
合同説明会(2022.9.14) 質疑応答

No. 質問 回答（越境型） 回答（フェロー）

1

⾼度⼈材の申請書に書いてあるスマート社会というのは，具体的に
何かしらの構想があるものでしょうか（Society5.0のような）？ そ
れとも未知のイノベーションにより訪れると思われる未知の社会も
視野に⼊れたものでしょうか？

-
Society 5.0のような具体的な構想を念頭においていただいても構い
ませんし、⼀般的なスマート社会の概念で広くとらえていただいて
も構いません。

2
標準履修課程には⼊りませんが，修⼠のうちにデータサイエンス・
AI特別専⾨学修プログラムの⼀部の科⽬の単位を取得したのです
が，再度取り直す必要があるのでしょうか．

-

「基礎データサイエンス発展」などデータサイエンス・AI特別専⾨
学修プログラムの必須、選択必須の８科⽬に関しましては、「基礎
データサイエンス」など対応する400番台の科⽬を修⼠課程で履修
されている場合はそれらを8単位の中にカウントしていただけま
す。後期博⼠課程で残りの単位を履修されるときは600番台を履修
してください。
なお、フェローシップとは別の話になりますが、後期博⼠課程⽤の
データサイエンス・AI特別専⾨学修プログラムを修了するための要
件としてはすべて600番台を履修する必要があります。

3 Is there any tax issue for the fellowship? -
フェローシップの研究専念⽀援⾦は税法上雑所得として扱われます
ので、年度末に確定申告を⾏う必要があります。

4
フェローシップの選考は先ほどのスライドの⼈たちのみで⾏われる
と考えてよろしいでしょうか．申請書は専攻が近い（同じ学系の先
⽣など）に読まれるわけではないと考えてよいでしょうか．

-
最初に所属する各学院で書類審査が⾏われます。フェローシップ委
員会は学院の審査結果をうけ、最終選考を⾏います。

5
越境型プロジェクトは2023年度秋募集が最後とのことですが，フェ
ローシップも同様でしょうか？

-
⾼度⼈材育成博⼠フェローシップ制度は、2025年秋募集まで⽂科省
からの予算補助が⾏われます。その後については未定です。

6
As a phd student enrolled in April, would it be possible to get the
Human Resources fellowship?

-
今回の募集で応募対象となるのは、2022年9⽉あるいは2023年4⽉
に本学後期博⼠課程に⼊進学する学⽣ですので2022年4⽉に後期博
⼠課程に⼊学された学⽣は応募できません。

7
As a phd student enrolled in April, I failed the application of
Human Resources Fellowship. Would it be possible for me to get
or apply for it again?

-

フェローシップに応募できるのは後期博⼠課程への⼊進学時のみで
すので、残念ながらその後のフェローシップ募集には応募できませ
ん。なお、2022年春のフェローシップに採択された学⽣が辞退した
場合には今後補⽋採⽤される場合があります。

8
申請書には受ける予定の教員の署名が要求されている。博⼠課程の
指導教員が確定していない場合はどう記⼊すればいいのでしょう
か。

申請の際には、指導を希望する教員と⼗分に博⼠進学後の研究計画
を相談していただき，応募に係る承諾の署名をいただいてくださ
い。

(越境型と同じ）

9
23年度春採⽤は今回限りなのでしょうか。現研究室の教授の退官に
伴い研究室を変更しなければならなく、博⼠課程の研究計画の作成
に困っております。

2023年度春採⽤の募集は今回限りです。博⼠課程の指導教員を急ぎ
決めて下さい。

(越境型と同じ）

10

・申請書の内容に関してですが，研究業績は学部時代のものは載せ
られないという認識でよろしいでしょうか？また，研究実績の範囲
はどれほどでしょうか？（例えば，現在の修⼠で⾏っていない研究
の講演会，資格など）

研究業績については，申請書の注意書きにあるとおり，修⼠課程以
降の業績について記⼊してください。

(越境型と同じ）

11
if i change my research major, do it have influence for me to
apply this two program?

⼊学時に専攻を変更した場合であっても，越境型プロジェクトの選
考に影響はありません。

(越境型と同じ）

12

申請書の記⼊について質問です。選考委員の⽅々が申請書をご覧に
なる際は、カラーのものが配布されるのでしょうか。申請書をモノ
クロで書くべきがカラーで書くべきかの判断のためにお伺いしてい
ます。

申請書は選考委員にデータで共有しますが、以降どのように閲覧し
ているかは委員により異なるため，お答えできません。

(越境型と同じ）

13
I would like to apply for both programs. Is there anything I need to
take note when submitting the documents to one program?

