
5日目 

5時 45 分に起床。下山の準備をします。足が少し筋肉痛です。6時 15分には朝食。鳥のから揚げに

スープ、ごはん。ポーターのお金を払います。結局荷物は、18 キロが 3 個、12 キロが 2 個でした。

皆で出し合って全部でチップも入れて 2000リンギット払いました。カメラと水だけ持って軽量で登

れるのでありがたいです。ポーターさん本当にありがとう。7時くらいから各自下山を始めます。行

きに来た木道を降りるだけです。ただ滑りやすいので気をつけてゆっくり降ります。ジャングルの

様子を惜しみながら下ります。まあ、また来ることになるとは思いますが･･･。8 時半には登り口の

ところに到着。すでに迎えのトラックが来ています。また皆で記念写真。8 時 45 分に出発、そのま

ま Tambunanの町に向かう予定でしたが、入山ゲートのところで止まりました。9時 15分、なんと荷

物検査をするとのことです。何でも最近多くの植物を採集して持ち出そうとしたグループが発覚し

たそうで、急遽下山者の荷物をチェックすることになったそうです。ガイドのマイクも初めてのこ

とだとびっくりしています。8月から始まったようです。みんな荷物を降ろして、中身を広げて見せ

ます。もちろん我々は何もやましいことなどしていないので自信を持って、履き古したパンツの入

った袋まで出して見せます。全員問題なしで荷物検査は終了。これで我々のネペンテスツアーが健

全な観察ツアーであることが証明されました。なぜか数名の人の額に汗がにじんでいたように感じ

たけど、それは低地に降りてきて暑かったためだと思う。途中ものすごいぬかるみを何度も滑りな

がら車は進んで、10時 15 分には Tambunan のオフィスに到着。預けていた荷物を引き取ります。オ



フィスのボードに入山予定者のリストが書いてあります。今月は 5 組登るようです。他の月を見て

もひと月に 4 組ぐらいが登っているようです。ポーターさんやガイドさんに別れを告げます。また

来年来るよーといいながら車に乗りこみます。これからキナバル山の南のふもとの町のラナウに向

かいます。11時 40分にラナウの食事を取るところに到着。ここは大きい広い屋根つきスペースのと

ころに何件もの出店のような食べ物屋が入っているところのようです。好きなお店に食べ物を頼ん

で、真ん中のテーブルが置いてある食べるエリアにもってきてもらってそこで食べます。各自好き

なものを頼んで食べてよいとのことなので、各自お店を回って、写真を見て、その写真を指差して

注文します。飲み物は飲み物用のお店があります。お

金は、あそこのテーブルだよといっておけば、ツアー

の人が払ってくれるようです。ナシゴレンやトムヤム

ミー、コロミーなどを各自食べます。ビールもいただ

きました。ご馳走様。そろそろ出発なので、トイレに

行ったら女子トイレから男の人が出てきて、その男の

人の彼女がそこに並んでいて鉢合わせしてびっくり

するという事件がありましたが、マレーシアなので笑

い話ですみました。ちゃんと看板見てからトイレに入

りましょう。1時間ほどで、出発。次はラフレシアの花をみるためにポーリングという温泉のある町

に向かいます。30 分ほど走ったところで、ラフレシアの花咲いていますという看板が出ている民家

の前に着きました。他の観光バスも止まっています。マ

イクが聞きに行きましたが、花は昨日辺りまでが最高で、

今日はもう黒くなりかけているとのことです。マイクは、

他にも咲いているところがあるはずだから他を探そうと

いってくれます。車で少し行って、また民家でマイクが

聞いています。咲いているようです、まずマイクが見に

行って写真を撮ってきました。とてもきれいに咲いてい

るということで、この民家で見学することに。見学料は

どこでも 30 リンギットだそうです。この辺の民家の貴重

な収入源のようです。なんと、リーダーの人は無料だそうです。ということで私だけ 30リンギット

