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我々が Ouster 社を 2015 年に創設した時、Quanergy Systems 社で LiDAR センサーを開発

した我々の経験から、LiDAR の設計方法に関して、独自に情報化された視点を持っていま

した。いつの時点でも市場には、高性能で、信頼性があり、手頃なコスト感のセンサーに

対する需要があります。一方で、見落としがちなことは、ある時点で需要を満たすだけで

は、成熟した業界においては、勝者になることは出来ないということです。LiDAR 産業は

急速に成熟し、変化する状況にあり、性能とコストのニーズは一層高まっております。

2015 年当時に私たちが気付いたことは、LIDAR 業界の長期的な勝者は、最新状況におけ

る顧客の要求を満たす以上のことを行う必要があるということでした。長期的な勝者は、

その時点における需要を満たし、かつ、時間の経過とともに性能とコストを堅実に改善で

きる余力を持ち、顧客のニーズに対応し続けていきます。この見識を念頭に置いて、我々

はデジタル LiDAR テクノロジーを発明しました。



弊社の特許取得済みデジタル LiDAR テクノロジーは、今日、高性能、信頼性、お手頃感を

実現し、そして、決定的なことには、弊社の CMOS に基づく手法で、今後何年もの間、

性能を堅実に改善していくことが可能です。本投稿では、何が弊社デジタル LiDAR テクノ

ロジーを比類のないものとしているか、そして、如何にして LiDAR テクノロジーにムーア

の法則の力を持ち込んだかに関して、今までよりも深く述べていきます。

Ouster デジタル LiDAR アーキテクチャ：シン

プルにしてパワフル

全ての Ouster 社センサーは、同じデジタル LiDAR コアテクノロジーに基づいて構築され

ております。シンプルな２つのチップから成るアーキテクチャにより構成され、従来のア

ナログ LiDAR で見かける何百から何千にもなる個別の部品群に取って代わります。弊社の

システムは３つの統合されたテクノロジー、２つのチップ、１セットのマイクロ光学系か

ら構成されます。

 単一光子アバランシェダイオード（“SPADs”）検出器搭載の           

特注システム・オン・チップ(“SoC”)

 垂直共振器面発光レーザー（“VCSELs”）アレイ

 特許取得済みマイクロ光学系

垂直共振器面発光レーザー（VCSELs）と単一光子アバランシェダイオード（SPADs）

は、非 LiDAR 市場では幅広く普及しています。：スマートフォン（例えば、iPhone の顔認

証）、医療機器、電気通信インフラストラクチャー等々です。このテクノロジーは、比較

的新しいもの関らず、これらの業界で既に使われています。なぜならば、低コスト、量産

の容易性、高信頼性を満たすからです。LiDAR 業界で使われていない理由は、高解像度

LiDAR 市場における性能仕様（即ちレンジ）を満たす方法を、誰も解決していないからで

す。2015 年当時における最新技術に基づき、単一光子アバランシェダイオード

（SPADs）と垂直共振器面発光レーザー（VCSELs）で構築される LiDAR センサーは、

数メートルのレンジであったでしょう。実用可能なソリューションどころではありませ

ん。しかし、コアの部品である単一光子アバランシェダイオード（SPADs）と垂直共振器

面発光レーザー（VCSELs）は急速に発達してきました。

2015 年を振り返って、私たちが見ることが出来るのは、垂直共振器面発光レーザー

（VCSELs）と単一光子アバランシェダイオード（SPADs）の革新の波に乗ることができ



る LIDAR センサーを設計する機会でした。これは、我々の１つのキーとなるブレークスル

ーである、光をより効率的に使う新しいマイクロ光学系と組み合わせて高解像度デジタル

LiDAR を構築し、顧客の要求仕様を満足させることが可能となります。

弊社の仕事の結果が、低コスト統合デジタル LiDAR センサーです。今日までの間に、垂直

共振器面発光レーザー（VCSELs）と単一光子アバランシェダイオード（SPADs）が発達

したために、今日、お手頃のコストで、高信頼性で、利用可能な最高解像度を有し、200

メートル以上のレンジが可能で、この先何年もの間、性能向上が期待できます。

SPAD 検出器搭載のカスタム SoC

（システム・オン・チップ）

このシステム・オン・チップあるいは SoC は、自社内で開発され、標準的な CMOS プロ

セスで量産されます。１秒に１兆個以上の光子を計測し、本質的にデジタルの出力（光子

が検出されたかどうかを１s、0sで表す）を伴い、そして、センサーを稼働する論理と信

号処理も扱います。単一光子アバランシェダイオード（SPADs）は、単一光子を検出する

感度、低ノイズ、時間方向の超高解像度（ジッタ―は通常 10ps から 100ps）を有するた

め、弊社 LiDAR において、超短レーザーパルスの検出とタイムスタンプが可能です。この
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高感受性により、弊社の SoC は、長レンジのターゲットからの比較的弱いレーザー光パル

