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令和２年度第３回大学コンソーシアムあきた運営委員会（持ち回り） 

の審議結果について（通知） 

 

メール持ち回りにより開催しておりました標記委員会における議事１「令和２年度学際的研究

プロジェクトについて」について，審議の結果，別添のとおり１件（１０万円）の採択が了承さ

れた旨ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学コンソーシアムあきた事務局 伊藤昌之  

住所：〒010-8502 

   秋田市手形学園町 1-1 

   秋田大学総合学務課内 

TEL：018-889-2843 FAX：018-889-3194 

E-mail：conso@jimu.akita-u.ac.jp 



代表者所属 代表者 研究テーマ 助成希望額（円） 採択結果 助成額（円）

1 秋田大学 景山　陽一
顔画像情報を対象とした表情認識法の開発
-ウィズ・アフターコロナにおける非対面時の感情推定実現に向けて-

100,000 × －

2 秋田大学 小泉 幸央 秋田県内で分離した微生物由来の新規抗菌物質の開発 100,000 ○ 100,000

令和２年度大学コンソーシアムあきた　学際的研究プロジェクト　採択結果



大コあ-第 ２４  号 

令和２年１０月１５日 

 

大学コンソーシアムあきた 

運営委員会委員 各位 

 

 

大学コンソーシアムあきた 

運営委員長 後 藤   猛 

 

 

令和２年度第３回大学コンソーシアムあきた運営委員会（持ち回り）の 

開催について（通知） 

 

下記の議事について，持ち回り（メール）により運営委員会を開催いたしますので，別紙回答

様式により１０月２７日（火）正午までに下記担当宛ご回答くださいますようお願いいたします。 

 

【議事】 

１．令和２年度学際的研究プロジェクトについて（資料 1-1～1-3） 

別添資料のとおり，標記事業の募集に対し，２件の応募がございました。選考にあたりまし

ては，実施要項に「必要に応じてプレゼンテーションを実施する」旨記載しておりますが，採

択された場合の研究開始から本委員会への報告までの期間が今回は短期間であることから，メ

ール持ち回りによる申請の審議のみといたします。 

本件の選考について，別紙回答様式により各申請研究テーマを 20点満点（４つの評価項目ご

とに 5点満点で評価し、合算する）で評価願います。 

 

○添付資料 

資料 1-1   令和２年度学際的研究プロジェクト 申請一覧 

資料 1-2   申請書（顔画像情報を対象とした表情認識法の開発） 

資料 1-3   申請書（秋田県内で分離した微生物由来の新規抗菌物質の開発） 

参考資料１  令和２年度学際的研究プロジェクト 実施要項 

参考資料２  学際的研究プロジェクトの選考に係る申し合わせ 

 

 

大学コンソーシアムあきた事務局 伊藤昌之  

住所：〒010-8502 

   秋田市手形学園町 1-1 

   秋田大学総合学務課内 

TEL：018-889-2843 FAX：018-889-3194 

E-mail：conso@jimu.akita-u.ac.jp 



名簿１

N0. 構成機関名 役  職 氏  名 備  考

1 秋田大学
理事(教育･学生・国際担
当)・副学長

後　藤　　　猛 運営委員長

2 秋田県立大学 理事兼副学長 吉　澤　結　子

3 国際教養大学 教職課程代表／教授 佐　藤　健　公

4 ノースアジア大学 教授 藤　本　  　剛

5 秋田看護福祉大学
看護福祉学部長・
医療福祉学科長・教授

水　木　暢　子

6 日本赤十字秋田看護大学 看護学部長 新　田　純　子

7 秋田公立美術大学 副理事長 堀　井　　　満

8 秋田栄養短期大学 教授 廣　川　忠　男

9 聖霊女子短期大学 教務部長・教授 横　溝　眞　理

10 日本赤十字秋田短期大学 介護福祉学科長 湊　　　直　司

11 聖園学園短期大学 学生部長 永　井　博　敏

12 秋田工業高等専門学校 副校長(総務担当） 安　東　　　至

13 放送大学秋田学習センター 所長 西　田　　　眞

14 秋田職業能力開発短期大学校 能力開発部長 畑　沢 　寿　一

15 秋田県あきた未来創造部 高等教育支援室長 伊　藤　政　仁 特別委員

令和２年度　大学コンソーシアムあきた運営委員会委員名簿



（別紙）

構成機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　各申請研究テーマごとに、20点満点（４つの評価項目ごとに5点満点）で評価願います。

