
はじめに
　人工知能（AI）は、今最もホットな話題の１
つである。機械学習における最近のブレークスル
ーである深層学習（ディープニューラルネットワ
ークによる機械学習）を基盤にしたAlphaGo が、
人間の世界チャンピオンであるイセドル九段を破
り、さらに、Master というコードネームでネッ
ト碁に出現し、世界の囲碁棋士相手に60連勝とい
う戦績を残したことは衝撃であり、人間の知性を
人工知能が凌駕したという印象を与えている。人
工知能の現状や未来については、啓蒙書や専門家
の解説など多数が出版されているが、計算理論の
研究者の立場から、人工知能と統計の関係や未来
を論じたい。

人工知能にやってほしいこと
　人工知能に対する一般人の理解はどんなものだ
ろうか。自動車の自動運転やペッパー君のような
応答ロボットは実用化に近いし、クイズ番組で人
間を破った IBMのワトソン応答システムや、チ
ェス、囲碁、将棋などのAI ソフトはすでに人間
を凌駕している。「東ロボ君プロジェクト」は有
名私大合格レベルの学力に到達し、医療応用など
の研究も進んでいる。一方で、SF 映画にあるよ
うな人工知能がすべてを制御する世界を連想する
方もいるであろう。「人工知能やビッグデータを
活用してあなたがベンチャービジネスを起業する
としたら、どんなサービスや事業をやってみたい

と思いますか？」こんなレポート課題を高校生向
けの「科学者の卵講座」で出題しており、人工知
能に対する彼らの期待が見て取れる。
　今年のレポートで目に付くのは、「ホテルのボ
ーイやメード」、「観光客の案内人（東京五輪向
け）」「医療診断ロボット」、そして一番多いのが
「ロボット先生」である。
　ホテルのボーイや観光案内人なら、自在な言語
で対応し、チップも不要、部屋に入ってきても気
まずくないし、ボラれたり乱暴されたりしない。
災害があったら身を挺して助けてくれるだろう。
お医者さんに話すのは気恥しいが、人工知能搭載
でプライバシー厳守のロボット医師なら何でも話
しやすい。センサーを使って、体温や脈拍、顔の
色などの分析も自動的にしてくれる。少々失礼な
質問をしても丁寧に説明してくれるだろうし、最
先端医療を熟知し、入院の手配も丁寧にしてくれ
そうである。「ロボット先生」は生徒各個人のデ
ータに合わせてVRを使った体験型の教材を提供
してくれる。根気よく対話して、わかるところま
で掘り下げて教えてくれて、礼儀正しく絶対怒ら
ないし嫌味も言わない。「先生との対人関係が苦
痛で、社会に出たらどうするの」という気もする
が、今でも学生は先生よりWikipedia やスマホの
情報を信じる。
　このような実用化は、技術課題と社会的課題の
両面をもつ。社会的課題は、「機械をどこまで信
頼できるか、機械に人類の未来を託せるか」とい
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うことで、人工知能に頼って何か問題が起きた場
合責任をだれが持つか、また、人工知能に頼り切
った場合に、技能を持つ人間が育たなくなるので
はないかという危惧である、これについては、最
後に記したいと思う。
　一方で、技術的には、人工知能は総合的なシス
テム科学であり、ロボットなどのハードウエアは
もちろん、自然言語処理、ビッグデータからの知
識抽出、そして機械学習を用いた行動選択などが
必要になる。以下では行動選択にテーマを絞って、
統計と人工知能の関連や相違を論じたいと思う。

行動選択と知識抽出
　数年前NHKの「白熱教育」シリーズで、コロ
ンビア大学シーナ・アイエンガ―教授が「人生で
一番大切なのは優れた選択を行うことである」と
説いていた。生まれた環境や時代、運命や偶然は
仕方ないものだが、選択によって、人生を変える
ことができるという。視覚障碍者でインド系移民
の女性であるアイエンガ―教授が語ると説得力が
あり、優れた選択を行うためには情報を活用しな
くてはいけないと説く。情報を取得し活用する能
力は、時代を超えたリーダーの資質であり、デー
タから情報を取り出し、優れた選択への指針とす
る科学の代表が統計学である。
　人工知能の大きなテーマも情報からの知識抽出
と行動選択である。つまり、人工知能は目的とし
ては統計の延長線上にあるが、従来の統計と人工
知能はどのように違うだろうか。
　まず、統計は基本的に人間の意思決定のための
決定支援に用いられるが、自動運転、自動応答、
囲碁や将棋など、人工知能は多くの場合、それ自
体が意思決定をして行動することを期待されてい
る。そのため、総合的なシステム設計が要求され
る。

