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5 日目 
5 時過ぎに目が覚めました。さすがに疲れていたのでよく寝ました。もう全く日付や、曜日の感覚があ

りません。今日は何日で何曜日やら、カレンダーが偉大な
発明品であることがよくわかります。足などの体が疲労
で痛いです。テントの中を片付けて、荷物整理して 7 時
に朝食、マカロニとフライドライス、しっかり食べます。
マイクの話では昨日の夜、大きな音がしたので、夜起きて
みると大型のヤマネコ(ウンピョウ？)が来ていたそうで
す。マイクも初めて見たようで写真を撮ろうとしたけど
すぐに逃げたとのこと。昨日のフライドチキンで投げ捨
てた骨を食べに来たのではと言っています。しっかり食
べてテントを片付けて、ここでポーター代の集金です。各

自の荷物重さ x7 リンギットｘ5 日間＋チップ 50 リンギットを払
います。私は 23 キロと重かったので、８００＋５０で 850 リンギ
ット払いました。いやー、ポーターさんありがとう。8時半に出発、
例によって私は最後尾で、ジュニクがずっとついていてくれます。
かなりきつい下り坂を下っていきます。15センチぐらいある真っ
赤なヤスデが歩いています、現地語はゴンゴと言うそうです。10
時 5 分に水浴びをする川に到着、でも今回は水浴びはなし。少し

なだらかな道を進んで 11 時 25 分に 2 本目 Wulu Camp の前の川に到着。11
時 40 分に Wulu Camp についてここで昼食、ビニール袋に詰めてもらったフ
ライドライス。12 時には出発、ここからはまた登り下りの連続した道になり
ますし、気温もぐっと上がってきました。下りとはいえかなりつらい行程です、
しかも昨日の疲れもあるので、喘ぎながら進んでいきます。13 時 40 分に登山
口から 4 キロちょっとのところにある KERA シェルターに到着。とにかく汗
がすごいので、クエン酸塩味タブレットを 3 粒ほど食べます。さらに歩いてい
ると目の前を水平に飛んでいくものが見えました。トビトカゲです、前回も観

ましたが今回も飛んでくれました。空からはボーという音とバサバサという羽音が聞こえてきます。サ



イチョウです、少しだけ大きな嘴の姿が見えました。14時 40 分に最初のシェルターに到着、もう誰もい
ませんでした、みんな早い。その後もとぼとぼと頑張って歩いて 15 時 40 分やっと登山口につきました。

やったー無事帰還です。ジュニクとも喜びを分かち合い握
手です。また今回もジュニクにはお世話になりました。そ
っと多めのチップを渡して、また来た時もよろしくねと伝
えます。コーラとか飲み物が用意されていたので、いただ
きます、あー、コーラがおいしい！！今日はここでテント
を張ります。広い芝生地ですが、まとまってテントを張る
人、川べりで張る人、芝生の真ん中にぽつりと張る人と個
性が出ます。私はぽつり派。テントを張っていたらアニフ
が手伝いに来てくれました。重い荷物ご苦労様でした。と

ても親切な青年でした、彼にも多めにチップをあげました、びっくりしてと
ても喜んでいました。マイクが 17 時からセレモニーをするからみんなに集
まってくれと伝えてと言われました。登山証明書授与式です。マイクの司会
で一人一人の名前が呼ばれて、登山証明書をもらって、全ガイド・ポーター
さんたちと握手します。写真もいっぱいとって。I さんはトンブユコン山の最
高齢登山者だと紹介されていました。チップやガイド料の贈呈もして、最後
に全員で写真を撮って登山成功の喜びを分かち合いました（一部の人は頂上
に行っていないことは誤差の範囲で忘れてください）。今回の工程は 5日間の
予定でしたが、一日早く下山したので、ポーターさんたちは、雇い賃が少な

