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マッピング機器構成として１つの OS-1 に 64 個のセンサーが搭載されている

サンフランシスコの Ouster 本社のデモ車両にて

シリコンは産業を席巻したが、次はライダーが来る
我々のチームは、この一年、Ouster がこのようにコンパクトで、低価格で、このような高

性能の製品を生み出せるかという疑問に、応えてきました。Ouster 社はマルチビームフラ

ッシュライダーテクノロジーの基本特許の承認を得ることができ、そして公表できること

に興奮しています。ライダーテクノロジーは、我々が過去 3 年以上をかけて開発しており、

技術革新の追求し、そして市場をリードするためにはローコストでコンパクト設計を達成

してきました。スキャニングについて、あるいは半導体ベースのライダーセンサーについ

ても現在、よりオープンに語ることができます。

以下では、我々が達成した大きな性能改革の使命の経緯について、そしてなぜ、それが将

来的に、すべての車両や屋外ロボットに、採用されていくであろうテクノロジーなのかを

深く掘り下げたいと思います。専門的内容になりますが、もう少し読み続けてください。

特異な稼働波長

我々のテクノロジーは幅広いの波長範囲で応用できますが、我々のセンサーのよりユニー

クな側面の 1 つは 850nm 稼働波長です。ライダーセンサーのレーザー光は周囲の太陽光

に影響されず、障害物を捉える必要があります。結果として、ライダー開発のエンジニア

たちは、システム設計を容易にするために低い太陽束「電磁波」（Solar flux）の可動波長

領域をしばしば選択します。我々の 850nm での稼働方針はこのトレンドに逆行するもの

です。

太陽光子束と波長のグランドレベル（地球にぶつかる太陽光対波長）でのプロットでは、

850 ㎚は 905nm の約 2 倍、940 nm では約 10 倍、1550 nm では約 3 倍の太陽光を

受けます。これらは従来のライダーシステムの稼働波長です。



我々は、残りの業界のトレンドに反する奇抜な外観を数多く、我々の選択肢として取り込

みました。しかし、我々が特許を得た目玉（ブレークスルー）の 1 つは、例外的な大気光

の遮断です。これにより我々のセンサーは、他のライダーセンサーがそれぞれ異なった波

長で受光する「効率的な周囲の光子束」よりも、「効率的な周囲の光子束」をずっと低い値

で受光します。且つ、太陽スペクトルに差異さえ生じさせます。我々の IP は通常不利にな

ることを、幾つも決定的に利点に変えています。

1. 高湿度中での性能向上：大気圏上層での水蒸気吸収は、905、940、1550nm で

の太陽スペクトルでは、有益とも言える減少が引き起こります。しかし、同じ効果

は、レーザーパルスが大気中を伝播する時、グランドレベルで、湿度が高いあるい

は霧のかかった状況で、貴重なレーザーのエネルギーも吸収し、結果としてライダ

ー受信機では、レーザー光の受信が減少します。対照的に 850nm スペクトルは、

全コンディションにおいて低い大気の水蒸気吸収となります。1550nm など他の

よくあるライダー稼働波長よりも、桁外れに良い特性と言えます。これは、我々の

レーザーは高湿度の条件では吸収されず、全体としてより一貫した稼働を達成でき

ることを意味します。水蒸気吸収の問題は、雨や濃霧のような大気中の液体の水と

混同すべきではありません。この問題は、すべてのライダーに対して挑戦的な課題

ですが、克服可能です。

2. CMOS による感度向上：シリコン CMOS 検出器は 850nm で、長波長側よりも

ずっと高い感度を持ちます。850nm と 905nm の間では、約 2 倍の感度の差異

があります。我々はシステムを 850nm で設計することで、センサーに反射して戻

ってくるレーザー光を長距離かつ高解像度で、より多く検出できるようになりまし

た。

3. 高品質大気画像：我々は、OS-1 がライダー画像に加えて、周辺画像（ambient 

imagery）を収集することが可能なファームウェアを発表しました。そして 850nm

という稼働波長はこれと密接な関連があります。850nm で集める太陽からの光子

（photons）も多く、画像は高い信号/ノイズ比（signal to noise ratio）を有し、

夜明け、夕暮れ、曇天ではより利用しやすくなります。

4. 低出力、高効率テクノロジーへのアクセス：特異的に 850nm スペクトル以外では、

結果的に大気光の低減が大きくなるのに対して、我々の IP は、任意の稼働波長にお

いて大気の“ノイズレベル”を、競合他社に比べて 1 桁のオーダー以上で低減でき

ます。これにより、従来ハイパフォーマンスライダー（これに関してはもう少し詳



細に）に組み込み不可と考えられてきた「レーザーと受信機の低出力、高効率の多

彩なテクノロジー」を使用することが可能となりました。Ouster のテクノロジー

は、少しのこと（低コスト、低出力、コンパクトサイズ、少ない部品数）で、より

多くのことを実現できるよう努力しています。

そして、時折質問されることですが、我々の使用するレーザーは、目の安全の限度下にあ

り、サードパーティの研究所によりクラス 1 のレーザー安全基準に認定されています。

OS-1 に 64 個のセンサーからの SLAM 出力

SPADS、VCSELS 付きマルチビームフラッシュライダー

ユーザ様（自身のライダーシステムの開発に試行錯誤の末に失敗された方も含め）からは

Ouster について、ユニークなレーザー検出器（垂直共振器型面発光レーザー（VCSELs）

と単一光子アバランシェダイオード（SPADs））を組み合わせ、全半導体の方式を活用し、

このような高性能なシステムを作り上げたことに驚きを感じると述べる方がおられます。

VCSELs と SPADs は、最先端のレーザーと検出器の技術であり、ライダーの他の

市場（スマートフォン、光学マウス、医療装置、電気通信インフラなど）では幅広

く流通しています。しかし、高解像度のライダーシステムに応用することは、今日

まで、乗り越え難いチャレンジでもありました。

我々が知っている範囲で、Ouster は全ての周辺環境の条件で、VCSELs と SPADs

を基に長距離で高解像度のセンシング技術を組み合わせ、デモ機まででなく商品化

まで行った最初の企業です。

これには理由があります。これはスーパーハード（理解するには高い難易度）です。

サイドエミッターダイオードレーザーと APDs を用いた“回転ライダー”の企業は複数あ

ります。同様に電気通信型ファイバー光学と周波数可変型レーザーFMCW/ドロッパ

ーライダーの企業、あるいはファイバーレーザーを用いた 1550nm galvo スキャンライ

ダー企業、MEMS スキャンライダーの企業も複数あります。しかし、Ouster は高性能

VCSELs と SPADs によるアプローチを商品化した最初の企業です。

“マルチビームフラッシュ”ライダーとは?
ここ 3 年以上にわたって我々は IP を構築し、単一チップテクノロジーの利用をそれまでラ

イダーから遠ざけていた課題を解決してきました。結果として、VCSELs と SPADs の強



みを活かすマルチビームフラッシュライダー・アーキテクチャを構築しました。今回“フ

ラッシュ”とは、センサーの全てのピクセルがレーザーにより発光し、フラッシュ付きの

カメラのように同時に発光して光を集めるというアイデアから来ています。“マルチビーム”