払わずに得をしました。ちょっと歩いたところに竹垣で囲われているところがあって、そこに大き

なラフレシアの花がありました。1m 近い直径です。でかい。花の真ん中はおわん型になっていて中

には太い針のような突起がいくつも並んでいます。少しはなれたところから見るので、においはし

ませんが、ハエが来ているのはわかりました。順番に写真タイム。咲いているのが見られて良かっ

た。車に戻ったら、ちょこっと走ってすぐに道路わきに止まります。道路の脇の藪にネペンテスが

生えているようです。N. gracilis と N. mirabilis が生えています。まさに雑草です。近くの木に

は、なた豆やビカクシダなども絡まっています。しかし暑い。一通り見たら車に乗って、今度はキ

ナバル山のふもとにある植物園を目指します。1時間ほどのドライブです。 

キナバル山登山口に向けてぐんぐん登っていきます。14時 45分に植物園に到着。この植物園からさ

らに登ったところにキナバル山の登山口はあります。植物園の中を歩きます。一番奥のところにい



くつかのネペンテスが植えてありました。さらに柵の向こう側に鉢植えに

された、ラジャ、バービジアエ、ビロサなどがあります。ラジャの壷はラ

グビーボールより一回り小さい大きさでした。メシラウが壊滅してしまっ

た今では自生のラジャを見るのは難しくなりました。ここには

N.edwardsiana が 1 株植えてあるのですが、残念ながら壷は木の上のほう

に在るだけでした。雨が降ってきました。午後 3 時を過ぎるとほぼ毎日の

ように雨が降ります。植物園のお土産屋を見て車に戻ります。今夜とまる

コテージのある Kundasang に向かいます。15 時

45 分にはコテージに到着。マイクが洗濯物を出

すといいよと教えてくれます。ホテルの人に洗濯

物注文の紙をもらいます。シャツやズボン 1枚が

2から 3リンギット。明日にはできるということ

なので、急いで出します。三日ぶりのシャワーも浴びます。お湯が出るの

がありがたいです。ホテルの前にはお店があるので、水もお菓子もお酒も

買えます。でもここで買ったビール瓶はビールが入っているのではなく現

地の人が作る密造酒？が入っていました。どおりで、お店の奥の棚の下に

ひっそりと置いてあるわけです。すごく甘い、ちょっとだまされた感じ、ビール瓶を使いまわして

いるんですね。19時に夕食、中華料理、どれもおいしかったです。 

 

6日目 

6時に起床。外に出ると目の前にキナバル山が綺麗に見えます。すごい山です。神山といわれている

のが良くわかります。以前泊まったラパンラタのコテージも

見えました。足がまだ少し筋肉痛です。7時に朝食。バイキン

グ式です。7時 45分に出発。今日は低

地性のネペンテスを見るために

Telupidの町に向かいます。車でぐ

んぐん標高を下げて走っていきま

す。2時間で Telupidに到着。町を

過ぎて、途中わき道を入ったところ

で止まりました。ここから少し歩くとネペンテス

があるとのことです。パームヤシの中を歩いてい

きます。道路を切り開いた道路わきの崖に N. 

rafflesia がありました。しばらく進むと巨大な

ローワーピッチャーをつけた N. rafflesia が何

株もあります。でかいのは蓋も入れると 50 セン

チぐらいあります。初日に見た N. rafflesiaとは別種のようです。ペ

ットボトルと並べて写真を撮ります。さらに行くと N. macrovulgaris

がありました。緑色の壷が並んでいます。4 年前にきたときはほかの



場所でしたが、Telupidの N. macrovulgarisは少しタイプが違うという話をしていました。 

しかし暑い暑い、汗がぽたぽた出ます。1時間ちょっと探索して車に

戻ります。また車で 20 分ほど走って道の脇に止

まります。草むらの中を進んでいくと N. 

