


■３分でわかる！事業紹介（movie）
https://youtu.be/v9hoYsy-3H0

毎日使っているWi-FiやBluetoothのような無線技術がなかったら、皆さんは
どんな生活を想像しますか？
無線技術は私たちの生活の一部。無線なしにはコミュニケーションさえでき
ない社会になりました。誰もが利用している無線技術だから、安心・安全に
使えるものでなければなりません。

サイレックスは『切れない無線技術』が絶対に必要であると考えます。
そんな私たちと一緒に、実現しなければならない技術の開発にチャレンジし
ませんか。
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■３分でわかる！社内見学（movie）
https://youtu.be/EcZF-vfnwLc

■採用ページ
https://www.silex.jp/company/recruit/



好奇心こそが
エンジニアのキャリアを築く

エンジニアの技術に対する飽くなき情熱の源泉は『好奇心』
好奇心の広さが身につく技術の幅の広さを、好奇心の深さがエンジニアの専門性の深さを築きます。
多様な好奇心を持つエンジニアがエキスパートを目指して思いっきり挑戦し、自分だけの専門性を磨
いて自らのキャリアを高められる場所がサイレックスにはあります。
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物流・輸送
物流倉庫やフォークリフト、搬送
台車の無線化で物流システムを高
速化・自動化

工場
工作機械や作業用ロボットを無線
化、配線やレイアウト変更のコス
トを軽減

医療・ヘルスケア
心電図や血液などの計測・測定
データを無線LAN経由で転送

教育
全国の学校教室で利用されている
文教向けインタラクティブ画像伝
送対応アクセスポイント

リテール
POSやハンディターミナルの無線
化、デジタルサイネージ無線動画
配信システム

ワークプレイス
場所を選ばないリモートワークや
ワークフロムホームに対応したリモート
ツールの必要性

切れない無線が必要とされている分野
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回診カート・
心電計ログ収集

公共施設や店舗の
デジタルサイネージ

車両内
アクセスポイント

さまざまな場所で使われているサイレックス製品

学校教室向け
画像伝送アクセスポイント

工場の
無線ネットワーク

『働く車』の稼働状況・
映像を遠隔監視
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無線は「切れるもの」というのが常識です。
でも無線はどうして切れるのか知っていますか？

移動中はアクセスポイントを
切り替えながら通信するので
頻繁に接続・切断が発生

電子レンジなど同じ周波数を
出す装置があり電波がぶつ
かって通信障害が発生

同じエリアで利用者が増えると
電波が混み合い帯域が足りなくなる

電波は目に見えないので
どこに飛んでいるのか分からない

法律で気象・軍事レーダーの通信が
優先されるので検知したら無線を停止

6

障害物があると電波が通らない



高速接続、高速通信、低遅延の技術

妨害電波を避ける技術、遮蔽物の反射を利用する技術

見えない無線を見えるようにする技術

現場に応じたカスタムドライバ技術

サイレックスは切れない無線を目指して
技術開発をする

限られた無線帯域を効率的に使う技術
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新技術への挑戦

新技術を使用したネットワーク
既存の2.4/5GHz帯を
使用したネットワーク

世界初‼
IEEE 802.11ah

無線LANモジュール
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現在の無線通信にはさまざまな課題があり、新しい技術や電波規格を使用した安
定通信が求められています。
サイレックスは、広大エリアの測量や特定の監視データの無線伝送を可能にする
世界初の無線LANモジュールの実用化に成功しています。また、５Gに関する新
技術開発にも取り組んでいます。



挑戦を続けるサイレックスのエンジニア
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アプリケーション
エンジニア