スの検出が可能となっています。

単一光子アバランシェダイオード（SPADs）の全ての利点と共に、今日、単一光子アバラ

ンシェダイオード（SPADs）を使用することの主な欠点の１つ ― 低光子検出確率

(“PDP”) ― にハイライトを当てることも重要です。光子検出確率とは、光センサーに対し

て使われる効率化の基準（物差し）のことで、単一の光子の戻りがぶつかった際のセンサ

ーの検出の確立を表します。アナログ LiDAR 検出器、アバランシェ・フォトダイオード

(“APDs”)、は成熟されたテクノロジーであり、検出効率に大きな改善は期待されませ

ん。一方、単一光子アバランシェダイオード（SPADs）の方は、今日、低 PDP（光子検

出確率）に苛まれています。しかし、非常な大きな改善の余地と、その実現のための莫大

な量の R＆D 投資が存在します。今日、弊社のセンサーは 200 メーターものレンジまで達

成しています。そして、単一光子アバランシェダイオード（SPADs）テクノロジーが発達

していくにつれて、レンジは増加し続けるでしょう。

VCSEL の性能を極限へ

弊社デジタル LiDAR センサーにおける第 2 のキーとなる部品は、垂直共振器面発光レーザ

ー（VCSELs）アレイです。我々は、垂直共振器面発光レーザー（VCSELs）を採用しま

す。その理由は、それらは、アナログ LiDAR デバイスに使用される端面発光レーザーより

も小さく、軽く、より耐久性に富み、よりコスト効率が高いからです。垂直共振器面発光

レーザー（VCSELs）テクノロジーのキーとなる物理的そして経済的な利点は、高密度ア

レイの中に、数多くのレーザーを詰込める能力です。弊社の最新のセンサーのアレイに

は、コメ粒ほどのエリアに 128 のレーザーが集積されています。重要なことは、垂直共振



器面発光レーザー（VCSELs）のコストは、追加されるレーザーごとに対して、直線的に

は増加しないということです。この高密度が、今日の小さなフォームファクターにおい

て、高解像度と、低コストを実現します。しかも、センサーのサイズを大きくすることな

しに、解像度を向上させる余地が多分に残されています。

マイクロ光学系による性能向上

3 番目の部品は、弊社の特許済みマイクロ光学系で、弊社のエミッタと検出器の両方の性

能を向上させます。この光学レイヤーは、弊社センサーを介して、効率的に光の進行方向

を制御し、複数のオーダーの倍率で（何桁も）検出効率を倍増させます。この効率ゲイン

は、弊社センサーの性能のキーとなりますが、この件につきましては、後ほど述べること

にいたします。

これら全てを支配する１つのモジュール

弊社のシステム・オン・チップ(“SoC”)、垂直共振器面発光レーザー（VCSELs）、マイク

ロ光学系は、弊社で作られる全てのセンサーの基盤となります。これらの共通部品は、基

本的な LiDAR ユニットを構成し、そして、異なる視野、レンジ、解像度、あるいは、個体

型センサーにさえカスタマイズ出来ます。



ちょうど、我々がデジタル一眼レフカメラにおいて慣れているように、様々なレンズにお

いて共通のセンサー部品を使用し、そして、レンズを交換することで、様々な使用法に対

して弊社の製品をカスタマイズすることが可能となります。例えば、弊社の OS0 および

OS1 ユニットにおいては、同じフォームファクターとコアセンサー部品を持ちますが、異

なる光学系を使用します。この容易なカスタマイズ性により、弊社は、我々のサプライチ

ェーンにおいてコスト削減を可能としながらも、２つの明白に差別化された製品を発表し

て、多様な顧客層のニーズに対し、より良く対応することが可能となります。

既存のアナログ LiDAR：性能とコストの

トレードオフ

Ouster 社の簡素化されたデジタル LiDAR アーキテクチャに較べて、アナログ LiDAR は何

百もの個別の部品を含み、そして、このことが本質的に、それ自体を複雑にし、そして、

将来的な性能向上の拡張性を妨げることになります。



上図は、アナログ LiDAR の基本的な特許から引用した図で、単一の解像度チャンネルの全

ての部品を示します。部品点数は、解像度に対して、直線的に変化します。―１つの解像

度チャンネルを追加するには、１つのエミッタ PCB、１つの端面発光レーザー、１つのレ

ーザードライバー、１つのレシーバ PCB、１つのレシーバ APD、１つの ADC、十数個の

他の部品の追加が必要となります。

機能的なアナログセンサーを作り出すために、これらのボードはデバイス中で、上図に示

すように積層されます。これは 32-チャンネルスピンライダーです。解像度を 32 チャンネ

ルにまで増加することは、技術的および機械的な複雑性を極めて急速に増加させ、それと

同時に、コストを膨張させ、信頼性を低下させます。

性能と効率の向上の話になると、アナログの複雑なアーキテクチャは、最大の制約となり

ます。部品点数の増加は、コストの上昇、センサーの大型化、重量化、そして、潜在的不

良点数の追加に起因する信頼性の低下をもたらします。

デジタル LiDAR との比較の詳細に関しては、弊社のデジタル vs アナログ LiDAR ウェビナ

ーをご覧ください。