提出は1回で両制度に応募できますので，複数回提出されないよう
に、ご注意ください。

(越境型と同じ）

14
合格発表後に辞退の有無について確認があるとのことでしたが、特
別研究員DC１の2次審査終了まで保留することは可能なのでしょう
か。

特別研究員の合否結果により，越境型プロジェクトの⽀援を受ける
かどうかを決定したい場合には，以下のような流れで⼿続きしてい
ただくことになります。
１）合格発表後の確認では「⽀援を受ける」と回答
２）特別研究員に合格後，速やかに⽀援辞退の連絡を事務局に⾏
う。

(越境型と同じ）

15
途中で学振への採⽤が決まり、⽀援途中で辞退する場合、⽀援学⽣
の義務に関しては、どのような扱いになりますか？

⽀援学⽣の義務については，項⽬によって義務を実施していただく
期間を定めています。⽀援期間が終了するまでの間に実施していた
だくべき義務については当然実施していただく必要がありますが，
それ以外の義務に関しては⽀援終了後に実施していただく必要はあ
りません。

フェローシップ学修プログラムについては、フェローシップガイド
に途中時期での達成⽬安を記載しております。途中でフェローシッ
プを辞退する場合に、その⽬安に対して達成が不⼗分であると考え
られる場合は、フェローシップ辞退以後も実施をお願いする場合が
あります。

16
両⽅のフェロシップとも2年⽬に特別研究員の申し込みが義務付け
られていますが，仮にDCに受かった場合は，引き続き海外研鑽⽀
援等の⽀援が受けられますでしょうか．

⽇本学術振興会（JSPS）の特別研究員になった時点で，越境型プロ
ジェクトでの⽀援は終了します。例えば、3年次4⽉から特別研究員
になる場合、2年次3⽉末をもって本プロジェクトの⽀援は終了とな
ります。従って３年次には⽀援は得られません。

⽇本学術振興会のDCに採択された場合はDCの⽀援の開始時にフェ
ローシップは辞退していただくことになります。

17
If I am not selected in September 2022, will my application
automatically shift to April 2023 round?

2022年度秋採⽤で不採⽤となった場合は，残念ながら，2023年度
春採⽤になることはありません。

2022年9⽉に後期博⼠課程に⼊学した⽅は、2022年秋のフェロー
シップにのみ応募できます。2023年春のフェローシップの対象には
なりません。なお、2022年秋のフェローシップに採択された学⽣が
今後辞退した場合には補⽋採⽤される場合があります。

18

Hello, I am doctoral candidate in Fall 2022. I am sorry if I miss
this information, I saw there are 2 quotas of the scholarship(Fall
2022 and 2023 spring), is there any possibility student failed first
but got accepted in 2023?(because the quota is larger in April)
or should we choose based on when we got accepted?

博⼠課程に⼊学する時期で対象が異なります。
2022年度秋採⽤：2022年9⽉に本学博⼠後期課程に⼊学・進学する
者
2023年度春採⽤：2023年4⽉に本学博⼠後期課程に⼊学・進学する
者
なお，2022年度秋採⽤で不採⽤となった場合は，残念ながら2023
年度春採⽤になることはありません。2022年度秋に⼊学・進学予定
であれば、2022年度秋採⽤にしか応募できません。

(越境型と同じ）

19
採択された後に、プロジェクトの要件を満たしつつ、学外でアルバ
イトとして研究活動を⾏い、報酬を受け取ることができますか
（例：理化学研究所、国⽴情報学研究所など）

アルバイトによる収⼊は「安定的な収⼊」とは⾔えないため，報酬
を受け取ることに制限はありません。ただし、本プロジェクトの趣
旨は研究に専念する環境整備であり，採択者の義務履⾏に⽀障がで
る場合は，不可となります。

(越境型と同じ）



No. 質問 回答（越境型） 回答（フェロー）

20
教育院（ISE)の申請を考えていますが、この⼆つのプログラムと影
響しますか？（例えば同時に申請できないとか）

卓越教育院と越境型プロジェクトを同時に申請していただくことは
可能です。なお，越境型プロジェクトの義務としている参加イベン
トや履修すべき授業科⽬の中には卓越教育院が提供しているものも
ありますので，卓越教育院の修了を⽬指しながら，越境型プロジェ
クトの義務を実施していただくことも可能です。

卓越教育院とフェローシップを同時に申請していただくことは可能
です。

21

I am PhD second year student and currently I receive a privately
funded scholarship which will end at March 2023. But, My PhD
course will end at September 2023. So I would like to have a
financial support from April to September 2023. Am I allowed to
apply for this financial support?