くなってしまうのではと心配したそうです。そこは太っ腹な日
本人、彼らは予定通りの額払ってくれるよとマイクがみんなに
説明して、私ともそれで調整したので、彼らもハッピー、私た
ちも次の日に時間が作れてハッピーでした。その後は、建物の
中でマイクといろいろ自生地の話をしました。もう、来年行く
候補地の話をしています。まだまだキナバル周辺でも探検する
ところはありそうです。近くの村に買い物に行くのでビールを
買うかと聞かれました。1 ケース 150 リンギット、はい、もち
ろんということでお願いしました。ガイドさんたちも飲み会を

始めたようです、以前トラスマディー山ふもとの村でも見た、お米のお酒を飲んでいます。私ももらいま
す、お米の中にストローを入れて、ストローをつぶしてお米を吸わないように飲みます。うっすら甘く酸
っぱいお酒です、なくなったらまた水を足してしばらく待って飲むという魔法のようなお酒です。現地
語でリヒンと言うそうです。鶏とビールを買いに行ったのになかなか戻ってきません。先に鶏なしで夕
飯を作り始めたところ 19 時にやっとビール到着。みんなで乾杯です。そのまま夕食に。鶏のスープも間
に合いました。そのあとは、ポーター、ガイドさんたちは飲み会、私たちは各自テントへ。ここは開けて
いるので、空が見渡せます。星がものすごくきれいで、天の川もはっきり見えます。ビールを飲んで寝ま
す。ポーター、ガイドさんたちは、収入が入ったので一晩中飲んで騒いでいました。みんなで飲んで騒ぐ
ところは日本人と一緒です。夜 3 時ごろ目が覚めました。テントから見上げると、相変わらず星がきれ



いです。じっと見ていると流れ星が時々見られます。ペガサス座の大四角形が頭の上にあります。ここで
またビールを 2 本ほど飲んで夜空を見ながら余韻に浸ります、熱く燃えるまるでカーゲロウさー・・・ハ
ーローグッディサンライズ朝も生まれたてー、とペガサス座を見上げながらかなり古い歌をつぶやいて
いました(ペガサスの朝、知っている人は少ないだろうな)。カシオペア座がわかりました。昔習った北極
星の探し方で、２辺を伸ばして交点から真ん中の星の距離を・・・・・、北極星は地平線に近い林の中に
沈んでいました。 
 
6 日目 
6 時半に起床、結局ポーター、ガイドさんたちは朝まで騒いでいました。7 時半に朝食、テントなどを

片付けて 9 時に出発です。クンダサンに戻る前に、ラフレシアの
花が咲いているというので、ポーリングというところに見に行き
ます。9時 50 分に到着、一人 30 リンギットだそうです。去年も観
ましたが、話に聞くほどのにおいはしません。これから咲くつぼみ
もいくつかついています。周りにはゴムの木が生えていて（我々が
知っているゴムの木というより、もっと普通の木）幹に傷をつけて
白いゴムの樹液を集めていました、１ｋｇが 2 リンギットで売れ

るそうです。そばの道路わきで N.mirabilis と N.gracilis を
見て 10 時 15 分に出発、クンダサンに向かいます。11 時 20
分に到着、ここで 1 週間で帰る人たちとはお別れです、彼
らは明日キナバル山に日帰り登山して夜中過ぎの飛行機で
日本に帰ります。みんなで写真を撮ってバイバイ。マイクと
もお別れです、また来年来るよと握手して別れました。4 人
はまたバンに乗ってコタキナバルに向かいます。いきなり
私が最年少になってしまいました。13 時にホテルに入って、
まずは洗濯できるところを聞きましたが、ホテルが教えて

