
ネペンテス自生地探索報告 
 
2012 年 3 月 3 日から 11 日まで、マレーシア、ボルネオ(カリマンタン)島のコタキナバル周辺のネペン

テス自生地の探索に行ってきたので報告します。 
 
自生地探索へ行く経緯・準備 
もともと食虫植物、特にネペンテスが好きで、自宅でも温室を設置して高山性を中心に栽培に励んで

いますが、や HL、自生地で元気に育っている高山性のネペンテスをぜひ見に行きたいと思っていまし

た。過去に、ボルネオには、クチン周辺、ミリなどを訪れたことがあり、低地生のものの自生地は訪問

しましたし、veitchi を見にバリオにもいきましたが、高山性種の自生地には行っていませんでした。過

去にトラスマディー山にいく計画はあったのですが、直前にいけなくなり悔しい思いをずっと抱いてい

ました。 
 最近、高山性ネペンテスの自生地探検家である S さんと親しくさせていただく機会があり、そのとき

に、ぜひ高山性ネペンテスの自生地探索に行かれるときには、誘ってくださいとお願いしていました。 
すると、3 月はじめの 1 週間、コタキナバル周辺のネペンテス自生地に行くので、良かったら一緒にど

うですかという、ありがたいお誘いをいただきました。これはめったにない良い機会だと、さっそく参

加するように計画を始めました。 
 まずは仕事の調整、3 月の忙しそうな時に、まるまる 1 週間休むとなると、周りからの風当たりが強

いかなー、許可してもらえるかなーと、心配でしたが、（特に、会社の中がすごくごたごたしている時

期だったので）、以外にあっさり許可をもらうことができました。まあ、あんまり重要な仕事をしてい

ないということでしょうか・・・。アハハ・・。ううう・・・。まあ、行けるので良しとしましょう。 
行けるとなったら、まずは航空券。コタキナバルへは羽田から直行便があったのですが、なんと 2012
年 2 月に廃止。一ヶ月前に廃止だなんて･･･。しょうがないということで、シンガポール航空のシンガ

ポール経由コタキナバル行きを教えていただき、予約しました。羽田発着で便利ですが、出発は、土曜

日の午前零時半（実質金曜の夜）、帰りは、日曜日の午後 11 時 5 分（実質月曜日の未明）になります。 
帰りの電車があるか心配でしたが、時間通りに到着すればぎりぎり終電近くで帰れる感じです。 
 次に準備ですが、今回は自生地探検家の S さんが見つけてきた自生地を中心に行くというので、山登

り中心で、その山も、ちゃんとした道がなくて、ジャングルを切り開きながら進むようなところという

ことでした。今までの自生地訪問と違って、いまひとつ実感がわきませんでしたが、S さんにいろいろ

必要なものや、実際の様子などを聞いて準備しました。 
で、結果報告ですが、服装は、汚れても、ぬれても、破れてもいい服装が必要です。私は、登山用品屋

ではなくて、ほぼ全部の服装を、作業服屋のワークマンでそろえました。実際これは、大正解でした。

流行の山に行くのではないので、作業着で十分です。長袖シャツ、作業用の緩めのズボン、ちょっとし

たときに羽織るウィンドブレーカー、カッパなどの雨具、さらには作業用の手袋、膝のサポーター、厚

手の靴下など何でもワークマンでそろえられました。しかも安いです。意外に役に立ったのが、脚絆で

す。マジックテープで留められるタイプがあります。通常は山登りにはスパッツという靴カバーをつけ

るようですが、ジャングルはトゲのある木が多いですし、何と言っても山ヒルから足を守るにはこれが

一番のように思いました。 
そのほか役に立ったのは、GPS ロガー。６千円程度からあります。現在位置の表示から、出発地点や行

く先を登録して、そこまでの方向や距離が表示できたりしますし、標高も表示できて、さらには、歩い

た場所や高さを逐次記録して、あとでパソコン上で、歩いた軌跡を地図や航空写真と重ねて表示できる



という優れものです。ジャングル探検には必須な機器かと思います。 
靴は以前より持っているややごつめのトレッキングシューズを使いました。S さんからジャングルも坂

が多く滑りやすくて、木の上なども歩くので、金属の歯のついた軽アイゼンがあると良いと推奨されて

いたので、探したところ、ホームセンターの長靴のところに、山歩き用靴底金具というものを見つけま

した。軽アイゼンの半分くらいの大きさですが、これも結構役に立ちました。（まあ滑って落ちたとい

うこともありましたが･･･）。そのほかの用意は、ヘッドライト、シュラフ、大き目のリュックとナップ

サックです。 
ひとまず、事前に S さんともお話をして、目標として、rajah、lowii、burbidgeae、edwardsiana、
macrophylla、villosa などを見るとともに、新しいところも探索して新種なども探そうということにし

ていただきました。 
ただ、出発前になって、macrophylla、lowii、trusmadiensis が成育しているトラスマディー山が現在

登山道整備のため閉山中で、通常の登山道からは登れないことがわかりました。いろいろ調べましたが、

閉鎖中という話やほかにも登るルートがあるかもなど良くわからないので、現地に行ってから検討する

こととしました。 
 
出発、コタキナバル到着、自生地のふもとの村へ 
荷物の準備も済んで、いよいよ出発の日となりました。 
土曜日の午前０時３０分の飛行機ということで、実質金曜日の夜の出発です。テレビ CM でやっている、

