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I  Introduction

Marshes are important parts of ecosystems and play an important role in maintenance of

ecosystems. Researchers involved in environment protection have developed many methods

for monitoring the disappearance of marshes, the most common one being field investigation.

Nowadays, remote sensing and GIS technology are gradually being applied to environmental

monitoring. However, once a model or algorithm has been trained on a data set, it seldom

attains acceptable accuracies for different remote sensing data. This is a major problem for

applications of remote sensing. The objectives of this research are to develop effective

methods for monitoring and assessing water quality of lakes-and marshes using remote

sensing, thereby providing more options for researchers in terms of environment protection.

1I  Methodology

As a case study of all methods, experiments were conducted in Miyajimanuma marsh area,

the only marsh designated as a ramsar site in the Ishikari peatland lakes group. In this study, a

new algorithm was first developed by using satellite images for extracting land use

information. Next, spectral data of water quality were obtained by using a spectroradiometer

and a multi-spectral image sensor mounted on low-altitude remote sensing platforms such as

unmanned and manned helicopters. In addition, corresponding water quality sampling data

were obtained by using an unmanned auto-guided boat. A water quality spectral model was

established by using partial least squares (PLS) regression. The relationship between water

quality change and surrounding land use in the crop planting season was then analyzed.

m   Extraction ofland use information around Miyajimanuma

To efficiently extract land use information in the marsh area, a new algorithm was developed

by using satellite images. The algorithm was based on a digital image processing technique.

The algorithm consisted of three stages. The first stage is pixel-based remote sensing image

classification. For this part, a samples pre-classification-based minimum distance

classification method was developed. Fully considering the differences in training sample, the

original training sampling data were divided into subclasses, and supervised classification of

each pixel of the remote sensing image was done on the basis of these subclasses. Then the

classification results were merged into the original classification. This algorithm gieatly

improved the accuracy of classification. The second part is land parcel extraction. This was
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based on an image segmentation technique named watershed image segmentation algorithm.

Finally, by combining the two results, pixels within parcels were reclassified according to the

rule that in one land parcel less than two kinds of crops were planted. Results of the study

indicated that land use information could be obtained with satisfactory classification accuracy.

Therefore, the proposed method would be of interest to researchers involved in environment

protection and precision agriculture.

IV   Low-altitude remote sensing-based water quality monitoring

To obtain lake water quality information quickly and efficiently, a low-altitude remote sensing

platform based on an unmanned helicopter was developed. A high-resolution spectroradiometer

was installed on the platform to measure spectral data of water quality. Compared with the satellite

data, our low-altitude remote sensing platform could provide high resolution and a wide range of

data at a low cost. In addition, for providing reference data as well as water quality data, an

unmanned auto-guided boat equipped with a water quality sensor was used. It could automatically

sample the water and measure the quality at specific locations according to a predetermined

measurement plan. Finally, a water quality model was developed by using a PLS regression

method, and sensitive bands of key water quality parameters were found. The newly developed

method is a fast, efficient, low-priced and highly accurate method. Therefore, it could be very

useful for research for environment protection by monitoring lakes and marshes.

To assess water quality of lakes and marshes, the relationship between land use and water

quality change in the crop planting season was analyzed. Changes in EC, DO and turbidity in

the crop planting season were evaluated. The descriptive statistics results showed a clear

upward trend in the mean of four times EC, reflecting the continuous fertilizer and pesticide

accumulation process with irrigation water discharge into the lake. In addition, obvious water

flow paths could be seen in the mapping results. Due to the presence of large amounts of

fertilizers and pesticides, the values of EC in water flow paths were much higher than those in

the stable area. In contrast, low update rate in the non-irrigation season resulted in

concentration of materials inside the inlet area, and the EC value in the westem region of

Miyajimanuma therefore become higher than that in the eastern region in the mapping results.

Even a small fluctuations existing, the values of DO and turbidity became high at the end of

the planting season, and this also reflects irrigation worsen water quality.

VI  Conclusion

In this study, serial methods were established to monitor water quality of lakes and marshes

based on remote sensing and GIS. In addition, the relationship between land use and water

quality was analyzed. The algorithm for land use extraction provided good results with

accuracy of up t0 93%. A low-altitude unmanned helicopter remote sensing platform and

water quality model also provide a new solution for researchers involved in environment

protection. The results for the relationship between water quality changes and land use show

that deterioration of water quality becomes serious towards the end of the planting season.