① 学際的研究プロ
ジェクトとしての妥
当性

② 研究テーマの社会
的・学術重要性

③ 研究テーマの独創
性

④ 実施計画・支出計
画の妥当性

1
顔画像情報を対象とした表情認識
法の開発（資料1-2）

2
秋田県内で分離した微生物由来
の新規抗菌物質の開発（資料1-
3）

評価項目

申請研究テーマ

令和２年度学際的研究プロジェクトの選考について

合計



代表者所属 代表者 研究テーマ 助成希望額

1 秋田大学 景山　陽一
顔画像情報を対象とした表情認識法の開発
-ウィズ・アフターコロナにおける非対面時の感情推定実現に向けて-

100,000

2 秋田大学 小泉 幸央 秋田県内で分離した微生物由来の新規抗菌物質の開発 100,000

※令和２年度採択予定　１件・上限10万円を助成

令和２年度大学コンソーシアムあきた　学際的研究プロジェクト　申請一覧



令和２年度大学コンソーシアムあきた学際的研究プロジェクト 申請書 

申請代表者 

所属機関  秋田大学

役  職  教授

氏  名  景山陽一

電  話 

E - MAIL

研究テーマ 

顔画像情報を対象とした表情認識法の開発 

-ウィズ・アフターコロナにおける非対面時の感情推定実現に向けて-

研究内容（研究目的，実施計画等具体的に記載すること） 

●研究目的

申請者らはこれまでに，映像情報から対象者の表情を認識し，感情を推定する手法

の開発を行っている。本申請では，リモートワークや遠隔講義等における非対面環境

下において，感情の経時的な変化を精度よく理解するために，表情認識モデルにおけ

るパラメータの適切な決定処理の開発を目的とする。本研究の推進により表情の経時

変化を精度良く推定することが可能になるため，得られた成果は遠隔講義における授

業毎の関心度等を顔画像から推定するための要素技術になる。 

●実施計画

＜使用データ＞ 

 本申請では，3 名の被験者(20 代男女)が表出した 3 種類の表情（喜び表情，驚き表

情，無表情）を対象とし検討を加える。取得データに前処理を施して作成した実験デ

ータ例を図 1 に示す。なお，使用データは「秋田大学手形地区におけるヒトを対象と

した研究に関する倫理規定第 6 条第 2 項」に基づいて取得している。 

＜表情認識モデル＞ 

本研究における表情認識モデルを図 2 に示す。本モデルは，CPN(対向伝播ネットワ

ーク)を用いて生成される表情特徴空間(Kohonen 層)と，表情特徴空間の各ユニット

に連結した Fuzzy-ART(適応共鳴理論)から構成される。なお，対向伝播ネットワーク

とは，自己写像特性を持つ自己組織化マップ SOM に Grossberg 学習則を組み合わせた

教師あり学習アルゴリズムのことである。また，適応共鳴理論とは，追加学習機能を

有する教師なし学習アルゴリズムのことであり，警戒パラメータを用いた閾値判定を

行い，追加学習処理を決定する。本研究では，誤った表情カテゴリの生成を抑制する

ため，Fuzzy-ART を改良し却下処理を追加している。 

処理手順を以下にまとめる。 

(1)CPN を用いて初期学習データを学習し，表情特徴空間を生成する。表情特徴空間の

各ユニットを Fuzzy-ART と連結し，各ユニットの結合荷重を Fuzzy-ART の初期カテ 



 

 
図 1 実験データ例 

 

図 2 適応学習機能を有する表情認識モデル 

 

ゴリとして設定する。 

(2)追加学習用のデータを表情特徴空間に入力し，表情認識処理により勝者ユニット

を決定する。 

(3)勝者ユニットに連結した Fuzzy-ART の既存カテゴリと入力データの整合度を算出

し，その値に応じた追加学習を行う。 

(4)追加学習の終了後，表情特徴空間が有する既存カテゴリおよび Fuzzy-ART が生成

した新規の表情カテゴリを学習データとして再学習し，CPN による表情特徴空間を更

新する。 

(5)上記(2)～(4)の処理を繰り返し施す。 

＜課題と検討内容＞ 

本申請では，図 2 に示す 2 つの警戒パラメータ（P1,P2）（赤枠で表示）の設定処理



 

について検討を加える。これまでの検討において得られた表情特徴空間における警戒

パラメータ P1 の算出結果例を図 3 に示す。輝度値の分散値の最大値が小さくなるの

にしたがって，着目範囲における警戒パラメータの値が高く設定されやすくなる傾向

を認めた。このため，被験者によっては必ずしも適切な追加学習が行われない場合が

あった。 

そこで，表情特徴空間における輝度値の取り得る値について解析を行い，警戒パラ

メータを自動設定する処理を開発する。なお，解析に用いるプログラム作成補助に学

部 4 年次を短期雇用する。短期雇用の手続きは，秋田大学のルールに従って適切に行

う。 

 

 

