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、地愛？

奥羽地方に於ける植物の分布

飯柴 永吉

ON THE DISTRIBUTION OF PLANTS .IN THE OU DISTRICTS. 

By 

NAGAKICHI hsHIBA. 

奥澗地方は本多博士の本邦植物帯匝分によれば大部砂温帯匝』t属すと雄も

地域庚〈其間多少の差異在しとせず。予此地にある之と十鞍年、今見る所によ

b植物語河の概要を述べ識者の批正を乞はんとす。

一．岩代園は天然の升布境界tl.~ 。殊に此傾向の薯し〈棲建せるは飯豊、

吾妻、尾瀬の方面理Eb。試に二三の詮をあげAか

~かねよもぎは飯豊山及朝日岳に撞S て以北』t及ば子。えそ電rらきき fJ 宿泊峠
民意きて以南に及ばず。とつまとりきちは尾瀬、ほろむいいちどは戸口原、ほ

暑が舎がいぜきせ事及みちのξz:ぎとらは飯豊山を最甫左し乏ぞぜきを，も亦

曾棒を限とするが加し。まQ陰きん点い4あは飯豊を限 bとし、しかも甚少〈

間山は却ては4さんおみなへL~t官官。吾妻山に於て本然事。
二、奥現地方を終端とする植物少からずO

とみやsPんだ事 は酢川岳以北tζ之を見ず。ほぎきのや，！！！）ぎは草地峰を北端

とす。

以なぎ4ら及ゆきめ！）z:ぎ4らは刈田岳を南端とす。めだきラは岩代を北端と

す。とが4ししよラまは甥後tζ塞き。は4さんをほ訟とは鳥海山を限 bとすO

めあかんふす，.も亦然 b。さま況よもぎは早池峰を南端とし以母つがぎ4らも

亦然 b。え与ら4 らんIi奥潤を北端としきぬ1J,l}~ ；は月山に及ぶ0 （忍びい

た守jj陸中を南端とし（ 1;1Pla，はは早地峰を北端とす。 ~•o院がなも亦此地

方に眠らる。とベらも恐ら〈控の波を北描とするならん0~でやま事つ躍は対

山を北織とす鼠車窓じは陸中に限らる。やまきぬ毒や5は早池峰を北措とする

~ま如し。

三、地方民主 ,, ＂＇（各特有の植物あ b。今之を撒小高に号ちて略記ぜんとすo

a.：酉郵山脹帯

奥覇地方を縦走す芯主主0山脈三僚あ b。其最西tと位するものを鳥海火山

、、、
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P底と在すO 鳥海山其盟主たれ越後山系其南にあ b。月山。朝日操。飯豊山等

之氏麗せ b。
此啓tζ特有在るはて5かいふすま t鳥海）は4さんをほ訟と（鳥海、月山、

飯豊）とが4ししよラま（秋田牒）たかおよもぎ（飯豊、朝日〉ながえあかほ・な

（飯豊〉たか拠つ母4き〈飯豊）きぬがささラ（月山）みやま5すゆきさ； （月、

飯豊、鳥海）いはつ晶じ（岩木）以者！） 去めが？と（飯豊、月）をほと母つ島じ（飯

豊、鳥海、庄内）等にして其本邦他地方に見ぎる特有のものはなが之あか惨な、

みちの4とぎ4ら其他数種の蘇類あ b。

b. 中央・w脹帯

此帯は尤も虞大在る地域を占め隠って植物に富む、若手山を盟主とし八甲

田‘栗駒、潟l岡、舶形．吾妻等諸山之に属す、

おもとしゃ4な班、（吾妻）あづまほし4き（吾妻）ゆきめPとぎ4ら（岩

手、船形、御前）いはては？とぎほ〈岩手）と怠4曾〈岩手、XIJ現主え寄っつl,i:｛岩

手〉号事らん（八甲田）之h・や・SYんだ.， （栗駒）たがおすみ庇（岩手｝ .（ろ

按なのはんせ5づQ等を特長Jとし其金〈特有なる他地方に敢て見ぎるが如きも

のは甚少在しと雄も隠花植物をもあぐれば必ずしも少さに，あらずO

西部山脈帯と共通なるものは臥なぎ4ら、ま昂按きんsitい4め、きんAt.い

4あ、みやまラすゆきさ；.みやまか 5 がいぜきし占弘いはぶ~o、みやまり
んだ弘をほしIまがま、みや~.Lほが車、をほ雄、きずみ必しは4さんほラふ5、
をほ按つ晶じ、~てや怠；つほ．。めきゅp、とあか訟な．。めあか惨な・‘等