アクティブサラリーマンが金曜まで働いて、週末は羽田から海外へというのとほぼ同じです。違う点は、

アクティブでないサラリーマンというところで、金曜日は、周りの人にもう気持ちがあっちに行ってい

るよといわれながら、必死に働いているふりをしていました。５時半まで働いて、急いでいったん帰宅

して、荷物を持って、リムジンバスに乗って羽田へ。バスの時間の都合で、９時半には羽田につきまし

た。初めての羽田の国際線ターミナルということで、まずはおのぼりさんのように古い町並みを再現し

た商店街などを見学。そのあとは、家から持ってきたビールを飲みながら、ミクシーにつぶやいたり･･･。

しばらくして S さんとも会い、チェックインして、またまた二人でビールを飲みながら時間待ち。お互

いビール好きで良かったです。時間になったので、荷物検査して、パスポートチェックして飛行機へ。 
もちろん飛行機の中でもたくさん飲んで、ひと眠り。６時間ちょっとでシンガポールです。それからコ

タキナバル行きの便を待って、コタキナバルまで２時間半。マレーシアと日本の時差は１時間。時差ぼ

けを感じなくてすみます。そして、ついにお昼１２時にコタキナバルに到着。直行便でないので、１２

時間もかかってしまいました。で、まず空港を出ると、暑い暑い。いやー、すっかり暑いという感覚を

忘れていました。なんたって２日前には雪が３０センチ近く積もって、雪の中を歩いていたんですか

ら・・・。気候感覚がくるいます。 
まずは、空港のレンタカー事務所に行って、レンタカーを借ります。S さんが日本から予約してくれて

いて、スムーズに手続きできました。借りた車は、フォードの４輪駆動ピックアップトラック Explorer
の屋根付タイプ。４輪駆動の車でないと自生地まで乗り付けられないそうです。今回は運転は S さんに

していただきました。マレーシアは日本と同じ左側通行なので、比較的運転しやすそうですが、交差点

が信号でなくてロータリーになっているところが多いので、慣れは必要そうです。 
まずは、市内の両替店に向かって、両替します。ひとまず５万円両替して、これが１８００RM（リン

ギット）。１リンギットは、約２８円です。 
両替がすんだら、早速自生地の山のふもとの町を目指します。その途中で、ネペンテス自生地探索に必

須なものを購入しました。まずは何と言ってもビール。24 本入りケースを買います。約６０RM、安い



です。たくさん飲めます。や HL これがなくっちゃ。続いて、ミネラルウォーターの大きいボトルも 1
ケース購入。そのほかティッシュや当座の飲み物なども。何でも、ビールは、お店や町によって値段が

結構違うそうで、以前見つけたという安いお店まで行きましたが、S さんはすっかりお店の人と顔なじ

みでした。結構探してこのお店を見つけたそうです。ちなみにマレーシアの国宗教はイスラム教。でも

多宗教混在で成り立っていますので、ビールも販売はされています。ついでにちょっとお昼ご飯。スー

プに入ったビーフン麺のラーメンのようなものを食べました。マレーシアでは、このスープ麺は大体ど

こで食べてもはずれがなくておいしいです。値段は一杯、５RM ぐらいです。麺の上にのせるものも、

指差して選べます。 
つづいて、自生地の山に向かって、ずーっと山道を登っていきます。ぐんぐん標高をあげていきます。

途中、でっかいトラックなど遅い車も多くいますが、どんどん対向車線に出て追い越していきます。コ

タキナバルから、宿とする町までは、2 時間半くらいかかりました。 
ひとまずベースとする町についたのですが、ネペンテス探検のためのもうひとつの必需品を買うために、

さらに 15 キロ先にある町まで出かけます。その必需品というのは、鉈（なた）。刃渡り、30 センチは

ある立派な鉈です。これを買います。木造の市場の中の奥まったところの、お店のテーブルにありまし

た。いろんな大きさのものがあります。取っ手や鞘は完全手作りです。持ってみてあまり重くなくてよ

さそうなものを選びます。32.9RM でした。でも、このときには、なぜこんなにすごい鉈が必要なのか

と半信半疑でした。そんなにすごいところに行くのか････・・不安になります。 
さて、あらためてベースとする町に向かいます。市場がある小さな街ですが、これでも近年急速に開け

て近代化しているそうです。 
まずは、ガイドをしてくれる人たちを訪問します。町の中心から、車で 10 分ちょっと行ったところに、

ガイドをしてくれる人の家、兼お店、兼お茶･食事所があって、そこに挨拶に行きます。ガイドをして

くれる村人たちはたいてい時間のあるときはそのお茶･食事所に集まって、お茶しているそうです。 
早速到着してご挨拶。S さんは、すっかり顔なじみというか、仲間の扱いで、皆さん再会を喜んでいま

す。今回一緒に来た友人ということで紹介してもらいます。お店の主人で、ガイドと国立公園などの仕

事をしている SK さん、そのお兄さんの GP さん、GP さんの息子の GL さん、ガイドの HL さん、NL
さんなどがガイドをしてくれるようです。今回の期間一週間で行くところの相談などをします。S さん