　また、統計やデータ解析には基本的には再現性
が求められる。一方で、人工知能の挙動は時とし
て非決定的であり、再現性がないこともあり得る。
これは都合が悪いように聞こえるが、非決定性は
「独創性」や「意外性」という知能に期待される
要素を生む大きな源泉になる。自動運転では再現
性がないと困るだろうが、ロボットの応答システ
ムでは、少し気まぐれな位な方が人間らしく、面
白い。そして、囲碁AI は、人間が考えつけない
新しい発想や戦略を生み出し、その奔放な独創性
が世界を驚愕させたのである。

機械学習の数理と「オッカムの剃刀」の変遷
　統計学の基本原理は大数の法則である。即ち、
全データがどれだけ大きくても、十分大きな定数
個の一様ランダムサンプルを観測すれば、統計量
は高い精度で求められる。例えば、サイコロの１
の目が出る確率や、平均値、期待値、偏差、回帰
解析などの統計量には大数の法則が成立する。統
計では、汎用性があり、大数の法則を満たす統計
量や分析法、システムを用いて、人間に理解しや
すくデータ特性を示すことが求められる。
　一方で人工知能は統合的なシステムであり、設
計は問題やデータに依存し、意思決定だけに絞っ
ても、多くのアルゴリズムや機械学習モデルを活
用・統合して作られている。サポートベクトルマ
シン、アソシエーション解析、自動推論、決定木、
探索木などのデータ解析アルゴリズムや、カーネ
ル学習、オンライン学習、強化学習、半教師学習、
深層学習などの機械学習モデルが開発され、ツー
ルとして提供されている。これらのツールの使い
方さえ覚えれば人工知能の初歩的設計はできるが、
大数の法則が成り立つとは限らないので精度保証
は得られない。優れた人工知能を設計するには、
問題とデータを見ながらパラメタの設定やシステ
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ムの統合を行い、実用的な精度が達成できるよう
にする「プロの業」が必要になる。AlphaGo に
おいても、その原理を示した Nature の論文［文
献１］のタイトルを和訳すると「深層学習と木探
索を用いた囲碁の熟達」であり、様々な技法を用
いた優れた設計のアイデアが見られる。
　機械学習の数理は基盤なので、必要な部分だけ
述べよう。データ集合Ｘがあり、Ｘ上の未知関数
ｆが推定したい対象である。データは数値、画像、
音声等多様だが、理解しやすいようにｄ次元のベ
クトルを考えよう。
　例えば、囲碁は19×19=361の盤面の各々の格
子に白、黒の石が置かれる、または「石が置かれ
ていない」の３つの状態があるので、データｘは
361次元の３値ベクトルである（正確には劫とい
う着手禁止ルールなどがあるので、ちょっと注意
がいる）。黒を１、白を－１、空白を０にすれば、
数値ベクトルだと思ってもよい。関数値 f（x）は、
黒が勝ちの局面なら１、そうでなければ０とする
と二値関数になり、黒がどのくらい（何目）有利
か、あるいは勝率を関数値とすると数値関数にな
る。二値関数の場合、ｆは「概念」とも呼ばれ、
ここでは「黒が勝ちの局面」という概念を表す。
囲碁というゲームはこのｆを決定すればよく、原
理的にはゲーム木探索という考え方で、大雑把に
は３361以下の場合をすべて尽くせばｆは決定され
る。しかし、それは現在の計算機構では実現不可
能である。
　機械学習の目的は、Ｘの部分集合Ｓ（学習デー
タと呼ぶ）に対するｘと f（x）の値を観測値とし
て受け取って、ｆを近似する関数ｇを求めるアル
ゴリズムを設計することにある。AlphaGo だと、
勝率という形で関数値は数値で示されるが、判り
易さのためにｆもｇも二値関数である場合で説明
をする。