mirabilis, N. gracilis, N. ampullariaがあり

ました。そばには小さな沼もあるので、地面は結

構湿っているようです。トンボもいっぱい飛んで

います。一通り見て 12 時前に車に乗ります。昼

食に向かうようです。Telupid の町を過ぎて 20

分ほど戻ったところで店に入ります。地元の材料

を使った料理店のようです。イノシシ、鹿、魚、

野菜の料理が出ます。おいしい、またビールもい

ただきました。食べ終わったら、次はフ

ィッシュマッサージにいくかと聞かれました。フィッシュ

マッサージ？聞いたことがありません、説明を聞くと角質

を取るドクターフィッシュのようなものに聞こえます。も

ちろん行くと答えてそこに向かいます。14 時半フィッシュ

マッサージに到着。 

一人 10リンギット払います。車を止めて歩くと川があって

そこに人々が足をつけて立っています。足元には鯉のような魚がいっ

ぱい。えさをあげるとたくさんよってくるようです。なーんだフィッ

シュマッサージといってもたくさんの鯉が集まったところに足を入

れるだけかと思って、ひとまず靴を脱いで裸足になって、えさをもら

って川の中に入ります。えさを足元にまくとたくさんの鯉のような魚

が集まってきました。こんなものかと思っていると、突然足に痛みが

走ります。なんかにかじられている感じ。鯉が吸い付いているのかと

思いましたが違うようです。またです、痛い痛いと声を上げて騒ぎま

す。よく見ると鯉のほかに 20センチぐ

らいの違う魚が混じっています。 

これが足にかじりついてくるのです。なんとも不思議な感触

です。魚が石についたコケをかじりついて食べるのと同じよ

うに足にかじりついてくるのです。かじりつかれる場所によ

ってはかなり痛いです。日本で見るドクターフィッシュ 5セ

ンチくらいで、かじる力も弱いので痛くないのでしょうが、

ここにいるのは 20 センチを越える魚なので、かじりつき具

合がすごいのです。Hさんとともに、大騒ぎしながらはしゃいでしまいました。鯉も指を水

中に入れるとすごい勢いで吸い付いてきます。指で鯉が釣れます。赤茶色で口が平べったい

ナマズも混じっていました。いやー、かなり楽しみました。若者たちに、いい大人がすごく



はしゃいでいて面白かったと言われてしまいましたが、な

かなかできない体験でした。また車に乗って Kundasang に

向かいます。Kundasang のマーケットによって帰ることにしま

す。16時前にマーケットに到着。どの

店も果物、お米、蜂蜜、野菜などを売

っています。たくさんのお店が並んで

いますが、どの店もほぼ売っているも

のは同じです。皆で、どうやってここ

の人たちは店を選んでいるのだろう

と不思議に思います。もうちょっと差別化すればいいのにと要らない心配

してしまいます。各自、果物や蜂蜜、黒米などを買いました。一部の果物

は試食させてくれますが、時期的には果物にはまだ早いようでした。16時

半過ぎにコテージに戻ります。今までガイドしてくれたマイクは、次のお

客さんの対応があるということで、今日でお別れです。お礼を言っていっしょに写真を撮ってさよ

うならです。また来年もよろしくねー。部屋の戻ったら荷物の整理。早いもので明日の夜遅くには

もう帰国のために出発することになります。19時に夕食、今日は鍋料理です。2種類のスープに肉、

野菜を入れて食べて、その後ラーメンかビーフンを入れて食べます。スープは辛いのと普通のの 2

種類ありましたが、なんか途中で混ざってしまいました。まあおいしかった。一人ちょっとばてて

しまったようです。早い回復を願って寝ました。 

 

7日目 

 ついに今日が実質ネペンツアーの最終日になります。7時に朝食。調子が悪かった方も何とか動け

るようです。7 時 45 分にチェックアウトして出発。今日は鉱山

跡地に向かいます。山を切り崩して鉱石を採掘したあとが、閉鎖

されたあともそのまま残されているところです。そのような荒地

にネペンテスは進出してきます。今日はバンと現地のミニバンタ

イプタクシーの 2台です。途中から砂利道の中を進んでいきます。

1 時間ほどでゲートのところに到着。

以前私が来たときのゲートとは違う

ところでした。標高は 1345m。ここか

らかつてトラックが走っていたであろう道の後を

歩いていきます。歩けば、道路わきにいっぱいネペ

ンテスがあるよとガイドが言います。今日は新しい

ガ イ ド の ジ ミ ー が 担 当 で す 。 す ぐ に N. 

reinwardtiana がたくさんあります。木に絡み付

いて大量の壷をつけているものもあります。特徴で

ある壷の中の目玉模様がかわいく見えます。雑草の

ごとくたくさん生えています。首飾りのように N. 



reinwardtianaを首にかけて写真を撮ります。 

どの株も大きい。しばらく行くと N. fusca があります。雄花も雌花も咲いて

いました。その後も両脇に N. reinwardtiana、N. fusca、

そして N. macrovulgaris を見ながら少しづつ登り道を歩

いていきます。どこかの飼い犬でしょうか、犬が一匹ずっ

とついてきます。おなかが減っているみたいですが、残念

ながら何も食べ物を持っていません。おとなしい犬です。 

さらに進んでいくと一本だけ N. burbidgeaeがありました。

木に絡んでいます。特徴的なアッパーピッチャーをたくさ

んつけています。これもでかい株です。2 メートル以上伸

びています。株元には大きなローワーピッチャーもありました。また、500ml

のペットボトルと並べて写真をとります。これもと

ても家の温室には入ら

ないですね。さらに進ん

で い く と N. 

stenophylla がありまし

た 。 あ た り 一 面 N. 

