
ひとつのソリューションが生み出す
無数のつながり
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当社について
当社は、高性能アナログ半導体業界に革新をもたらしてきました。

当社のソリューションは、無線ネットワーク革命を加速させ、自動車、ブロード
バンド、コネクティッドホーム、工業、通信インフラ、IoT、医療、軍事、モバイル・
ウェアラブルなど多種多様な市場において、今まで想像もつかなかった新しい
カタチで、人・場所・モノを結びつけています。また、豊富な技術力に加え、業界
トップクラスの幅広い製品ラインナップも当社の強みです。当社のお客様は業
界をリードするグローバル企業であり、私たちの生活、仕事、遊び、教育のあり
方を変えていく新たなコミュニケーション基盤を創り出しています。

スカイワークスは世界に拡がるワイヤレス・ユビキタスの最前
線に立ち、幅広いアプリケーションとエンドマーケットに対応し
ています。当社のソリューションは世界最高水準のデバイスに
採用され、安全かつ高速でシームレスな接続を実現していま
す。
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すべての人とモノが、いつもつながる世界へ
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革命的な 
5Gアプリケーションを実現
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当社がもたらす価値
システム エンジニアリングの専門知識
自宅や職場から移動中まで、日常生活のさまざまな場
面で通信ネットワークが欠かせない存在となり、アナ
ログ信号およびミックスドシグナルの技術は複雑化の
一途をたどっています。すなわち、小型化を進める一方
で、バッテリー寿命の長時間化、データ転送速度の向
上、シームレスな接続技術を実現するソリューションが
必要とされています。このような設計を実現するには、
世界トップクラスを誇るシステムの専門知識に加え、
信号の伝送および調整、フィルタリング、チューニング、
消費電力管理、電圧制御、バッテリー充電といった様
々な課題への対応能力が求められます。

当社では高度な設定やカスタマイズをしやすいソリュ
ーションを開発し、システムの複雑さの低減、並外れた
集積技術、優れたアナログ性能を実現しています。

自社技術の集約
高い機能性とデータ転送速度を兼ね備えたデバイス
の需要増加に応えるべく、スカイワークスはシステム
エンジニアリングの専門知識と高度な製造技術、さら
にパッケージングのコア技術を集結させ、高性能ワイ
ヤレス ソリューションの分野をリードしています。

貴重な知的財産
特許は半導体業界において革新の中核をなす重要な
知的財産です。当社は世界中で3,500件以上もの特許
を含む知的財産を取得することで、業界を牽引してい
ます。

幅広い製品ラインナップとプロセス技術
スカイワークスは、GaAs HBT、pHEMT、BiCMOS、SiGe、CMOS、SOI、BAW、TC-SAW など、多岐にわたるプロセス技術を保持し、当社
の充実した製品ラインナップにもそれが反映されています。

今までにない5G向けソリューション
スカイワークスは、何十年にもわたって技術の世代を塗り替え、新しいソリューションを開発してきました。その豊富な経験から生まれたシステ
ムに関する深い知識や戦略的なパートナーシップを活用し、多大な投資を行いながら、5Gの展開を加速させていきます。

Sky5®は、最先端の5Gアプリケーションをサポートするスカイワークスの統一プラットフォームです。今までになく柔軟でカスタマイズ可能な当社
のシステムソリューションは、パフォーマンス、実装面積、電力効率全てにおいて画期的な製品となっています。高度に集積された高性能の送
信／受信フロントエンドソリューションやダイバーシティ受信（DRx）モジュールなどの最新ワ
イヤレスエンジンは、サブ6GHz帯の新たなスペクトル向けに特別に設計されています。さら
に、ベースバンドに依存せず、3GPP標準に準拠しているため、お客様の製品パフォーマンス向 
の 上、実装の簡素化、市場投入までの時間短縮といったメリットをもたらします。 
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スカイワークスを選ぶ理由
顧客満足への取り組み
競争が激化する今日の市場においては、品質が大きな差別化要因となり、お客様の満足こそが当社の成功につながると考えています。スカイワ
ークスでは、製品開発段階から製造業務、販売後のサービスに至るまで全てをサポートする品質システムの導入・管理に、全社を挙げて取り組
んでいます。この基本的な取り組みを通じて、お客様のビジネスに有意義かつ持続的な価値をもたらしていきます。

グローバル展開
スカイワークスは、アジア、ヨーロッパおよび北米に、技術、製造、販売サービス拠点を展開しています。また当社では、実装レベルの要件を熟知
したアプリケーションエンジニアおよびシステムエンジニアを世界各地で採用し、業界最高性能のソリューションを提供しています。これにより、
お客様は当社のシステムソリューションをフルに活用し、市場の需要への対応や工業デザインに特化することができます。

