
2017年ネペンテス自生地探険ツアー 実施報告 

出発前 

2014 年、2015 年とボルネオのネペンテスの自生地に行ってきましたが、一年あいて 2017 年今年も

キナバル周辺の自生地に行くことができましたので報告します。 

2016年の 11月ごろに Stewart McPhersonから日本人向けの自生地探検ツアーを企画してみないかと

いう話がありました。2015 年にも同じように企画して、私も含めて 3 名の日本人が参加したのです

が、そのときは人数が少なくてイギリスの探検隊に入れてもらう形での参加でした。今回は日本人

だけで 1グループで計画しようということでしたので、Stewart McPherson には、日本では長期の休

みが取りにくく 2週間の探検には参加できにくいので、1週間くらいの日程で組んでみようというこ

とで話を進めました（ヨーロッパ系の人は１ヶ月休みとか珍しいことではないので、何で日本人は

働いてばっかりで休みを取らないのか、理解が難しいのです。日本の働き方改革もこういうところ

から見習うべきですと言っているとまた社内では窓際社員になります）。メインはトラスマディー山

登山として、それ以外はキナバル周辺の自生地を見るということで、成田-コタキナバル直行便の日

程を考えて、8月 7日から 14日でプランを考えて、参加希望者を募ることにしました。N. edwardsiana, 

N. rajah, N. villosaなども見たいと思ったのですが、一昨年の地震以降 N. rajahが見られたメシ

ラウはいまだ立ち入りができない状態で、N. edwardsiana が見られるマライパライもまだ開放され

ていないということでした。トンブユコン山に登ることも考えましたが、日程などの関係で今回は

見送りました。結果、Klias River Peat Swamp（湿地帯の公園）、Klias River をサンセットボート

クルーズ、アラブ山、トラスマディー山登山、ラフレシアの花見学、Telupid（低地性種）での見学、

Mamut Mine（マムート鉱山跡）などをめぐる盛りだくさんのツアーを設定して、参加者の募集をす

ることになりました。コタキナバル空港への送り迎え、7 日から 13 日までの宿泊、全行程の移動、

入場料、入山費、ガイド料、7日夕食から 13日夕食までの全食事が含まれて、探検参加費は、£1,400.00 

(British Pounds) 、１４００英ポンドとなりました。イギリスの EU 離脱の関係で、昨年以降大幅

にポンドが安くなったので、20 万円以下での設定が可能になりました。 

食虫植物愛好会の浜田山集会や田辺さんのホームページ、私のホームページ（ねぺんらんど）、メー

リングリストなどで自生地探検ツアーの参加希望者を募りました。 

幸い今回は興味を持ってくれる方が多くあり、最終的には 8 名の参加者が集まりました。２０代の

海外旅行初心者からベテランまで、バラエティーに富んだ参加者がそろいました。飛行機の予約、

イギリスへの送金、パスポート申請、Stewart McPhersonの会社への書類提出、装備品準備、保険の

加入などをしてもらい、入山手続きなども無事進めることができました。今回は Stewart McPherson

は同行せず、現地ガイドでのツアーとして少し節約もしました。６月には８名中７名が集まってツ

アー説明決起集会も行い、ツアー参加者の結束を固めることができました。 

１日目 

半年以上かけて準備してきた２０１７年ネペンテス自生地探検ツアーも、いよいよ出発の日を迎え

ました。荷物は７０L のザックに、登山用デイパックの２つ、今回はテントやシュラフがないので、

以前のときよりは軽いです。朝５時台の成田エクスプレスに乗って成田に向かいます。全員成田に



直行で、各自チェックイン、出国審査して、飛行機に乗る前に会えたら会いましょうとしていまし

た。前２回のときは飛行機が数時間遅れるというハプニングがありましたが、今回は時間通り出発

