Applications

Applications for Gyros (Angular Rate Sensors)
Gyros sense the rate
ジャイロセンサは
物体の回転速度（⾓速度）
of turn (angular
を感知します。
velocity) of an object.

Sensor type
ASC 271

Application example

望遠鏡プラットフォームでのテスト
Test on telescope platform

Here are just a few
右図はアプリケーション
examples in which
市場のASCジャイロを使
⽤できるいくつかの例
applications and
です。
markets ASC gyros
can be used.

Industry sector

ポート内の運転⼿のないコンテナトランスポータの向きの測定
Measuring the orientation of driverless container transporters in ports 運送
Shipping

Automotive
⾃動⾞

⾞両のテスト運転、特にトレーラーとオートバイの
The sensor is used for driving tests in vehicles and in particular for
ヨーレートを決定するために使⽤されます。その為、
determining the yaw rate of trailers and motorcycles. Accordingly,
適度な振動および衝撃が発⽣する可能性があります。
moderate vibrations and shocks can occur

⾃動⾞
Automotive

Halle
- Leipzig
- Hannoverルートで使⽤されます。
The sensors
are used
on the route Halle – Leipzig – Hannover. The
センサは、⾞軸ボックスに取り付けられ、例として、
sensors are mounted on the axle box and measure e.g. in a curve,
曲線では、垂直軸を中⼼とした回転と、移動⽅向の軸を
the rotation around the vertical axis and the rotation around the axis
中⼼とした回転が含まれます。
in the direction of travel

Railway
鉄道

ジャイロスコープは、掘削機に搭載されています。
The gyroscope is mounted on the excavator. When the excavator
掘削機が回転すると、機械の部品が制御されます。
rotates, parts in the machine are controlled. So that there only
掘削機が停⽌したときにのみアクティブになります。
become active when the excavator comes to a standstill

Civil Engineering
⼟⽊⼯学

⾞のシートメーカーは、折り畳み時にバック・アンド・
A manufacturer of car seats uses the ASC gyro to measure the
Automotive
⾃動⾞
アーム・レストの⾓速度を測定します。
angular speed of back- and arm-rests when folding up / down
ASC 271
or ASC 273

運転中の列⾞（路⾯電⾞）上の⾓度または回転を測定
%TTPMIHXSQIEWYVIXLIERKPISVVSXEXMSRSRFSEVHEɄXVEMR XVEQ 
するために適⽤されます。
運転中に客室コンパート
while driving. The ASC gyros measure
how much the passenger
メントがどのくらい傾斜してスイングするかを測定す
compartments tilt and swing while driving

鉄道
Railway

電気油圧グラブの望ましくない回転の検出。
Detection of unwanted turning of an electro hydraulic grab. The gyro ⼟⽊⼯学
Civil Engineering
時々、腰に固定された消防ホースや防⽔布のような⻑い
is used on a grab for automatic handling of waist. Sometimes there
アイテムがあり、ワイヤーロープとケーブルをつかんで
EVIPSRKMXIQWPMOIƤVILSWIWERHXEVTEYPMRƤ\IHMRXLI[EMWXERH
ねじれます。これが起こると、ジャイロはそれを検出
then the grab turns and twists the wire ropes and the cables. If this
し、ホイストの動きを停⽌します。
happens the gyro detects it and stops hoist movement
バックアップナビおよび⾃動操縦システムでの使⽤。
Use in backup navigation and autopilot systems
ASC 273

28

ASC SENSORS

40階建ての超⾼層ビルの振動測定に利⽤する。
The aim is to measure the vibrations of a 40-storey skyscraper

