
【セイコーエプソン株式会社】 2022年度冬季 情報系職場受入コース テーマ一覧
情報系職場受入コースは、5日間もしくは2週間にわたり、エンジニアと一緒に業務を体験するコースです。

冬季は、67のテーマをご用意しました。皆さんからのご応募お待ちしています。

※1　受入事業所の所在地：「千歳事業所」「札幌ソフトセンター」＝北海道／「北九州オフィス」＝福岡県／「大分ソフトセンター」＝大分県／左記以外の事業所＝長野県

※2　在宅実施可否の欄が「○」のテーマは、新型コロナウィルス感染拡大時には在宅実施に切り替えます。

　　　 その他のテーマについては、やむを得ず中止になる可能性もございます。ご了承ください。

1/23(月)

～27(金)

2/6(月)

～10(金)

1/23(月)

～

2/3(金)

2/6(月)

～17(金)

知的財産

関連
1 知的財産 ・知的財産の業務概要を理解する

・知的財産の業務を体験することにより、実際の業務の全体感や基本的

な流れを学ぶことができる

・製品と知的財産の関係を知り、知的財産の重要性を学ぶことができる

・若手社員との交流を通して、入社後の生活の様子や、成長ステップなど

をイメージすることができる

松本南

事業所
× ○ ○

・知的財産に興味がある方

・論理的思考力

技術開発

関連
2 フォトニック結晶レーザー開発 ・素子の試作、評価

・レーザー素子の試作プロセスから、素子評価までを通して体験できる

・素子形成プロセスにおける着眼点や素子評価の手法について学ぶことが

できる

富士見

事業所
× ○ ○ ○ ○

・半導体、光源、レーザーに興味がある

方

技術開発

関連
3 薄膜ピエゾデバイスの基礎開発と応用

・エプソンのコア技術である薄膜ピエゾデバイスについて、座学や

クリーンルーム見学等を通して概要を学ぶ

・さらに実験評価を通じて理解を深めるとともに、本デバイスを

用いた応用アプリケーション評価も担当し、デバイス基礎開発か

ら応用開発までの幅広い業務を体験する

・他では体験できない薄膜ピエゾをはじめとするMEMSデバイスについて、製

造現場の見学や実験評価を通じてその概要を学ぶことができる

・MEMSデバイスのエレキ設計、デバイス設計、シミュレーション、各種評価

を通じて、企業での基礎開発の進め方を体験することができる

務を体験することができる

広丘

事業所
○ ○ ○ ○ ○ ・オフィス系ソフトの基本操作

技術開発

関連
4

インフォマティクスの手法によるものづくり加工プロ

セス最適化

・成形条件と成形品質について、多変量解析の基礎検証を

行う

・機械学習による成形条件の最適化技術を構築して、検証を

行う

・Pythonによるデータ分析を学ぶことができる

・製造データを使った問題解決を体験できる

・企業におけるMI/PIの手法について、概要を理解することができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○

・プログラミング経験(Python)

・機械学習の基礎知識

・大学教養レベルの工学・材料知識

技術開発

関連
5

数値流体シミュレーションによる液滴の濡れ広が

り挙動の解析

・インクジェット液滴の濡れ広がりや浸透挙動について、数値流

体シミュレーションを用いて解析する

・液滴物性や印刷対象物によって変化する濡れ広がりや浸透

挙動を定量的に把握する

・数値流体シミュレーションの活用方法が体験できる

・シミュレーションを行う上での物理モデルの重要性を学ぶことができる

・目で見ることが難しい現象を、計算機シミュレーションにより可視化すること

の意味や面白さが体験できる

富士見

事業所
× ○ ○ ○ ○

・物理学の基礎知識

・オフィス系ソフトの基本操作

技術開発

関連
6

数値計算と深層学習の融合技術Physics

Informed Neaural Network(PINNs)の実

課題への適用調査

・従来のシミュレーション手法と異なる、深層学習による物理シ

ミュレータについて、実設計課題もしくは擬似設計課題を通じて

その有用性を調査および評価する

・設計課題は流体流路についてを予定

・最先端の技術について自分で調査して進める仕事を体験できる

・深層学習と数値計算の融合領域を体験できる

・数値計算における物理モデルについて学習することができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○

・物理学の基礎知識

・深層学習の基礎知識

・プログラミング経験(Python)

■Physics Informed Neaural Network(PINNs)

https://docs.nvidia.com/deeplearning/modulus/

user_guide/getting_started/installation.html

情報システ

ム関連
7

ソフトウェアテスト技術を用いてWebサービスの

品質確保

・ソフトウェアを作る設計技術やコーディング技術と同じく、ソフト

ウェアの品質を確保するための「ソフトウェアテスト」と呼ばれる技

術があり、座学や実習を通してそれを学びソフトウェアの品質確

保を体験する

みなさんも経験があるかもしれませんが、ソフトウェアを作るときには必ずバグ

(不具合)が入り込みます。学校では「作る」ことを中心に学ぶと思います

が、企業での製品開発では「良い品質にする」ことも同じくらい重要です。

知的で論理的なことが好きな方には面白い仕事だと思います。また設計者

にとっても品質を向上させる手法を学ぶ良い機会となります。

松本南

事業所
× ○ ○

情報システ

ム関連
8

ソフトウェアテスト技術を用いてWebサービスの

品質確保

・ソフトウェアを作る設計技術やコーディング技術と同じく、ソフト

ウェアの品質を確保するための「ソフトウェアテスト」と呼ばれる技

術があり、座学や実習を通してそれを学びソフトウェアの品質確

保を体験する

みなさんも経験があるかもしれませんが、ソフトウェアを作るときには必ずバグ

(不具合)が入り込みます。学校では「作る」ことを中心に学ぶと思います

が、企業での製品開発では「良い品質にする」ことも同じくらい重要です。

知的で論理的なことが好きな方には面白い仕事だと思います。また設計者

にとっても品質を向上させる手法を学ぶ良い機会となります。

札幌

ソフト

センター

× ○ ○

情報システ

ム関連
9

Google Cloud Platform(BigQuery)とBI

ツールを使った企業内ビッグデータ活用

・企業内でデータ活用の実態を学ぶ(座学)

・データ統合基盤(BigQuery)へのデータ投入や、データ統

合、集計処理を実演する(実技)