くれたところは翌日仕上げだったので、だめ。洗濯物を持ったまま、昼食かねてコインランドリーを探す
ことにしました。昼食は、以前行ったことのあるラクサのお店に行
ってみます。お店は中国からの観光客で満席、ちょっと待ってテー
ブルを用意してもらいます。ラクサが 8.5 リンギ、お茶が 1.3 リン
ギです。昼食後町の中心部のほうに歩いて行ったら偶然コインラン
ドリーを発見。温水洗浄が 7リンギット、乾燥機が 5リンギットで
す。4 人とも洗濯物を入れてセット、待ち時間に近くのデパートを
少し散策。良かった、これで後半の旅程もきれいな服装で過ごせま
す。ホテルに戻った後は、久しぶりにお湯の出るシャワーに文明の

ありがたさを感じたのち、探検初参加の T さんを本屋や市場にご案内、私は大好きなマンゴスチンを買
いました。6 時に夕食、今日からガイドは、こちらの旅行会社の社長のタムさんとその息子のキムさん。
少し離れたところまで車で行って肉骨茶の夕食、鶏肉、豚足、モツなどの土鍋煮込み料理です。ガイドは、
この店がコタキナバルで一番うまいと言っていましたが、まあ、ほどほどおいしい。ホテルに帰ってスー



パーで買い物して、ちょっと飲み会して寝ました。 
 
 
７日目 
5 時半起床、テントやシュラフなどの使わないものはホテルに預けて、6 時半に出発、空港に向かいま
す。朝ごはんは朝マック、朝マック食べるなんて十何年ぶり？今日は隣の州サラワク州の Miri に行きま
す。マレーシア内でも州が変わると国が変わるぐらいの手続きが必要で、出国入国審査があります。約 1
時間の飛行、格安航空会社でしたが、特別にご飯も手配していてくれていたようで、我々だけ機内食が出
ました。なんか食べてばっかり、せっかく過酷な登山でやせたのにと少し悲しみながら食べました。10
時に到着して迎えの車に乗ります。ひとまずホテルにチェックイン、近代的なホテルです。なんか見覚え
があるような…と思ったら 2010 年に Miri に来た時に泊まったホテルでした。さて、本来は Miri では、
ランビル・ヒルズ国立公園でネペンテスを見る予定でしたが、なんでも最近嵐があってダメージを受け
て国立公園は閉まっているとのことです。でも大丈夫、近くの同じようなところに連れて行ってあげる

からと言っています。でもタムさんもキムさんもほとんど Miriに
来たことはない様子、ネペンテスにも詳しくはなさそう。不安が
よぎります。車に乗って約 1 時間ほど走って、ランビル・ヒルズ
国立公園の先の Borneo Tropical Rainforest Resort というところ
に連れてこられました。なんか私設のジャングル体験型リゾート
のようです。いやな予感がします。着いたら早速お昼ご飯にしま
しょうと、今回のガイドさんはとにかく食べることに熱心です。

ジャングル探検向きではない様子。バイキング形式のちゃんとした昼食です。ミニラクサとかも作って
くれます、かき氷やフルーツ、デザートもあります、気を許してしっかり食べてしまいました。11 時半
にネイチャーウォークを予約したというので参加します。なんかまったくやる気のなさそうなあんちゃ
んが出てきて、その後ろをついていきます。林の中の道を無言で歩くだけで、何の説明もなし、植物も特
別なものはなし、トンブユコン山から来た身にとっては笑っちゃうようなネイチャーウォークです。ひ
たすら暑い中を何にもなくて 1 時間ほど歩かされて終了。戻ってきたら、ガイドは、今度は公園の中を
トラクターが引くトロッコで回るツアーに参加するよというので、ついにここで怒り心頭に発して、ガ
イドにこんなところにネペンテスはないからもっとほかのところに行きたい!!、Miriには前にも来ている

が、普通の道路わきでいっぱい良いネペンテスを見た!!、トラクターなんか乗ら
なくていいから、車で道路わきに連れて行け!!と主張、ガイドもさすがにまずい
と思ったのか、公園の人にネペンテスがありそうなところを聞いたりしていま
したが、やはりなさそうなので、もうここはいいということで、公園から出して
もらうことにしました。ガイドには、道路のわきで、切通しの崖のようになって
いるところで止まってくれるようにしっかり念を押して、公園出口に向かいま
す。公園出口付近の崖でいったん停車、探すとすぐに N.mirabilis var. 