と電車内の掲示板に出でています。今回は順調と思っていたら成田エクスプレスが千葉を過ぎたく

らいに携帯が鳴ります。２０代の海外初参加組みからです。何でも忘れ物をしてしまって、いった

ん取りに戻ったとのことです。電波が途切れ途切れでよく聞き取れません。今向かっていますが、

間に合うでしょうかって･･･。こちらもまだ電車の中なので、とにかく成田空港に向かって、マレー

シア航空のカウンターに直行するように伝えます。大丈夫でしょうか？不安が募ります。私は、出

発の１時間半前について、ウェブチェックインもしてあったので、スムースに搭乗手続きができま

した。遅れている２名からは１時間前にはつけるとの連絡がありました。とにかく急いでカウンタ

ーに来るようにとカウンターの位置などをメールで知らせます。彼らを待っている間に両替。マレ

ーシアリンギットも少し安くなって、成田では１リンギットが２９円くらい（現地の両替店のレー

トでは２７円くらいでした）。今回はほとんどの料金がツアー代金に含まれていて、自分で払うのは、

水やお酒、お菓子、お土産、ポーター代などでしたので、２-３万円両替すれば十分です。しかし、

遅れている２名はまだきません。いよいよ心配になってきます。搭乗便のカウンターは出発１時間

前ぐらいには閉まってしまいます。手続きする人がいなくなったカウンターの前でひたすら待ちま

す。あー、もう次々カウンターが閉まっていきます。一番最後に残ったカウンターのお姉さんに、

まだ来る人がいるので、ぜひもう少し待っていてと頼みます。彼らから電話がありました。成田に

着いたようです。急いで出発ロビーに上がるように伝えます。とそこで、放送が入りました。搭乗

手続きがしまるので、至急カウンターに来るようにとの放送です。成田空港中に今回の参加者２名

の名前が連呼されています。いそいで、カウンターまで行って、今エスカレーターで上がっている

からとにかく少しだけ待ってくださいとお願いします。うーん、やばいやばい。あ、やっと姿が見

えました。走ってきます。こっちこっちと案内しますが、他の係員が搭乗手続きはもう終了なんて

言っていく手を阻みます。そこで、さっき頼んでおいたお姉さんに助けを求めて、やっとの思いで、

カウンターまで到着。いやーやばかった。一安心です。パスポート出して、予約書類見せて搭乗手

続きです。これでいけると思ったら、また一大事。なんと１名のパスポートの名前のつづりと予約

航空券の名前のつづりが違うというのです。Shiと Siで違うと･･･。何でもパスポート名と航空券名

が違うと飛行機への搭乗が認められないというのです。これまたドヒャーとあわてます。お姉さん

が他のところへ行っていろいろ交渉しています。交渉の結果、成田空港の判断で、成田空港からの

飛行機の搭乗は許可するが、マレーシアでもパスポート名と航空券名一致が求められており、マレ

ーシア側でどんな判断がされるかわからないとこことです。入国できない、あるいは帰りの便のチ

ェックインのときに乗せてもらえない可能性があるとのことです。そのときは、もう一度チケット

を買い直すしかないそうです。困りましたがもうしょうがありません、ひとまず飛行機に乗ってマ

レーシアに向かいます。荷物検査して、出国審査して歩いていたら、さっきのお姉さんが、搭乗ゲ

ートまで案内しますと我々に声をかけてきました。そして我々の前を走っていきます。それは急が

なきゃといって、お姉さんに続いて、成田空港内を一生懸命走ります。時々、国内線でもお姉さん

に導かれて走っている人を見かけることがありますが、私はあんなことにはならないように時間に

余裕を心がけていたのに、今はお姉さんについて走っている人になってしまいました（ちなみに私

はかなり前にチェックインしているので時間に余裕がなかったのではないですよ、引率者としての



立派な行動です）。しかし、ゲートが遠い。よりによって一番奥の９９番ゲート。すっかり汗をかい

てしまいました。お姉さんに導かれてやっとゲートに到着。探検に参加される方々が待っていまし

た。事の成り行きを話して、ちなみに忘れ物はパスポートだったそうです。本当に危機一髪。とい

