★益々拡がるドローンのビジネス活用展開！必要となる要素技術がこの一冊に集約！
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★ドローンのビジネス展開に利用される各種センサ・カメラ技術を把握。
それぞれの特徴および用途・目的に応じた選び方・使い方・活用例とは？
★撮影・計測技術および、得られたデータの活用・画像処理技術・3次元データ作成まで！
★5G通信や人工知能（AI）が今後どのようにドローンにかかわっていくのか？ドローンの各種セキュリティ対策とは？
★SfM-MVS の精度確保のための注意点から、レーザー計測・RTK-GNSS 等の最新技術の利用方法までを網羅。
★農業・建築・土木他、様々な分野・用途への実際の活用展開について詳述。
★ドローン活用ビジネスを進める上で役立つ各種情報を掲載。
そのビジネスモデルや法規制・市場・特許の動向、必要となる事柄やコスト、各種トラブルと対策まで！
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