echinostomaがありました。ほらやっぱり公園脱出が正解。アンプラリアもシ
ダの下に発見。これはほかにもありそうだということで再度出発、閉まって
いるランビル・ヒルズ国立公園の入り口のわきをちょっと入って車を止めま
す。そこには N.bicalcarata が生えていました。まあまあの大きさの株で写真
を撮ります。そこも他にはあまりないので、さらに道路わきの崖に止まるよ
うに頼んで車に乗ります、なかなか車は止まってくれませんが、崖付近で徐
行してくれた時にしっかり目を見張って探していると、草に絡まる大きな
N.bicalcarata が見えました。そこで、すかさず、ヒアヒア、ストップ、スト
ッププリーズと声を上げて止まってもらいました。下りて行ってみると、り
っぱな N.bicalcarata がありました。N.bicalcarata はもっと湿った環境にはえ
ているものと思っていましたが、開けた道路わきの草に絡みついてはえてい
ました。大きな壺がいっぱいついています。やはり壺の周りには蟻がたくさ
んいます、蟻は N.bicalcarata と共生しているということですが、壺の中にも
たくさん落ちていて、立派に餌食になっていました。雄花が咲いていました、
花はすごく大きくてほかのネペンテスとは違って、花がいくつかの塊になっ
て、それが枝分かれで房になって伸びている形、カリフラワーが縦に長く伸
びたような形で花がついていました。ここはいろいろありそうだと感じて、
反対側の車線の崖も見てみます。すると崖に N,ampullaria の壺が張り付いて
います。崖を登ると、シダに隠れて立派な N,ampullariaがあります。グリー
ンや斑点系の壺がぎっしり並んでいます。さらにかき分けると大きな壺が・・、
N.rafflesianaです。さがす

とあちらにもこちらにも、さらには、N,ampullariaｘ
N.rafflesiana、N.bicalcarataｘN.mirabilis などの各種
交配種もいっぱい見つかります。いやー、よかった。
一時はどうなるかと思いましたが、やはり Miri はロ
ードサイドに限るということが改めて立証されまし
た。すごく暑い中熱中症に気をつけながらたくさん写
真を撮りました。17 時にホテルに帰着。町をちょっと

散策しましたが、以前来
た時に比べて、かなり町
が寂れたなーという印象を受けました。スーパーなどに行ってビールを購入。
夕食はホテルのレストランで。しかしここはまったくやる気がなくて、各自
が頼んだ定食が出るのに 40 分以上かかりました。だめだめです。お部屋で
ちょっと飲み会して寝ました。 
 
 
 

 



８日目 
朝 5時に、大きなコーランを唱える音で目が覚めました。スピーカーで大音量で流しています。そうい
えば前回来たときも、ホテルの目の前のモスクのこの音で目を覚ましたことを思
い出しました。6 時半に朝食、昨日のダメダメレストランですが、朝はバイキン
グなので、料理は用意されていて、種類も多くて良好でした。7 時半出発で空港
に、今日は内陸のバリオに向かいます。搭乗手続きして荷物を測ります。一人 10
キロまでのようでしたがグループで測ったので荷物の多い人もOK、そのあとは、

