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講演者名 講演タイトル 
Dr. Laurent Bontoux 
ローラン・ボントゥー博士 

 

EU 機関における政策のためのフォーサイト 
“Foresight for policy in the EU institutions” 

略歴 
ローラン氏のフォーサイト活動は、関係するすべてのステークホルダーによる参加型アプローチを用いて行われており、EU の

政策立案に未来志向のシステム思考を提供している。インクルーシブな参加型アプローチは、効果的な政策立案のための最

良の集合知を構築するために不可欠である。 
ローラン氏は、科学と政策に関する分野でキャリアを積み重ねてきた。持続可能な開発だけでなく、健康や環境リスク評価に

関するテーマにも取り組んでいる。様々なタイプの科学的なエビデンスを政策に活用する方法や、多様なステークホルダーと

関わりながら現実を構築する方法を実践している。 
 
Laurent’s foresight work brings future-oriented systemic thinking into EU policymaking using participative approaches 
with all relevant stakeholders. This inclusiveness is essential to build the best collective intelligence for effective 
policymaking.  
Laurent spent most of his career working at the science/policy interface. Beyond sustainable development, his portfolios 
have focussed on health and environmental risk assessment topics. This led him to gain hands on experience on how 
to use various types of scientific evidence in policy and on the reality of engaging with diverse stakeholders. 
 

講演者名 講演タイトル 
Mr. Dexter Docherty 
デクスター・ドチャーティ氏 

 

気候変動とデジタルの未来に対応した戦略的フォーサイト 
Strategic foresight for Future-ready Climate and Digital Strategies 



講演者名 講演タイトル 
略歴 

デクスター氏はカナダとアイルランドの国籍を持つ。OECD と世界各国の政府において戦略的フォーサイトと長期的な時間軸

での思考方法を強化する活動に従事している。また、これらの機関における主要な政策課題に関する未来志向のグローバル

な対話を実現するために活動している。デクスター氏は、OECD の「Net Zero への移行を成功させるための戦略的フォーサイ

ト」（Strategic Foresight for Successful Net Zero Transitions）プロジェクトリーダーを務める。このプロジェクトは、気候政策に

関する戦略を潜在的な混乱要因に対するストレステストに晒し、起こりうる様々な未来に対して堅牢でレジリエントなものにす

ることを目的としている。プロジェクトでは、これまでの前提に挑戦し、急速に変化する不確実な世界に対して何が最も適応的

な政策であるかについての対話を促している。デクスター氏は 
OECD に勤務する以前は、カナダ政府の Policy Horizons Canada 関連部署およびカナダ法務省に所属していた。デクスター

氏はオックスフォード大学でエビデンスに基づく社会介入および政策評価に関する科学修士号を取得し、マギル大学で歴史学

の学士号を取得している。 
 
Dexter is Canadian and Irish dual citizen who works to strengthen strategic foresight and long-term thinking across the 
OECD and governments around the world as well as to bring a stronger future focus to global dialogue on key policy 
issues. Dexter is the lead on the OECD’s Strategic Foresight for Successful Net Zero Transitions project, which involves 
stress-testing climate policy strategies against potential disruptions to ensure they are equipped to be robust and 
resilient across a range of possible futures. The aim is to challenge prevailing assumptions and stimulate ongoing 
dialogue on the most adaptive policies for a rapidly evolving and uncertain world. Before joining the OECD, Dexter 
worked in the Government of Canada at Policy Horizons and the Department of Justice. Dexter has a Master’s Degree 
in Science in Evidence-Based Social Intervention and Policy Evaluation from the University of Oxford and a BA in history 
from McGill University. 

 
 