うことで各自飛行機に乗り込んで、コタキバル便は定刻どおりに出発しました。約 6 時間の飛行。

途中フィリピンやパラワン島が綺麗に見えました。コタキナバルに到着。入国審査に向かいます。

パスポート見せて、写真撮られて、指紋もとられて、無事全員が入国できました。預けた荷物を受

け取って、ロビーに出ます。迎えの人が待っているはずですが･･、あ、いましたマイクさんです。3

年前も 2 年前もガイドをしてくれた現地ガイドです。やあやあ久しぶりと挨拶します。上司のサム

さんも来ていてご挨拶。皆で車に乗り込みます。懐かしいコタキナバルの町です。日本との時差は 1

時間。20 分ほどで宿泊のホテルに到着。4部屋に分かれて宿泊です。今回は初参加の人が多いので、

部屋に荷物を置いたあと、希望者は周りのお店を案内しました。向かいのショッピングセンターの

本屋、お土産屋、両替屋、スーパーマーケットなど。明日からの探検に備えて水などを買いました。

今回は日程が短く、帰りまでにお土産を買える時間がないかもしれないので、名産品の紅茶なども

購入。もちろん個人的にはビールやブランデーも購入。18 時前にマイクと明日からの予定を確認。

18時にみんな集まって夕食に行きます。今日はホテルのすぐ近くの

お店です。肉骨茶（バクテー）のお店で

す。このあたりに数件肉骨茶のお店が会

って、いつもすごく込んでいます。豚肉

や内臓を漢方薬に用いるスパイスと中

国醤油で煮込んだ料理で、土鍋で出てき

ます。ご飯にかけながら食べます。スー

プのないタイプも出てきました。おいしい。ビールも飲んで乾杯。無事

ボルネオに来れたことをみんなでお祝いしました。 

 

2日目 

今日は 9時に出発ということなので、朝の時間に余裕があります。7時過ぎに朝ごはん。ナシゴレン

（チャーハン）や鳥そば、卵、ソーセージ、おかゆ、トーストなどを

各自楽しみます。9 時前には全員そろって出発できる体制に。さすが

時間に正確な日本人のツアーです。

Klias Peat Swamp と Klias River 

cruiseに行きます。全員バンに乗り

込んで出発です。町から離れ田舎道、

今日は低地を走ります。しばらくす

ると見渡す限りパームヤシの畑に。

緑の環境汚染とも言われているプランテーションです。このパー

ムヤシの油で作られた食品や洗剤、シャンプーを我々は使っているのです。天然素材だから自然に

やさしいというのは、大きな間違い、熱帯の環境破壊につながっています。結構飛ばしたので、10

時半には Klias Peat Swamp につきました。ここはピートの湿地に整備された公園で、公園内は木道



が整備され、この木道を歩きながら低地性のネペンテスが観察できるところです。まずは、全員で

記念撮影。しかし、暑い。気温は 30 度を超えて湿度は 85%。少し歩くと汗がぽたぽたします。しば

らく木道を歩くと分岐点に、ここからぐるっと一周公園の中が回れる木道になっています。少し歩

くとありました N. gracilisです。早速みんな写真を撮ります。さらに行くと N. rafflesianaがあ

ります。気に絡まりながら伸びていて、アッパーピッチャーもついています。皆さんたまらず木道

から降りて茂みに分け入って写真を撮ります（ガイドも許可してくれ

ています）。さらに行くとあちらにもこちらにも N. ampullariaがあ

ります。茂みを分け入ると落ち葉の中にたくさんのグランドピッチャ

ーが並んでいます。はじめて自生地に来た人たちは植物体の大きさに

びっくりしています。メインの茎は太さが 1センチ以上あって、2メ

ートル以上伸びています。その茎の根元にはたくさんのグランドピッ

チャーが並んでいます、さらに茎の途中にもたくさんの空中ピッチャ

ーがついています。こんなのを見ちゃうと、家で育てている

ampullaria は何だ？と思っちゃいますね。色もグリーンからビッタ

ータ、赤いものなど非常にバラエティーに富んでいます。大きな N. 