とは、周辺シーンが、“溢れる”という代わりに高精度ビームで発光（illuminate）される

という事実から来ています。

第 2 の点は、Ouster が効率化にフォーカスしているところに戻ります。従来のフラッシュ

ライダーの溢れるような発光は、開発がシンプルで済む半面、検出器が向いていない位置

でのレーザー出力を無駄にしてしまいます。高精度ビームを、検出器が向いているところ

だけに出力することで、従来のフラッシュライダーに比べて、大幅な効率の改善を達成で

きました。

なお、現在採用されている既存の高額のテクノロジーよりもVCSELsは、まだ明るくなく、

SPADs はまだ効率的ではありません。しかし、それぞれの生の性能に欠けている

ものがあろうとも、それらは、ほとんど、他の比較内容：信頼性、耐久性、低ノイ

ズ、高温での稼働、電気的効率性、コンパクト性、コスト、周辺機器とのダイレク

トな統合性、消費者による幅広い周辺の研究開発、同様に基本性の向上の膨大な要

素で埋め合わせします。

この最後の点は、非常に重要です。他のテクノロジーとは違い、VCSELs と SPADs は現

実として、それぞれ 10 倍づつ、基礎性能を向上させています。そして、Ouster

はこの努力に対して最前線にあり、ビジネスパートナーと協力して、これらのデバ

イスのコア特性を向上させるべく R&D に投資をしています。我々のテクノロジー

で、HD 解像度に値するコンパクトライダーセンサーは夜明けを迎えると思います。

単一の OS-1 64 センサーからの点群出力

VCSEL 性能を限界まで挑戦する

我々は、他のレーダーテクノロジーよりも、小さい、軽い、より耐久性があり、速い、製

造の点でもシンプルで、エネルギー効率が良いという理由で VCSEL を採用しています。

今日、ライダーシステムに使用されているパルスレーザーのあるタイプは、数千ドルのコ

スト（即ち 1550nm ファイバーレーザー）です。数十または数百ワットの電力を必要と

する中で我々の VCSEL は、小さな形状因子で、何桁も安い価格と 1 ケタワット台の消費

電力で済みます。それらは、性能、体積、コストの点でムーアの法則の改善カーブ上に乗

り、今日まで、何千億もの VCSEL が世界中に出荷されています。



同時に、我々の VCSEL は、光学マウスやスマートフォンに使われているものとはまった

く異なります。我々は、特注の VCSEL モジュールを開発し、全てのレーザーを単一の半

導体ダイ上に統合しました。そして、我々は、VCSEL の効率的な輝度を、オーダーレベル

で増加するため、設計の各レベルにおいてブレークスルーを実現してきました。同時に、

パルス幅を数 nsec まで狭めてきました。

我々の単一 VCSEL ダイは、システムの複雑さとコストを大幅に抑えるという付加価値を

誕生させています。他のライダーセンサーが、何十、何百もの高価なレーザーチップを有

し、回路基板に苦労して「レーザードライバーの回路」を組みつけているのに対して、Ouster

センサーは、単一のレーザードライバーと単一のレーザーダイを使用します。コメ粒ほど

のガラスの薄片が、OS-1-64 が全方位 120m 先を見るのに必要な全てなのです。これは、

我々のチームが全てにおいて達成したマイクロ加工の素晴らしい偉業です。

SPAD 計付き新規 CMOS 型 ASIC

我々のフラッシュライダーの第 2 のチップは、カスタム設計された単一フォトンアバラン

シェダイオード（SPAD）計組み込み CMOS 型 ASIC です。SPADs は比較的新しいタイ

プのフォトセンサーで、従来のカメラピクセルが検出器の光量に応じて連続的に変化する

アナログ信号を発生するのとは反対に、フォトンが検出された時にバイナリパルスを発生

します。SPADs は単一フォトンの検出が可能で、低ノイズ、極めて良好な時間の分解能

（10psec と 10０psec のジッタが通常です。ピコセカンドで、1 秒の 1 兆分の 1 にすぎ

ません）を有しております。これらの全てが我々のライダーで、超短時間レーザーパルス

