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講演者名 講演タイトル 
Dr. Byeongwon Park 
パク・ビョンウォン博士 

 

フォーサイトを政策につなげるための課題：韓国の経験 
Challenges of linking foresight to policy : Korean experience 

略歴 
2011 年より韓国科学技術政策研究院（Science & Technology Policy Institute：STEPI）のリサーチフェローとして勤務。韓国

科学技術企画評価院（KISTEP）研究員（2003.4-2008.8）、サムスン高等技術研究所技術スタッフ（2008.9-2011.1）、フラウン

ホーファーISI 客員研究員（2019）などを経て、現在に至る。2018 年から 2022 年まで OECD 科学技術政策委員会（CSTP）
内のイノベーションと技術政策に関するワーキングパーティーの事務局メンバーを務めた。現在、OECD イノベーション政策レ

ビュー（韓国）に従事。主な研究テーマは、フォーサイト、イノベーションシステム、レジリエンス。 
 
Dr. Byeongwon Park has been a research fellow at STEPI (Sci. & Tech. policy Institute), South Korea, since 2011.  
Before this position, he had worked as a research fellow in KISTEP (2003.4-2008.8), a technical staff at Samsung 
Advanced Institute of Technology (2008.9-2011.1), and a visiting researcher at Fraunhofer ISI(2019). He served as a 
Bureau Member of the Working Party on Innovation and Technology Policy within CSTP, OECD for 2018-2022.  
Currently, he is working on the OECD Innovation Policy Review of Rep. Korea. His primary research interests include 
foresight, innovation systems, and resilience. 
 

講演者名 講演タイトル 
Ms Jeanette KWEK 
ジャネット・クウェック氏 

 
 

シンガポール政府のフューチャー・シンキング 
FUTURES THINKING IN THE SINGAPORE GOVERNMENT 

略歴 
シンガポール首相府（PMO）戦略グループの戦略未来センター長兼未来ディレクター。 
2005 年に公務員となり、国防省（MINDEF）の国防政策室でキャリアをスタートし、シンガポールの国際パートナーとの防衛関

係に携わる。2009 年に、首相府の戦略政策室に異動し、戦略未来センター（CSF）の創設メンバーの一人となる。ＣＳＦ創設初



講演者名 講演タイトル 
期に刺激的で優れた人材ネットワークを拡大し、公共サービス全体の未来思考能力を高め、現在実施しているフォーサイト・カ

ンファレンス・シリーズの構築と運営に携わった。2018 年には、国防省に戻り、未来洞察能力の構築を支援した。この間、新た

な地政学的トレンドと機会に関する調査を推進し、研究アジェンダとプロセスを開発した。 
 
Ms Jeanette KWEK is the Head of the Centre for Strategic Futures and Director of Futures at PMO Strategy Group. 
Jeanette joined the civil service in 2005, starting her career at the Defence Policy Office, MINDEF, where she worked 
on Singapore’s defence relations with international partners. In 2009, she joined the Strategic Policy Office, where she 
became one of the founding members of the Centre for Strategic Futures (CSF). During the early years of the CSF, 
Jeanette was involved in expanding the centre’s network of exciting minds and interesting personalities, growing futures 
capabilities across the public service, as well as organising and curating the first in an ongoing series of Foresight 
Conferences (now an integral part of Singapore’s Foresight Week). In 2018, she returned to the Ministry of Defence to 
help build up foresight capability there. During her stint, Jeanette drove research into emerging geopolitical trends and 
opportunities, and developed a research agenda and process for the new team. 

 
 