bicalcarata の株もちらほら見

かけます。たくさんのアッパー

ピッチャーがついています。し

かし葉っぱが大きい。葉っぱの

長さが 1 メートル近いものも

あります。これも家の温室では

無理です。N. mirabilis もあ

って、ここだけで原種が 5種類は見られます。各自おもいおもいに

写真を撮りますが、あまりにたくさんあるので、さっきまであんなに喜んでいた N. ampullariaも、

またアンプかという感じになってきます。それくらいいっぱいあります。2時間ほど探索して、以前

フーケリアーナがあったところ

辺りに来たところで、ポツリポツ

リと雨が降ってきました。雨だと

思っている間にあっという間に

大降りに。スコールです。雷もな

ってきました。急いで合羽を着た

り、屋根のある場所に行ったりし

ます。しかしすごい雨です。あっ

という間にびしょぬれになった人もいます。しばらく待っていましたが、

なかなか止まない。仕方なく雨の中を歩き出す人や、屋根のところに留



まる人など。1時過ぎにやっと雨が小止みになってきました。歩き出しますが、すごい湿度でムンム

ンです。でも皆さん十分に楽しめたようです。大いに満足して 13時半過ぎに公園を出発、ランチに

向かいます。20 分ほど車で行ったところにある食堂に入ります。鶏肉にごはん、エビやイカのフラ

イ、バナナフライも食べました。おいしい。しかし 14時過ぎからまた空が暗くなって、大雨が降り

出しました。すごい雨です。雷もすごいです。この後はクルーズに行くことになっているのですが

大丈夫でしょうか。あまりの雨のためしばし店で待機です。いつまでたってもやまないので、14 時

45 分に雨の中走って車に戻ります。車で Klias River cruise のところまで行きます。15 時半に到

着。この雨の中クルーズができるのでしょうか。16 時半出航ということなので、皆でコピ（すごー

く甘い練乳いりコーヒー）を飲んで待ちます。乗り場にはでっか

いビカクシダがあります。少し小止みになりましたが、まだ降っ

ています。この中をクルーズするようです。16 時半にクルーズ

（20 人乗りぐらいの屋根つき

小船）に出かけます。ワニが

いるようです。その後テング

ザルが木の上にいるのが見え

ました。しばらく行くと数頭

のテングザルの群れが。川のすぐそばの木をジャンプしながら移

動しています。ジャンプするたびに皆が歓声を上げて写真を撮っ

ています。こんなに活動的なテングザルは始めてみました。その

ほかにもシルバーリーフ・モンキーというサルも多く見られました。船には他の日本人や韓国のモ

デルさんなどが乗っていました。韓国のモデルさんの前に座っていた私は、後半はサルよりも美人

のモデルさんのほうをしっかり見ていたことは内緒です。すごく美人でしたが、皆さんすごく作り

こまれた目と鼻をしていました。18 時前にいったん船着場に戻ります。そこには、夕食バイキング

が用意されていました。ここで夕食を食べながら日没を待って、再び船に乗って蛍が集まる木を見

に行くとのことです。種類も多くてなかなかおいしい夕食です。

でも、また雨がひどくなってきました。雨がひどいと蛍は出ない

とのことですが大丈夫でしょうか? 19時 15分になりました。雨

の中出航するといっています。15分ぐらいで行って帰ってこれる

からひとまず行こうとのことです。ぬれた船に乗り込んで真っ暗

な川の中を進みます。10分ほど走ったところで、川岸の木を指差

してあそこだとガイドが言います。明かりを消すと木の上半分に

たくさんの蛍が集まっていて点滅しています。クリスマスツリーで点滅している照明のようです。

ガイドが、メリークリスマスと叫びます。結構感動的な情景です。日本の蛍より点滅間隔が短くて、

色も白っぽい色の光です。雨の中出てきた甲斐がありました。晴れていてもう少し遅い 20時ごろに

なるともっと光るとのことです。船にも一匹飛んできてとまりましたが、捕まえることはできませ

んでした。本当に 15分くらいで戻って車に乗り込みます。雨は相変わらず降っていて、明日からの

登山が心配です。2時間ほどかけて 9時過ぎにホテルに戻りました。 



3日目 

さて、今日から本ツアーのメイン、トラスマディー山登山です。荷物を、山に持っていかなくてふ

もとのオフィス置いていくもの、ポーターさんに運んでもらうもの、自分で運ぶ荷物に分けます。7

時に食堂開始とともに朝食。しかし長蛇の列、しかも一部の人たちは、まったく列に並ぶというこ

とを無視して、並んでいる人を押しのけて直接食事を取りにいく有様。ここのホテルは老舗ですが、

最近は老朽化が進み、そのため値段も下がっているのか、以

前より客層が代わってきています。次回からは違うホテルが

いいかもしれません。何とか朝食を済ませて 7時半には出発。

まずはアラブ山に向かいます。ここは

車でいける標高 2000mの山で、ネペン

テスが植えられたり自生したりして

いる遊歩道があります。9 時に到着、

各自周辺を探索。N. stenophylla、N. 