今回の応募対象は，2022年9⽉及び2023年4⽉に博⼠後期課程に⼊
学・進学をする（希望する）⽅です。そのため，現在，博⼠課程に
在籍している学⽣は応募できません。

(越境型と同じ）

22

⼊学時点では「c)   所属する企業等から，⽣活費相当額として⼗分
な⽔準（年額 240 万円以上を基準とする。）で，給与⼜は 役員報
酬等の安定的な収⼊を得ていると認められる者」に該当することか
ら申請資格が無かったものの、在学中に退職等により当該項⽬には
該当しなくなった場合、申請資格のうち「2022年9⽉に本学博⼠後
期課程に⼊進学（予定）する者」という項⽬に関わらず、申請が可
能になる等の配慮はいただけるものでしょうか。

越境型プロジェクトへの応募対象は新⼊学⽣のみとしております。
残念ながら，在学⽣を対象とした応募は⾏っておりませんので，ご
了承ください。

フェローシップに応募できるのは後期博⼠課程への⼊進学時のみで
すので、⼊学後に申請資格を満たしたとしてもその後のフェロー
シップ募集には申請はできません。

23
両⽅のプログラムについて、China scholarship council（CSC）奨
学⾦との併給は可能でしょうか。可能であれば、⽀援額は具体的に
はどのように決めるんですか。

この奨学⾦は募集要項 Ⅲ 申請資格 a の外国政府派遣留
学⽣奨学⾦等に該当します。残念ながら申請資格を有しませ
ん。

中国政府の奨学⾦制度China Scholarship Councilとフェローシップ
の併給はできません。

24
I am research student in Tokyo Tech who will start PhD in April. I
receive MEXT Scholarship at the moment. Is there anyway that I
can benefit from this program?

博⼠⼊学後も⽂部科学省からの奨学⾦を受給することが内定してい
る場合は，応募できません。

(越境型と同じ）

25

Hello, I will enter my PhD program next semester, but currently
have a scholarship that does not allow two scholarships.  Is there
any way I can apply for the scholarship to begin one semester
after I start my PhD?

現在，受給している奨学⾦を博⼠⼊学後も引き続き受給する場合
は，応募できません。

(越境型と同じ）

26
今学内の卓越教育院を登録していますが、この⼆つのプロジェクト
は教育院登録学⽣に優遇措置がありますか。

越境型プロジェクトの義務としている参加イベントや履修すべき授
業科⽬の中には卓越教育院が提供しているものもありますので，卓
越教育院の修了を⽬指しながら，越境型プロジェクトの義務を実施
していただくことも可能です。

フェローシップ学修プログラムでは、卓越教育院で提供しているイ
ベントや授業科⽬が対象となっているものもあります。

27
2022年9⽉に進学する場合は、2022年9⽉と2023年4⽉の両⽅の奨学
⾦に応募することは可能ですか？

2022年9⽉に進学する場合は，2023年度春採⽤（2023年4⽉）に応
募することはできません。2022年度秋採⽤（2022年9⽉）に応募し
てください。

(越境型と同じ）

28
What is required visa status for foriegn students? Is it principly a
student visa? Or can you have a working visa?

越境型プロジェクトの⽀援を受けるためには，本学博⼠後期課程に
⼊学し，留学ビザを取得することが必要です。就労ビザや資格外活
動許可証は必要ありません。

(越境型と同じ）

29
4⽉⼊学を検討中です。現時点では収⼊がありますが、⼊学までに
その仕事を辞める場合は今回の応募資格はあるのでしょうか。

現在，企業等で就業中の⽅で⼊学前までに退職する場合，今回の応
募資格はあります。WEB申請の際，補⾜事項の箇所にその旨を記⼊
してください。

(越境型と同じ）

30
第⼀希望か第⼆希望かによって選考に通るか否か変わることはあり
ますか？ 合否の基準が変わる，同点の際に第⼀希望で出している学
⽣を優先する，第⼆希望の学⽣は補⽋には⼊らないなど

どちらの制度を第⼀希望としていただいても，合否判定に与える影
響はありません。なお，具体的な選考基準等についてはお答えでき
ませんので，ご了承ください。

(越境型と同じ）

31 合格率はどのくらいですか？ お答えできません。ご了承ください。 (越境型と同じ）

32

jsps特別研究員の採⽤結果が10⽉上旬に予定されています。申請締
め切りをそれ以降に設定して頂くと、学⽣さんも審査側も負担を減
らせると思います。次年度以降、そのような変更は予定されている
でしょうか？(教員より)

越境型プロジェクトはJSTの「次世代研究者挑戦的プログラム」の
元で実施しているプロジェクトですが，プログラムの⽬的に『「博
⼠課程に進学すると⽣活の経済的⾒通しが⽴たない」「博⼠課程修
了後の就職が⼼配である」等の理由により，修⼠課程から博⼠後期
課程への進学者数及び進学率がいずれも減少傾向にあるなどの危機
的な状況を打開する』ことがあり，その⽬的を達成するための具体
的な⽅法として，予約採⽤を実施することが提⽰されております。
そのため，学内⾏事等を勘案し，現在の募集時期を定めたところで
す。ただし，予約採⽤については今回が初めての実施となりますの
で，今回の実施状況を踏まえ，次回以降の対応については改めて検
討をしていきます。