図 3 表情特徴空間における警戒パラメータ P1 の算出結果例 

見込まれる成果等 

ウィズ・アフターコロナにおける非対面時では，“情報の共有”に加えて，“共感の

共有”を実現することが不可欠である。そのためには，顔画像から得られる情報を用

いて表情解析を行い，その解析結果と感情との関連を結び付ける処理の開発が必要で

ある。 

本研究では，顔を対象とした映像を通じて，表情の経時変化を精度良く推定するこ

とが可能になるため，得られた成果は，例えば，遠隔講義の受講時における関心度な

どを推定するための要素技術になる。さらに，授業以外の場面にも開発技術を展開す

ることができるため，高齢者を対象としたコミュニケーション支援技術としても活用

できる。 



 

共同研究者 

氏 名 所属・役職 分担課題 

石井雅樹 秋田県立大学・准教授 解析処理の検討 

   

   

   

   
 

申請経費  100，000 円（上限 10 万円） 

（内 訳）             

・短期雇用（プログラム作成補助）      58，240 円（910 円×4 時間×16 日） 

・消耗品（映像データ保存用ハードディスク他）41，760 円            

              

その他特記事項（ＰＲ等必要に応じて，記入してください。） 

 申請者らはこれまでに，以下のように検討を行っている。 

R. Kiyokawa, M. Ishii, Y. Kageyama : Resetting Threshold Values for Improving 

Facial Expression Recognition Accuracy, The 2020 IEEE 2nd Global Conference 

on Life Sciences and Technologies (LifeTech 2020), pp.177-178 (2020) 

また，これまでに検討を行った内容については，2021 年 2 月末に技術情報協会から

発刊が予定されている『「ヒトの感性・認知」定量評価へのデータサイエンス手法・機

械学習の活用』（仮題）において，「表情解析による感情の定量評価と機械学習の応用」 

を共同で執筆しており，原稿は既に入稿している。 

 本申請課題は，上記検討結果を基に，行われるものである。 

注）適宜行を追加し，複数ページで作成。  



令和２年度大学コンソーシアムあきた学際的研究プロジェクト 申請書 

申請代表者 

所属機関  秋田大学大学院医学系研究科

役  職  助教

氏  名  小泉幸央

電話・FAX 番号 

E - MAIL 

研究テーマ 

秋田県内で分離した微生物由来の新規抗菌物質の開発 

研究内容（研究目的，実施計画等具体的に記載すること） 

 近年、多くの国で抗菌薬の効かない薬剤耐性菌の増加が問題となっています。2004

年に秋田大学附属病院においてもMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）及びVRE

（バンコマイシン耐性腸球菌）のアウトブレイクが起きたことも記憶に新しい。一方、

製薬企業による新規抗菌薬の開発が減少傾向にあり、アカデミアや公設施からの新し

い抗菌薬の開発が望まれています。申請者はこれまで、手付かずの自然が多く残る秋

田の大地に眠る微生物資源を発掘し、創薬資源化を行なってきました。今回、秋田大

学と秋田県立大学のグループによる秋田県産の新しい抗菌物質の開発を目的とした

本研究課題を申請します。  

実験計画を以下に記す。これまで資源化してきた秋田微生物ライブラリーを対象に

抗菌活性を指標としたスクリーニングを行ないます。抗菌活性が見出された微生物培

養抽出液から溶媒抽出、カラムクロマトグラフィー、HPLC等により抗菌物質を単離・

精製し、質量分析やNMR（核磁気共鳴）を用いて構造解析を行ないます。精製された

抗菌物質の活性評価を秋田大学附属病院で分離された薬剤耐性菌を用いて in vitro及

び in vivoで評価を行います。また、抗菌物質生産菌の同定も進めます。  

見込まれる成果等 

多くの国で薬剤耐性菌の増加が問題となっており、日本においてもMRSA、ペニシ

リン耐性肺炎球菌、多剤耐性緑膿菌、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌、といった薬

剤耐性菌による感染症の広がりが大きな問題となっています。また、抗菌薬は慢性疾

患の治療薬と比べると投与期間が短く、企業にとってはあまり利益を生まない薬剤と

いわれています。そのため、多くの製薬企業は抗菌薬の開発から撤退し、新しく承認

される抗菌薬がほとんど出てこないのが現在の状況です。そんな状況下で、研究機関

や政府・関係省庁が連携して新規抗菌薬の開発に取り組むことが求められています。

本研究課題はこのような国際的な問題解決に大学コンソーシアムあきた構成機関が

共同で取り組むことによって、秋田県で発見された新規抗菌薬の開発に結びつくこと

が期待されます。  



 