chaniana？, N. tentaculata、 N. fusca などがあります。以前は N.lowii

の上位袋株があったのですが、なくなっていました（小

苗はありました）。さすがにこの標高だと涼しいです。

ここは虫も多いところですが、今回はあまり見ること

ができませんでした（三葉虫のような紅ボタルを見た

方もいましたが私は見損ねました）。一通り散策して 10 時 20 分には出発。

次は本当は Rafflesia reserveによって綺麗な Rafflesia pricei の花を見る

予定でしたが、係りの人の話では残念ながら咲いていないとのことです。残

念ですが仕方ありません。後日他の場所で違う種類の Rafflesia を見ること

にして、Tambunanの町に向かいます。11時に到

着。ここでちょっと早めの昼食です。以前もここで食べた鳥ラーメン

がおいしかったのでそれをみんなで食べることにします。ミーインス

プアヤム、ラパンとマレー語で注文できました。コピも飲みます。う

ーん鳥ラーメンはやはりおいしい

です。唐辛子と酢とニンニクのソ

ースも入れます。食べ終わったら

ふもとのツアー会社の事務所に行

きます。ここで４WD のトラックタイプの車に乗り換えます。山

に持っていかない荷物を預けます。ここで、ポーターやガイドも

一緒に乗り込みます。中には 2年前に私が来たことを覚えている

人もいて、また来たかと挨拶します。2台に分かれて車に乗り込

みます。荷台には荷物とポーターさんガイドさんなど 4 名ずつも載っています、12 時に出発、ここ

の標高は 550m。残念ながらしばらく走ると雨が降ってきました。昨日の雨もあって道はすごくぬか

るんでいるところもあります。車はスリップしながら進んでいきます。かなりの急勾配のところも

あります。荷台の人たちは振り落とされないようがんばっています。40 分ほど走ったところで蝶の



看板がついた入山ゲートが見えてきました。ここで入山登録をします。各自名前を台帳に記入。今

回は私がリーダーということで、私の名前の入山許可証をもらいます。係員から注意事項の説明を

受けます。写真以外何もとってはいけないことなどを確認しました。ゲートで全員そろって記念撮

影。しかし、雨が降っています。13 時、また車に乗り込んで

登山用の木道があるところまで進みます。また急勾配で川ま

で下がってまた上ります。35 分で木道入り口に到着、標高

1671m です。ここから頂上までは、4900m の距離、あと 1000m

登ることになります。ここで、ポーターさんが運ぶ荷物を計

量。山や植物を十分に楽しむためには、遠慮せずにポーター

さんを頼むのがよいことを以前の探検でわかっていましたの

で、皆にもそれを伝えてポーターさんを手配していました。

1 キロ、一日、8 リンギット、従って、重さ*8 リンギット＊3 日 

になります。私の場合は大きいカメラが 2台と多めの飲み水あっ

たので、14 キロぐらいあったでしょうか。幸い雨は上がりました。

13 時 55 分に登り始めます。今日は 2000m進んで、頂上まであと

2900m のところにあるロッジまで行きます。木道がぬれているの

で、滑らないように慎重に進んでいきます。登り始めてすぐに、

頭部に大きな角上の突起があるハゴロモの仲間がいました。写真

を撮ります。あとはひたすら木道を進んでいきます。1 時間歩い

てあと 3600mのところにきました。このあたりで標高 2000mを超えました。15時 15分にあと 3200m、

そして 15 時 35 分に宿泊するロッジに着きました。雨に降られなくてよかったです。ここで頂上ま

であと 2900m、標高は 2043m です。部屋には 2 段ベッドが 2

つあって、シュラフも置いてあります。4名づつで 2部屋使

います。他の部屋はポーターやガイドが使いますが、なんと

