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原著論文

カタクリの生育斜面方位特性について

須永智

群‘鴨県立自然史博物館学芸課

』
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カタクリの生育地は北向きの斜面に偏る傾|句があり, 10調査地点では, N90｡E(真東）～

N88｡W(ほぼ真西）の間に限られていた．海抜400m以下の地点では，真北から北北東方向で

大きな群落が見られた．海抜400mを越える地点では，生育地の斜而方位が西に偏る傾向がわ

かった．
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調査方法・調査地点

今回の調査では，県内9ヶ所，埼玉県神泉村1ヶ所，合

はじめに

カタクリは，中国東北部関連植物に含まれ，古い時代か

ら大陸と日本列島に共通分布をしていた植物（須藤， 1987）

である．群馬県内では，平野部の丘陵帯から山地帯の多雪

地である奥利根湖畔，谷川岳天神平まで広く分布（戸部他，

1987）している．

カタクリは，多くの人々にとっては丘陵帯を代表する植

物であるようである． しかし， カタクリの地史的な分布や

生育地の特性から，むしろ冷涼な気候域や山地帯の夏緑広

葉樹林に適応した植物であると考えられる．今回10ヶ所で

生育地の斜面の方位を調査したので，その結果を報告する．
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（実線は群馬県境）

①丸山 （太田市） ⑥神泉村（埼玉県）

②稲荷山 （笠懸町） ⑦神ケ原（中里村）

③菱町黒川（桐生市） ⑧野栗 （上野村）

④跡倉 （下仁田町） ⑨志賀坂峠（中里村）

⑤三波川 （鬼石町） ⑩天神平（水上町）
図2 カタクリの生育地斜面の方位調査地点
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図1 カタクリ（稲荷山）

受付：1997年12月23日，受理：1998年2月6日
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表1 斜面方位の調査結果

地点NO. 1 2 3 4 5

地点名 丸山

(太田市）

稲荷山

(笠懸町）

菱町黒川

(桐生市）

跡倉

(下仁田町）

三波川

(鬼石町）

海抜高度 150m60m 160m 290m 300m

斜面方位 N20｡W N23oW N30｡W N5｡W N10｡E

~N40｡E ～N48｡ E ～N40｡ E ～N32｡ E 平面

植 生 ｸﾇｷﾞｰｺﾅﾗ林ｸﾇｷﾞｰｺﾅﾗ林コナラ林 コナラ林 杉林の空地

調査日 1996.4.2 1996.4.2 1996.4.2 1996.4.5 1997.4.5

地点NO. 6 107 8 9

地点名 神泉村

(埼玉県）

神ヶ原

(中里村）

志賀坂峠

(中里村）

天神平

(水上町）

野栗

(上野村）

海抜高度 370m 460m 500m 1390m780m

斜面方位 N8oE N60｡W N60｡W N40oW

~N35｡E ほぼ平面～N10｡W ～N90｡ E

N88｡W

~N76.W

植 生 ｺﾅﾗ↑ﾔﾏｻﾞｸﾗ ｸﾇｷﾞ､ｺｸｻｷﾞ ｸﾇｷﾞｰｺﾅﾗ林コナラ林 高茎草原

調査日 1997.4.5 1997.4.5 1997.4.5 1997.4.5 1997.6.18

計10ヶ所のカタクリ群落の生育地の斜面の方位を調査した．

調査地点の位置は，図2に示した．斜面の方位は，斜面上

部から斜面下部に向かい，その際の方位を測定した．真北

をNO．とし，真東をN90oE,北東をN45oE,真西をN90｡

W,北西をN45oWで表した．

調査は，県内でカタクリの生育の見られる地点を探し，

なるべく開花時期を中心に実施した．

調査結果

調査結果の全体は，表1に示した．次に，各調査地点の

ようすと詳細な結果を記す．

1 調査地点の結果

調査地点No.2 新田郡笠懸町稲荷山（図3)

