込みに成功した台湾のユニークな立場、東南アジア
諸国連合（ASEAN）が中心となった対策の必要性、本当の
負け組は発展途上国であることなどが提起されました。

同日台湾時間午後1時　昼食後、第3部の優秀論文賞授与
式と口頭発表が始まりました。授与式の司会は元渥美奨学
生のソンヤ・デールさんです。同時通訳はなく英語だけで
進められましたが、チャットでの「おしゃべり」が奨励され、
午前中とは一変して和やかな雰囲気になりました。明石会
長に再びお出ましいただき、受賞者への祝辞が述べられ、
平川均・アジア未来会議学術委員長から選考の方針と経
緯についての説明がありました。

　その後、3つの分科会室（ブレイクアウトルーム）で６
セッションに分かれて20本のAFC#6A優秀論文と5本の
台湾特別優秀論文の口頭発表が行われました。各セッショ
ンでは2人の座長が進行を務め、4人の発表（台湾特別優
秀論文のセッションは5人）が行われました。アジア未来
会議は国際的かつ学際的なアプローチを目指しており、各
セッションは発表者が投稿時に選んだ「環境」「イノベー
ション」「平和」「教育」などのトピックに基づいて調整さ
れ、学術学会とは趣を異にした多角的で活発な議論が展開
されました。どの部屋にも20～30名が参加し、全体で
100名を超える盛況でした。
　優秀論文は学術委員会によって事前に選考されています。
2020年9月20日までに発表要旨、2021年3月31日まで
にフルペーパーがオンライン投稿された112本の論文を
12のグループに分け、55名の審査員によって査読しまし
た。ひとつのグループを5名の審査員が、次の7つの指針
に沿って審査しました。投稿規定に反するものはマイナス
点をつけました。(1)論文のテーマが会議のテーマ「アジア
を創る、未来へ繋ぐ－みんなの問題、みんなで解決」と適
合しているか(2)論文の構成が分かりやすいか(3)明確に
説明され説得力があるか(4)独自性(5)国際性(6)学際性(7)
総合的にみて推薦するか。各審査員はグループの中の9～
10本の論文から2本を推薦し、集計の結果、上位20本を
優秀論文と決定しました。AFC#6A優秀論文リストは下記
リンクからご覧いただけます。
http://www.aisf.or.jp/AFC/2021/files/2021/06/AFC6A-
Best-Paper.pdf
　台湾実行委員会による台湾特別優秀論文も同じプロセス
で選考されました。リストは下記リンクからご覧いただけ
ます。
http://www.aisf.or.jp/AFC/2021/files/2021/06/AFC6A-
Taiwan-Best-Paper.pdf

同日台湾時間午後4時20分　閉会式が始まりました。今
西淳子・アジア未来会議実行委員長の簡単な報告のあと、
陳姿菁・開南大学准教授が台湾ラクーン（渥美奨学生同窓
会）を代表して、渥美財団とアジア未来会議の紹介をした
後、2022年8月26日から30日にかけて台北市で開催す
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る第6回アジア未来会議へ招待しました。残念ながらオン
ライン会議なので懇親会はできませんでしたが、参加者は
来年台北市での再会を誓って、初めてオンラインで開催し
た第6回アジア未来会議プレカンファランスは成功裡に終
了しました。

　第6回アジア未来会議プレカンファランス「ポストコロ
ナ時代における国際関係―台湾から見るアジア」は、（公財）
渥美国際交流財団関口グローバル研究会(SGRA)主催、中
国文化大学の共催、（公財）日本台湾交流協会の後援、（公財）
高橋産業経済研究財団の助成、台湾大学日本研究センター
と台中科技大学日本研究センターの協力、中鹿営造（股）
と日商良基注入営造（股）の協賛をいただきました。
　運営にあたっては、台湾実行委員会と協力しながら、台
湾出身の元渥美奨学生が中心となったAFC実行委員会と、
世界各地の元渥美奨学生とフィリピンSGRAのメンバーに
よるAFC学術審査委員会が組織され、企画・実施、優秀賞
の選考、写真撮影まであらゆる業務を担当しました。午前
中の基調講演とシンポジウムは台湾実行委員会、午後の優
秀論文の口頭発表と閉会式はAFC実行委員会が担当しま
した。