・BIツールを使ったダッシュボード・レポートの構築(実技)

・オープンデータの活用、機械学習モジュールの活用(実技)

・各企業で注目が高い、「データを競争力に変える」という分野について、企

業の実務の実体を知ることができる

・ビッグデータを扱うためのデータ基盤や最新のBIツール、各種クラウドサービ

スなど、ビジネスで活躍するためのツールに触れ、体感することができる

・若手中心のチーム構成のため、社会人2~3年目の社員の生の声が聞け

る

松本南

事業所
× ○ ○ ○ ○

・プログラミング(初級)

・データベース(初級)

プリンター

関連
10

プリンター製品の環境負荷の可視化および環境

認証ラベル申請手続きの体験

原料調達から製造、輸送、廃棄・リサイクルに至る環境負荷を

算定する「ライフサイクルアセスメント(LCA)」を学び、プリンター

製品を題材にして環境負荷の定量化を体験する。併せて環

境に関する世界各国の規制・ラベル概要と、製品適合の過程

を学ぶ。

・環境負荷概念、ライフサイクルアセスメント手法を学ぶことができる

・情報機器関連の環境規制、環境ラベルに関する知識が得られる

・プリンター製品の構造や製造過程を理解できる

環境問題への意識が高まるなか、製品のライフサイクル全般にわたる環境

負荷の情報開示や削減努力が求められている。セイコーエプソンは環境ビ

ジョン2050を策定し、高い目標を掲げて取り組んでおり、実習ではその実

現に不可欠な定量化手法の習得を通じ、ものづくり企業の地球環境保全

に対する責任の重さと、取り組みの現場を体感できる。

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○

・オフィス系ソフトの基本操作 ■セイコーエプソン 環境ビジョン2050

https://www.epson.jp/SR/environment/vision/

プリンター

関連
11

商業・産業用 大型プリンターの構造設計、検

証評価、及び動作シーケンス設計

大型プリンターの仕組みを学び、実際にメカユニットを触ったりプ

リンターを動かすことで、設計課題解決の検討～結論出しのプ

ロセスを学ぶ。

普段我々が目にする製品の裏側で、その製品がどんなことをやっているの

か、それを実現するためにどんな考えを持って設計しているかを、プリンター

設計を通して学ぶことができる。また身の回りの製品に込められた設計者の

想いを知ることができる。

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○ ○ ○

・機械工学の基礎知識

・ものづくりに対する好奇心

プリンター

関連
12 大判プリンターの設計、設計検証

・大判プリンターの設計業務を体験し、設計プロセスを学ぶ

・設計した部品を3Dプリンターで制作し、設計検証を行う

・大判プリンターの設計、設計検証を体験することで設計業務の一連の流

れを学ぶことができる

・3Dプリンターで部品を作成することができる

・AR/VR使った試作レスでの設計検証、BIツールを用いたデータ分析等

を、実際に現場で行う様子を見ることができる

・様々な年代の社員と交流ができ、会社生活へのイメージを持つことができ

る

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○

・機械工学or物理or化学の基礎知

識

・ものづくりに対する好奇心

プリンター

関連
13

ビジネスインクジェットプリンターの画質設計・評

価

・ビジネスインクジェットプリンターの画質設計・評価の一部を体

験し、プリンターの構成要素や要求項目、インクジェットプリン

ターの画像処理の役割とその技術内容について学ぶ

・インクジェットプリンターの画像処理とその役割を学ぶことができる

・プリンターの出力品質は画像処理だけでは決まらず、プリンターを構成する

様々な要素の影響を受けるため、画質とプリンター構成要素の関連性を

知ることができる

・印刷条件と最終画質はロジカルに繋がっており、その道筋を理解し、画質

が変化する面白さを目に見える形で経験することができる

・上記を通して物事を多面的に見る力・論理的思考を養うことができる

・職場メンバーとの交流を通してエプソンで働くことへのイメージを掴むことが

できる

広丘

事業所
× ○ ○ ○

・オフィス系ソフトの基本操作 ■ドットコントロールテクノロジー

https://corporate.epson/ja/technology/search-

by-products/printer-inkjet/dot-controll-

technology.html
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※1

製品等 テーマ名 実習内容
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No
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※1
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アピールポイント
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プリンター

関連
14

ラベルプリンター、デジタルラベル印刷機の画質

設計/評価

・ラベルプリンター、デジタルラベル印刷機の画質設計・評価の

一部を体験し、プリンターの構成要素や要求項目、インクジェッ

トプリンターの画像処理の役割とその技術内容について学ぶ

・インクジェットプリンターの画像処理とその役割について学ぶことができる

・プリンターの出力品質とプリンター構成要素の関連を知ることができる

・物事を多面的に見る力・論理的思考を養うことができる

・様々な年代の社員との交流を通して、社会人生活のイメージを持つこと

ができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○

・プリンターの印刷品質/画像処理技

術に対する好奇心

■ドットコントロールテクノロジー

https://corporate.epson/ja/technology/search-

by-products/printer-inkjet/dot-controll-

technology.html

プリンター

関連
15 昇華転写プリンターの画質設計/評価

・昇華転写プリンターのICCプロファイル設計、画質確認評価を

体験し、画質設計の役割とその技術内容について学ぶ

・インクジェットプリンターの画質設計とその役割について学ぶことができる

・プリンターの出力品質とプリンター構成要素の関連を知ることができる

・仕事の流れ、インプット(要求)からアウトプット(報告)を学ぶことができる

・様々な年代の社員との交流を通して、社会人生活のイメージを持つこと

ができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○

・自ら仮説を立て、検証、考察、レポー

トを作成する経験がある方

■ドットコントロールテクノロジー

https://corporate.epson/ja/technology/search-

by-products/printer-inkjet/dot-controll-

technology.html

プリンター

関連
16

レシートプリンター向け取扱説明書の企画・設

計

・お客様へ製品の使い方情報を分かりやすく伝える手段を考

え、取扱説明書を作成し、実際にモノづくりを経験する
・テクニカルコミュニケーションを学ぶことができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○