世界トップクラスのオペレーション
スカイワークスが誇る最先端の製造拠点は、あらゆる技術を駆使しながら、最高水準のものづくりを展開し、個々のコンポーネン
トのほか、モジュールや高集積ソリューションを含め年間 50 億以上のユニットを出荷しています。また、スカイワークスは垂直統
合型の経営体制により市場で優位な立場を確立し、事業提携や戦略的パートナーシップを結ぶことにより、業界最先端の性能を
実現しています。このハイブリッド型のアプローチにより、自社工場の稼働率を高く維持しながら、当社の製造能力と需要のバラン
スを確保しています。さらに、事業規模の拡大、スピーディーな対応と柔軟性が相まって、業界最短のサイクルタイム、最高の歩留
り率、そして最終目標ともいえるコスト削減を実現してきました。

当社のソリューションには、常に世界トップクラスのカスタマーサービスと高い実績を誇る技術が備わっています。

認証について

スカイワークスは、業界の先駆けとして、従来標準やお客様の要求を上回る成果をお届けしています。総体的なアプローチで品
質システムを導入・管理し、お客様に満足してもらえるよう取り組みを強化してきました。その一方で、当社の品質における優位
性は第三者機関にも認められており、AS9100D、ISO 9001、ISO/TS 16949、ISO 14001、およびANSI/ESD S.20.20 の認証を取得し
ています。

テクノロジーリーダーとしての役割
スカイワークス は複数の標準化団体に加盟しています。これらの団体はシステムとネットワーク間の相互運用性、法令の遵守、
セキュリティ、その他業界のニーズを拡充する上で重要な役割を担っており、誇りを持ってその活動に積極的に参加しています。 
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企業文化
スカイワークスでは、お客様の期待を上回る製品やサービスを提供するには、社員が自分の能力に自信をもち、高い 
モチベーションを得られる職場環境を維持、促進する必要があると考えています。当社の企業文化の基盤をなしてい 
るのは、経営層との距離の近さ、協力して取り組める環境、オープンなコミュニケーション、そして入念な計算の上 
でリスクを冒す起業家精神です。迅速な意思決定と新しいアイデアを生み出す原動力は、その成果とも言えます。 

評価／受賞
• フォーブス誌: フォーブス デジタル企業トップ100社
• フォーチュン誌: 急成長企業100社
• メキシコ連邦政府: ナショナル エクスポート アワード (PNE) (2015 年)
• STEM Workforce Diversity誌: 最高の雇用主
• モトリーフール: アメリカのベスト企業25社
• オレンジ カウンティー レジスター紙: 最も働きがいのある会社
• Great Place to Work Institute: 2016年度受賞（メキシコ）

ダイバーシティとインクルージョン
スカイワークスでは職場の多様性を推進しており、世界 70ヵ国以上の国籍をもった社員が共に働いていることに誇りを持っ
ています。そして、社員一人ひとりが歓迎され、評価され、尊重されていると思えるような職場環境づくりに取り組んでいます。

スカイワークスでは、雇用の機会均等を実現しています。雇用に関する決定は、人種、肌の色、宗教、出身国、 
性別、性的指向、性同一性、年齢、身体的もしくは精神的障害、遺伝要因、軍人／退役軍人の地位、 

または法律で保護されているその他特徴に関係なく行われています。
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サステナビリティは重要です。今日どのような行動を行い、どういった選択を下すかによって、未来の世界は大きく変わっていきま
す。スカイワークスが、サステナビリティに配慮したビジネス慣習に基づいて事業を推進しているのはまさにこのためです。設計・
開発から製造、性能、そしてその使用後までをも考慮し、製品の改善に常に取り組んでいます。たとえば、設計段階では、消費電力
の最小化やバッテリー寿命の長時間化を実現するソリューションを開発し、製造段階では、資材および天然資源の利用を最小限
に抑え、効率化を図っています。

企業市民としての取り組み
当社は独自の品質およびサステナビリティポリシーに基づき、責任をもって優れた製品を提供することを目標としています。こ
れは持続的なビジネスを構築する上で中核をなすもの、つまり全てのステークホルダーに付加価値を提供することにつながり
ます。当社システムは、Responsible Business Alliance (RBA®) の行動規範に準拠するよう設計・運用されています。RBA® は、電
子機器企業各社が加盟する非営利団体であり、世界各地で電子機器グローバルサプライチェーンの影響を受ける労働者およ
びコミュニティの権利や健全性をサポートすべく尽力しています。RBA®加
盟企業は共通の行動規範を遵守する責任を負い、その履行に全力を尽く
します。また、サプライチェーンが社会や環境、倫理的行動に対する責任を
履行できるよう、RBA®のさまざまなトレーニングおよび評価ツールを活用
し継続的な改善に取り組んでいます。

サステナビリティ

今日、明日に続く
持続的なソリューション

詳細については、当社のウェブサイト (www.skyworksinc.com) をご覧下さい。
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