手持ちの荷物を持って一人ずつ大きな体
重計に乗って体重を測ります。出発まで
時間があったので、私はロビーにあるマ
ッサージ器でマッサージ、3 リンギットで
15 分だったかな。飛行機は双発のプロペラ機、歩いて機体まで
行って乗ります。席は、ほぼ自由席、一番前の操縦席が丸見えの
窓側に座ります。操縦席と客席の間には何も仕切りがなくて、操
縦計器や操作内容が丸見えです。飛行機版のカーナビ？がついて
いて、飛んでいる方向やルートがよくわかります。飛んですぐ眼
下にはパームヤシの巨大なプランテーションが見えます。50 分
ほどでバリオの街が見えてきて、無事に着陸。バリオも 2010 年
に来て今回は 2 回目です。迎えに来ていた宿の人に会い、4WD
のピックアップトラックに乗ります、3 人は荷台に乗車。以前は
でこぼこのぬかるみの舗装されていない道でしたが、今回来てみ
ると道はコンクリートで舗装してありました。そして、各家庭に

電気が来ていました。今回泊まるところを聞いていませんでしたが、
以前止まったロッジではなく反対方向に向かいます。１５分くらい
走って到着、ロングハウスをホームステイ用にしているところのよ
うです。早速部屋に入ります、メインは横長の伝統的なロングハウス
が建っていて、そのロングハウスに横(縦？)に付け足すように何軒か
の家が横(縦？)方向に伸びる造りになっています。2 人部屋と１人部
屋に分かれて宿泊です。しっかり電気が来ていて、電気の温水シャワ
ーもついていました。もうマンディー（水での沐浴）ではありません。
早速宿の周りを探索してみますが、ネペンテスはありません。以前来
たときは宿の周りにすぐに生えていたのに・・・、またもや嫌な予感
が・・。当然タムさんは 20 年ぶり、キムさんは初めてのバリオで、
ガイドはまったくできません。林の中まで入って探しましたがありま
せんでした。宿に戻って早速お昼ごはん、キリスト教系のおうちなので、毎回食事の前には神への感謝の
言葉があり、祈りを捧げます。ワラビ系の野菜、鶏肉の煮込み、シカ肉のフレーク状佃煮、スープ、そし
てご飯。バリオは稲作で有名なところで、お米は特産品です。マレーシア、ご飯はどこに行ってもおいし
いです。パイナップルも出してもらって、これがまたすごく甘くておいいしい。完熟してからとってすぐ



食べるのでこの味わいです。12 時半に探索に出発、ここで新しく現地
ガイドが来てくれました。ジョンソンさん、ネペンテスのことわかっ
ているのかなーと心配したのですが、彼はとても良いガイドでした。
4WD で前に泊まったロッジのわきを過ぎて、前回来た時に N. veitchii 
bario を見たところを通り過ぎます。以前ここで見たよとガイドに教
えましたが、もっとたくさんあるところがあるというので、そちらに
行ってみることにしました。少し走ったところで車を止めます。ジョ
ンソンさんについて林の中に入っていきます。するとありました、N. 
veitchii bario です。木の株の周りを中心に教えてくれた一帯に固まっ
て生えています。少し離れただけでもうはえていません、これはガイ
ドがいないと探すのに苦労しそうです。素晴らしくきれいな壺がいっ
ぱい並んでいます。壺は拳 2個分くらいの大きさです。きれいに襟が
広がっている緑色の若い株から、襟が少し沿った丸いピンクの壺、襟

が黄色と赤の縞模様のきれいなものなどバ
リエーション豊かです。皆で写真を撮りま
すが、本当にこの一帯は壺を踏まないと進
めないくらいに密に植物が絡み合っていま
す。いい場所に案内してもらいました。標
高は 1000m、日差しは強いですが、N. 
veitchii bario は林の木の根元の木漏れ日が
当たる環境で育っています。やはり N. 
veitchii bario は素晴らしい。いっぱい写真
を撮ってから、別の場所に移動します。ま
た道路わきから林の中に入っていくと、先



ほどよりは少し狭い範囲ですがやはり立派な壺がたくさんあるところに連れて行ってもらいました。も
う大満足です。先ほどのところでもそうでしたが、これらの株は、いっぱいあるように見えますが、実は
数株で、茎がもう地下茎のように長～く伸びていてその途中途中から芽が出てきて植物体を作っている