・コミュニケーション能力

プリンター

関連
17 プリンター向けスマホアプリの企画及び設計業務

・プリンターを活用するエプソン製スマホアプリについて、企画立

案から設計・コーディング業務及び設計評価まで、開発業務の

一連の流れを体験する

・企画から実装、評価までを体験することで企画設計業務の一連を学ぶこ

とができる

・物事を多面的に見る力を習得できる

・若手社員との交流を通して、働くイメージを持つことができる

・ソフトウェアコーディングを通して、エプソンのソフトウェア技術を体感できる

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○

・プログラミング経験(言語不問)

プリンター

関連
18

MPS実現のためのプリンター情報収集ツールの

作成体験

オフィスでは、印刷コスト管理のために利用状況を把握したり、

業務を止めないよう機器を監視するサービス(MPS:Managed

Print Service)が求められている。当課では、サービス実現の

ために様々なプリンターから情報を収集してその情報をお客様

に表示したり、サーバーに送ったりするツールの企画、設計、開

発業務を行なっている。プリンターから情報を収集する方法を

学び、ツールを作成する事で、企画・設計・開発業務を体験す

る。

・エプソンが提供している課金・保守サービスを学ぶことができる

・プリンターの情報収集方法を学ぶことができる

・企画/設計/開発の業務体験ができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○

・プログラミング経験(言語不問ですが、

C#で体験いただきます)

【在宅実施に切り替えとなった場合の

条件】

Visual Studio Community

2019(無料ダウンロード)をインストー

ルしてもらいます。

・OSはWindows10

・PCの空き容量20GB程度必要

・2GB以上のRAM

プリンター

関連
19

若手エンジニアと学びながら体験、「衣・食・住」

に彩りと鮮やかさを実現する、エプソンのデジタル

印刷を支えるクラウドを使ったWebアプリケーショ

ン開発

・エプソンが商業/産業向けに販売している各種プリンターの紹

介

・エプソンで行われているソフトウェア開発の業務紹介

・クラウドを用いたWebアプリケーション開発の体験

・紙への印刷だけではない、商業/産業向けプリンター市場について学ぶこと

ができる

・AWSサービスを利用したWebアプリケーションの開発方法について学ぶこ

とができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○

・プログラミング経験(言語不問)

プリンター

関連
20 業務用プリンター向けのWebサービス開発体験

・業務用プリンター向けクラウドサービスのWebAPIを用いて、プ

リンターの遠隔印刷機能を用いたWebサービス開発を体験す

る

・Webサービス開発の基礎を学ぶことができる

・クラウドサービスを構成する要素や、ネットワーク通信の基礎について学ぶ

ことができる

札幌

ソフト

センター

○ ○ ○ ○ ○

・Web/ネットワークの基礎知識

・HTML/CSS/JavaScriptの基礎知

識

プリンター

関連
21

スマホを使用した画像処理アプリケーションの開

発

・Android Studioを使い、カメラで撮影した画像を加工して

印刷データを作成する

・スマホ向けソフトウェア開発を通じて、開発プロセスを学ぶ

・業務としてのソフトウェア開発プロセスを学ぶことができる

・ソフトウェアによる画像処理技術を学ぶことができる

・スマホ向けソフトウェアの開発方法を学ぶことができる

札幌

ソフト

センター

○ ○ ○

・プログラミング経験(言語不問) 【在宅実施に切り替えとなった場合の

条件】

・AndroidStudioの動作するPC

・AndroidOSを搭載したスマホ

プリンター

関連
22 大判プリンターの回路評価

開発中の新規大判プリンターについて、最終的な電気回路の

評価を行う。また、本製品の企画、設計、コアとなる技術などに

触れ、エプソンにおいてどのようなプロセスで製品が作られていく

のか理解することができる。実習においてはこれらのプロセスのう

ち、回路が正常に動作するかなど最終確認の部分を担当者と

一緒に取り組む。

回路設計はプリンターを構成する無くてはならない要素である。製品の回

路を評価をする過程で、どのような技術で大判プリンターが成立しているの

か？核となる技術はなにか？などを理解できる。社内には若い人も居れば

非常に高度な知識を持っている人もいるため、多くの人との様々なコミュニ

ケーションを通してエプソンならではの魅力を感じ取ることができる。

広丘

事業所
× ○ ○ ○

・電気関係orソフト関係の基礎知識

プリンター

関連
23 ノイズ影響を低減させるプリンターの回路設計

・ハイエンドのフォトプリンターのLCDインターフェースを題材に、ノ

イズの影響を低減する回路設計を学習する

・ノイズを低減するフィルター回路を設計した後、実際に信号波

形や電磁界の評価を実施することで、回路を設計する一連の

流れを理解すると同時に、自分で設計する楽しさ、難しさを体

感する

・回路設計に重要なノイズ低減手法を理論と実践の両面から学ぶことがで

きる

・回路シミュレーションを用いた回路設計を理解できる

・3次元電磁界の可視化を体験できる

・実際の商品を使用して評価を実施し、商品開発の面白さを体験できる

広丘

事業所
× ○ ○ ○

・電気系の基礎知識

・オシロスコープの使用経験(無くても

可)

プリンター

関連
24 プリンター製品の世界各国の認可取得

・世界各国でプリンターを販売するために必要な認可を取得す

る一連の仕事の流れを学ぶ

・認可取得の重要性、並びに多様な国・地域の規制認可制

度の概要を学ぶとともに、世界中のパートナーと協業して認可

を取得する難しさ・面白さを体験する

・世界各国の法規制を読み解き、どうやって製品の認可を取得するか課題

解決を学ぶことができる

・多種多様な製品に触れ、用途ごとの特徴を知ることができる

・世界中のパートナーと協業して業務を進める交渉・折衝スキルを学ぶこと

ができる

認可取得は、様々な国・地域毎に制度も多様、運用の厳格さ・考え方も

様々な中でグローバルに製品をお届けする、情報量の多い仕事である。世

界中のエプソングループ現地法人の仲間や協業する認証機関とのコミュニ

ケーションを通じて一つ一つ課題を達成する醍醐味を知ることができる。

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○

・オフィス系ソフトの基本操作

・英語 TOEIC L&R　500点程度(無

くても可)