とガイドのかたに、行くところなどはひとまずお任せです。コーヒーを飲みます。みんな飲んでいるも

ので、パックに入ったコーヒーにお湯を注いで、砂糖をたっぷり入れたものです。はじめは甘いのでび

っくりしましたが、なれると、朝や探検のあとには、ほっとできるおいしい飲み物です。S さんは、早

速、麺も食べていました。ごつごつとした岩の頂上部のキナバル山が見えます。本当に大きな山です。

お店のある場所で標高が大体 1500 メートルです。ここでまず、GP さんにさっき買った鉈の取っ手を

接着固定してもらうことと、しっかり磨いで、良く切れるように調整をお願いしました。とにかくこの

鉈の切れ味が重要な用で･･・・、またまた心配になってきます。一通り挨拶して、S さんはお土産をみ

んなに渡して、明日は、rajah を見に行こうということにして、宿に向かうことにしました。ベースと

する宿は、町の中にある S さんがいつも泊まられる宿にする予定で、いつも空いているからと予約なし

に行きましたが、なんとその日に限って満室でした。中国系の旅行者が増えているようです。小型のバ

スが停まっていました。仕方がないので、翌日以降の予約をして、もう一軒の少し高級なホテルに向か

います。こちらのホテルは、常宿より少し高級ですが、イスラム系の経営ということで、時々お酒がご

飯のときに飲めないことがあるということでした。ひとまず一泊、でとってツインで２４０RM でした。

部屋に入って、荷物をといて一休み。食事はホテルのレストランで中華系のものを数皿、その日はちゃ

んとビールが飲めました。これからの探検の成功を願って乾杯。食後に、外の明かりに虫を探しに行き



ましたが、カブトムシのメス、セミ、カミキリ、小さめの蛾などが来ていました。面白かったのが、こ

のホテルのバー。名前は Nepenthes Fun Pub でした。これはと思い、のぞきましたが、閑散とした普

通のホテルのバーのようでした。気候は、山のふもとでも夜はうっすら寒く、１８－２０℃位でした 
 
2 日目 rajah の山探索 
さて、探検初日。目が覚めると、外はざあざあ雨が降っています。S さんによると、2 月からは、コタ

キナバル周辺は乾季で、雨が本来は少ないということでした。9-12 月ごろの雨季だと、毎日雨で、探検

のほうも大変だそうです。雨も、一山違うと降っていなかったりすることもあるようです。 
まずは朝食です。バイキング形式の中洋折衷です。おいしいです。フルーツもたっぷりたべます。 
朝食を食べたら、雨もやみました。日がさしてきます。８時に昨日ガイドに会ったお店(御茶屋)に集合

ということでしたので、８時前にホテルを出て、お店に向かいます。 
しかし、S さんから聞いていましたが、こちらの時間の流れは非常にゆったりとしていて、時間を決め

てもその時間に人が集まることはないということでした。８時集合としても、８時半ごろから少しづつ

来て、結局出発するのは、９時半近くとか･･･。 
実際そうでした。８時半過ぎに、ガイドの GP さんが顔を出して、昨日はお土産にもらったウィスキー

を楽しんだようです。でも、お願いしていた鉈のメンテナンスはばっちり。取っ手はしっかり固定され

て、刃も完璧に磨ぎ上げられていました。テレマカシ。で、いったん GP さんはもどって、再び登場さ

れたのは９時ごろ。もう１人のガイドをしてくれる予定の NL さんはまだ来ない。やっと来たかと思っ

たら、今日はガイドに行けないと･････。しょうがないので、GP さんと３人で、９時半ごろ出発。最初

は S さんもこの時間にルーズなスローペースにいらいらしたそうですが、今はすっかり慣れてそういう

ものだと思っています。私もすぐに慣れました。 
今日は、小高い山に生えている rajah を見に行くそうです。今回の探検の中でも比較的簡単なほうの山

だそうで、まずは感触をつかんでということでした。お店で、お昼ご飯を買います。ビニール袋に入っ

た炒めたビーフン卵付、ビニールに入ったご飯と辛味の聞いた佃煮のようなものや、同じくビニールに

入ったご飯とお肉と野菜のいためたものなど。のりがないので、ビニールに入ったおにぎりという感じ

です。1 個 １RM、安いです。 
4 輪駆動の車で山のふもとまで向かいます。途中からは、舗装されていないがたがた道です。道の両脇

は、キャベツや菜っ葉、ブロッコリーなど高原野菜の畑が広がっており、所々に木造の高床形式の家が

建っています。どの家も、犬、猫、鶏がいます。車で 20 分ちょっと行ったでしょうか。登る山のふも

とまで着きました。ここから先は車でいけないので、歩いて上って行きます。目の前に登る山がありま

すが、結構高い･･･。･･･そして、思い知ることになります。 
まずは、車が通った跡があるすごいでこぼこ道を歩いて山に近づきます。スターと地点の標高は、1700
ｍです。10 分ほど歩いて、山の下の草原に着きました。ここからは、草を掻き分けての細い道です。そ

れをしばらく進むと、急に登り道になり、人がやっと 1 人通れるような獣道を進んでいきます。先頭の

GP さんが鉈を使って、木を切って、草を切って道を作って進んでいきます。ここでやっと、鉈が必要

な理由がわかりました。あとは、ひたすら急なのぼりです。登る道は、日本のように斜めになだらかに

進んでいくということはなくって、ただまっすぐに頂上に向かって一直線で登っていきます。だから登

りがきつい・・・・。登り始めて 15 分で、すでにへとへと・・・、この先が思いやられます。がんば

って、30 分登って、すっかりガイドと S さんからは遅れています。あまりのつらさに、何でこんなと

ころに来ちゃったんだと言う思いが頭に浮かびます。もう、ハアハア、息切れの連続。思っていた以上

にたいへんです。これはだめかと思いながらも、遅れて少しづつ登ります。おなかが痛くなってきまし



た。S さんに、はじめは山に登るとおなか痛くなってトイレ行きたくなることもあると聞いていました

が、そのとおりです。でも、人がやっと通れる獣道。我慢できなくなってきて、ここで鉈が役に立つと

きが来ました。獣道を横に自分で切り開いて、進んで、トイレの場所を作ります。やっと鉈の重要性が

わかりました。切り開いた場所で、ひとまず野〇〇。日本からのおなかの中のもの、一気に出しました。

（汚い話でごめんなさい。）ウェットティッシュ持っていてよかった。また、登り道に戻ります。ガイ

ドと S さんは、もうずっと先に行ってしまったようで、音もしません。1 人で心細くなりながら、滑っ

たり、こけたりしながら、休み休み登ります。幸い登りの一本道なので、迷うことはなかったです。 
1 時間を過ぎたくらいから、ちらほらテンタキュラータがはえているのがわかりました。でも、写真を