　Ｘの要素に対し、小さい正の数ε（例えば0.01）
に対して、f（x）=g（x）が１－ε以上の割合で成り
立つとき、ｇはｆのε近似であると呼ぶ。関数ｇ
はＳの選び方に依存するので、一様ランダムなＳ
に対して高確率（例えば99％）でε近似になるこ
とを保証したい。
　最も理想的なのは、万能の人工知能があり、任
意の関数ｆに対してε近似を与えるｇを計算でき
ることである。人間は脳と知識を使って大抵の問
題に対しては何らかの判定を下す。究極の人工知
能ならば、どんな問題に対してもほぼ正確な判定
を下せるのではないか？ 最適化問題一般に知ら
れる「ノーフリーランチ（There’s no such thing 
as a free lunch, 上手い話には罠がある）」定理の
学習理論版が、この可能性を否定する。

「ノーフリーランチ」定理
　任意の学習アルゴリズムＡに対して、大きさｎ
のデータ集合Ｘ上の二値関数ｆが存在し、Ａを用
いて大きさ n/2の一様サンプルを学習しても、ア
ルゴリズムの出力する関数との誤差が1/8以上に
なる確率が1/7以上になる。

　データ集合Ｘのサイズは巨大で、その半数の学
習データの用意は無理なので、現実の誤差は遥か
に大きくなる。ただし、二値関数のほとんどは無
意味な概念しか示さない。人間の脳が無意味な概
念が認識できないのは当然であり、人工知能もそ
うである。
　人間が認識できるものと蝶が認識できるものが
違うように、認識すべきものによって機械学習の
アルゴリズムは変わるべきである。具体的には、
仮説集合と呼ぶ「認識すべきもの」を表現する『良
い関数』の族Ｈを考えて、そこに限定したアルゴ
リズムを考える。機械学習で重要なのは、課題や
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データに適した仮説集合Ｈの設定である。
　Valiant が1980年代に提唱した PAC学習（Prob-
ably Approximately Correct Learning）理論［文
献２、３］では、仮説集合Ｈにおいて最適の判定
をする関数ｈを考え、データ集合Ｘ上でｈのε近
似を高確率で出力することを考える。
　大数の法則に対応する基本定理として、上記の
ε近似が学習できるための学習データＳのサイズ
は、εの２乗に反比例し、VC次元という仮説空
間Ｈの複雑度の指標に比例する。VC次元は空間
の自由度のようなものだと思っていただきたい。
この基本定理をみると、少ないサンプルで精度よ
く学習するためには仮説空間の複雑度が低い方が
よく、「オッカムの剃刀」という、「学習概念はシ
ンプルな方がよい」という哲学に合致する。
　さて、PAC 学習の枠組みでは精度は２つに分
かれる。仮説集合Ｈ中の最適の関数ｈのｆに対す
る近似精度（仮説の表現能力）と、学習精度（１
－εに対応）である。ここにはトレードオフがあ
る。例えば、体重と身長と病歴データを用いて、
線形分離や BMI（体重／身長の二乗）などを使
ってデータを分離しても、仮説の表現能力が弱く、
十分に健康・不健康の概念を表現出来ない。一方
で完璧な分離をしようと複雑な仮説を用いると、
学習精度が悪化し、『過学習』という現象により、
全体の精度がかえって落ちてしまう。機械学習の
応用、例えば、囲碁などでは、表現能力と学習精
度を両立させる仮説集合を明示的に与えるのは難
しい。
　更に考察すると、同じ仮説集合を用いた場合、
学習データのサイズが大きくなると、学習精度は
向上するが、表現能力は不変であり、バランスが
変わる。即ち、学習データの大きさや質によって、
仮説集合を取り換えるべきであり、ビッグデータ
を使える場合は、仮説集合の表現能力が高くなる

ように設計すべきである。これは、「大数の法則」
とは異なった思想になり、データが増えるにした
がって変化していく柔軟な学習モデルが要求され
る。つまりはオッカムの剃刀の哲学を変えて、剃
刀の当て方を状況により変化させないといけない。