■認可取得

https://ul-certification.com/

プリンター

関連
25

産業・商業向け大判プリンターの安全規格適合

設計・適合性試験

・産業機(デジタルラベル印刷機、デジタル捺染機、乾式オフィ

ス製紙機PaperLab)および大判プリンターを題材に安全規

制・規格を学び、リスク評価を通した安全規格適合のための要

件抽出と適合設計の過程を学ぶ

・世界各国の安全規格・規制の知識が得られる

・実際の大型プリンター製品に触れ、リスク評価や企画適合性試験を体験

できる

・互いの知識・スキルを補い合って目的を達成するチームワークを体感でき

る

安全規格適合設計は、製品を全世界に販売するために必要な各国の規

格規制に適合させ、使用されるお客様の安全を担保すると同時に、使い

勝手やコストなどの商品価値と両立させる役割を担っている。その実現のた

めに、メカ・エレキ・制御など多岐に渡る要素の知識が要求される、設計の

中でもやりがいのある仕事である

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○ ○ ○

・オフィス系ソフトの基本操作 ■対象製品紹介

https://www.youtube.com/watch?v=kFrgsXsjX

cI

https://www.epson.jp/products/surepress/?fwli

nk=jptop_carousel_20

https://www.epson.jp/products/textile/?fwlink

=jptop_carousel_22

https://www.epson.jp/products/paperlab/?fwli

nk=jptop_carousel_28

https://www.epson.jp/products/largeprinter/?

model=sign&#signdisplay

プリンター

関連
26 スキャナー画像処理におけるAI技術応用体験

スキャナーの役割、期待される機能、お客様に期待される画質

とは何かを学ぶ。そして、AI技術を用いた画質向上の手法を体

験し、応用分野を考える。

プリンターで知られるエプソンですが、実世界からデジタルへの入り口となるス

キャナー開発の歴史も長く、その役割、期待される機能や、世の中に出す

製品としての品質確保の手法を学ぶことができる。

また、AIによる画像処理を実践することで、画像という見た目でわかる効果

を経験できる。

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○

https://corporate.epson/ja/technology/search-by-products/printer-inkjet/dot-controll-technology.html
https://corporate.epson/ja/technology/search-by-products/printer-inkjet/dot-controll-technology.html
https://corporate.epson/ja/technology/search-by-products/printer-inkjet/dot-controll-technology.html
https://corporate.epson/ja/technology/search-by-products/printer-inkjet/dot-controll-technology.html
https://corporate.epson/ja/technology/search-by-products/printer-inkjet/dot-controll-technology.html
https://corporate.epson/ja/technology/search-by-products/printer-inkjet/dot-controll-technology.html
https://corporate.epson/ja/technology/search-by-products/printer-inkjet/dot-controll-technology.html
https://corporate.epson/ja/technology/search-by-products/printer-inkjet/dot-controll-technology.html
https://ul-certification.com/
https://ul-certification.com/


1/23(月)

～27(金)

2/6(月)

～10(金)

1/23(月)

～

2/3(金)

2/6(月)

～17(金)

URL5日間 10日間 備考

在宅

実施

可否

※2

実習期間 対象者

必要なスキル
学士

修士
博士

受入

事業所

※1

製品等 テーマ名 実習内容
アピールポイント

（得られるスキル、能力、面白さなど）
No

プリンター

関連
27

プリンターメカ制御ファームウェア業務プロセス体

験と、業務改善への取り組み体験

・要求分析から設計、実装、評価まで、実際に行っているファー

ムウェア設計の業務プロセスを体験し、学ぶ

・業務プロセス改善の取り組みについて体験し、改善の楽しさを

学ぶ

・商業プリンタージャンルのファームウェア設計部門で具体的に働くイメージを

体感できる

・開発後、もしくは開発中の製品を実際に触って、動かすことができる

・業務中の気づきから、業務改善に繋げる姿勢について学ぶことができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○

・プログラミング経験(C言語)

プリンター

関連
28

UIデバイスのファームウェア機能の設計・実装・

評価業務

・ファームウェアの設計、実装、評価とそれぞれのフェーズでのメン

バーとのレビューを体験する

・LED/KEY/LCD/タッチパネル/Buzzer/Speakerなどの各

種デバイスのドライバの作成を行う

・ファームウェア設計業務の流れを学び、体験できる

・LED制御などの直感的にハードウェアをファームウェアで制御する体験がで

きる

広丘

事業所
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・プログラミング経験(C言語)

プリンター

関連
29

インクジェットプリンターのインクシステム制御ファー

ムウェア設計業務

・インクジェットプリンターのインクシステム制御ファームウェア設計

業務として、インク充填制御について学ぶ。インクが充填されて

いないプリンターに対して、インクカートリッジからヘッドにインクを

充填し、印刷可能な状態にする

・実業務としては、設計者とともに設計書の作成、設計レ

ビュー、コーディング、評価など、一連の設計プロセスを経験する

・組み込みシステムを利用して、プリンターを動作させ製品を作り上げる方

法にて、実践的に学ぶことができる

・要件整理、設計、実装、評価といった、ソフトウェア設計プロセスを学ぶこ

とができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○

・プログラミング経験(C言語)

プリンター

関連
30 プリンター本体パネルの製品開発(GUI設計)

シミュレータを用いてGUI開発の流れを体験する。既存GUIの

改善点をお客様価値(使い勝手)観点で考え、自らその価値

を作り上げることで、製品開発プロセスを学ぶことができる。

・UI設計を体験し、ユーザー視点でのものづくりを学ぶことができる

・ソフトウェア設計で実現可能なことを、視覚的に体験することができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○

・プログラミング経験(C言語、C++)

プリンター

関連
31 プリンターファームウェアの検査設計体験

1）ソフトウェアテスト業界の紹介と基礎知識の習得

　　(SQiP:品質、JaSST:テスト技術、JSTQB:技術者認定)

2)　プリンターの基礎知識およびテストの基礎について学習

3）例題を見て検査設計を実施 　例) 沸騰ポット

4）プリンターの仕様から簡単な検査設計を実施

5）自分で検査設計した項目で検査を実施

・エプソン製プリンターに実際触れて機能を体験することができる

・テストの設計・実施プロセスを学ぶことができる

・テストにより品質が高められているプロセスを体験することができる

・現場メンバーとコミュニケーションの機会を多く設け、会社の風土や仕事の

楽しさなどを聞くことができる

広丘

事業所
○ ○ ○ ○ ○

プリンター

関連
32 プリンターファームウェア ユースケーステストの体験

1）ソフトウェアテスト業界の紹介と基礎知識の習得

　　(SQiP:品質、JaSST:テスト技術、JSTQB:技術者認定)