撮る余裕がありません。ひたすら登ること、1 時間半、標高は 2100ｍを超えました。ふらふらになった

ところで、ほんの少し開けた場所に出ました。そこで、S さんとガイドの GP さんが待っていてくれま

した。 
そして、そして、そこには信じられないような植物がはえていました。 
rajah です。植物の大きさがとてつもなく大きいです。高さは、2 メートル近く。茎の太さも 3 センチ

はあります。葉っぱの長さも 1 メートル以上、葉っぱの太さも、20 センチ近くあります。もう、大興

奮です。壷もありました。30 センチ近くあります。でかい。襟も星型にくっきり広がっています。真っ

赤です。ふたもぐっとドーム型にせり出しています。まさに王様の rajah です。いやー、苦労して登っ

てきた甲斐がありました。疲れが吹き飛びます。もう、興奮して、ひたすら写真を撮ります。rajah の

特徴である葉っぱの途中から蔦（つた）が出ているのが、良くわかります。 
周りを見渡すと、あちらにも、こちらにも rajah がはえているのがわかります。なんというか、rajah
の雑草状態です。信じられないような光景です。大きいものは植物体が２ｍ以上、倒れているものでは

3 メートル以上のもありました。ほんとうに rajah は、ワシントン条約 1 種なんでしょうかと思っちゃ

うくらいはえています。 
ここからは、山の頂上周辺をぐるっと廻って進むことにします。横に進む道はまったくありませんので、

GP さんに道を切り開いて作ってもらいながら進みます。雄花も、雌花もありました。雌花が咲いて種

の鞘があるものもあります。しかし、実生株はほとんど見かけませんでした。小さい苗は、大きな植物

の根元近辺から出たものや倒れた茎の先から出ているように思えました。rajah のあるあたりを少しづ

つ進みます。不思議なことにほかのネペンテスはほとんどこの山では見かけませんでした。rajah と

burbidgeae との交配種 N. x alisaputrana らしきものが 1－2 株ありましたが(壷なし)、本当に rajah の

山でした。 
山頂付近を廻って、2250m ぐらいまで登りました。少し落ち着いたところで、お昼ごはん。買ってきた

お弁当を食べます。GP さんと S さんはビールも。私は、ビールを飲む余裕がありませんでした。その

後も、大きな株や大きな壷をめぐって観察、写真撮影。握りこぶしより一回り大きい、かわいい？壷も

あります。本当に十分、rajah の自生地を堪能しました。しかし、うちでちんまり育てているあの小さ

な rajah は本当に同じもの?と考えさせられる衝撃でした。その後は、下山。またまた遅れてゆっくり

下山です。1 人で降りますが、かすかなビールの匂いがわかって、進む方向がわかります。ジャングル

の中では鼻が利きます。無事下山。下山したところで雨が降ってきました。再び車で、みんなのたまり

場・御茶屋まで帰って一日目の探検が終わりました。 
 
３日目 rajah と burbidgeae の山、さらには edwardsiana まで？ 

一日山登りしただけで、腿が痛いです。今日は、昨日の rajah の山の川を挟んで隣の峰に挑戦です。

さらには、その峰を越えてさらに奥の峰まで行けば、edwardsiana がはえているところもあるというこ



とです。しかし、かなり遠いと・・・・。ということで、8 時前にホテルを出て、8 時には集合場所に。

今日は、私の登るスピードの遅さから、ガイドの方は 2 名体制でお願いしました。ガイドは、GL さん

と HL さん。珍しく？8 時過ぎにはメンバーがそろったので出発。車で、昨日の道を進んで、さらに奥

のほうまで進みます。土地の人に一声かけて、許可をもらいます。昨日の所より 10 分ほど進んだとこ

ろで、車を道に止めて、歩き始めます。大根を作っている畑を抜けて、用水路を渡ってジャングルに入

ります。アップダウンを繰り返して、川に出ました。そして、川には橋はなくて、いや橋らしきものと

いうか、丸太が一本川にかかっています。この丸太を歩いて川を渡るようです。S さん、ガイドは上手

に歩いてわたりますが、私はちょっと無理そう････。そこで、丸太をまたいで、飛べない跳び箱を進む

ように、手で体を少しづつずらしながら進みます。なんとか川を渡れましたが、丸太が湿っているので、

ズボンがびっちょり。まあ、しょうがありません、歩きます。急な登り道が始まります。またまた、息

切れで遅れ始めます。岩がむき出しになっている登りが多く、一部は、岩に下がっている蔦を、手で持

ちながら急勾配をなんとか登ります。もう、すでにバテバテになったところで、急勾配の途中斜面の脇

に大きな壷を発見。初めてみるタイプの壷です。N. x alisaputrana です。rajah と burbidgeae の交配

種だそうです。非常に大きく、またとてもきれいな壷です。rajah の大きさを保って、襟はきれいな薄

赤色でうっすらすじも入っています。壷にもうっすら、burbidgeae の斑点が入っています。これを見

れば、また元気がわいてきます。S さんも、これは、数ある交配種の中でも最もきれいで見ごたえがあ

るとお気に入りの交配種のようです。ふと見ると、目の前には、burbidgeae の上位袋も下がっていま

す。きれいな漏斗型です。昨日の山には、rajah しかありませんでしたが、川一本はさんだこちら側に

は、burbidgeae と rajah が共存しています。burbidgeae が非常に多い。さらに登り続けます。周りに

は、burbidgeae の巨大な壷や、非常にきれいな壷が一杯です。しかし登りではあまりじっくり見る余

裕がありません。S さんともう 1 人のガイドはどんどん先に進んでいるようです。1900ｍを過ぎてしば

らく進んだところで、ガイド同士が連絡を取って、その後の道はさらにたいへんなので、S さんとガイ

ドはさらに先に進んで、私ともう 1 人のガイドは、その先に進むのは止めて、今いる山の近辺を探索す

ることになりました。私のほうについてくれたのは、GL さん。 edwardsiana のところまでいけない

のは残念でしたが、さらに 4 時間も山登りで進むというのは、そのときの私の体力では確かに無理でし

た。それ以上行かないとなると、まずは周りに一杯ある burbidgeae をじっくり観察します。意外と

burbidgeae を大きく育てている人は少ないと思いますが、自生地のものを観察すると、その壷の美し

さに驚かされました。壷は緑がかったクリーム色にこげ茶の斑点が入り、蝋細工のようにしっとりした

色合いです。襟もこげ茶のすじが何本も入り、クリーム色とのコントラストがとてもきれいです。大き

さも大きく、rajah 並みのサイズの壷もありました。rajah もはえています。数は、昨日よりはぐっと

少ないですが、しっかり壷もありました。先に進まないということで、じっくり観察、写真を取ること

ができて、良かったです。結構個体差もあります。大きな壷をつけているタイプ、クリーム色が強い白

っぽいタイプなどなど見ていて飽きません。テンタキュラータも各種タイプあります。緑、赤いタイプ、

黒いタイプなどなど。 
N. x alisaputrana も新たに数株見つけました。rajah のように葉っぱの中から蔦が伸びますが、rajah
よりは少し葉の外側に近い感じでしょうか。やはりきれいです。お昼ごはんも食べます。私は、ビーフ

ン炒めのパックひとつで十分ですが、ガイドの GL さんは、帰りまでに 8 個分のお弁当を食べたといっ

ていました。お互いあまり食べないのとすごく食べることで、びっくり。私は、皮下脂肪や肝臓にたく

わえがあるからといっておきましたが、現地のガイドは、贅肉がなく、たくさん食べてそれをしっかり

消費して生活しているという感じです。その後も、いろいろ壷を観察して、下山します。burbidgeae
は木に伝って、かなり上のほうにまで伸びているものもあります。きれいなアッパーピッチャーもあち



