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EN Carefully read this entire document and all safe and lawful 
practices provided before use.

CHS 使用本产品前，请仔细阅读并遵循本文及与本产品相关的所有
安全与合规操作指引。

KR 본 문서 및 제공된 모든 안전 및 적법한 사용 방법을 사용 전에 주의 깊
게 읽어 주십시오.

CHT 使用本產品前，請仔細閱讀並遵循本文及與本產品相關的所有
安全與合規操作指南。

JP ご使用前に、この文書全体に目を通し、安全で合法的慣行に
ついての説明を注意深くお読みください。

RU Внимательно ознакомьтесь с данным документом и правилами 
техники безопасности перед использованием продукта.
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Core Module

核心模块

核心模組

コアモジュール
코어 모듈
Основной модуль

Touch Screen

触控显示屏

觸控顯示螢幕

タッチスクリーン
터치스크린

Сенсорный экран

Pin Header

转接拓展板

轉接拓展板

ピンヘッダー
핀 헤더
Штыревой разъем

Micro USB Cable

Micro USB 线

Micro USB 線

Micro USBケーブル
Micro USB 케이블
Кабель Micro USB

Touch Screen Cable

显示屏连接线

顯示螢幕連接線

タッチスクリーン 
ケーブル
터치스크린 케이블
Кабель для 
сенсорного экрана

Touch Screen Connector

显示屏连接器

顯示螢幕連接器

タッチスクリーン 
コネクター
터치스크린 커넥터
Коннектор для 
сенсорного экрана
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Object Detection  
Mode Button
目标检测模式按键

目標檢測模式按鍵

物体検出 モードボタン
물체 감지 모드 버튼
Обнаружение объекта 
Кнопка переключения 
режима

9
Image Capture 
Mode Button
图像采集模式按键

影像擷取模式按鍵

画像撮影 モードボタン
이미지 캡처 모드 버튼
Фотосъемка Кнопка 
переключения режима

10
microSD Card Slot
microSD 卡槽
microSD 卡插槽
microSD カード 
スロット
microSD 카드 슬롯
Слот для карты 
памяти microSD

1
Button
按键

按键

ボタン
버튼
Кнопка

2
Micro USB Port
Micro USB 接口
Micro USB 連接埠
Micro-USBポート
Micro USB 포트
Разъем Micro USB

3
Status Indicator
状态指示灯
狀態指示燈
ステータス インジケ
ーター
상태 표시등
Индикатор состояния

4
Camera
摄像头
攝影機
カメラ
카메라
Камера

7
Touch Screen Port
显示屏接口

顯示螢幕連接埠

タッチスクリーン 
ポート
터치스크린 포트
Порт сенсорного экрана

5
Touch Screen Port
显示屏接口

顯示螢幕連接埠

タッチスクリーン ポート
터치스크린 포트
Порт сенсорного экрана

6
14-Pin Expansion Port
14 Pin 扩展口

14 Pin 擴充連接埠
14ピン拡張ポート
14핀 확장 포트
14-контактный порт   
расширения
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EN

Introduction
The AI Education Set is designed for primary and secondary school 
students. It has a built-in AI processing chip with general neural network 
processing ability, as well as a high-performance camera module. On 
the AI Training Platform of the DJITM Education Hub, users can train the 
neural network model to detect an object and download the model to the 
AI Education Set to run offline. The detection results can be outputted in 
real-time to facilitate the machine vision and application of the on-device 
machine. Used with the AI Education Set, multiple applications such as 
simple automatic driving, gesture recognition, and tracking, and automatic 
transfer robots can be executed via the robotic platform.

Usage
1. Download DJI Education Hub
 Download DJI Education Hub on edu.dji.com, finish the neural network 

model training on the AI Training Platform and download the model to 
the core module.

Refer to the AI Education Set User Manual for more information.

2. Application
a. Using the AI Education Set as a Standalone Device
 Connect the core module to the touchscreen to detect objects and 

display the object's information on the screen. 