生育斜面方位N23.W～N48oE,N15.W～NlOoE

海抜高度 150m

調査日 1996年4月2日

稲荷山は， カタクリの生育地として有名であり，観光地

化している場所である．山全体は， クヌギーコナラ林とな

り，林床の低木やササは刈り取られている． また， 多くの

図3 稲荷山の生育地

a地点は北向きの凹地

b地点は北東向きの凸地
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観光客が訪れるため，生育地がロープによって囲まれてい

る．

稲荷山の生育地は二つの斜面に分かれている．一つは，

北向きの凹地であり （図3 ･a地点),斜面は北東向きから

真北， そして北西向きへと変化する． この斜面では, N

10｡E(東向き）からNO｡ (真北）さらにN15｡W(Iﾉ回向き）

まで生育が見られた．

もう一つは北東向きの凸斜面であり （図3 ．b地点)，

斜面は北西向きに始まり真北から北東，そして東向きまで

続く ． この斜面では,N23｡W(西向き）に始まりNO．

（真北） （図4) , N48｡E(北東向き）まで生育が見られた

（図5）．特に, N10｡EからN32｡Eまでは株数も多く，み

ごとな群落が見られる（図6）． しかし，斜面がN32｡Eよ

り東に向くにしたがって生育数が減り始めた（図7）．

図4斜面の方位N0°のカタクリ群落（稲荷山）

調査地点No1

生育斜面方位

海抜高度

調査日

太田市丸山

N20｡W～N40｡E

60m

l996年4月2日

N

N23｡W- -~ ~

図6斜面の方位N30｡Eのカタクリ群落（稲荷山）
E

図5 稲荷山凸地の生育斜面方位の模式図

図7 斜面の方位N40｡Eのカタクリ群落（稲荷山）

カタクリの生育は， かなりまばらになってきて

いる．

巨ヨ生育の見られた斜面方位

睡劉:生育の見られない斜面方位
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洲査地点N().4

生育斜面方位

海抜高度

調査日

多野郡下仁田町跡倉

N5｡W～N32｡E

290m

1996年4月5日

N

N20｡1－－－

下仁田町跡倉のカタクリ群落は， コナラ，低木類， スズ

タケの混生林内にある．生育地は，北東方向に凸状の斜面

で， 下草刈りなどの手入れはされていない．群落の生育斜

面方位はN5｡WからN32oEまでで， これより東向きの斜

面では生育が見られなかった．大きな群落は,N20｡E方向

で見られた． また， 周辺には， アズマイチゲ， エゾエソゴ

サク， ミヤマキケマソなどが見られた．

多野郡鬼石町三波川

N10｡E

300m

1997年4月5日

調査地点No.5

生育斜面方位

海抜高度

調査日
－

三波川に面した北向きのスギ林の斜面の一部が，墓地と

して利用されている．墓地周辺は， スギが伐採され空き地

ができ， この空き地にカタクリの生育が見られる． スギ林

下は， スギの落ち葉の堆積物や低木類が繁茂しているため，

草本の生育する空間・日射もない状態である． しかし，墓

地周辺の空き地（広さは，約10m×10mほど）は，地面へ

の日射があり，草本の生育が可能な環境であった． この空

き地は， わずかに東に向いた北向き斜面であり，土壌は厚

く周辺にはアズマイチゲ， ニリソソウも見られた．

図8 丸山の生育斜面方位の模式図

丸山のカタクリ群落は， 周囲が金網で囲まれているため，

近距離からの観察や写真撮影はできない．生育地の山は，

クヌギーコナラ林で下草も刈り取られて，手入れがされて

いる．

生育斜面は，北西から，真北，北東向きまで続く凸斜面

である． この斜面では, N20｡Wに始まり, NO｡, N40｡E

まで生育が見られた（図8）．特に北北東向き(N22.5｡E)