天井から雨漏りしているようです。まだ建てられてから 3年

もたっていませんが、多雨、高湿度のため劣化が進んでいる

ようです。いつまでロッジが持つのか心配です。雨がしみて

いるので、今日は電気が使えないかもとのことです。ひとま

ず荷物を置いて、時間があるのでもう少し木道を登って散策

します。周りには N. tentaculata がいっぱいあります。色

も緑、赤、黒っぽい赤などバラエティーに富んでいます。サイズも 15センチを超えるような大きな

ものもあります。各自写真を撮って楽しみます。散策したらロッ

ジに戻ってくつろぎタイム。ジャングル見ながらコーヒーや I

さんが持ってきてくれた日本酒などを楽しみます。発電機が動い

て電気は何とか照明がつきました。マイクも地元のお酒だといっ

て梅酒のようなお酒を振舞ってくれました。まだ頂上にも行って

いませんが来年はどこに行こうかなどと話が弾みます。さて夕食

の時間です。鳥のから揚げ、野菜炒め、スープにごはん、おいい



しいです。ガイドやポーターたちも食べてくつろいでタバコをすっています。雨が降ってきました。

カエル探しが予定されていたようですが雨で中止のようです。明日に備えて 7時過ぎには寝ました。 

4日目 

さあ、今日はいよいよトラスマディー山山頂を目指す日です。5時には起床して準備。 

6 時には朝食、おかゆと焼きそば。6 時 45 分には出発です。先導は忍者と呼ばれている女性のヤン

さん。僕のポーターはエリックさん。まずは木道を登って、しばらくし

たら普通の山道になります。そこからしばらく歩いたら休憩スペースが

あって、そこから先は急坂が続きます。マイクが、ここから先は手も使

うオランウータンスタイルで登る道だよといいます。実際木に手をかけ

ながら登ります。3 メートルぐらいの崖をロープを使って登るところも

何箇所もあります。ロープは一人づつ登ってねとヤンさんが伝えます。1

時間ほど登ったところで最初

の N.lowiiが現れました。標高

は 2300m。N.lowii は、尾根の

明るく風通しが良いところが

好きなようで、そのような環境

のところにはいっぱい生えて

います。壷も大きい。30センチ近くあります。みんな大喜

び。特に初めて自生の N.lowii を見た人たちは特に感動し

ています。しばらく N.lowii の道が続きます。各自写真を撮ったり、壷の中身を調べたり、蓋につ

いている蜜をなめたりと堪能します。しかし本当にそこら中に N.lowiiの壷がぶらぶらしています。 

これは自宅では育てられないなーという声も聞こえます。花も結構咲いていますが、雄花が多いで

す。なぜだかここではローワーピッチャは見られません。比較的小さい固体でもすぐにアッパー形

のピッチャーがついています。 

ムルドでは結構ローワーピッチャを見たのですが、違いが

あるのでしょうか？ 頂上ま

ではあと 2000m。その後も登っ

たり下ったり、はしごのとこ

ろを通ったりしながら進みま

す。キナバル山が綺麗に見え

ます。9 時 15 分登り始めて 2

時間半、少し木が生い茂った

ところに入ります。するとありました、N. x trusmadiensis です。

Nepenthes lowiiと N.macrophyllaの自然交配種です。まさに Nepenthes 

lowii,が生えているところから N.macrophylla のあるところに入った

ところにあります。登山道から見られる数はそれほどおおくありません。

初めは、木の上のしかわからなかったのですが、その後マイクが近くの



株を見つけてくれて写真がとりやすいように整えてくれます。N.macrophyllaと比べると襟の牙が小

さく、蓋が少し三角形になっています。ここで標高 2421m。代わりばんこに写真を撮ります。そこか

ら先は N.macrophyllaが少しづつ出てきて、30分ほど歩くと今度はそこら中に N.macrophyllaが生