　500名を超える参加者の皆さん、開催のためにご支援く
ださった皆さん、さまざまな面でボランティアで協力くだ
さった皆さんのおかげで、第6回アジア未来会議プレカン
ファランスを成功裡に実施することができましたことを、
心より感謝申し上げます。
　アジア未来会議は国際的かつ学際的なアプローチを基本
として、グローバル化に伴う様々な問題を、科学技術の開
発や経営分析だけでなく、環境、政治、教育、芸術、文化な
ど、社会のあらゆる次元において多面的に検討する場を提
供することを目指しています。SGRA会員だけでなく、日
本に留学し世界各地の大学等で教鞭をとっている研究者、
その学生、そして日本やアジアに興味のある若手・中堅の
研究者が一堂に集まり、知識・情報・意見・文化等の交流・
発表の場を提供するために、趣旨に賛同してくださる諸機
関のご支援とご協力を得て開催するものです。

　なお第6回アジア未来会議の本大会は、2022年8月26
日(金)から30日(火)まで、台湾の中国文化大学と共催で、
台北市で開催します。皆様のご支援、ご協力、そして何よ
りもご参加をお待ちしています。

第6屆亞洲未來會議會前會報告

後疫情時代的國際關係:從台灣看亞洲
今西淳子
（SGRA代表）

 上一屆，第5屆亞洲未來會議於2020年１月9日至13日

為期4天，在菲律賓舉行，共計有來自21國294名與會。

12日午後，知性之旅第１團於大雅台(Tagaytay)進行觀光

巡禮之際，巧遇塔阿爾(Bulkang Taal)火山爆發，火山灰

燼噴發至大會會場的馬尼拉市南郊的阿拉邦（Alabang）。

因火山噴發之故，學者返國當日，馬尼拉國際機場停飛或班

機延誤頻頻發生，約有200名以上與會人士受到影響，70

名以上的學者因此留宿於會場旅館，更多學者不得不在機場

航廈或市內旅館長時間等候。當時認為此為重大災難，不料，

其後1月23日，震驚世界的新型冠狀病毒感染蔓延，武漢因

而進行封城。如今想來，當時能順利召開國際會議，可說是

十分幸運的。

 第6屆亞洲未來會議，當初預定2021年8月於台北市舉

行。主題訂為「創造亞洲，迎向未來―大家的問題、大家解

決」，共同舉辦的中國文化大學徐興慶校長於馬尼拉會議的

閉幕式宣布台灣接棒舉辦。2月24日渥美財團團隊訪台，視

察會場、住宿場地、宴會場，並於文化大學召開第一次籌備

會議。當時，幾乎所有的人都戴口罩，台灣口罩販賣的管理
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系統也在世界聲名遠播。訪台結束後，台灣與日本完全無法