無線ドライバ
エンジニア

ソフトウェアテスト
エンジニア

ファームウェア
エンジニア

ソフトウェアエンジニア

無線設計
エンジニア

筐体設計
エンジニア

基板設計
エンジニア

電子回路設計
エンジニア

ハードウェアエンジニア



製品企画 要件定義 概要設計
見積

C 詳細設計 設計
レビュー

開発
デバッグ

C 生産移管

詳細設計

開発検証
製品試験

開発
デバッグ

あれ？動かない...
なぜ？何が悪いか

調べなきゃ 生産移管

A B C D E F G H

エンジニアの仕事
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概要設計
見積

Point！
SEと言われる仕事はだいたいこ

こまでなんだ

製品企画小学校で
タブレット授
業を快適にや
りたい... 分かりました！

お客様

プログラムして動くまでは
これくらいの日数や工数が必要

だな...そしたら¥￥¥

Point ！
ここから開発のエンジニアが深く
関わるのがサイレックスの特徴

サイレックス

それにはこんな性能
の部品やこんな筐体が必要だ

な...OSは...Linux、
どんなアプリがいる？

要件定義

環境はどんなところなのかな?
快適って?すぐって?

先生1台、生徒40台の
タブレットを同時に映す!?  
チャイムが鳴ったら10秒で!

詳細設計 こんな流れで処理すれば必
要な速度が出せそうだな…

部品の配置、回路設計もできた！
よし、工場で試作してもらおう！

プログラミングして
動かしてみよう...

設計
レビュー

開発検証
製品試験

ほんとうに10秒で
起動する？

タブレットを40台用意して、
チェックしよう。

あれ？あの画面がずれてるぞ(汗)...

この処理では
停まってしまうんじゃ

ない?

設計温度は
使用環境にあってる?

Point！
時には長い距離を屋外で試験をしたり、
試験のための装置を手作りしたり。

サイレックスのエンジニアは机上の仕事
だけではないんだ。

Point！
サイレックスのエンジニアは、

製品企画、開発、モノが動くまで関わりま
す。設計やコーディングだけじゃない。
設計開発して思い通りに動かない→原因を
さぐって試行錯誤して解決する（偶然はな
い！）→経験による成長、技術力がつく！

これがおもしろいと思うよ。
あと、同じ建物に工場があるから自分が開
発した製品が完成して見られるのが

うれしいんだ！
サイレックスはお客様の細かい要求に
真摯に対応していくスタンスが、

会社とエンジニアの
成長につながっています！

Point ！
最初は思い通りに動かないから大変...。

でも悩んで試行錯誤するのも楽しくてエンジニア
の腕の見せどころ。こうして試行錯誤すると

知識や技術が身に付きます。

じゃぁ1台に必要な速度
は10Mbpsかぁ ...（汗）



2009

2011

2013

2020

Point！
市場の変化によって要求されるものが変わります。
それに合わせた技術を積み上げて独自技術となり、

NetDA製品が出来上がりました。
サイレックスのNetDA製品は、エンジニアのアイデアから

10年かけて日本市場№1となりました！
「エンジニアのアイデアが採用される」

「お客様の難しい要望にも応えられる高い技術力が磨ける」
そんな仕事を私たちと一緒にやりませんか？

実際にあったおはなしエンジニアのアイデアが製品になるまで
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好奇心から生まれたアイデア
きっかけは1人のエンジニアが自分の欲しいものをパッと作ってみたこと。USB
接続でディスプレイが追加できるチップがあって、それにUSBデバイスサーバ技
術を組み合わせ、離れた場所からPC画面が見られるアイデアを製品に。NetDA*
製品の誕生です。ところが、なかなか市場に受け入れられませんでした。
*Network Display Adapterの略。ネットワークを通じてPCの映像とUSB機器を合
わせて扱うことができる製品。「ディスプレイのネットワーク化」によりネット
ワーク上に存在する複数のPCから離れた場所にあるディスプレイに画面を表示す
ることを可能にしました。

ペンタブレット用NetDA開発
NetDAに目をつけたペンタブレットメーカーから「ペンタブレットを無線化した
い！」という相談。その条件はペンの動きをリアルタイムに反映することが必須。
数々の困難を乗り越え、無線通信を高速化したNetDA製品を開発しました。とこ
ろが、あまり普及しませんでした。ペンタブレットがそれほど流行らなかったの
です・・。