AlphaGo に見る機械学習と意思決定
　今ブームの深層学習は、上記の考察に対応して
表現能力が柔軟に制御できるモデルである。深層
学習の表現する仮説集合の複雑度は、理論的には
かなり高い。一方、理論的には未解明なのだが、
実用的には、学習データの量や質に対応してパラ
メタを調節することにより、表現能力と学習精度
がバランスするように柔軟に調節することが可能
である。
　また、脳のニューロンのネットワーク構造は、
目的やデータに従って変化する。深層学習もそう
であり、AlphaGo で用いる CNN（Convolution 
Neural Network）は、画像認識を目的に、人間
の視覚が画像の格子構造の部分的性質と大局的性
質を混合して認識することを意識して提案されて
いる。
　囲碁は碁盤の格子上の陣取りゲームで、視覚的
な感覚が重要である。基本ルールである、「相手
の石に隣接した全ての点を占めると、相手の石を
取れる（四ツ目殺し）」は、格子の隣接条件その
ものであるので、CNNの第一層に対応している。
一方で、より高階層は大局的な性質を捉えること
ができる。
　実際、人間が学ぶ囲碁の練習問題は CNNに対
応したジャンルに分かれている。「手筋問題」や「詰
碁問題」は局所的なパターン認識問題であり、ゲ
ームの序盤に対応する「布石問題」では盤面全体
を視覚的に捉える感覚と局面評価が必要である。
「中盤問題」は、中程度の広さの領域に区切った
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認識と評価が必要になる。こう考えると、CNN
の構造は囲碁の解析にぴったりしている。
　どの問題を解くにも「読み」と呼ばれる論理的
な探索能力は必要である。「詰碁問題」は「読み」
の比重が大きく、計算機で従来から求解されてい
た。「手筋問題」の局所的なパターン認識も機械
学習に向いている。一方で局面評価の方はアプロ
ーチが難しい。囲碁で代表的な頻出パターンを「定
石」というが、歴史的に定石の評価は二転三転す
る。つまり、人間にも評価は困難である。全局的
な評価（形勢判断）について、小林光一名誉名人
の逸話がある。形勢判断が他の棋士と合意できな
い時に小林名人曰く「それではここから一局打ち
ましょう」。プロでも「打ってみないとわからん」
のである。
　AlphaGo に関して、Nature の論文から読み取
れる範囲で、統計的見地を中心に設計原理を紹介
する。なお、本稿執筆中にAlphaGo Zero という
新しい手法の論文も出たので、それも少しだけ解
説しよう。
　AlphaGo の中核は、value network と呼ばれる、
局面を評価して勝率を与えるシステムである。そ
して、最終的な意思決定には、小林名人のように
「最後まで打ってみる」（ロールアウトという）と、
ゲーム木探索という手法の組合せを用いる。
　まず、value network の構築について説明しよ
う。ここでは13層の CNNによる深層学習を用い
るのだが、「新しい統計」としての洗練した機械
学習の設計が与えられている。
　Nature の論文の段階で、AlphaGo は約3000万
の局面（大体20万局程度）のプロ棋士もしくは高
段者の棋譜を用いている。人間なら凡人でも20万
局を碁盤に並べればプロ並みになれる。ところが、
機械学習の立場だと、3000万は囲碁の局面空間に
比べると非常に小さい。また、高段者の棋譜は着

手選択という意味では高品質だが、ほぼ拮抗した
局面しか生じないので、学習理論で考える一様サ
ンプルとは大きく異なる。そして、棋譜は勝率デ
ータではなく、「各局面で次の手を示す（ポリシ
ーと呼ぶ）」データなので、直接には value net-
work を構築できない。そこで、下記のように適
切な学習データを巧妙に自動生成し、難題を解決
するのである。学術的には「データ同化」と呼ば
れる手法の範疇に入る。
　まず、高段者棋譜データを学習してポリシーを
決める初期の CNN学習器を構築する。次に、そ
れを「実戦シミュレーション」の経験による修行
で強化していく。実戦においては、自分の古いバ
ージョンのクローンから対戦相手をランダムに選
び、並列に128局対局（これが１セット）して、
どの着手がよい結果を得たかを学習し、「強化学
習」という理論的な仕組みで技量の向上を図る。
１万セットの学習により、多様な局面に対して対
応できるように学習器を強化し、policy network
という「次の手を決める」ネットワークを作る。
これは「超早打ち」できるシステムである。
　この policy network 同士を対戦させて、各局
面からロールアウトで終局まで多数回打ってみて
勝率を計算する。こうして得られるのは「囲碁の
対局で起きやすい局面での勝率」の一様に近い学
習データであり、巧妙なシミュレーションで巨大
な高品質データを生成している。この学習データ
を用いて深層学習を再度行い、value network が
得られるのである。問題をよく吟味した優れた設
計を行っているのが見て取れる。
　さて、実戦の一局面での着手選択を図を用いて
説明する。図ａでは、全ての可能な着手に対して、
着手後の局面に対して value network が計算した
予測勝率が色の濃度で表され、勝率50％以上の着
手には具体的な数値が示されている。
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　そこで、勝率の高い手を図では20通りほど選ん
で、その先をゲーム木探索で検討していく。探索
では value network を用いた評価（図ｂ）に加え
て、ロールアウトを用いた評価（図ｃ）、さらに
チューンした policy network（図ｄ）、（次の着手
を選ぶ確率を表示）を用いて、見落としのリスク
を減らしながら場合の数を制限し、有力な手を深
く読むシミュレーション（図ｅ）を行い、予想進
行をこの例では27手まで想定する（図ｆ）。
　図ｆを見ると、図ｄで policy network が選ぶ
手は実戦の着手（〇印）の次の黒の着手（黒抜き
数字２）である。筆者（アマチュア６段）もこの