えている状態になりました。これがまた大きい。葉っぱの幅は手のひらぐらい、長い葉っぱは 1m近

いです。茎は親指よりずっと太いです。壷も大きい。30センチ以上です。

子苗を見慣れている人にとっては、まったくの別物です。これは育てら

れないとまた思ってしまいます。頂上まではあと

1400m になりました。10 時 50 分に Taliban point

と看板があるところを通過、標高は 2600mになりま

した。 

このあたりには、Nepenthes lowiiとN.macrophylla

が一緒に生えているところがありました。一本の木

に Nepenthes lowiiと N.macrophyllaが一緒に絡み

付いている。しかし、ここには N. x trusmadiensis

はありませんでした。さらに苔むしたうっそうとし

た急な山道を登ります。11 時半ごろにいったん頂

上のようなところに出ました。古い測候所のような建物があります。しかしこ

こはまだ頂上ではなく、2つ先の峰が頂上です、遠くに頂上のやぐらが見えています。この峰を越え

るためにいったんくぼんだところに降りるとそこは N.macrophyllaの楽園で

す。N.macrophylla は N.lowii と違って、少しくぼ地でうっそうとした林の

中が好みのようです。あちらにも、こちらにも N.macrophylla があります。

しかも壷がでかい。500ml のペットボトルが壷の中に入ってしまいます。日

本から持ってきたゆずレモンのペットボトル

を入れて写真を撮ります。花も咲いています。

雄花が多いですが、種のできている雌花もあり

ます。実生苗も出ています。各自壷と一緒に写

真を撮ったりします。N.macrophylla の特徴の

襟の牙は結構硬くて鋭いです。手を入れるとか

なり痛いです。くぼ地のぬかるんだ道を行きま

す。またロープで降りたりもします。さて、も

う少しで頂上です。最後ののぼり

を登ると、急に視界が開けました。

頂上です。12 時 25 分、参加者 8

人全員無事に頂上まで着くこと

ができました。標高 2642.281mです。写真をいっぱい撮ってい

たので 5時間半かかりましたが、ほぼ予定通りです。みんなで

やったーといいながら、お昼ご飯にします。朝配られたビニー

ル袋入りのチャーハンを食べます。おいしい。それからはみん



なでそろって記念写真。ガイドやポーターさんも一緒にとります。少し休

んで 13時には下山を始めます。雨が降り出す前に帰りたいです。14時 10

分に頂上まで 900m のところを通

過、なんだかんだ言いながら帰り

もしっかりネペンテスの写真を

たくさん撮ります。しかし雲行き

が怪しくなってきました。15 時

ごろには雨が降ってきてしまい

ました。あわてて皆合羽を着ます。

雨の中をひたすら無心で下山し

ます。またはしごやロープを上ったり降りたりして、16 時に最初に見た

N.lowii のところに来ました。N.lowii にまた来るよと別れを告げて、オ

ランウータンエリアのロープで降りる崖を何箇所も降ります。雨でぬれて

いますが、幸い雨は小止みになってきました。木道のところにきました。雨でぬれているので滑り

やすく、気をつけなくてはと思っていたところで一回派手に滑ってこけました。おしりが痛い。そ

の後はゆっくりと木道を下ります。ロッジが見えてきました。16時 50分無事に戻ってきました。い

やー、みんな良くがんばりました。10 時間の登山でした。みんな大満足です。引率者の私としても

ほっとしました。18 時に夕食。肉骨茶、野菜炒め、スープ、ごはん、あーおいしい。食後はペット

ボトルに入れて持ってきたブランデーをお湯割で飲んでまったりします。午後 7 時半には就寝しま

した 
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