These methods would.provide more solutions for researchers and officers involved in

environmental protection.
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    （リモートセンシングとGISによる湖沼水質の観測・評価に関する研究）

  本論文は、全6章からなる総頁数120ぺージの英文論文である。論文には図54、表

15、引用文献72が含まれ、別に参考論文9編が添えられている。湖沼環境は生態系に

大きな影響を与えるので、その維持・管理が生態系の保全に重要である。環境モニタリ

ング法として近年、リモートセンシングが適用されているが、一般に湖沼の水質を時空

間情報として効率的に取得できる方法論が確立していないこと、また衛星リモートセン

シングの場合、衛星搭載センサと地上分解能が制限要因となり、センシング対象に適否

があるのは周知のとおりである。本研究ではりモートセンシングを用いた湖沼水質モニ

タリングシステムを開発することを目的とした。衛星リモートセンシングと低空リモー

トセンシングを併用することで、湖沼周辺の土地利用が水質に与える影響をも考察でき

るシステム開発を目指した。さらに農業活動という人為的撹乱が湖沼水質に及ぼす影響

を考察することで開発システムの有効性を評価した。

  本研究は北海道美唄市にある「宮島沼」を試験地とした。宮島沼は石狩泥炭地湖沼の

ーっでラムサール条約登録湿地となっている。まずSPOT5衛星画像を用いて湖沼周辺の

土地利用情報を効率的に抽出するための画像解析アルゴリズムを開発した。このアルゴ

リズムはデジタル画像処理技術を駆使して3段階から構成されている。まず、画素レベ

ルで「水稲」、「小麦」、「大豆」、「湖水」、「その他」に分類するために教師無し学習法で

あるK－means法を用いたクラスタリング法を採用した。しかし、K一means法が局所的な

クラスタリング最適化法であるので分類精度に限界があった。そこで大局的最適化を図

るこ とができ る粒子群 最適化（Particle Swarm Optimization；PSO）を付加して

PSO―K一means法に発展させ分類精度の向上を図った。さらに、画素レベルのノイズを除

去するために、一筆ほ場には1作物だけが栽培されているという仮定を設けた「ほ場区

画認識アルゴリズム(Land Parcel Extraction；LP)」を考案し、土地利用分類システム
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に追加実装した。その結果、従来から教師付きクラスタリング法として広く用いられて

いる最小距離法が56.5％の分類精度であったのに対して、今回開発したLP－PSO―k―means

法は93.7％まで分類精度を向上させることに成功した。

  次に湖沼の水質情報を効率的に取得するため、産業用無人ヘリコプタを用いたりモー

トセンシングシステムを開発した。衛星画像の感度では湖沼水質を評価することができ

なかったことから、湖沼のスペクトルデータを湖面近接から取得できるよう分光放射計

を産業用無人ヘリコプタに搭載して広波長領域(350～1350、1450～1，800nm)の分光デ

ータを取得できるシステムを試作した。合わせてグラウンドトゥルース（現地参照用デ

ータ）となる水質データを得るために、水質計を搭載したロポットポートを供試して湖

沼全面の水質をグリッドサンプリングした。これらのデータを用いてPLS (Partial

Least Squares)回帰分析により水質推定モデルを構築した。水質の変化が検出できる光

波長帯を抽出して、クロロフイルa、EC、DO、ph、濁度について推定モデルを作成し

た。ザはそれぞれ0． 79、0．82、0．84、O．80、0．82であった。これらの推定モデル

によって効率的な水質モニタリングが可能になり、湖沼水質の時空間ダイナミクスを考

察できるようになった。

  最後に本研究で開発したモニタリングシステムを使用して作物栽培期間(5/23～

8/29)に毎月1回、計4回水質を計測して、水質(EC、DO、濁度）の時空間ダイナミク

スを考察した。栽培期間を通してECが上昇傾向にあることが示された。これは湖沼周

辺農地に投入される肥料や農薬が湖沼に連続的に流入・蓄積したことが影響したと考え

られた。さらに、GISによるマップ化により流入口から出口までの水の流れが水質分布

に影響することも確認できた。他方、非灌漑期においてECが流入口付近に集結するこ

とも把握できた。さらにDOと濁度が栽培後期に増加し、灌漑が水質の悪化の一原因で

あることがGISマップからも推察された。

  本研究では、リモートセンシングとGISに基づぃて湖沼水質をモニタリングできる一

連の方法を提案した。開発した衛星画像解析アルゴリズムLP－PSOーk―means法によって

93.7％の精度で土地利用状況を判別することが可能になった。無人ヘリコプタを用いた

低高度リモートセンシングシステムで取得できる水質推定モデルは、その高効率性と推

定精度から湖沼水質の時空間ダイナミクスが考察できた。水質変化と土地利用の関係の

結果から、水質悪化は時間の経過とともに増大することも判明した。以上のように本研

究で開発したシステムは今まで把握することができなかった水質評価を可能にするも

のである。すなわち、本研究で得られた成果は高い学術的価値、オリジナリティととも

に今後の湖沼水質のモニタリング法として活用できる有用な技術と判定された。よって

審査員一同は、莠宝峰が博士（農学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認

めた。
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