MEMS：微小機械（マイクロメカニクス）のボトルネック

もう１つの LiDAR 開発アプローチで、我々が市場でよく目にするものは、MEMS ミラー

の使用です。これは、信頼性の向上を約束しますが、アナログ LiDAR に類似したスケーラ

ビリティの課題に直面します。MEMS ミラーの有望な点は、非常に小さな可動ミラーを用



いてレーザービームを制御することにより、信頼性の向上が担保されることです。しか

し、小さなミラーでさえ衝撃と振動の問題の影響を受けるため、まだ MEMS センサーの

真の信頼性の向上は証明されていません。とはいえ、より長期的には、MEMS に基づくア

プローチの性能向上に関して、より大きな課題がその将来の道程に横たわります。

解像度を向上させるために、MEMS メーカーは、追加のレーザーを、その LiDAR システ

ムに追加しなければなりません。下図でお分かりになるように、１つの非常に小さいミラ

ーだけでは、さらにレーザーを追加することは、物理的に困難な課題となります。ごくわ

ずかなレーザーを超えて、解像度をさらに上げる唯一の方法は、システム内のMEMS /レ

ーザーユニット全体を複製することです。このアプローチは、市場では MEMS メーカー

にて採用されていますが、コストと信頼性の両面に問題が生じます。なぜならば、増加し

た解像度に伴い、部品点数も直線的に増加するからです。

出典： https://patents.google.com/patent/US10107915B2/

1550nm センサー：レンジへの力技（ブルートフォース）

アプローチ

LiDAR センサーにおいて長いレンジを達成するには、２つのアプローチがあります。強力

なレーザーによる力技（ブルートフォース）、あるいは、より高感度なセンサーによる効

率化です。市場では今日、1550nm レーザーを採用してきた数多くのプレイヤーが存在

し、LiDAR の性能に対して力技（ブルートフォース）のアプローチ手法を採っています。



この波長で稼働する場合、レーザーは、きわめて強力な出力のパルスを発生可能で、しか

も、人の目の安全限界内にとどまります。

検出器は、より高出力にすることで、より遠くの距離にあるオブジェクトを検出可能にな

ります。しかし、重大なことには、これらのシステムは、CMOS ベースのアプローチによ

り与えられる性能向上曲線を越えられません。主な革新は、コスト削減の領域に存在しま

す。これは、シリコンフォトニクスを用いたシステムを開発する市場への参入者で見るこ

とができます。これらの企業は、シリコンフォトニクスを用いて、1550nm のシステム・

“オン・チップ”の集積を行っています。しかし、この集積の恩恵は 1 度限りの利益で

す。時間の経過とともに、解像度やレンジをさらに向上させるためには、これらのシステ

ムは最初から、異なる技術的なアプローチで、再設計されなければなりません。

今後の展望：たゆまぬ改善へのコミットメント

デジタル LiDAR は、以下のアイデアに基づき構築されています。即ち、もし、LiDAR セ

ンサーの重要な機能の全てを、標準的な CMOS プロセスで半導体に固体化することが出

来れば、コアとなるテクノロジーは、他のアナログ、MEMS、シリコンフォトニクスに基

づくアプローチで可能となるもの以上に、本質的に異なるコスト/性能改善曲線上に乗せる

ことができるというアイデアです。

この時点において、もし、単一光子アバランシェダイオード（SPADs）と単一光子アバラ

ンシェダイオード（SPADs）を採用することで、性能とコストの利点の全てを得られるの

であれば、なぜ誰もが、それらを使用しないのかと疑問に思われるかもしれません。簡単

な回答としてはこうです。それらをまともに機能するようにすることは、非常に大変なこ

とであるということです。我々が最初にデジタル LiDAR の道を進み始めた 2015 年に戻っ

てみると、当時の最先端の検出器とレーザーは、数メートルのレンジを検出するセンサー

を誕生させていたでしょう。今日、弊社の OS2 は 200 メーター以上のレンジを有し、時

間の経過と共に大幅に向上し続けています。重要なことは、それと同時に、弊社センサー

の全てのコストが下がるでしょう。

我々Ouster 社は、LiDAR を搭載したソリューションが、高性能で廉価な 3D 知覚能力を伴

ってあらゆる産業向けに構築されたユビキタスな未来を思い描いています。我々は CMOS

デジタル LiDAR テクノロジーが、私たちをそこへ導いてくれるものだと確信しておりま

す。



弊社デジタル LiDAR テクノロジーの詳細に関して:

 ディジタル vs アナログ LiDAR ウェビナー：

https://ouster.com/resources/webinars/digital-vs-analog-lidar/

 Apple がディジタル LiDAR を選択した理由：

https://ouster.com/blog/why-apple-chose-digital-lidar/

 カメラとしての LiDAR―コンピュータヴィジョンに対するディジタル LiDAR の意義

https://ouster.com/blog/the-camera-is-in-the-lidar/