を中心に大きな群落が見られた． 洲査地点No.6

生育斜面方位

海抜高度

調査日

埼玉県児玉郡神泉村

N8｡E, N35｡E

370m

1997年4月5日

調査地点No.3

生育斜面方位

海抜高度

調査日

桐生市菱町黒川

N30｡W～N40｡E

160m

l996年4月2日 生育地は， 神流川の谷に面した北向きの斜面に優占種に

コナラ，随伴種にヤマザクラ等の生育する二次林下にある．

土壌は，砂礫が主体で崩壊しやすい状態にあった．生育斜

面の方位は, N8｡Eで，生育面積は幅50m長さ100mほど

あった．

この生育斜面の一部に，崩れたような段差のある斜面が

あり， この斜面の方位がN35｡Eであり， カタクリ以外にア

ズマイチケなども見られた．

カタクリ群落は，伐採後十年ほど経過した萌芽状態のコ

ナラ林下にある単一群落である．下草刈りなどの手入れの

行き届いていないササが大きく生育した斜面では， カタク

リの生育は見られない． しかし， 2年ほど前から管理を始

め， ササを刈り取った斜面では，徐々にカタクリの生育が

見られるようになってきている．

この地点のカタクリ群落は，凹状の地形をした北東向き

の斜面に発達している．斜面の向きが北東方向のN40｡Eか

らカタクリの生育が見られ，真北からN10｡Wまでのあい

だでは大きな群落となっていた．凹地の西向きの縁では，

N30｡Wになると， カタクリの生育が見られなくなる． こ

の斜面は，午後の西日が直接当たる場所でもある．

調査地点No.7

生育斜面方位

海抜高度

調査日

多野郡中里村神ヶ原

N60｡W

460m

l997年4月5日

生育地は，中里小学校の東に位置し，神流川の谷に向かつ
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図10志賀坂峠の生育斜面方位の模式図図9 野栗の生育斜面方位の模式図

の斜面の方位は, N90｡Eであった． この斜面全体にもカタ

クリの生育が見られ，斜面の前面には大きな尾根があるた

め，斜而への日当たりは悪い．丘の西側には小さな沢があ

り，沢に向いたN40｡Wの方位まで， カタクリの生育が見

られた（図10)．丘全体の傾斜斜面の方位は, N20｡Wであ

り， この方位で最も密度の高い生育が見られた．生育地の

林は， コナラを優占種とする二次林で， アズマイチゲも見

られ，土壌は細かい礫を含む崩れやすいものであった．

て南西向きにせり出した斜面の西側側面にある．生育地の

斜面の方位は,N60｡Wであり， クヌギ， エゴノキの林下

にコクサギも見られる場所である．土壌は，細かい礫を含

んだ崩れやすいものであった．

多野郡上野村野栗

N60｡W～N10｡W

500m

1997年4月5日

調査地点No.8

生育斜面方位

海抜高度

調査日

利根郡水上町天神平

N88｡W～N76｡W

1390m

l997年6月18日

調査地点No.10

生育斜面方位

海抜高度

調査日

神流川の支流である野栗沢が南東から北西方向へ流れて

いるため， この沢に面した尾根は，北東方向にせり出して

いる． この尾根の北西向きの斜面で， カタクリの生育が見

られた（図9）． この北西向きの斜面は，三段の階段状に

なっている．斜面の方位は，上からN60｡W, N10｡W,N4

0。Wであった． この階段状の斜面全体としては,N10｡W

方向に向いていた．生育地は， コナラを優占種とする二次

林で，土壌は細かい礫を含んでいた．

多野郡中里村志賀坂峠

N40｡W～N90｡E

780m

1997年4月5日

調査地点NQ9

生育斜面方位

海抜高度

調査日

生育地は，諏訪山からせり出した，大きな尾根の谷間の

長楕円状の丘にあった． この丘は，全体的に北西方向に傾

斜している．丘の東側には大きな沢があり，東側の沢向き
図11 カタクリの果実

花は終わり種子の成熟期にある
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カタクリ群落は，天神平スキー状の西向き斜面の脇で見

られた． ここのカタクリは， 5月下旬の雪解け時期に開花

するらしく，今回の調査時点（6月18日）では，周囲の植

物がすでに生長していたため，見つけにくかった（図11) ，

生長していた植物の種類は， ヤマブキショウマ・ トリアシ

ショウマ・クロヅル・オオイタドリ ・ヤマドリゼソマイ・

ヨツバヒヨドリ ・チシマザサなどである、生育斜面の方位

は, N88｡W～N76｡Wであり， ほぼ西向きである （図12) .