こちに見られました。最初にわたった川まで降りて、川伝いにネペンを探します。fusca がありました。

ほっそりした壷で、細長い形のふたが特徴的です。川沿いにも rajah がありました。川沿いで気温が低

いのでしょうか、1800m 以下の標高でしたが、立派な壷をつけていました。さて、また川を渡って帰り

ます。こんどは、さっきと違って木をいくつか集めて、渡れるようにした所をわたります。木がぐらつ

いているし、下は結構濁流で怖かったですがなんとか渡りました。そこで、ガイドの GL さんが、渡っ

ているところ写真に撮ってくれるというので、荷物とカメラを渡して、再度木の上に、ポーズをとって

写真を撮るというところで、木がぐらついて、その拍子に滑って、あっという間に木から落ちて川の中

に････。一瞬のことでした。もう、大慌てで、木にしがみついて濁流に飲み込まれないようにして・・・・。

幸い足がついたので、なんとかよじ登りました。怖かった。本当に流されないでよかった。ガイドも驚

いていましたが、途中から笑っていました･･･。いったん渡ったのを戻って写真を撮ってというのが失

敗でした。下半身ずぶぬれです。カメラと荷物を持っていなかったのが、不幸中の幸いでした。ぬれた

体で、とぼとぼ帰ります。途中ヒルが体についているのを発見。あわてて払います。ほかにもついてい

ないか注意深く探します。GL さんは、ヒルなんてたいしたことないよ、悪い血だけ吸ってくれるんだ

よといいますが、あまり気持ちのいいものではありません。現地の人にとっては、蚊のような感じでし

ょうか。ふたたび大根畑をとおって車に到着。ここで午後 3 時過ぎ。7 時間近い探索でした。ひとまず

先に車で、いつもの御茶屋に戻ります。S さんたちはかなり奥地にまで行ったようなので、ホテルまで

先に送ってもらって、GL さんに S さんたちのお迎えはお願いしました。S さんが帰ってきたのは、午

後 7 時前。あのあとやはり、lowii と edwardsiana のはえているところまで行ったそうです。ビデオも

見せてもらいました。すばらしい光景でした、行けなかったのが残念、体力つけて再挑戦ですね。 
 
 
4 日目 lowii の山。ヒルがいっぱい、つらいつらい山登り、でもその先には・・・。 

山登りも 3 日目。脚の筋肉痛がありますが、今日も山登りです。いよいよ今日は lowii の山に挑戦で

す。8 時前にホテルを出て、いつもの場所へ。8 時集合ですが、甘―いコーヒーを飲んでガイドが来る

のを待ちます。8 時半過ぎにガイドも集合。今日も、GL さんと HL さんです。今日は、HL さんが私に

ついてくれました。車で、昨日までとは反対の方向に行きます。標高も下がって、山への上り口は、標

高 1400 メートル。低いところからの出発できつそう。9 時に歩き始めます。はじめは、畑の中の道を

登っていきます。歩くこと約４0 分、最後の民家の庭先、畑を通って山に入ります。林の中を上って行

きます。1 時間半ぐらい歩いたところで、道が以前来たときと違うということに。いろいろ調べて、ほ

かのガイドにも電話して（衛星携帯がつながるのがすごい）、大丈夫ということで、また進みます。す

でに、私は息切れ切れ・・。そして、この山はヒルがうようよ。ちょっと停まっていると、足にヒルが

登ってきます。しかも、普通の 3－4 センチの山ヒルより一回り大きい、赤いすじの入ったタイガーヒ

ルというのがうじゃうじゃ。気持ち悪い。息切れで休みたい、でも停まるとヒルが上ってくる・・・。

少し歩いては、足にヒルがいないか見て、ついていたら引き剥がして、また歩いて、ヒル払っての繰り

返し。苦しい山登りです。私は少し遅れ始め、登っていきます。1800ｍを超えるくらいから、幸い、ヒ

ルはほとんどいなくなります。途中、写真で見たことがある、黒とオレンジ色の三葉虫のような虫が 2
匹ほどいました。写真を撮りましたが、シャッター押すのがやっとで、ピンボケ。だんだん登りがきつ

くなります。ついに、ガイドに私の荷物を持ってもらうことになりました。さらに登りが続きます。

1870m からは、一段と登りがきつくなります。ふらふらで登ります。倒木を乗り越え、木の根を登り、

滑ったりで、泣きそうになりながら登ります。あまりのバテバテの私を見て、ガイドがヒモを用意して

くれました。ガイドに紐で引っ張ってもらいながら登ります。このヒモは本当にありがたかった。（外



国人(欧米系)の登山ガイドでは、このヒモ良く使うそうです。）。あと 500m と言われても、ギブアップ

寸前です。ただひたすら lowii 見たさに登りました。登り始めて、3 時間 45 分を過ぎたところで、頂上

付近の少し平らな場所に出ました。もうすぐそことのことで、最後の力をふり絞って進みます。そし

て・・・・・ありました。頂上付近の木の上から lowii の壷が下がっています。もう、わー、おー、わ