 How to connect: Align the notches on the core module and 
touchscreen and attach them together. Align and connect their 14-
pin expansion ports, and insert the touchscreen connector as shown. 
(Figure A)

 Press the Object Detection Mode button to enter Object Detection 
mode. In this mode, the core module will capture images of the 
object and display the detection results on the touch screen in 
real-time.
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Connect the Micro USB port of the core module to the computer or 
use a USB power source to power the core module and touch screen.

b. Using the AI Education Set with ROBOMASTERTM TT
 Attach the core module to the open-source controller 

of RoboMaster TT. Users can obtain detection results 
and program the robot via Python SDK to run relevant 
AI applications. Scan the QR code or visit the link to 
learn more about Python SDK. 

 https://robomaster-dev.readthedocs.io

 How to connect: Align the notches on the core module and the 
open-source controller and attach them together, then align and 
connect their 14-pin expansion ports. (Figure B)

c. Using the AI Education Set With RoboMaster EP
 Using the AI Education Set with RoboMaster EP requires the RM 

Expansion Module (not provided). Refer to the RM Expansion 
Module Quick Start Guide for installation steps.

d. Using the AI Education Set With a Third-Party Controller
 To obtain detection results via the serial port, attach 

the pin header to the 14-pin expansion port of the 
core module, and then connect the core module 
with a third-party controller using a Dupont cable (not 
provided).  (Figure C)

 Scan the QR code, or visit the link, to get the open-source code and 
program sample: 

 https://www.dji.com/ai-module/downloads

Refer to the AI Education Set User Manual for more information.
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CHS