往來，如此狀態持續了一年半以上，至今疫情何時可平息仍

是未知數。

 疫情加速了線上會議的使用，中國文化大學與渥美財團定

期聯絡開會，同時文化大學成立了台灣執行委員會，除了文

化大學的老師之外，其他大學的老師亦加入團隊，協助會議

之籌備。籌備之初，我們認為，台灣為防疫模範生，因此舉

辦300人規模的會議應無問題。然而，因國際疫情仍然嚴峻，

2021年8月海外參加者入境台灣仍是非常困難之事，因此

執行委員會於2020年12月決議延期一年。此項決議做成

之後，立即在本會官網及電子郵件等方式通知參加者。然，

優秀論文獎及獎學金的選考的徵稿（AFC#6A）已截止，故

選考依原訂計畫進行。除此之外，2021年亦再度舉辦應徵

優秀論文及獎學金之徵稿及選考（AFC#6B），優秀論文集

也因此將發行2次。除此之外，台灣執行委員會也特別設定

的台灣特別優秀論文獎。

 台灣執行委員會進而決議於2021年8月舉辦會前會。原

定計畫上午將在第6屆亞洲未來會議會場的中國文化大學舉

辦500人規模的主題演講及研討會，下午則是台灣特別優秀

論文口頭報告為實體會議，AFC優秀論文口頭報告以線上

方式舉行，也就是以台灣實體會場與世界各地的參加者以雲

端方式結合之複合形式進行會議。然而，2021年5月，台灣

疫情擴大，也有１日新增感染人數超過500人的狀況，自5

月19日起，台灣全島採取了感染警戒級數嚴格的防疫措施，

居民的生活一夕之間產生變化。暑假在台灣的大學校園中，

校外人士入校參加活動日益困難。

 因此，會前會從原定實體會議搭配雲端之複合式形態改為

完全線上方式。籌備會討論了線上會議的各種可能方式，最

後決定由東京渥美財團在Zoom平台上發起會議，上午的主

題演講及研討會使用具有支援即時口譯功能的webinar，下

午優秀論文口頭報告則使用具分組會議室功能的Zoom會議。

渥美財團自2020年6月以來，所有交流活動皆以線上或是

複合形式進行，因此包含失敗的例子在內，都累積相當的經

驗，而如此龐大且耗時整日的線上會議的經驗則是第一次。

 關於事前網路測試，針對出席會議的人士分4天進行連線

測試，包含:會議當天致詞的老師、講者及與談人5名、口譯

會場文化大學的相關人員、中英中日即時口譯員4名、AFC

優秀論文口頭報告者20名、台灣特別優秀論文口頭報告者

5名。當天，會議前一小時便先請與會學者連線。上午10時

至下午後4時30分，為時6小時半時間，無重大技術問題發

生，是最令人感到安心的事。

 2021年8月26日（星期四）台灣時間上午10時，第6屆

亞洲未來會議會前會準時開始，由中國文化大學林孟蓉老師

擔任司儀。台灣執行委員會的大力宣傳，報名參加Zoom 

webinar人數，來自15國，共計669名，其中有半數來自

台灣。會議開幕由亞洲未來會議明石康會長致詞。

 主題演講由中央研究院吳玉山院士主講，以「當防疫碰到

政治：亞洲何去何從？」為題，其內容非常符合時宜並發人

省思。呉院士分析:「流行性疾病之管理理應促進國際間之

互助行動，然而新型冠狀病毒疫情招致的卻是，追究疫情起

源責任的摩擦、疫苗民族主義・疫苗外交等一連串國際紛爭。

因紛爭所帶來的合作關係或是被打壓現象與疫情爆發前就

存在的國際關係中的冷戰有所關連。新冷戰的根源是國際間

大國的權力轉移及經濟危機引起之右派民粹主義的抬頭，其

氣勢已根深蒂固，並陷入紛爭的漩渦之中」。

 同時，吳院士提出以下觀點及示警。「如何才能阻止局面

更加的惡化。首先得將防疫從國際政治競爭切割，將之視為

獨立領域，以確保不被新冷戰感染、第2點，防疫與其他可

互助協力的部門一致尋求政治對立的融和、第3點根本的措

施，阻止新冷戰持續深化。以上3點無法做到，將會導致嚴

重的後果」。

 第2部研討會，由徐興慶・文化大學校長擔任主持人，松

田康博・東京大學教授、李明・政治大學教授、Kevin 

Villanueva(范楷涵)・菲律賓大學副教授、徐遵慈・中華

經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任為與談人，分

別提出了:疫苗護照之困難處、成功抑制感染之台灣特殊立場、

以東南亞國家協會為中心的對策之必要性，實際的輸家是發

展中國家，等等的問題點。

 午餐休息過後，台灣時間下午後1點起，開始進行第3部

優秀論文賞頒獎典禮及口頭報告。在司儀・前渥美獎學生

Sonja Dale女士的主持下優秀論文賞頒獎典禮開始。下午
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無提供即時口譯，僅以英語進行，Zoom談話室的問候恭喜

