Applications

Applications for Inertial Measurement Units
MEMS
IMUs improve
MEMS
IMUは、他の
accuracy over alter⾮慣性センシング技術より
も精度を向上させます。
native non-inertial
アナログASC
IMU 7は、
sensing technologies.
多くの異なる
The analogue ASC
アプリケーションおよび
IMU 7 can be used
市場で使⽤が可能です。
in many different
applications and
markets.

右のリストは、ちょうど
This list is just
すべての可能性がある
a short run-down
⽤途のショート概要に
of all possible uses.
なります。

Sensor type

Application example

Industry sector

ASC IMU 7

トラクター運転時の快適性測定
Driving comfort measurements on tractors

農業
Agriculture

⾞両のフィールドデータ測定
Field Data Measurement for vehicles

Automotive
⾃動⾞

⾞両内での⾛⾏試験測定
Driving test measurements inside the vehicle

Automotive
⾃動⾞
⾃動⾞
Automotive

ASC
IMUは、相対運動分析のためのエンジン運動を
The ASC
IMU is placed on the vehicle engine to measure engine
測定するために⾞両エンジンに置かれています。
motion for relative motion analysis
ASC
IMUは、オートバイの前後加速度を測定します。
The ASC
IMU measures the longitudinal acceleration as well as the

Automotive
⾃動⾞

IMUは、キャビンのロールを測定するトラックと
The IMU is used for the development of trucks and tractors to
トラクターの開発に使⽤されています。
measure the roll of the cabins

⾃動⾞
Automotive

on motorcycles

運転中に⾞の中の⾞両の部品上の駆動信号を測定、
Measuring the driving signals on vehicle parts in a car while driving ⾃動⾞
Automotive
またはスイングテーブル上で測定する。
or on a swinging table
ASC
IMUは、⾶⾏試験中に⾶⾏機のキャビン内の異なる
Aviation
The ASC
IMUs are positioned at different locations within the cabin 航空
位置に配置される。⼀定の時間分解能で局所的に慣性量
SJETPERIHYVMRKEƥMKLXXIWX-XPSGEPP]QIEWYVIWXLIMRIVXMEPUYERを測定します。センサはまた、構成要素および構造の
tities with a certain temporal resolution. The sensors are also used
異なる試験のためにも使⽤されています。
for different tests on components and structures, e.g. for Natural
例）
⾃然振動試験
Vibration
Tests
振動や⾓度の変化がどのように⾞両の電⼦/機械装置
It is measured how vibrations and angle changes affect electronic /
に影響を与えるかが測定されます。
mechanical units in vehicles

Defense
防衛

機械モデル（⼯作機械、ロボット）の検証とサポート。
Use for validation and support of machine models (machine tools,
同時に計算されテストされた値が測定されます。
robots), which means, that values are measured that are calculated
計算された値は、センサーで改善されるように
and tested simultaneously. The calculated values are to be improved
なっています。
with the sensor
テストロボット（産業⽤ロボット）の動きの測定
Measurement of the movement of test robots (industrial robots)

研究と
Experiments in
Research and
教育の実験
産機
Industry

掘削プラットフォームでのプラットフォーム安定化
Platform stabilization on drilling platforms

⽯油＆ガス
Oil and Gas

運転信号はコンテナ船で測定されます。
Driving signals are measured on container ships

運送
Shipping

Teaching

ASC
IMU
航空
Aviation
ASC IMU
7 is7は、運搬中のキャリア（振動、衝撃など）の
mounted on carriers to measure small perturbations
⼩さな摂動を測定し、キャリアを補正して安定させる
of a carrier under motion (vibaration, shock, etc.) and feed those
機械システムにこれらの測定値を供給するために
measurements into a mechanical system that then corrects and
キャリアに取り付けられています。ASC
IMUなしでは、
stabilizes the carrier; without the ASC IMU, communication
can be
通信が劣化または消失する可能性があります。
degraded or lost
トンネルでは、短期的にGPSが失われることがありま
In tunnels, short-term GPS loss can occur. This is where the
す。これは、バックアップシステムを介してそのポジ
ASC IMUs counteract and temporarily secure their postion through
ションを打ち消し、⼀時的に保護する場所です。
a backup system
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鉄道
Railway