简 介
AI 人工智能教育套件专为中小学人工智能教学和应用设计，内置具有通用神经

网络处理能力的端侧人工智能运算芯片和高性能的相机模组。配合大疆 TM 教

育的 AI 训练平台，用户可以自行训练检测目标的网络模型，并部署应用到本

套件中离线运行，实时输出目标检测的结果，从而实现端侧机器视觉能力和应

用。AI 人工智能教育套件配合相应机器人平台可完成简易自动驾驶、手势识别

和跟随、自动搬运机器人等丰富多彩的人工智能应用。

使 用
1. 下载大疆教育平台

 在 edu.dji.com 下载大疆教育平台，通过其中的 AI 训练平台完成模型训练

及将模型下发至核心模块。

请参考《AI 人工智能教育套件用户手册》完成模型训练及模型下发。

2. 应用
a. 单独使用

 将核心模块与触控显示屏（以下简称显示屏）连接后，即可检测并识别

用户模型中的目标，并显示在显示屏上。

 连接步骤：首先将核心模块与显示屏的卡扣对准并卡入，再对准 14 Pin
扩展口嵌入并压紧，最后插入显示屏连接器。（图 A）

 连接后，单击显示屏的目标检测模式按键进入目标检测模式。目标检测

模式下，核心模块将实时采集图像以及将识别结果实时显示在显示屏上。

使用时需将核心模块 Micro USB 接口连接至电脑或 USB 电源供电。

b. 配合 RoboMasterTM TT 使用

 将核心模块连接至 RoboMaster TT 开源控制器后，即可

通过 Python SDK 获取识别结果并编程控制机器人完成人

工智能相关应用。

 扫描二维码或访问以下网址获取有关 Python SDK 的使用

帮助：https://robomaster-dev.readthedocs.io

 连接步骤：首先将核心模块与开源控制器的卡扣对准并卡入，再对准

14 Pin 扩展口嵌入并压紧。（图 B）
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CHT

簡 介
AI 人工智慧教育套件專為中小學人工智慧教學和應用設計，內建具有通用神經

網路處理能力的終端人工智慧運算晶片和高性能的相機模組。搭配大疆 TM 教

育的 AI 訓練平台，使用者可以自行訓練檢測目標的網路模型，並部署應用到

本套件中離線執行，即時輸出目標檢測的結果，進而實現終端機器視覺能力和

應用。AI 人工智慧教育套件搭配相應機器人平台可完成簡易自動駕駛、手勢辨

識和跟隨、自動搬運機器人等豐富多樣的人工智慧應用。

使 用
1. 下載大疆教育平台

 前往 edu.dji.com 下載大疆教育平台，透過其中的 AI 訓練平台完成模型訓

練並將模型載入至核心模組。

請參考《AI 人工智慧教育套件使用者手冊》完成模型訓練及模型載入。

2. 應用

a. 單獨使用

 將核心模組與觸控顯示螢幕（以下簡稱顯示螢幕）連接後，即可檢測並

辨識使用者模型中的目標，並顯示在顯示螢幕上。

 連接步驟：首先將核心模組與顯示螢幕的卡扣對準並卡入，然後對準 14 
Pin 擴充連接埠嵌入並壓緊，最後再插入顯示螢幕連接器。（圖 A）

c. 配合 RoboMaster EP 使用

 在 RoboMaster EP 上使用 AI 人工智能教育套件时，需要搭配机甲大师

通用拓展模块（需另行购买）使用。使用步骤请参考《机甲大师通用

拓展模块快速入门指南》。

d. 配合第三方控制器

 将转接拓展板插在核心模块的 14pin 扩展口上，使用杜

邦线（用户自备）连接核心模块与第三方控制器，即可

自行解析串口获取的原始数据获得识别结果。（图 C）
 扫描二维码或访问以下网址获取相关开源代码库和工程

样例：https://www.dji.com/ai-module/downloads

更详细的内容请参考《AI 人工智能教育套件用户手册》。



 連接後，按一次顯示螢幕的目標檢測模式按鍵進入目標檢測模式。在目

標檢測模式下，核心模組將即時擷取影像，並將辨識結果即時顯示於顯

示螢幕上。

使用時需將核心模組 Micro USB 連接埠連接至電腦或 USB 電源供電。

b. 搭配 ROBOMASTERTM TT 使用

 將核心模組連接至 RoboMaster TT 開放原始碼控制器後，

即可透過 Python SDK 取得辨識結果並編輯程式控制機器

人執行人工智慧相關應用。

 掃描 QR 碼或前往以下網址取得 Python SDK 相關使用幫

助：https://robomaster-dev.readthedocs.io

 連接步驟：首先將核心模組與開放原始碼控制器的卡扣對準並卡入，再

對準 14 Pin 擴充連接埠嵌入並壓緊。（圖 B）

c. 搭配 RoboMaster EP 使用

 在 RoboMaster EP 上使用 AI 人工智慧教育套件時，需要搭配機甲大師

通用拓展模組（需另行購買）使用。使用步驟請參考《機甲大師通用拓

展模組快速入門指南》。

d. 搭配第三方控制器

 將轉接拓展板插入核心模組的 14 pin 擴充連接埠上，使

用杜邦線（由使用者自備）連接核心模組與第三方控制

器，即可自行解析串聯埠取得的原始數據，獲得辨識結

果。（圖 C）
 掃描 QR 碼或前往以下網址取得相關開放原始碼資料庫和程式範例：

https://www.dji.com/ai-module/downloads

更詳細的內容請參考《AI 人工智慧教育套件使用者手冊》。
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はじめに
AI教育セットは小中学校の生徒のための AI教育用に設計されていま
す。AI教育セットには汎用ニューラルネットワークの処理能力を持つ
AI処理チップと高性能カメラモジュールが内蔵されています。DJITM 
Education Hubの AIトレ ーニングプラットフォーム上で、その検出対
象に対するニューラルネットワークモデルを学習することができ、構
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築したモデルを AI教育セットにダウンロードしてオフラインで実行す
ることができます。検出結果はリアルタイムで出力でき、マシンビジ
ョンやオンデバイス機械学習用アプリケーションの向上に役立ちます。
AI教育セットと組み合わせて使用することで、簡易自動運転、ジェス
チャー認識とトラッキング、自動輸送ロボットなどに使用される複数
の AIアプリケーションがロボットプラットフォームを介して実行でき
ます。

使用方法
1.  DJI Education Hubのダウンロード
 edu.dji.comから DJI Education Hubをダウンロードし、AIトレーニ
ングプラットフォーム上でニューラルネットワークモデルを作成
し、そのモデル をコアモジュールにダウンロードします。
詳細については、AI教育セットのユーザーマニュアルを参照して
ください。

2.  用途
a.  AI教育セットをスタンドアロンデバイスとしての使用
 コアモジュールをタッチスクリーンに接続し、対象を検出して、
画面に対象の情報を表示します。

 接続方法：コアモジュールのノッチとタッチ画面の位置を合わせ
て取り付けます。そして 14ピン拡張ポートの位置を合わせて接続
します。最後に図で示すようにタッチスクリーンコネクターを挿
入します。（図 A）

 物体検出モードボタンを押して物体検出モードに入ります。この
モードではコアモジュールが対象の画像を撮影し検出結果をタッ
チスクリーンにリアルタイムで表示します。
コアモジュールのMicro-USBポートをパソコンまたは USB電源に
接続し、コアモジュールとタッチスクリーンに電源を供給します。

b.  ROBOMASTERTM TTを使用した AI教育セットの使用
 コアモジュールを RoboMaster TTのオープンソース
コントローラに取り付けます。検出結果を取得して、
Python SDKを介してロボットをプログラムすると、
関連する AIアプリケーションを実行できます。QR
コードをスキャンするか、リンク先に移動し Python 
SDKの詳細についての知識を深めてください。