Automotive
⾃動⾞

⼟⽊⼯学
Civil Engineering

ASC Gyro

MEMSジャイロスコープ（⾓速度センサ）
1軸・3軸

Applications
Precision Navigation and Pointing, Automotive in-car Navigation –
精密ナビゲーションおよびポインティング、
Precision GPS Vehicle and Personal
Navigation Aiding (Dead Reckoning
⾃動⾞内ナビゲーション
- 精密GPS⾞両およびパーソナル
Navigation), Vehicle Yaw, Pitch and Roll Rate Sensing, Gesture Sensing,
ナビゲーション⽀援（デッドレコニングナビゲーション）、
⾞両ヨー、ピッチおよびロールレート検出、ジェスチャ検出、
Motion Tracking, Precision Agriculture, Camera/Antenna/Plattform
モーショントラッキング、精密農業、
Stabilisation, Industrial and Robotics

カメラ/アンテナ/プラットホーム安定化、⼯業⽤ ロボット

Gyroscopes
Range

Sensitivity

Bias (Offset)
6EXI2SMWI(IRWMX]
Bias Instability

Cables
ASC271
271と273シリーズの
ASC
and 273 series gyros
ジャイロは、⼀体型ケーブル
feature
an integral cable.

を特徴としています。

25,0 mm

Cable for ASC 273 (triaxial)
Art. Nr. 12309
• 4.4 mm Diameter
• Polyurethane (PUR)
• AWG 30
• 30 gram/meter

Model

ASC 271 (uniaxial) ASC 273 (triaxial)

Housing Material

Aluminium

Aluminium

Weight

10g

35g

°/s

±75
±150
±300
±900

mV/°/s

13.2
6.6
3.3
1.1

V DC

1.65

qWƘ,^

0.02

°/hr

9

qƘLV

0.2

g-sensitivity

°/s/g

0.1

gpk

500

Excitation Voltage

V DC

Operating Temperature

°C

Bias variation with temperature
(w.r.t. value at +25°C)

°/s

7 to 40
-40 to +85
±3

Sensitivity variation over temperature
(w.r.t. value at +25°C)
%
Protection Class

21

,0

mm

Cable for ASC 271 (uniaxial)
Art. Nr. 12300
• 3 mm Diameter
• Polyurethane (PUR)
• AWG 30
• 12 gram/meter

%RKPI6ERHSQ;EPO
Max. Shock, Operational

mm
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バランスのとれたリング設計により、優れた衝撃と振動
の影響を受けません。
ASC’s Industrial-grade MEMS gyros have excellent bias instability
ASCの産業グレードMEMSジャイロは、優れたバイアス
and very low noise density , angle random walk and sensitivity
不安定性と、⾮常に低いノイズ密度、⾓度ランダムウォーク、
to linear accelerations.
線形加速に対する感度を備えています。

20,3

Markets
Automotive,
Railway, Agriculture,
⾃動⾞、鉄道、農業、
Automation,
Civil Engineering,
オートメーション、
⼟⽊、⾵⼒エネルギー
Wind
Energy

21,5 mm

Technology
ASC’s
precision navigation and pointing gyroscopes are made of robust
ASCの精密ナビゲーションおよびポインティング・ジャイロ
silicon
MEMS vibrating ring elements. As the gyro is rotated, coriolis
スコープは、強固なシリコンMEMS振動リング要素で
構成されています。
ジャイロが回転すると、シリコンリング
forces
acting on the silicon
ring cause radial movement at the ring
に作⽤するコリオリの⼒が、リングの周縁部で半径⽅向の運動
perimeter,
the magnitude of which is proportional to the angular velocity
を引き起こし、その⼤きさは回転⾓速度に⽐例します。
of
rotation. The gyro thus produces an analog voltage signal, which
これにより、ジャイロはアナログ電圧信号を⽣成し、これは
is
linearly proportional to the angular rate. The balanced ring design
⾓速度に線形に⽐例します。
results
in excellent shock and vibration insensitivity.
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m

m

Uniaxial & Triaxial

7,5 mm

MEMS Gyroscopes (Angular Rate Sensors)

±1.5
IP65

IP67

ASC SENSORS
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