頗る多し。

e，東部・山脹帯

1 早地峰主盟主とし地域贋からずと蜂も特有の植物に富むとと前者に勝れる

ものあ品。例ヘばほぎきのやどりま〈早池峰）以母とぎ4ら（詞）き去によも

ぎ王国）えぞのいはてんだ（早油、姫紳）なんぷとらのを（早池）匂母つがぎ.（

i... （阜地）な孔ぶいぬなヲな（同）きんろ5蛤い f同）按と主はz－＆..＜同〉、 Z

Wすぎらん（同）えぞラすゆきさ； （同）t，かおは hと（同）り しりしのぶ（同）

むらさきえ孔Alいきラ（同） ζろ按なのEまのみつ按（姫紳）tAなち若事（早

池）ちし車あ車な（同） 去ろかんはー (I司）やまラぬきやラ（同）＠やま畠づ怠

1~ζ （同）はなヘラ？とんぼ~ C岡） ζ8みのラと以ずかとら（姫紳）みやまや

まぶき Lよ 5 ま（早池）つおか母惨さき、みや豆島けほ＠き事〈悶）はやち~

' 
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ノ

すWC同）等にして就中tAめとぎ4ら、なんぶとらのを、かとラはとベ、 4ろ

院なのラまのみつ峰、みや'Sやまぶきしよ5ま、はやちねずW,Lembophyllum 

japonica等は殆んど他地方に見ぎるの珍種た b。然れども亦前二帯と共通のも

のもなさにあらず。ま忍按きん点い4あ、みやましほがま、をほ陰きずみ点、

？とかおにがな、 Tこかおなでしと、 AnomodonUematui （共に早池〉ゆきめP乙

ぎ4ら（姫赫）等は其主なるもの在 b。

d. 中央平地帯

山阪と山阪の聞には平地少からず。其丘陵起伏の地には 4ものすし施、

~母とらのをLだィあかみのやどりき、みずみさラ、ふ4 じゆきふさぎき弘

みづとんぼ．みやまラづら、あけぼのLゆずらん、 tAめふた降らん、は4さん

？といげき、とがおしだ、ゃがみずげ、 tAめあ怠な、 tA母び語、き陰怠のあ＊な、

げんじろつほ．せPほ・や'Sぶきさ；，ほそ按やまぶきさ； .めだきBの一種、

さ』怯えんどき4、とラご4き訟のを．ま忍訟とんろんさ； . tAめはまほっす、

たちすみ点、いぶきずみ点、ご志のはとき、さ4ら吉弘てラじさ？ （薙麻科）

患っかぜ害予、 4めが？ときラ、ラすほきいしん等あ bPholia Uematui, Rhyncho,-

stegium Iishibae, $tereodon lishibae等は他に見ぎる珍品tz!J .又地域稿~t~t.偏

するを以℃平地又は丘陵み地就に高山性の植物に富U、之を例するに4：る怠ゆ
P、きみかげさふあつもP吉弘乙あつもPさ5、ずみ点さいしん、 ι いは5

ちは、しろ按なのえんiCtいき i じゃかラちどP 、の＇（；（ja~ どP 、ご之 5 つ与

じ等主 60

e. 藤原帯

山麓の地往φ慶大なる蘇原をなすの地少からず、其植物の分布北海道民於

砂るものに酷似す、業最もよく義違せるものは岩代園にあ bて尾輔、戸ノ口、，

赤井等の原野をなす、其主在る植物はいほみづどけ、せんだいみづごW、白砂

みづピW、ほそtA母みづごけ．はそ按みづどけ、ラろとみづごW、きだ1;みづ

ごけ、はりみづどけ、ゆがみみづどけ、をほみづどけ等の水蘇を始め附近江は・

とが｛ Lしょラま、をせぬますげ、びやっと晶、 4ろ按なろ；w.やちらん、

とあにちどり、之ぞむらさき、とみや怠Pんだ5、つsとけも晶、 tA砂しゃ4
なげ、とつまとりさ i ゃなぎとらのを、ほろむいいちど、之ぞぜきじよ弘

みかづきとさ．をほさ4らさふをほ按5母もEき等あ b。
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f. 東 部海岸帯

海岸の植物帯は陸奥よ b常陸に至るまで大差なきが如LO 若し！掴[,A1.境界

を附すれば予は暖流の北端なる金華山附涯を以てせんとす品目もえ； "6(6／，.向、

とベら、まめづtt.ともちしだ等の植物は此方面に来 bて絶滅し明なる境界線

を示せb。 、

海岸植物の主主るもの突の如し。

ε（；つぎ、は怠なす、えぞのきっ砲事ぎみ、はまぎ4、とはまぎ4、lrA 

砂きんほBw、あきのみちゃなぎ、まQ除やはずはぎ、 ttBをほ按己、ずなrt

審き事、をかrAじき、；A，らん、 rAしもどき、 rA母いず晶、はsほっす， Neckera 

Iishibae は怠だいと~－あかぬsきラ、はまにん比4、みみがきと宮、 Al"'W

つhじ、らぜいたきふはまさじ．しほな、しろ惨なの4らたで. &.ii 按’，~；
造、えぞをほ訟と、そな胤むとら等あb。

g. 北 部海揖帯

憧に青森聴の一部を占むるのみ忙し吃其前者と異在るは却って北海道の海

岸に似て、例へば高山の頂に普通なる植物が海岸にi/fき平地又は小正上に見出

~る kbとあ動とす、がんとラら孔、やちゃな室、やまがらL、ゃなまらん．ほ.ft

事曾いご、いそっ hじ、 Lろよも菅、やまは島と等之'.tK 橋西部海岸帯d多

少東部と理を異にする所あるも予の旗行せしは未tl一局部に過ぎぎるを以℃之

を他自民保留す〈し。

h. 奥現地方に未だ接見せらAtぎQ植物

以上甚組朱なる記載を試みたるが指北海道にも接見せられ叉既に信野地方

にも産するととの知られたる植物即ち嘗然奥甥地方に接見せらるペ＜＇して未だ

産否の知られぎるものをあrれば、たかねみhなとき‘ Lとたんはとベ、だい

つりあ事ぎ、り しりあラぎ、じんえラずぬ降、ラ港つぶさトふじはたぎほ、

をのへPんだB、ちしませんぶP、ちしまPんだふゆきは，き吾、之ぞのつ

・がぎ＂ I!,.き惨なしゃ4な断、ぢむかで等な b。
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