2) プリンターの基礎知識およびテストの基礎について学習

3) ユースケースの作成方法の学習

4) お客様の使い方を想定したユースケースを作成

5) 自分で作成したユースケースでテストを実施

6) プリンターの新たなユースケース(使い方)を提案する

・ソフトウェアテストの基礎知識を習得できる

・お客様視点での品質確保について学ぶことができる

・ユースケースの作成方法を習得できる

・ユースケーステストの体験ができる

・ユースケースを学ぶことで、発想力、企画力を養うことができる

・現場メンバーとコミュニケーションの機会を多く設け、会社の風土や仕事の

楽しさなどを聞くことができる

広丘

事業所
○ ○ ○ ○ ○

プリンター

関連
33 スマホアプリの検査設計・検査体験

1）ソフトウェアテスト業界の紹介と基礎知識の習得

　　(SQiP:品質、JaSST:テスト技術、JSTQB:技術者認定)

2) プリンターの基礎知識およびテストの基礎について学習

3)　スマホアプリの基礎知識を習得

5）スマホアプリの仕様から簡単な検査設計

6）自分で検査設計した項目で検査を実施

・エプソン製プリンターに実際触れて機能を体験することができる

・テストの設計・実施プロセスを学ぶことができる

・テストにより品質が高められているプロセスを体験することができる

・現場メンバーとコミュニケーションの機会を多く設け、会社の風土や仕事の

楽しさなどを聞くことができる

広丘

事業所
○ ○ ○ ○ ○

プリンター

関連
34 スキャナードライバーの検査設計・検査体験

1）ソフトウェアテスト業界の紹介と基礎知識の習得

　　(SQiP:品質、JaSST:テスト技術、JSTQB:技術者認定)

2) プリンターの基礎知識およびテストの基礎について学習

3)　スキャナーの基礎知識を習得

4）例題を見て検査設計を実施 　例) 沸騰ポット

5）スキャナーの仕様から簡単な検査設計

6）自分で検査設計した項目で検査を実施

・エプソン製スキャナに実際触れて機能を体験することができる

・テストの設計・実施プロセスを学ぶことができる

・テストにより品質が高められているプロセスを体験することができる

・現場メンバーとコミュニケーションの機会を多く設け、会社の風土や仕事の

楽しさなどを聞くことができる

広丘

事業所
○ ○ ○ ○ ○

プリンター

関連
35 エプソン製プリンターのソフトウェアテスト体験

エプソン製プリンターのソフトウェアテストを体験する

　・検査設計技法の実習

　・自分で作成した検査仕様書による実機テスト

　・テスト自動化プログラムによる実機テスト

・エプソン製プリンターのソフトウェアテストを学習することができる

・エプソン製プリンターの操作を体験することができる

・テストの自動化を体験することができる

・現場メンバーとのコミュニケーションの機会を多く設け、会社の風土や仕事

の楽しさなどを聞くことができる

広丘

事業所
○ ○ ○ ○ ○

プリンター

関連
36

Raspberry Piを使った組み込みLinux開発の

体験

市販のリファレンスボード(Raspberry Pi)を使った組み込み

Linux開発を通して、インクジェットプリンターを含む組み込み機

器のソフトウェア開発業務を体験する。

・組み込みLinuxに関する基礎的な知識や操作を学んでいただいた後、実

際に設計テーマを設定して組み込みソフトウェア設計を経験することができ

る

・プリンターや家電製品など、身の回りで使われている電子機器のソフトウェ

アが、どのように開発されているのかを体験ができる

広丘

事業所
○ ○ ○

・プログラミング経験(C言語)

・Linuxの使用経験

【在宅実施に切り替えとなった場合の

条件】

・PCの用意(10GB程度の空きディス

ク容量があるもの）をお願いします

・事前にraspbery Piに関してネットで

情報収集をお願いします

プリンター

関連
37

プリンターとUSBメモリの接続制御に関するファー

ムウェア設計

プリンタ－にUSBメモリを接続し使用する機能について、通信

仕様の理解、ファームウェア開発プロセスの理解を、課題を通じ

て学ぶ。

・プリンターファームウェアの概要を学ぶことができる

・USB規格の概要を学ぶことができる

・USBメモリ利用観点での内部構造を学ぶことができる

・ファームウェア開発のプロセスフローを学ぶことができる

広丘

事業所
× ○ ○

・プログラミング経験(C言語)

プリンター

関連
38

プリンター本体、アプリケーションのGUIデザイン業

務

プリンター組み込みのGUI、PCやスマホアプリのGUIにおいてコ

ンセプト構築からプロトタイピングを行い、ユーザビリティ評価を通

して結果の分析から課題を抽出し、解決策の提案まで行う。

・プリンター本体の組み込みGUI、PCやスマホアプリのGUIのデザインにおけ

る様々なノウハウを吸収ことができる

・GUIデザインにおける一連のプロセスを経験することができる

広丘

事業所
○ ○ ○

・UI、GUIデザインの教育課程の受講

経験

・宿題(商品の事前UIリサーチなど)を

お願いするかもしれません

・可能であればGUIデザインにかかわる

作品、授業での課題などのポートフォリ

オを提出ください

プリンター

関連
39

Windows用プリンタードライバー、ユーティリティ

ソフトウェアの設計、開発

市場公開するWindows ドライバー、ソフトウェアの設計、プロ

グラミング(C/C++/C#言語)、テスト

・エプソンで一番使われているソフトウェア群の開発に携わることができる！

・自分の携わったソフトウェアが市場に公開されて使ってもらえる！

・商用ソフトウェア開発プロセス、プログラミング技術に触れることができる！

広丘

事業所
○ ○ ○

・プログラミング経験(C言語)

・オフィス系ソフトの基本操作

プリンター

関連
40

プリンター完成品工程用印字検査プログラム評

価

プリンター完成品工程で使われている検査プログラムの評価業

務。プリンターの構造の理解と合わせて、モノづくり現場での品

質造り込みの概念を理解する。

・エプソンのモノづくりの進め方を通し、生産技術に関する概念を理解する

・プリンターの基本構造を学ぶことができる

・プログラム評価方法を学ぶことができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○ ○

・プログラム経験(できればC言語)