ことがわかりました。小さい植物体でも根っこ
ではなくて大きな植物体の地面にうもれた茎か
ら出ていました。実生と思われるものは見つか
りませんでした。十分に堪能して帰り道に、前
に泊まったロッジのそばで N.stenophylla や
N.reinwardtiana との交配種などを見ました。以
前はこの辺から森に入る道があったのですが、
建物が建ったりして、ジョンソンさんもこの奥
にはもうネペンテスはないと言っていました。
空港のそばに以前はなかったお店や食事ができ
るところができていました。ここでバリオ特産

の塩や胡椒、お米などを買うことができました。コーラも飲んで休憩です。帰りには 2010 年にもビール
を買いに行ったお店によって、ビールを買いました。電気のおかげでちゃんと冷えていました。電気温水

器のシャワーをして 19 時に夕食、野菜スープ、インゲン炒め、イノシシ
肉、生姜茗荷炒めなど。ジャングルフルーツで作った自家製果実酒もいた
だきました。話をしていたら窓から大きな黒い塊が飛び込んできてびっく
りして立ち上がってしまいました。セミ、テイオウゼミの仲間です。でか
い、体だけでも 10 センチはあって、羽を入れると 15 センチぐらいの大き
さです。ものすごい勢いで壁に体当たりしていましたが、しばらくしたら

捕獲できて、しっかり写真を撮りました。 
  
９日目 
6 時には起きて 7 時に朝食。周辺は霧に包まれています。朝はほぼ毎日霧に包まれるようですが 9時過
ぎには晴れるそうです。朝食にはトーストが用意され、自家製パイナップルジャムも用意されていまし
た。8時出発とか 9 時出発とかなんか混乱して結局 8 時半に出発。おや、ガイドがジョンソンさんではあ
りません、どうしたのでしょうか。その新しいガイドの運転で近くの学校に行きます。ジョンソンさん
は、この学校で働いているようです、門番かな。でも今日は学校の行事があるようで、スタッフの服装を
着て準備しています。今日のガイドがジョンソンさんに何か聞いていますが、今ひとつわかっていない
様子。大丈夫か・・・・、しかしやはり大丈夫ではありませんでした・・・。最初の場所に案内されます
が、植物がどこにはえているか知らない様子で、トボトボ捜し歩くだけ。ジョンソンさんのようにさっと
植物のある所には連れて行ってくれません。しょうがないので皆で手分けして探し回りますが、数株が
生えているだけでした。これではだめだということで、2010 年に自生地探検して N. veitchii bario が大
量に生えていた場所に行ってもらうことにしました。自生地の入り口には、木の棒で作られた簡素なゲ
ートがあったのですが、それは 8 年前と全く変わらない形で存在していたので、すぐに場所は分かりま
した。そうそう、ここ、ここと中に入って記憶の場所に向かいますが、あんなにあったはずの N. veitchii 



bario が見当たりません。間違いなくここという場所に行ってみ
ると、そこには枯れた壺が閑散と散らばり、はえている株もぐっ
と減ってしまった、荒れた自生地になっていました。大きな元気
な壺は一つもありません。今年の Barioは雨が大変少なく、乾燥
が激しいとのことで、以前は道端の溝には水がたまり、ミズゴケ
がいっぱい生えていましたが、今回は水がなくミズゴケも枯れか
かっている状況でした。その影響もあるかもしれませんが、それ
以外にも、茎の先端が切られてしまっている株が目につきました。

宿でも赤い N. veitchii bario があったが採られてしまったなどの話を聞きましたが、この場所も知られて
しまって、一部採集されてしまっているようでした。
後で帰り路にこの場所を示すように、缶が目印のよう
に木にさしてあることにも気が付きました。8年前の
場所が荒れてしまっていることは本当に残念でした。
しかし、いくつかの元株は残っているので、また湿潤
な環境になり、ここを訪れる人が減ると植物は回復し
てくると思いますが、少し時間はかかりそうです。し
かし、この場所も知らないガイドはダメダメです。も
う少し奥のほうもいろいろと探してみましたが、N. 
veitchii bario は数株みつかっただけでした。N. 