stenophylla です。壷が

大きいです。30センチ以

上の壷がニョキニョキ

たくさんついています。

N. fusca も混ざってい

ます。N. stenophyllaに埋もれなが

ら写真を撮りました。 

さらに歩いていくと、この先に以前見た鉱石を掘り出していた

あとのクレーターが見られるようでしたが、今回はそこまでは

行きませんでした。来た道を戻りながらネペンテスたちを見て

いきます。犬も戻って行ったようです。これでネペンテスの自

生地とはしばしのお別れとなります。皆、惜しみながら帰途に

着きます。11 時 45 分に車のところに帰還。お昼ごはんに向か

います。お昼ごはんは、2日前に食べたところと同じ出店が集まっているところ。各自また好きなも

のを選んで注文して食べます。今回は私は幅広太麺のコロミー（少し甘めのたれを上からかけた油

そばみたいなもの）と酢豚を食べました。またビールも。13時 10分に出発、コタキナバル方向に向

かいます。途中。キナバル山登山口を過ぎてしばらく行ったところのお土産屋が集まっているとこ

ろによります。本来ならばここには展望台があって、キナバル山が綺麗に見えるようですが、残念

ながら当日は深い霧の中でした。ここも、どのお店も基本扱っている商品が同じの差別化なしのお

店で、変化がないので、しばらく見て終了。 



また 15 時近くになったら雨が降ってきました。雨がだんだん強くなってきます。このままコタキナ

バルのホテルに帰るのかと思っていたのに、なんだか向かうところ

が違います。16 時 15 分にエビ養殖をしているような畑につきまし

た。どうしたのだろうと思うと、少し進んで海沿いの大きな水上レ

ストランのようなところに着きました。なんとここで夕食だそうで

す。てっきりホテルについてから

コタキナバルの市場でシーフー

ドの夕食だと思っていたのに違

っていました。しかし、さっき昼

食を食べたばっかりで、車に乗っ

ていただけなのでお腹が減ってい

ません。まあ、しょうがないので

店内に入ります。いくつもの水槽や

タライのようなものが並んでいて、

エビやカニ、蝦蛄（シャコ）、貝類、

魚などがたくさん入っています。みんな生きています。この中か

ら食べたいものを選んでいいといっています。しかしお腹がすい

ていない･･･。結構な高級店のようです。間違いなくおいしそうで

す。ひとまず、エビ、カニ、蝦蛄、2 枚貝などをお願いしました。

魚はといわれましたが、さすがに食べきれないと思ったので遠慮し

ました。お兄さんたちが出てきて、エビや蝦蛄をすくいます。カニ

もつかんで厨房に持っていくようです。これが我々に食べられちゃ

うようです。雨が一段と激しくなって、トタンの屋根に当たります。

音がすごくて何も聞き取れません。飲み物を選ぶのですが、どれも

すごいトロピカルな感じです。各自悩んで注文です。レストランは

海の上に作られていて、天気がよければ良い眺めのようですが、こ

の天気では、雨を避けて真ん中辺りに座るしかありませ

ん。料理が出てきました。大きな蝦蛄です。はさみで各

自殻を切りながら食べます。お腹いっぱいだけどおいし

い。カニも食べにくいけどおいしい。貝もおいしい。エ

ビは、酒蒸しスープのようですが、使われているお酒が

まさにこの間私が買った現地のお酒のようで甘い甘い。

これはちょっとエビにはあいませんでした。お腹いっぱ

いとはいえひとまず食べました。雨は相変わらずひどい

です。コタキナバルに帰ります。30 分くらいとのことでしたが途中から大渋滞です。雨で道路が水

没してしまって、2車線のうちの 1車線しか使えず、しかものろのろ運転です。雷もすごくなってい

ます。18 時にやっとホテルに到着。今日は泊まりませんがいったん部屋にチェックインします。空

港に向かう 21 時半までは、荷物まとめたりシャワーしたりしてすごしました。21時半に空港に向か



います。雨は上がりました。一名飛行機が明日になるのでここでお別れです。空港ではサムにお礼

を言ってお別れ。さて、初日からの課題になっていた航空会社カウンターでのチェックインです。

できるだけ、そ知らぬ顔してやり過ごすように進言します。やったーー無事通過。航空券とパスポ

ートのつづりの違いはチェックされませんでした。こういうマレーシア的なところは良いです。こ

れで、今回のツアーはほぼ達成できたようなものです。コタキナバルの空港はかなりにぎやかにな

っていました。免税店も増えたし、夜中に利用する人もいっぱいです。韓国からの便が一日に何本

もあるようですし、中国からの便も増えているようです。飛行機も無事定刻どおり出発して成田に

着きました。入国、税関ももちろん問題なく皆通過できました。ここで今回のネペンテス自生地探

険ツアーは終了です。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、数種類の栽培品を観ることができました。テ

ングザルやホタル、ラフレシアの花、フィッシュマッサージなどもできて本当に充実した一週間で

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、今後ツアーに参加希望

の方は、今日から次回のための準備を始めましょう！  
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