N
一－

N76｡W

2 調査結果のまとめ

今回調査した10地点の生育地斜面の方位は，真西(N

90｡W)から真東(N90｡E)の間に限られていた（図13).

生育地の海抜高度が400m以下の低地では，真北(NO｡)~

北北東(N22.5｡E)方向で大きな群落が見られた． これら

の中で， 丸山(N()1) と稲荷山(No2)は， ほぼ円錐状の

山で，生育斜面の方位が北東より東に向くと群落の大きさ

と密度が小さくなった．生育地の海抜高度が400mを越え

ると，生育斜面の方位の'|喝が真北より西に偏る傾向が見ら

れた．特に，今回最も海抜の高い調査地点である谷川岳天

神平の生育地は， スキー場の縁にあたり，雪が5月下旬ま

N88｡W
’

図12天神平の生育斜面方位の模式図

で残り， 夏は草原となる場所であった
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図13生育地海抜高度と生育地斜面方位

縦軸：生育地斜面方位 横軸：生育地海抜高度
○数字は調査地点No. 海抜高度が高くなると生育斜面の方位が西に偏る
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カタクリは， 中国東北部関連植物であり，冷涼な環境に

適した植物である．低地での生育斜面の方位が真北(NO｡)~

北北東(N22.5｡E)に集中していることは， カタクリが冷

涼な気候に適応しており， 夏の高温から逃れるために，北

斜面で， しかも西日の差し込まない北東向きの生育地を選

んだ結果と考えられる． また，海抜高度が高くなると生育

地を西向きの斜面に偏らせる傾向が見られた． これは，春

先の雪解けの時期と地温の上昇，夏の気温とに関係がある

のではないかと考えられる．

カタクリは3月下旬から4月上旬には花を咲かせ， 5月

末にはもうあとかたもなくなる． このような植物群は，春

に花を咲かせたあと，球根で夏を越し， また翌年の春を待

つ植物で， 「スプリング・エフェメラル（春先のはかない

命)」と呼ばれる． アズマイチゲ・ニリソソウもこの仲間

である． カタクリは， 「本来，落葉広葉樹林下に生育して

いたものが， 氷河期以降の日本列島の温暖化による常緑広

葉樹林の北上によってすみかを追われ，人間の開発によっ

て生じた二次林であるクヌギーコナラ林にすみかを求めた」

（守山： 1996）植物であるらしい． カタクリがクヌギーコ

ナラ林の北東斜面に限って生育している原因は， どうもこ

の生い立ちにあるようである． 県内には， カタクリの生育

地がまだ数多くある． 今後は， 多雪地の調査を迫力| 'し，地

温も加味し，生育地の特性を明らかにしていきたい．
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Abstract

Thecompassdirectioninslopehabitatofadder'stonguelily

（Dy""0"〃"2””"c""zDecne.）

SatoshiSuNAGA
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Thecompassdirectioninslopehabitatofadder's

tonguelilywas studied. Itwas foundthat the

directionwas limitedbetweentheeast tothewest.

Especially, inhabitatofunder400meterabovethe

sealevel, bigcommunityofadder's tonguelilywas

limitedcompassdirectionofbetweenthenorthto

thenorth-northeast. Inhabitatofupper400meter

abovethesea level , compassdirectionofhabitatof

communityturntothewest. Adder's tonguelily

distributesJapanandthenortheasternareaofChina

fromtheglacial epochtothepresent time.

It suggests,adder's tonguelilyisadaptedtothe

cool climate. However, theclimateofpresent

Japaniswarmerthantheglacialepoch. Therefore,

adder'stongue lilychooseat thenorthslopehabitat.
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