プリンター

関連
41

大判インクジェットプリンターの新製品量産準備

業務体験

大判インクジェットプリンターの製品品質を検証する製品評価や

組立動画手順書の作成等を体験し、新製品の商品化プロセ

スを学ぶ。

・当社プリンター製品の動作原理を知り、高い技術力に触れることができる

・新製品の商品化プロセス業務を体験することで、当社のものづくりを体感

できる

広丘

事業所
× ○ ○ ○

・オフィス系ソフトの基本操作



1/23(月)

～27(金)

2/6(月)

～10(金)

1/23(月)

～

2/3(金)

2/6(月)

～17(金)

URL5日間 10日間 備考

在宅

実施

可否

※2

実習期間 対象者

必要なスキル
学士

修士
博士

受入

事業所

※1

製品等 テーマ名 実習内容
アピールポイント

（得られるスキル、能力、面白さなど）
No

プリンター

関連

(オフィス・

ホーム)

42 スキャナーのファームウェア設計業務体験

・ファームウェア設計業務の体験

・ファームウェア評価業務の体験

・新機能の企画提案業務の体験

・若手社員との交流

・エプソン製スキャナーに実際に触れて機能を体験できる

・ユーザー目線に立って使い方を考えるというプロセスを体験できる

・スキャナファームウェアのプログラム作成、開発基板やデバッカを用いた開発

環境、評価手法を体験できる

・社員と交流し、会社や職場の雰囲気を知ることができる

北九州

オフィス
× ○ ○ ○ ○ ○

・プログラム経験(C言語、C++)

プリンター

関連

(商業・

産業)

43 インクジェットプリンターのモーター制御設計/評価

・カラリオプリンターの新製品の評価を行う

・他社のプリンターの比較を通じ、よりお客様に求められるプリン

ターのあるべき姿を考える

・エプソンを担うプリンターの設計現場、評価を直に体験ができる

・同世代の社員からの指導、一緒に業務を行うことで、現場の雰囲気を味

わうことができる

広丘

事業所
× ○ ○ ○

プリンター

関連

(商業・

産業)

44
デジタル捺染機(モナ・リザ)によるデジタル捺染

のプロセス最適化

・デジタル捺染機(モナ・リザ)を使って、様々な生地への捺染を

行う

・最先端の顔料インクを用いて、省水、省エネルギープロセスで

のワークフローの最適化を行う

・地球環境への負荷を低減させる可能性のあるインクジェット捺染を、当社

の最新インクジェットプリンターとインクを使うことで、捺染における最先端のデ

ジタル化を体験できる

富士見

事業所
× ○ ○ ○ ・化学系の知識(無くても可)

プリンター

関連

(商業・

産業)

45

乾式オフィス製紙機PaperLabのメカ設計、試

作評価、紙評価を通じて製品設計技能、製品

品質改善活動の手法を取得する

実機の設計業務と試作品の評価を体験する。市場要求に対

する製品改善、機能改善の考え方を学びながら、実際のCAD

に触れて模擬図面製作や3Dプリンタによる試作品作成などの

設計業務を経験する。また実際のPaperLabを使って様々な

紙種による装置条件の最適パラメータを探索しながら、実際に

製紙された紙の特性評価を行う。

・現行機種を使った設計活動、評価活動に参加し、実物の古紙再生装

置を動かしながら、一連の設計活動、評価活動が体験できる

・現行機種を使って、実際に投入するインプットとなる古紙を変えながら装

置の最適パラメータを探索し、アウトプットとなる製紙の紙特性を計測する

ことで、古紙の紙再生一連の流れを体験できる

・環境製品を扱う事で環境価値貢献、SDGSを学ぶことができる

神林

事業所
× ○ ○

プロジェクター

関連
46 プロジェクター本体組立、検査、量産工程設計

・プロジェクター本体組立・検査・梱包の量産工程設計

・検証ツールを使用し、設計図面から組立手順の構想、治工

具設計、工程指示書への展開を体験する

・検証ツールによるデータ検証だけではなく、実際に実機分解・組立を行

い、実際の量産工程で実施しているものづくりも体験できる

・本体組立～梱包まで研修の対象工程が広範囲のため、プロジェクター生

産を一貫で見ることができ、生産工程の全体を広く把握することができる

豊科

事業所
× ○ ○ ○

プロジェクター

関連
47 プロジェクター製造データの可視化/分析

・製造データの可視化・分析業務を通して、製造管理システム

を体験し、昨今のいわゆる工場の見える化に向けたデータ解析

を学ぶ

・プロジェクターの製造概要とBIツールを用いた可視化、分析の概要を学ぶ

ことができる

豊科

事業所
× ○ ・オフィス系ソフトの基本操作

プロジェクター

関連
48

液晶プロジェクター用液晶パネルの実装における

生産技術の体験

・液晶プロジェクター用の液晶パネルをプロジェクター本体に組み

込めるようにケースや配線を実装するための生産技術を体験す

る

・実装工程の一連を学び、生産技術の業務内容を理解する

・液晶プロジェクターの分解、試作や実験評価、実装工程の見

学も予定

・ものづくりに必要な生産技術の概要を学ぶことができる

・液晶パネルが液晶プロジェクターとして機能するまでのダイナミックな変化を

感じることができる

・ものづくりにおける工夫やものづくりの楽しさ/面白さを体験できる

豊科

事業所
× ○ ○ ○ ○ ○

プロジェクター

関連
49

プロジェクター・HMDの製品評価による品質作り

こみの体験

・プロジェクター・HMD(ヘッドマウントディスプレイ)の原理などの

教育

・品質評価(品質工学や計測手法)

・シナリオ評価(ユーザー評価による使い勝手向上)

・実際にプロジェクターを触りながら評価することで、モノづくりを体験できる

・多くの製品に携わることができる

・特定の製品の設計・開発部門に特化しているわけではないので、広く浅く

多くの分野について体験することができる

豊科

事業所
× ○ ○ ○ ○

プロジェクター

関連
50

製品品質を向上するための品質変動要因の

データ/物理解析

・液晶プロジェクターを構成するコア技術の液晶パネル製造工

場の技術業務を実習する

・世界でも稀な300mmガラス基板の半導体プロセスラインと

液晶パネル組立ラインを実際に見学し、生産された液晶パネル

の品質解析業務を通して、先端デバイスの生産技術業務を経

験する

・プロジェクター製品のコア技術であるHTPS液晶パネルの理解

・工場見学(300mm半導体プロセスライン、液晶パネル組立ライン)