ご意⾒ありがとうございます。次回以降のフェローシップ募集の制
度設計において検討させていただきます。

33

越境型の応募につきまして、質問があります。
提出書類の1つである成績証明書ですが、昨年度までの証明書(9⽉
22⽇までに取得できるもの) または 今年度前期までの証明書(9⽉28
⽇以降に取得できるもの) のどちらを提出すればよいでしょうか？

可能な範囲で，直近の成績まで掲載されている証明書をご提出くだ
さい。ただし，提出期限までに間に合わない場合は，昨年度までの
成績が掲載されている証明書でも差し⽀えありません。

-

34

越境型理⼯系博⼠⼈材育成プロジェクトにて，挑戦的・融合的な研
究を⽀援する，との記述がよくみられるのですが，融合的というの
が何を指すのか，いまいち把握できていません．ご説明いただいて
もよろしいでしょうか．

融合的というのは分野の異なる研究者との共同研究的なものや、そ
のような要素を含んだ研究を想定しています。ただ、その異なる程
度にはさまざまなものが考えられますので、柔軟に考えていただい
て結構です。

-

35
・現在ToTALの登録⽣です．ToTALでは殻を破れ！でもある学外で
3ヶ⽉間インターンをやるものがあります．これらは同じものとし
て捉えてもよろしいでしょうか？

リーダーシップ教育院の修了要件である「オフキャンパスプロジェ
クト」において，3か⽉間の学外研鑽（東⼯⼤以外の機関等への留
学など）を⾏う場合は，越境型プロジェクトで⽀援学⽣の義務とし
ている「3か⽉以上の学外研鑽」を実施したものとみなすことがで
きます。

-

36
TAC-MIの登録学⽣です。TAC-MIの⽅で1ヶ⽉のインターンの予定
があるのですが、そのほかに2ヶ⽉のインターンを⾏い、計3ヶ⽉の
インターンと⾒なすことは可能でしょうか？

在学中に合計で3か⽉間のインターンシップを⾏っていただけれ
ば，越境型プロジェクトの義務である「3か⽉間の学外研鑽」を実
施したことと⾒なします。

-

37

I am doctoral student enrolled in April 2022 but could not come to
Japan by the deadline of Cross the Border Scholarship due to
COVID. So, I missed the application for spring 2022 and would
like to apply for Fall 2022 recruitment. Could you clarify if the
number of open slots available for the Fall will be applicable for
me? Or will some slots from Spring are also available for me?

2022年4⽉⼊学者のうち，新型コロナウイルス感染症対策により⼊
国できず，2022年度春採⽤（2022年4⽉⼊学者対象）に応募できな
かった学⽣は，2022年度秋採⽤に応募することができます。
ただし，⽀援期間は最⻑で2025年3⽉までとなります。

-

38
「越境型」について質問があります。学費は⽀援されないけど、修
⼠の時のように、東⼯⼤の「学費免除」制度を申請して利⽤できま
すか？

授業料免除制度への申請は可能です。 -



No. 質問 回答（越境型） 回答（フェロー）

39
越境型について．1次選考通過者は全員が2次選考を受けるのでしょ
うか．つまり，1次選考だけで内定が決定する⼈と2次選考に進む，
⾯接を経て内定が決定する⼈の⼆通りが⽣じるのでしょうか．

１次選考通過者の全員が２次選考の対象になるわけではありませ
ん。1次選考の審査結果によっては，２次選考の受験を免除され内
定が決定する場合もあれば、1次選考の結果のみで不合格が決定す
る場合もあります。

-

40
越境型の選考も幅広い学院の先⽣によって⾏われると考えてよろし
いでしょうか

越境型プロジェクトは「⾼度専⾨⼒（specialized skill）をベース
に、異分野の知性と協働できる汎⽤⼒（transferable skill）を兼備
した越境型理⼯系博⼠⼈材を輩出すること」を⽬的としていますの
で，選考の際にも，幅広い分野の先⽣⽅が審査を⾏っています。

-

41

越境型理⼯系博⼠⼈材育成プロジェクトについてお聞きしたいと思
います．HPでは「本学が強みを有し、特に強化すべき研究教育分
野として、以下の6つの分野を定めています」との記述があります
が．博⼠での研究課題がこれらの6つに該当する場合は受かりやす
く，そうで無い場合は受かりにくいと認識してよろしいでしょう
か．

６つの分野の中から⾃分の研究が最も近いと思うものを選んで下さ
い。本学にはさまざまな研究を⾏っている先⽣⽅がおられますの
で、幅広く考えてください。

-

※重複する質問は省略しています。