 https://robomaster-dev.readthedocs.io



 接続方法：コアモジュールのノッチとオープンソースコントロー
ラの位置を合わせて取り付けます。そして 14ピン拡張ポートの
位置を合わせて接続します。（図 B）

c.  RoboMaster EPを使用した AI教育セットの使用
 RoboMaster EPを使用したデバイスの使用には RoboMaster EP
モジュール（別売）が必要となります。取り付けのステップにつ
いては RM拡張モジュールのクイックスタートガイドを参照して
ください。

d.  AI教育セットとサードパーティ製コントローラを組み合わせて使用
 シリアルポートを経由して検出結果を取得するに
は、ピンヘッダーをコアモジュールの 14ピン拡張
ポートに取り付け、次に Dupontケーブル（別売）
を使用してコアモジュールをサードパーティ製コン
トローラに接続します。（図 C）

 QRコードをスキャンするかリンク先に移動しオープンソースコ
ードとプログラムサンプルを入手します。

 https://www.dji.com/ai-module/downloads

詳細については、AI教育セットのユーザーマニュアルを参照して
ください。
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소개
AI   교육 세트는 초등학생 및 중학생을 대상으로 한 AI 교육을 위해 고안되었습니다. 이 
세트는 일반 신경망 처리 능력을 갖춘 AI 처리 칩과 고성능 카메라 모듈을 내장하고 있
습니다. DJITM Education Hub의 AI 교육 플랫폼에서 사용자는 신경망 모델에 감지 대
상을 학습시키고, AI 교육 세트에 모델을 다운로드하여 오프라인으로 실행할 수 있습니
다. 감지 결과는 실시간으로 출력하여 머신 비전과 온디바이스 머신의 적용을 용이하게 
할 수 있습니다. AI 교육 세트를 사용하여 단순 자동 주행, 제스처 인식 및 추적, 자동 전
달 로봇과 같은 여러 AI 응용 프로그램을 로봇 플랫폼을 통해 실행할 수 있습니다.

사용법
1.  DJI Education Hub 다운로드
 edu.dji.com에서 DJI Education Hub를 다운로드하고 AI 교육 플랫폼에서 신
경망 모델 교육을 마친 후 코어 모듈에 모델을 다운로드합니다.

자세한 내용은 AI 교육 세트 사용자 매뉴얼을 참조하십시오 .



2.  응용
a.  AI 교육 세트를 독립형 기기로 사용하기
 코어 모듈을 터치스크린에 연결하여 물체를 감지하고 해당 물체 정보를 화면
에 표시합니다.

 연결 방법: 코어 모듈과 터치스크린의 노치를 맞춰 서로 부착합니다. 그런 다
음 14핀 확장 포트를 맞춰 연결합니다. 마지막으로 그림과 같이 터치스크린 
커넥터를 삽입합니다. (그림 A)

 물체 감지 모드 버튼을 눌러 물체 감지 모드로 들어갑니다. 이 모드에서 코어 
모듈은 물체의 이미지를 캡처하고 실시간으로 터치스크린에 감지 결과를 표
시합니다.

코어 모듈의 마이크로 USB 포트를 컴퓨터나 USB 전원에 연결하여 코어 모
듈과 터치스크린에 전원을 공급합니다 .

b.  AI 교육 세트를 ROBOMASTERTM TT와 함께 사용하기
 RoboMaster TT의 오픈 소스 컨트롤러에 코어 모듈을 부
착합니다. 사용자는 Python SDK를 통해 감지 결과를 얻고 
로봇을 프로그래밍하여 관련 AI 응용 프로그램을 실행할 수 
있습니다. QR 코드를 스캔하거나 링크를 방문하여 Python 
SDK에 대해 자세히 알아보십시오.

 https://robomaster-dev.readthedocs.io

 연결 방법: 코어 모듈과 오픈 소스 컨트롤러의 노치를 맞춰 함께 부착합니다. 
그런 다음 14핀 확장 포트를 맞춰 연결합니다. (그림 B)

c.  AI 교육 세트를 RoboMaster EP와 함께 사용하기
 기기를 RoboMaster EP와 함께 사용하려면 RM 확장 모듈(제공되지 않음)
이 필요합니다. 관련 설치 단계는 RM 확장 모듈 퀵 스타트 가이드(QSG)를 
참조하십시오.

d.  AI 교육 세트를 타사 컨트롤러와 함께 사용하기
 시리얼 포트를 통해 감지 결과를 얻으려면 핀 헤더를 코어 
모듈의 14핀 확장 포트에 부착한 다음 듀폰 케이블(제공되지 
않음)을 사용하여 코어 모듈과 타사 컨트롤러를 연결합니다. 
(그림 C)