・製品品質データ分析を通した課題抽出

・解析機器(FIB-SEM、SEM等)を活用した品質変動原因特定

千歳

事業所
× ○ ○ ・オフィス系ソフトの基本操作

プロジェクター

関連
51

液晶パネルの品質、コスト、生産性を向上する

ための半導体プロセス改善実験

・液晶プロジェクターを構成するコア技術の液晶パネル製造工

場の技術業務を実習する

・世界でも稀な300mmガラス基板の半導体プロセスラインを

見学する

・実習ではプロジェクター市場の顧客満足度upに向け、製品の

QCD(Quallity, Cost, Delivery)向上に必要な改善業務

を行う

・プロジェクター製品のコア技術であるHTPS液晶パネルの理解

・工場見学(300mm半導体プロセスライン、液晶パネル組立ライン)

・製造業に必要なQCDの考え方を学ぶことができる

・半導体デバイス製造プロセスを学ぶことができる

千歳

事業所
× ○ ○ ○ ○ ○ ・オフィス系ソフトの基本操作

プロジェクター

関連
52 プロジェクターのファームウェア設計

・プロジェクターに搭載されているメニューのカスタマイズ作業を通

じて、設計・実装作業を体験する

・プロジェクターの機能、使い方を学ぶことができる

・ハードウェアを制御するソフトウェア(ファームウェア)の設計・実装を体験で

きる

・設計の工程プロセス(仕様検討、設計、実装、評価)を体験できる

大分

ソフト

センター

× ○ ○

・プログラミング経験(C言語、C++)

・ソフトウェアによるGUI開発に興味、

関心がある

・コミュニケーション能力

プロジェクター

関連
53 プロジェクター製品カメラ機能開発

・プロジェクターとカメラを組み合わせた新機能の開発業務を体

験する

・開発技術に関する各種評価を行い、報告書を作成する

・プロジェクターとカメラを組み合わせた計測技術を学び、プロジェクターの設

置性を高める新機能実現に向けた評価業務を体験する

・若手社員との交流を通じて、社会人生活のイメージを持つことができる

豊科

事業所
× ○ ○ ○ ○

・画像処理の基礎知識

・プログラミング経(C++,OpenCV)

ロボット

関連
54 ロボットコントローラーの設計、評価業務

・開発中のロボット新製品の試作、製品評価、コントローラーの

回路評価(の一部)を体験し、メーカーのものづくりプロセスを経

験する

・電気を扱い、モノを動かすことができる（わかりやすさ、面白さ）

・アタマで考え手を動かしたい人、工作が好きな人を歓迎する

豊科

事業所
× ○ ○ ○ ○

・電気実験ができる程度の知識

ロボット

関連
55 ロボットコントローラーのファームウェア開発業務

・ロボットプログラミング演習を通じて、組込みシステムの概念及

びリアルタイム制御の基本とソフトウェアの設計プロセスを学ぶ

・ロボットが動作する仕組みを学ぶことができる

・組込みシステム制御の概念を学ぶことができる

・設計の基本となるQCストーリーを学ぶことができる

豊科

事業所
× ○ ○ ○

・プログラミング経験

 (C or C++ or Python)

ロボット

関連
56 ロボットの安全規格適合評価

・産業用ロボットの安全規格を読み解き、その要求に従ってエ

プソンのロボットが設計されているか、設計図やロボットを動作さ

せて確認する

・世界中で生み出される様々な製品が、国際的に合意されたルールの中

で競争し、その結果として消費者保護と国際的な流通が保証されていると

いうスキームについて実製品との関連を通じて学ぶことができる

豊科

事業所
× ○ ○ ○ ○

ロボット

関連
57

オープンプラットフォームの製品化活用に向けた

検討と評価

・ロボット活用の場を広げるオープンプラットフォームで、メジャー

な存在となっているROSをビジネスとして活用するにあたり、世

の中にある様々なROS高機能パッケージの特徴調査やロジック

分析を通じ、エプソン製品との親和性やビジネス活用の可能性

を探索する

・ROSによるロボット機能拡張の状況を学ぶことができる

・ロボット制御を基本から学ぶことができる

・ロボット業界におけるオープンソースの可能性と課題を学ぶことができる

豊科

事業所
× ○ ○ ○ ○ ○

・Web/ネットワークの基礎知識

・プログラミング経験(言語不問)

・Linuxの使用経験

ウエアラブル

関連
58

ソフトウェアの第三者評価(GPSウオッチを用いた

模擬評価)

ターゲット顧客を分析し、製品機能をはじめ利便性や操作性

等、顧客要求に適合する製品品質の考え方や評価・検証方

法を学ぶ

・顧客観点での評価項目作成、評価方法実習

・非機能(UI、UX等の仕様外価値)、ペルソナの考え方

・製品品質の基本的な考え方

・計画～ポストモーテムまでのプロジェクトの一貫を体験

・設計者の基本となる要求仕様の読み解きを学ぶことができる

・顧客観点の考え方、手法を学ぶことができる

・ソフトウェア業務を通じ、基本的な仕事の流れが体験できる

塩尻

事業所
× ○ ○

・プログラミング経験

　(学習期間・言語不問)



1/23(月)

～27(金)

2/6(月)

～10(金)

1/23(月)

～

2/3(金)

2/6(月)

～17(金)

URL5日間 10日間 備考

在宅

実施

可否

※2

実習期間 対象者

必要なスキル
学士

修士
博士

受入

事業所

※1

製品等 テーマ名 実習内容
アピールポイント

（得られるスキル、能力、面白さなど）
No

ウエアラブル

関連
59 腕時計用ICの設計及び評価

・腕時計用ICのプログラミング言語によるロジック回路設計、

SPICEシミュレーションを用いたアナログ回路設計等、ソフトウェ

ア/ハードウェアによるIC設計から計測器を使ったIC評価までを

体験し、一連のICの設計工程を学ぶ

・回路設計～評価までのプロセスを実習することで、仕様作成→設計→

評価→考察→方向付けという開発設計における問題解決のスキルを習

得することができる

・エプソンのDNAである「省・小・精の技術」のルーツであり、世界初のクオー

ツウオッチを生み出した低消費電力に徹底的にこだわったIC設計技術の極

意が学べる

塩尻

事業所
× ○ ○

・省・小・精の技術に関心がある

・ものづくりに興味がある

・電子回路の基礎知識

・プログラミング経験

　(学習期間・言語不問)