留言此起彼落，呈現與上午截然不同的和樂氣氛。此時，明

石康亞洲未來會議會長再度登台，向受獎者表達祝賀之意，

平川均・亞洲未來會議學術委員長說明甄選方針及經過。

 其後，3間分科會議室（breakout room）分成６部，20

篇AFC#6A優秀論文及5篇台灣特別優秀論文口頭報告。

各部門有2位主持人主持會議進行，4位報告者（台灣特別

優秀論文部門有5位）。亞洲未來會議以國際性及跨領域之

研究法為目標，各部門以報告者投稿時所選擇「環境」「創新」

「和平」「教育」等題目為基準進行調整，與學術學會有不同

旨趣，展開了多角化及熱絡的議論。每間會議室皆有20～

30名聽眾參加，整體參加者超過了100名之盛況。

 優秀論文由學術委員會事前甄選。2020年9月20日之前

提出論文摘要、2021年3月31日之前在系統上傳全文稿的

112篇論文分為12組，由55名審查委員審稿。1組由5位

審查委員依據以下方針進行審查。違反投稿規定之處以負分

計算。(1)論文題目是否符合會議主題「創造亞洲、迎向未來

－大家的問題、大家解決」、(2)論文結構成是否易懂、(3)是

否論述明確有説得力、(4)是否有獨特性、(5)是否有國際性、

(6)是否跨學科跨領域、(7)綜合各點是否予於推薦。每位審

查委員在負責審查的組別之9～10篇論文中推薦2篇，統計

結果，選定前20篇論文為優秀論文。AFC#6A優秀論文一

覽表可由以下連結閱覽。

http://www.aisf.or.jp/AFC/2021/files/2021/06/

AFC6A-Best-Paper.pdf

 台灣執行委員會特別設立的台灣特別優秀論文亦以同樣

程序審查。台灣特別優秀論文一覽可由以下連結閱覽。

http://www.aisf.or.jp/AFC/2021/files/2021/06/

AFC6A-Taiwan-Best-Paper.pdf

 台灣時間下午4點20分閉幕式開始。今西淳子・亞洲未

來會議執行委員長簡單報告後，陳姿菁・開南大學副教授代

表台灣Raccoon(渥美獎學生同窗會暱稱），介紹渥美財團

及亞洲未來會議，緊接著邀請與會者參加2022年8月26日

至30日於台北市舉行的第6屆亞洲未來會議。因線上會議

而無法舉行餐會，雖然有些遺憾，但參加者彼此約定明年台

北市再會。初次以線上方式舉辦的第6屆亞洲未來會議會前

會圓滿成功落幕。

 第6屆亞洲未來會議會前會「後疫情時代的國際關係-從

台灣看亞洲」（公財）渥美國際交流財團關口全球研究會

(SGRA)主辦，中國文化大學共同主辦，（公財）日本台灣交

流協會名義贊助、（公財）高橋產業經濟研究財團補助、台灣

大學日本研究中心及台中科技大學日本研究中心協辦、中鹿

營造（股）及日商良基注入營造（股）贊助。

 大會的運作是由來自台灣的前渥美獎學生為中心的執行

委員會、來自全球各地的前渥美獎學生與菲律賓SGRA成

員所組成的AFC學術委員會與台灣執行委員會共同合作，

負責了企劃・實施、優秀獎選考、乃至照相攝影所有事務。

上午的主題演講及研討會由台灣執行委員會籌劃、下午優秀

論文口頭報告及閉幕式則由AFC執行委員會擔任企劃及執行。

 本次大會的成功舉辦，要感謝超過500名的與會者、支持

本會議舉辦的各界人士及各方面給予協助的志工。託大家的

福，第6屆亞洲未來會議會前會圓滿落幕，在此由衷感謝各位。

 亞洲未來會議以國際化暨跨領域跨學科之研究方法為基礎，

目的在為解決針對伴隨全球化所帶來的各式各樣問題提供

交流的場所。從科學技術開發、經營分析，至環境、政治、教

育、藝術、文化等、社會各種角度、面向來探討。本會議為提

供 SGRA會員、於世界各大學任教的留日研究者、乃至其指

導學生、抑或是對日本及亞洲有興趣的年輕人・中堅研究者

齊聚一堂，交換知識・情報・意見・文化交流及研究報告之

場所，並得到認同本會宗旨之各機關的支援與協助，所成立

的會議。

 第6屆亞洲未來會議將於2022年8月26日(星期五)至

30日(星期二)在台北市，由渥美財團與中國文化大學共同

主辦。懇請大家持續給予支持、協助，更期待大家齊聚台北

共襄盛舉。
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