 QR 코드를 스캔하거나 링크를 방문하여 오픈 소스 코드 및 프로그램 샘플을 
얻으십시오.

 https://www.dji.com/ai-module/downloads

자세한 내용은 AI 교육 세트 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
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Введение
Обучающий набор с ИИ разработан для обучения учащихся 
начальной и средней школы технологиям искусственного интеллекта. 
В него встроен чип процессора ИИ с общей способностью обработки 
нейронной сетью, а также высокопроизводительный модуль камеры. 
На обучающей платформе ИИ образовательного центра DJITM 
пользователи могут обучать модель нейронной сети для своего 
объекта обнаружения и скачивать модель в набор для обучающего 
набора с ИИ, чтобы осуществить запуск в автономном режиме. 
Результаты обнаружения могут выводиться в реальном времени, 
чтобы обеспечить компьютерное зрение и применение аппарата 
на устройстве. При использовании обучающего набора с ИИ через 
роботизированную платформу могут работать несколько приложений 
с ИИ, например простое автоматическое управление, распознавание 
жестов и отслеживание, а также роботы с автоматическим 
перемещением.

Использование
1.	 Скачайте	DJI	Education	Hub
 Скачайте DJI Education Hub на сайте edu.dji.com, выполните 

обучение модели нейронной сети на обучающей платформе с ИИ 
и загрузите модель в основной модуль.

Для получения дополнительной информации см. руководство 
пользователя для обучающего набора с ИИ.

2.	 Применение
а.	 Использование	 обучающего	 набора	 с	 ИИ	 в	 качестве	

отдельного	устройства
 Подключите основной модуль к сенсорному экрану для 

обнаружения объектов и отображения информации об объектах 
на экране. 

 Как подключиться: совместите выступы и отверстия на 
основном модуле и сенсорном экране и соедините их. Затем 
совместите и подключите 14-контактные порты расширения. 
И наконец, установите коннектор сенсорного экрана, как 
показано.	(Рисунок	A)
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 Нажмите кнопку режима обнаружения объектов, чтобы войти в 
режим обнаружения объектов. В этом режиме основной модуль 
будет получать изображения объекта и отображать результаты 
обнаружения на сенсорном экране в реальном времени.

Подключите порт Micro USB основного модуля к компьютеру или 
источнику USB для питания основного модуля и сенсорного экрана.

b.	 Использование	обучающего	набора	с	ИИ	с	ROBOMASTERTM TT
 Установите основной модуль на контроллере с 

открытым кодом RoboMaster TT. Пользователи 
могут получить результаты обнаружения и 
запрограммировать робота с помощью Python SDK 
для запуска соответствующих приложений ИИ. 
Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке, 
чтобы узнать больше о Python SDK. 

 https://robomaster-dev.readthedocs.io

 Как подключиться: Совместите отверстия на основном модуле и 
контроллере с открытым кодом и соедините их. Затем совместите 
и подключите 14-контактные порты расширения.	(Рисунок	B)

c.	 Использование	обучающего	набора	с	ИИ	с	RoboMaster	EP
 Для использования устройства с RoboMaster EP требуется модуль 

расширения RM (не входит в комплект). Инструкцию по установке 
см. в кратком руководстве для модуля расширения RM.

d.	Использование	обучающего	набора	с	ИИ	со	сторонним	
контроллером

 Чтобы получить результаты обнаружения через 
последовательный порт, подключите штыревой 
разъем к 14-контактному порту расширения 
основного модуля, затем подключите основной 
модуль к стороннему контроллеру с помощью 
кабеля Dupont (не входит в комплект).  (Рисунок	C)

 Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке, чтобы получить 
образец исходного кода и программы: 

 https://www.dji.com/ai-module/downloads

Для получения дополнительной информации см. руководство 
пользователя для обучающего набора с ИИ.



部件名称

有害物质

铅
 (Pb)

汞 
(Hg)

镉
 (Cd)

六价铬 
(Cr+6)

多溴联苯 
(PBB)

多溴二苯醚
 (PBDE)

线路板 × ○ ○ ○ ○ ○

外壳 × ○ ○ ○ ○ ○

金属部件 ( 铜合金 ) × ○ ○ ○ ○ ○

内部线材 × ○ ○ ○ ○ ○

其他配件 × ○ ○ ○ ○ ○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

（产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求）
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