veitchii barioとN.stenophyllaの交配種がきれいな壺をつけていました。ほかに見るところもないようで、
11 時には宿舎に戻ります。さあお昼ごはんとタムさんは食べろ食べろと食事には熱心です。イノシシの
肉の煮つけ、葉物のスープ、インゲン豆炒め、イノシシのスープ、確かにおいしいのですが・・。各家と
いうか村の中には、犬がいっぱい放し飼いにされています。イノシシの骨や筋、分厚い皮下脂肪は一部と

っておいて、犬たちにあげました。タムさんには今日のガイドはよくないと言って、
午後はどうするのかを聞きますが、タムとガイドと話して、あと 2 か所ぐらいは候
補地があるのでそこに行くとのこと、まあ期待はできません。13 時に出発、今回
は空港を越えた今まで行ったことのない方向に向かいます。林の中切り開かれた道
をしばらく進んだところで車を止めます。この辺にネペンテスがあるということで
車を降りると、道路わきに数株、小さめの赤い N.reinwardtiana がありました。今
日彼が見つけた最初のネペンテスです、まあ、良しとしましょう。反対側の林の中
に続く道にガイドは入っていくので、今度ははえている場所を知っているのかと思

ったら、なんかプラプラ見ながら歩くだけ、明らかに植物のある場所がわかっていません、まったく頼り
になりません。我々も各自ばらばらに林の中に入ります、環境的にはいいところですが、たくさんはえて
いるという所はなく、私も小さめのが 2－3 株あるのを確認できただけでした。ガイドの息子のキムさん
が林で行方不明に。しばらく探して発見されました。もう１か所行くというので車に乗って向かいます、
途中大きなソーラー発電所の脇を通りました、ここで作られた電気が供給されているようです、ガイド
も誇らしげに説明してくれますが、それよりもネペンテスを…・。ここだというところで降りて林の中に
入りますが、すぐに道がなくなって、どうも入り口さえも分からない様子。タムは、山火事とかあって、



ほとんどなくなったようだと何度も言い訳して聞かせますが、8年前にも来て、山火事の影響などないこ
とを知っている私はしらけ気味で聞き流すだけでした。道のわき
に N.gracilis がありました。2010 年に来た時にも N.gracilis は見
かけていて、Bario には N.gracilisはないはず、これは新発見だと
チェンリーが喜んでいたのを思い出しました。N.gracilis はほか
のところでも見られました。そのうちにこちらが Bario の普通種
になってしまうかもしれません。結局今日はまったく良いところ
がなかったので、タムに昨日最初に見たところにもう一度寄って

帰りたいと申し出て、そちらに向かいました。皆ガイドよりも先に車を降りて
さっさと林の中に入っていきます。こちらがガイドに場所を教えている感じで
す。やはり素晴らしい自生地です。ある意味最初にここに来てしまったから後
の落胆が大きかったとも言えます。光の加減とか違うので改めて写真を撮りま
す。この場所は荒れずに残るでしょうか・・。帰りにガソリンスタンド、ではな
く軽油販売小屋に寄ります。これで大丈夫なのと思われる小屋の中にタンクが
あって、そこから計量容器に軽油を入れて、2l ずつくらい手で車に注いでいき
ます。１L、2.2リンギットでした。17 時に宿に帰りました。なんと水道が壊れ
て水が出ないそうです。それだからというわけではありませんが、車でビール

を買いにつれて行ってもらいます。お
店の前では現地の人達が集まってビー
ルを飲んでいました。こちらも買った
ビールを見せて、カンパーイとあいさ
つ、どこからと聞かれたので日本から
と答えます。水が出ないので、シャワー