共同研究者 

氏 名 所属・役職 分担課題 

小泉幸央 秋田大学大学院医学系研究

科・助教 

研究総括・活性測定・単離精製 

常盤野哲生 秋田県立大学生物資源科学

部・准教授 

構造解析 

志村洋一郎 秋田県立大学生物資源科学

部・准教授 

微生物の同定 

嵯峨知生 秋田大学附属病院・准教授 薬剤耐性菌の分離 
 

申請経費    100,000 円（上限 10 万円） 

（内 訳）             

     有機溶媒    40,000 円 

     培地成分    10,000 円 

     一般試薬    20,000 円 

消耗品（シャーレ、チューブ、チップ等） 

      10,000 円 

     実験動物    20,000 円 

 

その他特記事項（ＰＲ等必要に応じて，記入してください。） 

 秋田県は古くから微生物による「発酵」を郷土料理や伝統料理に活用してきた文化

があります。麹を多用する味噌、醤油、漬物、日本酒のほか、納豆やしょっつる等、

幅広い発酵食文化が発展してきました。今回申請する研究プロジェクトも、微生物の

「発酵」により生産された二次代謝産物を創薬へと活かすものであります。秋田県産

の微生物による「発酵」を健康・医療へと応用することができれば、秋田県の「発酵」

文化をさらに醸成し、全国に秋田県の発酵力の強みを発信できる強いインパクトを残

します。また、今回の研究プロジェクトの成果は、中高生に秋田県内の大学でバイオ

科学やバイオ技術を学ぶきっかけや動機を与え、次世代の人材育成にもつながるもの

と考えます。 

 

注）適宜行を追加し，複数ページで作成。  



令和２年度大学コンソーシアムあきた学際的研究プロジェクト実施要項（追加募集） 

○実施目的

大学コンソーシアムあきた構成機関の研究者が共同して取り組む秋田県の地域課題

の解決や活性化に結びつく研究，本構成機関の教育開発に寄与する調査研究等に経費

の助成を行います。 

○助成対象

  複数の構成機関の研究者が共同して行う研究 

○助成件数・金額

  １件・上限 10 万円 

○助成対象経費項目

研究に要する旅費，消耗品購入費，印刷経費，会場借用費等。ただし，飲食費及び

備品となるパソコン・カメラ等の機器の購入は対象としません。 

○申請受付期間

９月 11 日（金）～10 月９日（金）必着 

○提出書類

申請書（別紙様式）

○提出先

  大学コンソーシアムあきた事務局（郵送，またはメール） 

住所 〒010-8502 

秋田市手形学園町１－１ 秋田大学総合学務課内 

TEL 018-889-2843

E-mail conso@jimu.akita-u.ac.jp

○選考

第２回運営委員会（11 月頃）で選考します。なお，必要に応じて，プレゼンテーシ

ョンを実施します。プレゼンテーションを実施する場合は，受付期間終了後，申請代

表宛に連絡します。 

また，多様なプロジェクトへの助成を行うため，応募多数の場合は，採択実績が 

ない，または少ないプロジェクトを優先的に採択します。 

○結果通知

  申請者代表宛にメール又は郵送にて通知します。 



 

○その他 

・研究終了後，実施報告書を提出してください。（様式任意，２月末まで） 

また，２月末～３月に予定している運営委員会等で研究報告を行っていただきます。 

 ・助成方法は，原則として領収書の提出による精算払い（旅費を含む）とします。 

  なお，宿泊費は実費とし，原則１泊あたり１万円を上限とします。 

 ・採択となった場合，翌年度の大学コンソーシアムあきた高大連携授業への御協力を

お願いする場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大学コンソーシアムあきた学際的研究プロジェクトの選考に係る申し合わせ 

平成 29年 8月 23日 

第 2回運営委員会審議・了承 

１．選考対象の前提条件 

大学コンソーシアムあきた学際的研究プロジェクトの選考にあたっては、次の項目を

選考に係る前提条件とする。 

なお、申請件数が採択予定件数以下となった場合は、この限りではない。 

１）過去に当助成金を受給していない研究テーマ（同一研究者による類似テーマを含

む）を優先すること。

２）採択回数の少ない研究テーマ（同一研究者による類似テーマを含む）を優先する

こと。

２．選考対象となる研究テーマの件数が採択予定数を上回る場合の選考方法 

それぞれの研究テーマについて、各運営委員が 20点満点（下記の４つの評価項目ごと

に 5点満点で評価し、合算する）で評価し、総得点数の高い研究テーマから採択するこ

とを原則とする。 

また、個々の研究テーマの得点集計では、最高点 1名分と最低点 1名分の点数を除い

て集計する上下カットを行い、偏った評価が選考に大きく影響することがないように配

慮する。 

＜評価項目＞ 

① 学際的研究プロジェクトとしての妥当性

② 研究テーマの社会的・学術的重要性

③ 研究テーマの独創性

④ 実施計画・支出計画の妥当性
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