ー、すごい、すごいと声を上げてしまいます。やったー。まずは、lowii の壷を手にとって見ます。も

のすごく硬いです。ぎゅっと握ってもびくともしません。見渡すとあちらこちらに lowii の壷が下がっ

ています。もう疲れも吹っ飛んで、写真を撮ります。大感激です。少し進むと、そこにも lowii が、何

本もはえています。木の上に絡まるようにはえていて、木の隙間から、いくつもの壷がぶらぶら下がっ

ています。道が木の下を通っていて、その木の上に lowii がはえていて、まさに lowii のトンネルです。

lowii ブラブラ、lowii のトンネルは、本当にありました。下から見上げると、緑のリンゴがたくさんな

って、下がっているように lowii の壷が見えます。ここの先に、さらにもう一段高い頂上部が見えてい

て、S さんたちはそこにいるのが見えます。さらに先に行ってもよかったのですが、とにかくじっくり

観察したいのと、写真を撮りたいのと、休みたいということで、その先には進まず、手前の lowii の群

生で観察しました。標高は、ほぼ 2050m です。lowii は頂上部の少し平らになっている、南側の縁の木

の上に、覆いかぶさるように育っています。下からは風が、霧とともに上がってくるような環境です。

本当に、ブラブラ壷がさがっています。壷が硬いので、枯れてもしっかり形を保って、木についていま

す。元気な壷は、ふたの裏にたくさんの白い蜜がかたまってついています。その蜜に虫も来ています。

早速やってみたかったあれをしてみます。ふたの裏の蜜を舐めます。うっすらとほの甘い味がします。

ガイドもこの蜜は舐めたことがないといっています。手に届く壷をじっくり観察しました。種の鞘が残

っている木もありました。一通り観察して、大満足です。登ったかいがありました。さらに先の頂上部

は、S さんの報告を聞くことにして、お昼ご飯を食べて、下山の用意をします。さらに先の頂上部です

が、まだ大きい lowii の群生があるとのことでした。ただ、木の上に群生しているので、下からつぼを

見る形になるので、壷の観察や写真は下の群生が見やすいとのことでした。また機会があったら、もう

一踏ん張りして、上の群生も見に行くことにしましょう。さて、私は歩くのが遅いので、先に下山を始

めます。ガイドの HL さんに、杖を作ってもらって、ゆっくり降ります。HL さんは帰り道、S さんた

ちが迷わないように、木にしるしを刻んだり、枝で方向示したり、つっかえ棒作ったりして降りていき

ます。くだりはなんとか順調に降りていけます。そして、また、あの山ヒル地帯（1600m－1800m）。

停まらないように、さくさく歩きますが、やはりヒルが登ってきます。ヒルを払いながら進みます。や

っとのことで、山を出て、畑の道に。畑の道を少し進んで、そこで、S さんたちが戻ってくるのを待ち

ます。靴をチェックすると、まだヒルがついていました。はがして、つぶそうとしましたが、HL さん

につぶしてはいけないといわれました。つぶすとヒルの体液が飛び散って、服などについて、そのにお

いをかぎつけてさらにヒルが寄ってくるとのことです。ヒルは払って、そのままがよいようです。しば

らくして、S さんと GL さんが戻ってきました。S さんは少し膝が痛いようです。二人で、頂上で、面

白いビデオを撮ってきたようで、それをみんなで見て大笑いします。GL さんの足には、2 匹血をたっ

ぷり吸ったヒルがついていました。でもはがさずに自然に離れるのを待つようです。離れたあとは、血

が止まらないので、血止め用の葉っぱをたたいて、それを貼っていました。GL さんも HL さんも薬草

などのことをとてもよく知っています。登っている途中もいろいろと教えてもらいました。ということ

で、7 時間の lowii の山探検も無事終了しました。さて、翌日からは、トラスマディー山の登山を計画

していましたが、通常登山道が閉鎖されていることと、もうひとつのルートが、かなり険しいようで、

どのガイドもそのルートに行ったことがないようです。私の進み方もそのルートに耐えられるかどうか

心配なので、ひとまず、もう少し検討ということになりました。 



 
5 日目 burbidgeae の山散策 
昨日の山の疲れがありますが、8 時過ぎにホテルを出発。今日は、villosa のあるところを目指す予定で

したが、予定変更で違うところを目指します。S さんと GP さんと GL さんは、2 日前に登った峰のさ

らに奥のほうまで行くようです。私はとてもついていけそうにないので、途中まで一緒で、そのあとは、

2 日目の rajah の山の東の端の尾根のあたりを散策することにしました。 
9 時前に、いつもの御茶屋を車で出て、9 時 20 分に歩き始め、10 時過ぎには、S さんたちと別れまし