学校教室用NetDA開発
文科省が『教育の情報化ビジョン』を発表。すると、ある小学校の先生から
「NetDAをタブレット授業に使えないか？」という相談。
「生徒40台のタブレットにつないで公平に通信する」「先生と生徒の画面をパッ
と切替える」「すぐ授業が始められるよう起動を速く」などの高い要求に、エン
ジニアは日々開発に奮闘します。
その結果、NetDAは「教室用インタラクティブ画像伝送無線LANアクセスポイン
ト」に生まれ変わり、全国3万教室に導入されようやく売れ始めます！！

NetDA製品は小中学校市場シェアNo.1！
2016年には、PoE（LANにつなぐと電源も入る）に対応し、電源工事コストが大
幅削減できるモデル、2017年には、総務省の『防災等に資するWi-Fi環境の整備
計画』に対応した、学校環境用アクセスポイントモデル、2018年には、IEEE
802.11ac対応モデルなど、次々に新しい技術を取り入れたNetDA製品を開発しま
した。現在では、全国約7万教室にサイレックスのNetDA製品が導入されていま
す！

ハード開発
• 部品選定
• 回路設計
• パターン設計
• RF特性調整
• アンテナ
• 持性検証
• 品質検証
• 電波法

ソフト開発
• 無線ドライバ
• Linux組込み
• Windowsアプリ
ケーション開発

• iOS・Androidアプ
リ開発

• 省電力
• 小型化

Point！
ハードウェアとソフトウェアのエンジニアがチームとなり、

新製品やお客様の製品を開発します。
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インテリジェント
無線LANモジュール

製品本体基板

無線LANチップ

完成品

無線LANモジュール

組込みモジュールから完成品まで
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自社一貫のワンストップ体制

マーケティング 国内営業

生産

品質保証

本社スタッフ

自社一貫ならではの対応力と品質
モノづくりプロセスを全て自社で持つことで「自分たちの製品」に責任を持つ
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エンジニアチーム
(ソフト・ハード)



任せてもらえる。だから、成長できる。
私は学生時代、情報系の学部でソフトウェアの研究をしていましたが、就職はハードウェア開発を志望していました。それは
「いろいろ経験して、本当に自分に向いていることを探したい」と考えたからです。大学の企業説明会で、サイレックスはソフ
ト・ハード両方の開発から生産までを自社で行っていることを知り、ココならいろんなことが経験できると感じサイレックスを
選びました。

入社後は1年目から、会社として初めてのBluetooth対応のマイコン開発を任せてもらえることになりました。新しいことへの
チャレンジにワクワクしていましたが、当時の私はマイコンのことが少しわかったかな？というレベル。社内にBluetoothについ
て詳しい人も少なく、本当にできるか不安もありました。そんな中、製品の評価のタイミングで問題が発覚し、解決するのに
３ヶ月もかかったときは本当に大変でした。納期は迫っているのに、開発が前に進まず、帰る時間も遅くなり…。そんなとき、
周りの先輩方がみんなで一緒に考えてくれて、最後には部長までもが協力してくださいました。その結果、なんとか問題箇所を
特定することができたときは、周りの方のサポートに心から感謝しました。こうして無事に迎えた製品リリースの日の喜びは今
でも覚えています。

その後も、また別の新製品の開発を任せてもらっています。日々、新しい知識やできることが少しずつ増え、確実に成長できて
いる実感が持てることにとてもやりがいを感じています。

ハードウェア開発
3年目

技術への探究心を満たしてくれるスペシャリスト集団。
私は無線で映像を伝送する製品のソフトウェア開発を担当しています。ハードウェアを制御する論理設計(FPGA)からLinuxア
プリケーションまで、幅広い知識や技術スキルが求められる開発に携わっています。