２点に目が行くが、policy network と同じ選択を
し、数手後に、しまった、〇印に打っておくのだ
ったと「後の祭り」に後悔しそうである。図ｆの
想定図を見ると、〇印の着手は今が最後のタイミ
ングであると納得でき、その細心さに感心する。
　チェスで世界チャンピオンを破ったDeep Blue
に比べると、AlphaGo は人間の思考過程に近い
「候補を絞った探索」を現実化し、よりインテリ
ジェントである。そして、人間に比べて「読み」
の幅は格段に広く、深い。囲碁においては「常に
３手先を想定しなさい」が教えであり、これがで
きればアマチュア高段者である。人間がすべての

図　［文献１］から引用したAlphaGo の着手選択の仕組み

論考
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局面で20手先までの最善に近い想定局面を考える
のは至難なので、敵わないのも納得できる。
　蛇足になるが、教訓的なのは、「不必要に教え
ない」ということである。人間にとって、「定石」
という規定のパターンの知識は非常に役に立つの
だが、AlphaGo は定石を覚えさせられていない
らしく、規定概念にとらわれずに新手を発見する。
「教えないで学ばせる」というのは人間の独創性
育成教育と同様で、人工知能でも考慮すべきであ
る。
　さて、発表されたばかりのAlphaGo Zero［文
献４］に触れよう。これは、棋譜データを全く用
いずに構築する、教師無し（unsupervised）学習
システムである。多くの応用でコストがかかる、
人間による学習データ作成が不要な設計は、学術
的・産業的にも大きな魅力である。教師無し学習
は、教師あり学習より精度が低いのが通常である
が、AlphaGo Zero は、AlphaGo と100回対局し
て全勝したと報告されている（棋譜からは、乱戦
で、AlphaGo が弱点を突かれる印象を受ける）。
　さて、構成であるが、パラメタをランダムに選
んだ多数の CNN を初期の policy network（プレ
イヤーと呼ぼう）として、これらを鍛えていく。
プレイヤーの CNNは value network の機能も内
包するように設計されている。まず、「師範」と
して１人の模範的なプレイヤーを選ぶ。師範は
25000局の対局を自分自身と行い、模範対局集を
作る。ここでは、局面評価を用いた確率的な木探
索を行って先読みし、着手を決める。着手にはラ
ンダム性を与え、特に序盤では多様な局面が現れ
るように工夫する。１手0.4秒で着手し、囲碁は
通常250手程度で終局するので、完全な並列実行
なら、この模範対局集は100秒くらいでできあが
る（すごい！）。
　次に、各プレイヤーは、直前50000局（前の師

範のものまで）の模範対局からランダムに多数の
局面を選び、そこでの着手が師範に近くなるよう
にパラメタの連続的調整を行う。つまり、Alpha-
Go では、「人間の棋譜」と「実戦シミュレーショ
ン」により英才教育していたのに対して、Alpha-
Go Zero では、「現師範の棋譜」と「前師範の棋譜」
から全員が学習し、集団で成長する。
　次に、師範に各プレイヤーが400局挑む挑戦手
合いを行い、高勝率（55％以上）をあげたプレイ
ヤーが新師範に就任する。これを何世代も繰り返
し、最初の世代は師範といえどもごく弱いが、72
時間後には最強の名手に成長する。シナリオは人
間の専門棋士の修行と似ているのだが、とてつも
ない世代交代のスピードと対局数によって、２千
年の囲碁の歴史を３日でなぞるのである。
　