た。日当たりのよい、低潅木の林を、登っていきます。ごつごつしたやわらかい岩の斜面です。しばら

く登ると burbidgeae がはえていました。10 時 45 分には 1885m に。あちこちに burbidgeae がはえて

います。そして、岩の隙間には、小さな実生の苗がたくさんはえています。burbidgeae は、種の発芽

率が良いようで、実生をたくさん見かけます。もう何年かたつと周りの木とともに成長して、burbidgeae
の林になるかもしれません。burbidgeae を見ながら 1980m まで登りました。ここが東の尾根の端。見

晴らしがよいところです。木には、エアープランツのウスネオイデスをもっと細くしたような植物がつ

いて下がっています。HL さんは、心臓の薬になる草だといって、親族が使うそうで少し取っていまし

た。買うととても高いそうです。今日は、比較的苦しくない登りだったので、ここで、缶ビールをごく

ごく。あーおいしい。揚げたお饅頭みたいなのを HL さんと食べます。周りに見える山や、尾根、ネペ

ンのある山の名前などを教えてもらいました。その後、尾根伝いに少しづつ戻って降りていきます。相

変わらず burbidgeae があちこちに。途中とても大きい burbidgeae を発見。rajah 並みのサイズ。壷の

中に 500ml のペットボトルが軽く入る大きさでした。途中で昼ごはん。野イチゴがたくさんなっている

のでそれも取って食べました。なかなかおいしいです。その後下山して、3 時前に車に到着。ひとまず

車でお茶屋まで戻ります。HL さんが車運転自信ないというので、私が運転。まあ、農場の、未舗装道

ですから、良しということで無事帰還。少しくつろいで、ホテルまでは、SK さんにおくってもらいま

した。S さんたちのお迎えは SK さんにお願いしました。しかし、S さんは夕方 6 時になっても、8 時

になっても帰ってこない。ホテルは、お客がいるのに年に一度の従業員慰労パーティーだそうで、カラ

オケなどで大はしゃぎ。夕食のレストランもやっていなくてパーティでしたが、見に行くと、今日は、

このパーティー用のバイキングを食べてくれといわれて、ひとまずお肉などを食べました。従業員は、

中華系の人もマレー系の人も混じって働いています。イスラム系の人はビール飲まずに、中華系の人は

ビール片手にはしゃいでいますが、同じように盛り上がっています。それほどきつくない宗教のしきた

りがちょうど良いようです。カラオケと、抽選会がパーティーの余興のようでした。ガイドの人も、お

祈りなどしているのは一回も見ませんでした。町には時々、お祈りの放送が流れていましたが･･・・。

しかし、S さんは帰ってきません。心配しました。雨も降ってくるし、風も強くなるし･･･。で、S さん

が帰ってきたのは、夜中の 12 時過ぎでした。かなり奥地まで行って、帰りに膝が痛くなって時間がか

かったようです。満月で、明かりもあって、ガイドも２人だったので、大丈夫だったようです。雨も、

山では降らなかったようです。一安心です。また、edwardsiana の自生地と villosa を見つけたそうで

す。 
 
6 日目 低地性ネペンの自生地見学 

今回行く予定でいたトラスマディー山ですが、やはり、未経験のルートでの登山はリスクが大きいと

いうことで（まあ、私が耐えられるかどうかわからない）、今回は残念ですがあきらめることにしまし

た。今年の 8 月以降は、通常の登山ルートが再開されるようなので、またの機会にそちらのルートから

挑戦するということにしました。ということで、今日は、低地性のネペンも見に行こうということで、



車で山を降りて、低地性ネペンの自生地に行くことにしました。今日もガイドは、HL さんと GL さん

です。昨日、夜遅く帰ってきてお疲れだと思うのですが、S さんが運転してくれます。9 時に御茶屋に

ついて、ガイドの GL さんもお疲れで、ゆっくり来て 10 時に出発。隣の町に向かいます。まずは、給

油します。ディーゼルなので、ディーゼル用の燃料を給油。１L が 1.8RM、約 50 円です。安いです。

これでも数年前に比べると倍近い値上がりをしているようです。ガソリンは、１L が 1.9RM、ディーゼ

ル用とほとんど値段は変わりません。給油のあとは市場に向かいます。ここは、初日に来て、鉈を買っ

たところ。野菜や果物の食料は本当に豊富です。しかも安い。今回はここで、ココナッツの実を買いま

す。大きなココナッツが、1 個、２RM、60 円しません。もちろん中の液体を飲むので、ストローもも

らいます。また車で少し行って、出店で、お昼ご飯を買います。私は、ビーフン炒めと中華麺炒めを購

入。買ったら、ホットソース（唐辛子とにんにくを砕いて酢に入れたもの、どこの店でも置いてある。

自家製のものも多い。）をかけて持ち帰ります。ほかにも、揚げたお饅頭や、バナナケーキのようなも

のも売っていて、各自いろいろ買いました。13 時に低地の町の少し先の低山地帯に入ります。ここは、

昔、木の切り出しをしていた跡地だそうで、道を切り開いて作った後があり、その切り開いた斜面など

に、低地性ネペンがはえています。以前に訪れた、クチンやミリで低地性ネペンを見たときと非常に似

た環境です。標高は、一気に 150m。とてつもなく暑いです。３５℃近いです。日差しもきつい。当然