もできず、そのままビールを持って近辺を散歩。骨をあげたりして手なずけた犬たちが一緒についてき
ます。途中、日本語がすごく上手なスペイン育ちのフランス人に会いました。フランス人と日本人のハー
フで東京に住んでいるそうです。久しぶりに旅行メンバー以外の人と日本語で話をしました。なんでも
Barioは ATM もある普通の街だと思っていたようで、現金がないそうです。まあ、現金をたくさん使う
ほどのお店もないよとお話ししました。町には一軒インターネットカフェがありました。ここでだけイ
ンターネットがつながるそうです。そのうちにあっという間に広がることでしょう。田んぼで釣りをし
ている人がいます、小さいナマズが釣れていました。今夜のおかずでしょうか。現地の人たちはみんな愛

想よく話してくれます。昨日の現地ガイド、ジョンソンさんに会いま
した。今度来るときも必ずガイドを頼むからと言って名前を書いても
らいました。メールなどはないそうです。19 時に夕食、野菜炒め、肉
の煮込み、魚の蒸したの、卵スープです。N. veitchii bario にご飯を詰
めた写真が載っている本などを見たのち 20 時に寝ます、また夜中に
起きてビール飲むことでしょう。明日はファームに行くそうですが、
まったく期待していません。Bario に来るときは一泊で十分かな、そう

いえば２０１０年に来た時もそう思ったような・・・・。 



 
１０日目 

今日で実質今回の自生地探検は終わりです。今日の夜、日付が変
わってからの飛行機で日本に帰ります。7 時に朝食、外はまた霧で
す。ジョンソンさんと昨日のガイドが来ました。一緒に写真を撮
ります。8 時に出発、山間に進んですぐに農園につきました。鄙び
た現地の子供向けの農園という感じで、池と手入れの乏しいパイ
ナップル畑があり川の上手では石の切り出しを手でしていました。
ここで 1 時間以上過ごすとタムが言っています。何も見るものも
ないし、虫などもほとんどいない、ボルネオで無駄に時間を過ご
すのは本当にもったいないです。付近の草地なども探しましたが
珍しい植物はなし。宿のほうに戻るとき、ジョンソンさんのいる
学校の裏手の丘と学校内を少し散歩して、11時に宿に戻りました。
お昼ご飯を食べて空港に向かいます。また各自荷物と体重を測っ
て、出発 30分前に飛んできた飛行機に乗ってMiriに向かいます。

14 時半に Miri に到着、15 時半の飛行機でコタキナバルへ、天
候に恵まれたので飛行機の乗り継ぎもスムーズでした。コタキナ
バルに着いたらさっそく食事に直行、6 日目に行った場所のほぼ
隣のお店でした。このあたりがガイドのタムさんの顔なじみのよ
うです。運転手さんも加わって中華風の食事を楽しみました。19
時半にホテルに、ここでガイドのタムさん、キムさん親子にお別
れ、お世話になりました。ホテルには泊まりませんが部屋を確保
して、出発まで部屋を使います。シャワーして、スーパーで買い物して過ごしました。22 時に運転手さ
んが迎えに来てくれて空港まで送ってくれました。また来るよと、そっとチップを渡してお別れです。真
夜中の夜行便で日本に向かいました。これで 2018 年のネペンテス自生地探険ツアー報告は終了です。皆
さんの協力もあり、本当に楽しく有意義な自生地探険ツアーになりました。ありがとうございました。今
回の旅行参加にも協力してくれた妻にも感謝です。日程もほぼ予定通りで、１３種の自生原種ネペンテ
スやハイブリッド、ラフレシアの花、各種の昆虫や植物を見られて本当に充実した 10 日間でした。楽し
かった。また、ネペンテス自生地探険ツアーを企画しますので、自生地ツアーに参加希望の方は、今日か
ら準備を始めましょう！！ 
 