の検出と時間計測に最大限 活用されています。

VCSELs と同様、CMOS SPADs は、他のライダー製造メーカーの従来のアプローチより

も、実際的に多くの利点があります。最も重要なのは、CMOS ウエハ上に直接集積できる

ことで、これにより、検出器のすぐ隣のシリコンダイ上で、膨大な量の信号処理を実現す

ることが可能になりました。

ライダー解像度とデータ速度が増え続けるに伴い、オンチップでの信号処理が不可欠にな

ります。現在の OS-1-64 は、1 つのチップのメモリに 1 兆個以上のフォトンを計測、保

存が可能です。これにより、超巨大なデータ量となり、我々のユーザ様が自動車を運転し、

運転環境をマップ化し障害物を特定できます。1 秒ごとに最大数百万の３D ポイントを生

成し、これを実現するため Ouster は、1 千万以上のトランジスタでの信号処理ロジック

100GMAC/sec 以上（1GMAC=10 億倍の累乗算演算）を保持しています。

演算処理要求は上昇するのみなので、Ouster はカスタマイズされたシリコンで、業界をリ

ードしていきます。

SPADs もまた、ムーアの法則の性能カーブ上を動いております。今日の SPADs は恐らく、

２-5％の効率です（ここで効率とは、バイナリパルスを起動する検出器にかかるフォトン

をパーセンテージで計数されます。ほとんどのフォトンはシリコン内を残念なことにパル

スを起動することなしに通過してしまします）。新しい SPADs は２０-３０%の効率（８

５０nm において）を有し、技術が確立されれば８０％までの効率達成が可能かもしれませ

ん。SPADs 検出器の効率の向上は、直接、センサーの範囲と解像度を増加させます。１０

倍の効率の増加は、640 ラインの解像度の OS-1 を予測するだけではなく、実現の可能性

が極めて高くなります。ライダーに使用されてきた従来の検出器とは異なり、我々の SPAD

テクノロジーは既に、市場をリードする性能を達成していますが、もう 1 桁の改善の余地

が残されております。



DJI ドローン商品上のセンサーにより取得された室内 3D スキャン

一か八かのシリコン

我々独自の ASIC 開発は、性能とコストのブレークスルーのカギとなりますが、リスクが

伴わないわけではありません。各 ASIC のテープアウト（テープアウトはウエハの製造に

用いられる工業用語、変更不可の高コストマスクを意味する）は、数四半期、あるいは数

年のリードタイムを伴う数百万ドルの投資です。設計上のエラーも起こり得、実際に起こ

り、その回数もわからないほどです。ASIC を再コンパイルすることはありません。

我々は最初の 3 年の間、テープアウトの失敗が会社を潰しかねない状況でしたが、Ouster

の ASIC チームは、何度も挑戦し名前を高め、今や 7 つの最高品の ASIC を開発しました。

それぞれ、前のものより、よりパワフルで、より信頼性に富み、より洗練されています。

この一か八かの環境での我々のチームの業績は、大きな成功へとつながりましたが、我々

はこれを当然のこととは考えておりません。

ハイウェイへの道

Ouster は最初のマルチビームフラッシュライダーを成功裏に商品化しました。この成功は、

VCSELs と SPADs の採用、稼働波長を戦略的に選択したこと、周辺光抑制の基礎

的なブレークスルー、または高密度に集積しカスタマイズ VCSEL と SPAD アレイ

の構築が起因します。我々独自のアプローチにより、市場の他のいかなる企業より

も、より堅牢な、より高品質の 3D センサーを低価格の設定と販売で提供していき

ます。

数十の追加特許を出願中で、我々はユニークなテクノロジーを構築し、高性能な商

品を開発するだけでなく、競合するライダー市場での技術的リーダーになりたいと

考えます。

我々のテクノロジーの素晴らしさに関して執筆しましたが、高性能の商品を発送す

ることは、もっと満足することです。我々のセンサーは、出荷され、自動車、自律

走行車、ロボティクス、地図、セキュリティ、UAV を含む様々な産業界に亘る数

百ものユーザ様に使用されております。  