マイクロ

デバイス

関連

60 CMOS ICの解析・評価

CMOS ICの解析・評価を通して、CMOS ICの動作・特性を

理解する

※IC解析：発光解析による故障個所の特定と電子顕微鏡

によるICの断面解析。解析結果から品質ツールを使った故障

モードの推定

・製品の評価・解析を通して、CMOS ICの基礎を学ぶ

・CMOS ICの解析を通じて、解析装置の操作技術や品質手法を学ぶ

富士見

事業所
× ○ ○ ○

・半導体の基礎知識

・IC回路知識

マイクロ

デバイス

関連

61 慣性計測ユニット(IMU)の応用商品開発

・IMUを使った姿勢・位置検出応用商品の試作

・試作品の製作を通じて、IMUの動作について学ぶ

 -試作品の例：車両の姿勢・位置検出

・IMUを使用した姿勢・位置推定方法を学ぶことができる

・IMU組込み応用商品の試作開発方法を学ぶことができる

・姿勢・位置推定アルゴリズムについて学ぶことができる

富士見

事業所
○ ○ ○ ○ ○

・プログラミング経験(言語不問)

・微分積分、基礎解析の数学知識

■慣性計測ユニット(IMU)

https://www.epson.jp/prod/sensing_system/fe

ature/

マイクロ

デバイス

関連

62
エプソン製音声マイコン(armコア)による組込み

ソフトウェア設計

・エプソン製音声マイコン S1C31D41(armコア)の評価ボード

を使って、組込みソフトウェアの仕様検討から設計および動作

確認を体験し、製品開発の一連の流れを学ぶ

・組込みソフトウェア開発を体験できる

・エプソン音声合成作成ツールでメッセージが自由に作成でき、機器でしゃ

べらせることができる

・センサーなどと組み合わせて、自分で考えた製品イメージを実デバイスを

使って実際に動かすことができる

富士見

事業所
○ ○ ○ ○ ○ ・プログラミング経験(C言語)

【WEBで実施する場合の条件】

・PCの空き容量10GB程度必要

・OSはWindows10

マイクロ

デバイス

関連

63 車載インパネ表示ドライバーICの制御

・エプソン製液晶ドライバーICを搭載した液晶ディスプレイとエプ

ソン製マイコンを用いて、実際に自動車用メーターの表示制御

を体験し、表示システムの基本的知識、および実際の制御方

法を学び、実評価作業を通じて、計画→評価→考察→結論

の一連の評価業務を経験する

・近年、車、バイクなどのメーターに用いられているセグメント液晶パネルを使

い、表示制御を体験することができる

・エプソン製マイコンを用いて階調表示制御を行うことで、単に動作を体験

するだけではなく、自動車メーター表示に求められる高級感のある表示が

実現できるかセンスも求められる

富士見

事業所
× ○ ○ ○ ○ ・プログラミング経験(C言語)

マイクロ

デバイス

関連

64
PLL(Phase Locked Loop)のIC回路開発、

設計

・PLL設計を題材に、IC開発・設計業務を体験する

・回路の仕組みや理論を学習しながら、CADによる回路動作

シミュレーションを実施する

・実習を通して、回路開発現場での仕事の進め方を体験する

・PLLは無線/有線通信に用いられる搬送波信号生成や、マイコンやCPU

のクロック信号生成に用いられる重要回路であり、本実習を通してPLLの

回路理論や基礎を学ぶことができる

・実習を通してアナログ回路の設計手法や考え方に触れることができる

・回路設計CADの操作方法を学ぶことができる

伊那

事業所
× ○ ○ ○ ○

・オフィス系ソフトの基本操作

・電子回路講義の受講経験(無くても

可)

マイクロ

デバイス

関連

65 アナログIC回路開発、設計

・アナログ回路のIC開発・設計業務を体験する

・基本的なアナログ回路を学習しながら、シミュレーションでの動

作確認を実施する

・実習を通して、回路開発現場での仕事の進め方を体験する

・アナログ回路は様々なICに搭載されており、アナログ回路設計できるエン

ジニアに対する企業からのニーズは強い

・実習を通してアナログ回路の設計手法や考え方に触れることができる

・回路設計CADの操作方法を学ぶことができる

伊那

事業所
× ○ ○ ○ ○

・オフィス系ソフトの基本操作

・電子回路講義の受講経験(無くても

可)

マイクロ

デバイス

関連

66 水晶振動子の測定、その設計基礎

・(5日間の場合)水晶振動子の電気特性の測定とそのデータ

整理、振動状態測定による設計検証を通して、水晶振動子

の設計評価を体験する

・(10日間の場合)5daysコースに加え、シミュレーションを用い

た水晶振動子の設計を体験する

・(5日間/10日間共通)エレクトロメカニカル機能部品である水晶デバイス

がどのような製品に適用されているかを理解することができる

・水晶振動子の動作原理や構造を理解することができる

・水晶振動子の等価回路を知り、実際の設計現場における電気特性測

定等を体験できる

・(10日間)上記に加え、シミュレーションソフトに触れ、実際の水晶振動子

の設計を体験できる

伊那

事業所
× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・オフィス系ソフトの基本操作

マイクロ

デバイス

関連

67
高精度水晶発振器の計測システム作成、検

証、評価

・多種計測器を制御するプログラミングツール(LabVIEW)の基

礎を学び、計測システムを構築、検証し、作成した環境での水

晶発振器の評価を体験する

・自動計測システムの定番ツールであるLabVIEWの基礎を学ぶことができ

る

・計測器制御の基本を学ぶことができる

・様々な周波数精度の水晶発振器の電気的特性評価を経験し、水晶デ

イバスの用途を理解できる

伊那

事業所
× ○ ○ ○ ・オフィス系ソフトの基本操作

https://www.epson.jp/prod/sensing_system/feature/
https://www.epson.jp/prod/sensing_system/feature/
https://www.epson.jp/prod/sensing_system/feature/