論理設計は専門的な知識が身につけられるとチャレンジしたものの、ハードウェアに関する知識不足で行き詰まり、正直後悔
した時期もありました。それを乗り越えることができたのは、親身になってサポートしてくれた先輩の存在があったからです。
サイレックスには、ソフト・ハード両方のさまざまな分野のスペシャリストがいます。また、一つ聞いたら二つ返してくれる
先輩ばかりで、行き詰ったらそのたびに先輩に教えてもらい、知識や技術を身につけることができました。
先輩方との距離の近さ、風通しの良さがサイレックスの魅力です。貪欲に知識や技術を求めれば、それに応えてくれる環境が
サイレックスにはあります。

ソフトウェア開発
6年目
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自分が作った製品が、世の中の役に立つ喜び。
就職活動中、サイレックスのインターンシップに参加して私がとても魅力に感じたのはオフィスが
オープンなことです。一目でオフィス全体を見渡すことができ、先輩や上司、他部署の人たちとコ
ミュニケーションがとても取りやすいんです。また、採用面接で先輩とお話をした時には、「こんな
にフランクでいいの？」と感じるくらい気さくに話してくださったことで、一緒に働く人の雰囲気が
自分に合っていそうだと思えたこともサイレックスを選んだ理由の一つです。

入社後は、製品のソフトウェアをお客様ごとにカスタマイズする開発をしています。大学の授業でプ
ログラムは少し勉強したものの、組込み製品で動くようなプログラムは初めてで、入社当初ほとんど
何もできませんでした。
それでも、サイレックスでは若手にどんどん挑戦させてくれる環境があり、早くからいろいろ経験さ
せてもらえたことで、今では上司や先輩のフォローなしでもお客様のご要望が実現できるプログラム
をイメージできるくらいに成長できました。

初めて製品のカスタマイズを任された時は苦労や失敗もありましたが、先輩や上司のフォローもあり
なんとか納期通りに完成させることができました。工場で出来上がった製品を手にしたときに「自分
が作ったこの製品がこれからお客様のお役に立つんだぁ」と感動したこと。その後、営業の方から
「〇〇さんが開発した製品、すごい売れてるよ！」と聞いたときの感激は忘れられません。

ソフトウェア開発
2年目
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• エンジニアは1フロアに集結
• パーテーションの無い空間で一体感
• 気軽なコミュニケーションが取りやすく、
皆でアイデアを出し合える

• 日本の中央研究所が集う学研都市に立地
• 都会の喧騒から離れ、研究開発に没頭できる
環境

• 国内エンジニアはけいはんな本社に集約
• 異動が少ない
• 開放的であたたかなカフェテリア

『エンジニアにとって働きやすい環境』
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『安心して働けるサポート体制』

• ママさん社員は14名
産休後の復職率100％

• 時短勤務・在宅勤務で育児との両立を支援

• 入社後3か月間の導入研修
生産現場で実際にモノづくりも経験

• 20年続く「ブラザー制度」
配属後の半年間をマンツーマンでサポート

• 入社後3年の定着率は100％
（世間の平均は70%未満）
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社 名：サイレックス・テクノロジー株式会社
本 社：〒619-0237 京都府精華町光台二丁目3番地1（けいはんな学研都市）
創 業：1973年（昭和48年）9月
資本金：3億5,000万円（2022年4月現在）
代表者：代表取締役社長 三浦暢彦
株 主：村田機械株式会社100%
売上高：68億7千万円（2022年3月期）
従業員：正社員209名、海外を含むグループ全体287名（2022年4月現在）

会 社 概 要

研究開発
54%

製造
13%

営業
15%

マーケティング
9%

管理・知財
7%

その他
2%

人 員 構 成



『無線技術開発メーカー』の
苦労とおもしろさが
サイレックスにはある
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けいはんな
学研都市

京都府精華町

大阪

京都

奈良



■採用ページ
https://www.silex.jp/company/recruit/


