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GPS×カメラ×地図
https://toragi.cqpub.co.jp/

初歩の自己位置推定
レーダ /LiDAR，AI，ロボットOS･･･自動運転の役者はそろった
自動運転対応
！ 特集連動セミナ開催
別冊
付き リアルタイム1cm測位 （1）実習・
F9Pレシーバの研究
・Google Earth
センチメートル・ナビ
の製作
・ESP32 ポータブル
RTK 局の製作
・2 周波 RTK 搭載
自動運転車の研究
・GNSS 用アンテナの
選び方 など

キット トラ技2周波RTK
頒布 スタータ・キット［高速測位タイプ］

センチメートル
高精度衛星測位入門

講師：岡本 修

9 月 22 日開催

（2）実習・最新RTK 測位モジュール
F9P スタートアップ入門
講師：吉田 紹一

10 月 18 日開催

講師：赤井 直紀

12 月 17 日開催

（3）自己位置推定ロボティクス入門
付録
DVD-ROM

F9P測位レシーバ入門ムービ＆
位置推定プログラム集

・ZED-F9P モジュール
（ユーブロックス）

・カメラ用の高速な移動距離推定プログラム
libviso2

・L1
（1575.42MHz）
，
L2
（1227.60MHz）
対応

・高速認識！ 定番の画像認識プログラムYOLO

・GLONASS/Galileo/
QZSS/Beidou同時受信
・価格：45,360 円
（税込）
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・衛星による自己位置推定プログラムRTKLIB
・LiDAR 用自律移動プログラム AutoNavi
ほか
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