ASC IMU 7

mm

31,0 m

,5

MEMS慣性計測装置（IMU)
6軸

m

22

6-DOF Inertial Sensor

22,5 mm

MEMS Inertial Measurement Unit (IMU)

Technology
ASC’s
Inertial Measurement Unit (IMU) is a 6-axis system that measures
ASCの慣性測定ユニット（IMU）は、ジャイロスコープと
加速度計の組み合わせを使⽤して線形および⾓運動を
linear
and angular motion using a combination of gyroscopes and acce測定する6軸システムです。
ASC MEMS
IMU 7.x.yには、
lerometers.
ASC MEMS IMU 7.x.y incorporates
an assortment
of precision
3軸加速度計と3軸ジャイロスコープを含む精密慣性センサが
inertial
sensors, including a 3-axis accelerometer and a 3-axis gyroscope.
組み込まれています。
したがって、IMUは⽣の加速度信号
The
IMU thus outputs raw acceleration
and rotation rate signals, which
および回転速度信号を出⼒し、これを積分して実際の位置と
could
be integrated to obtain the actual position and orientation.

Applications
Indoor Navigation and Pointing, Precision Agriculture, Camera/
（動き追跡、ジェスチャセンシング）、
Antenna/Platform Stabilisation, Industrial and Robotics, Biomechanics
海洋（ヨット安定化、船舶モデルのテスト）
(Motion tracking; Gesture Sensing), Marine (Yacht Stabilisation;
⾞載⽤ナビゲーション、精密GPS⾞両
個⼈⽤
Tests on ナビゲーション⽀援（デッドレコニングナビゲーション）
Ship Models), Automotive in-car Navigation, Precision GPS
Vehicle and Personal Navigation Aiding (Dead Reckoning Navigation)

ASC IMU 7.x.y incorporates either the ASC LN series (Low-Noise)
ASC IMU 7.x.yは、ASC LNシリーズ（低騒⾳）加速度計
accelerometers or the ASC MF series (Medium-Frequency) acceleroまたはASC MFシリーズ（中周波）加速度計のいずれかを内蔵
meters, featuring an acceleration range from ±2g to ±50g. IMU 7.x.y
しており、加速度範囲は±2g〜±50gです。
features MEMS vibrating ring gyros with a rate range from ±75°/s to
±900°/s.
IMU 7.x.yは、±75°/ s〜±900°/ sの範囲の

Automotive, Railway, Agriculture, Civil Engineering, Marine
⾃動⾞、鉄道、農業、⼟⽊、海洋

⽅向を得ることができます。

Markets

MEMS振動リングジャイロを備えています。 ユーザは、

8LIYWIVGERGSRƤKYVIXLI-19GLSSWMRKJVSQE[MHIVERKI
広範囲の加速および回転速度範囲から選択してIMUを構成
of
acceleration and rotation rate ranges.
することが出来ます。
The
IMU is light-weight, has a low power consumption and a wide
IMUは軽量で、消費電⼒が少なく、対応温度範囲が広いです。
temperature range.

Cables
ASCIMU
IMU
ASC
7.x.y7.x.yには、12ピンコネクタと取り外し可能な
features a 12-pin connector and a detachable cable.

ケーブルがあります。

Cable for ASC IMU 7.x.y
Art. Nr. 12309
• 4.4 mm Diameter
• Polyurethane (PUR)
• AWG 30
• 30 gram/meter
Low Noise

IMU 7

Medium Frequency

Model

ASC IMU 7-LN

ASC IMU 7-MF

Housing Material

Aluminium

Aluminium

Weight

26g

26g

Acceleration range

g

Rotation rate range

°/s

±75
±150
±300
±900

Shock limit

gpk

500 (operating)
2000 (unpowered)

Excitation voltage
Supply Current

±2
±5
±10
±25
±50

±2
±5
±10
±30
±50

V DC

6 to 40

mA
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Isolation

5 to 40
21
Case Isolated

Operating Temperature

°C

-40 to +85

Storage Temperature

°C

-40 to +100

Sensing elements

MEMS Capacitive Accelerometers
(ASC’s LN/MF technology) and
MEMS Vibrating Ring Gyros

Connector

12-pin Comtronic

Mounting

Screw (2x M3)

Cable
Protection Class

12-wire PUR
IP65

ASC SENSORS
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