人工知能をどこまで信頼できるか
　最後に、「機械をどこまで信頼できるか、機械
に人類の未来を託せるか」という社会課題につい
て考えてみよう。前述のように、完全に汎用的な
人工知能は理論的にあり得ないので、人工知能で
なんでも解けるというのは幻想である。また、長
期的な予測や予報のように、システムの小さな揺
らぎに大きく影響される応用だと、本質的に避け
られない誤りのリスクは大きく、信頼性や「使用
上の注意」は応用やデータに依存する。「ネット
上に転がっている人工知能ソフトウエアを使って、
手近のデータで実験したらうまくいっている」と
いうのは論外で、「失敗したらごめんなさい」と
いう信頼性のないものになってしまう。一方で
AlphaGo など優れた人工知能では、問題の本質
を捉えて様々な工夫がされており、人工知能の良
し悪しは設計者のインテリジェンスに大きく左右
される。
　また、アシモフのロボット三原則ではないが、
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人間が定めない限り、人工知能は社会への悪影響
を自分で考えるほど賢くはない。「ロケット技術
でミサイルを作ってみました」と同様だと困るの
で、設計者やユーザが社会への影響を考えて設計・
利用すべきで、「人工知能に将来を託す」という
より、「健全な人工知能の設計者・利用者に将来
を託す」のである。
　設計者を信用する上で、人工知能のブラックボ
ックス的な側面は問題になる。しかし、判断の根
拠を示すことはそれ自体易しいことではない。統
計の指標を人間が十分に理解せずに用いて（時に
自分に都合よい）理屈をつけるよりも、良質な人
工知能は格段に信頼性が高く、説明性も持たせら
れると考えられる。囲碁の藤沢秀行名誉棋聖は「異
常感覚」と呼ばれ、他の人には彼の着手は理解し
がたかった。囲碁AI も「異常感覚」だが、その
思考過程を開示でき、対話的に、「現局面の勝率
は52％で、20手の予想進行はこうです。実戦は相
手が別の手を選んだので勝率は54％に上昇しまし
た」といわれれば、かなり納得しやすい。まるで
カラオケマシンの採点みたいだが、将棋界でブレ
イクした藤井四段も将棋AI をこのように利用し
ているらしい。
　さらに、人工知能が人間の職を奪うかというと、
将棋や囲碁のソフトの台頭でプロ棋士の失職が危
惧され、ソフトを用いたカンニング疑惑での将棋
界の大混乱は記憶に新しい。一方で藤井四段ブー
ムを見ると、プロ棋士は人工知能と共存して敬愛
され続けられそうである。変な比較だが、ウサイ
ン・ボルトは自動車より遅いけど尊敬される。
　一般的な職業においてもそうである。オピニオ
ンリーダーである喜連川先生が講演で、「人工知
能にまず取って代わられるのは、そこで聞いてい

る徳山研究科長のような管理職です」と冗談半分
におっしゃったことがあるが、逆に言うと、「笑
顔での挨拶や交渉」や「飲ミニケーション」、「責
任を持った太鼓判」などはともかく、事務的な管
理職の仕事を人工知能がやってくれるなら、筆者
はとても嬉しく共存できる。
　閑話休題。人工知能による人間の存在価値の喪
失の議論は、産業革命以来の「機械が人間の職を
奪う」ということの延長にある。マット・リドレ
ーのベストセラー「繁栄」［文献５］を読むと、
技術革新には常にこの議論が付きまとい、そして
結局それらの議論は杞憂であり、人間の幸福度は
歴史的に技術革新によって格段に向上してきたと
いう。信頼のおける設計による人工知能に適切に
仕事を任せることは、統計学の進化した延長上に
あり、一部弊害はあっても、大局的に必ず人間の
幸せを向上させると私は信じている。
　安部首相は「世界に先駆けて生産性革命に挑む」
と宣言し、人工知能に期待を寄せている。我々研
究者は技術革新の担い手と同時に、情報社会の水
先案内人として、人工知能を活用した幸福な社会
のビジョンとメカニズムデザインを考え、人々を
先導する使命を持つ。
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