ながら高山とは環境がまるっきり違います。暑いのに慣れていないので、山登りではないですが、結構

歩くのはつらいです。途中、道に獣の足跡がありました。ガイドが言うにはトラの足跡だそうです。こ

んなところにトラが？？？とびっくりしました。S さんが調べてもこの辺りにはトラはいないと報告さ

れているそうですが、HL さんが言うには、この辺の山を歩くとトラの足跡をたくさん見るとのことで

す。S さんもこの付近の高山に地元のガイドの人と登ったことがあるそうですが、そのときも、山の頂

上付近には、縞模様の、手の下に膜があるような、猛獣がいて、散弾銃が４丁以上ないと行けないと頑

なに頂上への立ち入りは断られたそうです。今考えると、それはトラではないかと思っているようです。

ちょっとびっくりしましたが、なだらかな道を進みます。まずあったネペンは、mirabilis、低地性では

よく見る種類です。グリーンタイプと赤いタイプがありました。次に、reinwardtiana、袋の中に、目

玉のような点模様があるネペンです。これもよく育って、茂っています。続いて、道の脇には rafflesiana。
切り開いた斜面にたくさんはえています。しかもでかいでかい。３０－４０センチはあるような下位壷

がいくつもついています。上位壷もあちこちに見られます。１年半ぶりの rafflesiana の大壷再会に感

激です。またまた、家でちんまり育てている rafflesiana は何だ?という風に思ってしまいますが、こん

なに大きいのは家では育てられないので、まあこれが自生地見学の醍醐味ですかね。ここの rafflesiana
は、でっぷりしていて、かなり見ごたえがありました。ほかにも、macrovulgaris？のグリーンのネペ

ンもはえていました。macrovulgaris に似ているのですが、葉っぱが下向きにつくなどで、S さんも SK
さんも新種の可能性が高いといっていました。調査中だそうです。ひととおり、ネペンを見て昼食です。

暑いので(まあ、いつもですが)ビールを飲みます。ちょっとご飯をこぼすとすごい勢いで蟻が集まって

きます。また歩いて車まで戻ります。途中、川に架かった橋を渡ります。鉄橋の上が木で作った道にな

っていて、その木がところどころ抜け落ちていて、ちょっと怖いです。３日前には川に落ちた記憶もあ

るので・・・。低地では、トカゲをたくさん見かけました。グリーンのや茶色のなど。蝶やナナフシな

どの虫類も豊富です。その後、veitchii に似たネペンを見たことがあるという、ガイドについてもう一

箇所行ってみましたが、ちょっとした小山に登るのも行き絶え絶えの暑さです。残念ながらネペンは

mirabilis しかありませんでした。探索を終わって、買ってきたココナッツを飲みます。鉈でガイドが

上手にココナッツを剥いてくれて、ストローで飲みます。以前飲んだときよりおいしかったです。飲ん

だ後は、ココナッツを割って、中の白い部分を食べます。実が若いのでやわらかくプルプルしています。



剥いたココナッツの皮で、ガイドが上手にスプーンを作ってくれて、それですくって食べました。帰り

に低地の町で簡単に食事をして（鹿肉とインゲンの炒め物など）ビールを１ケース買って、また２時間

かけてベースの町に帰りました。 
 
７日目 中高地性ネペンの自生地見学 
今日も、villosa を見に行く予定でしたが、明日にしようということで、今日は、別の少し低い山に中高

地性のネペンを見に行くことになりました。以前に銅鉱山があったところで、ここも道が切り開かれて

そこにネペンがはえているそうです。ゲートがあって車では途中までしかいけないということで、SK
さんはバイクで行って、ゲートの先は順番にバイクに二人乗りして、自生地に向かうことになりました。

まずは、SK さんがバイクのタイヤを交換するというので、いつもの御茶屋で待機。１０時ごろ SK さ

んがバイクの修理をしている町までひとまず行ってみることに。当日は、市場の立つ日のようで、町の

中心地には、いっぱいお店が出ています。ひよこやアヒルから、工具、衣料品、日用品などたくさん売

っています。アロワナやハムスターのペットまで売っていました。結構日本語表記されているものがあ

ります。日本からの輸入品もありますが、ほとんどは他の国製造品。何でも日本語の表記があると高く

売れるそうです。その日本語が結構いい加減なまちがいがおおくて笑ってしまいます。 バツグソの切

れ味とか、ブラツとか・・。ンとソ、シとツなどがごっちゃになっています。私は、ばった物っぽい財

布を買いました。値切って２８RM。別の一角には食料品がいっぱいです。ここで、ガイドの HL さん

の親族がやっている出店へ行って、お昼ご飯やおやつなどを買います。いつもの炒め麺と揚げたお饅頭

などを購入。そのほかちまきのようなものや笹の葉にくるまれた羊羹のようなものもありました。別の

一角には、魚屋が並んでいます。比較的新鮮そうな魚が並んでいます。マグロもあるし、アジやイトヨ

リ、カマス、タイなどの見たことあるような魚となまず系や水族館で見るような淡水系の魚なども売っ

ています。ここで、数日前から何度もあっている SEK(日本人)さんにも会いました。SEK さんは、早

めに会社を退職して、趣味である蝶の写真を撮るためにいつもの御茶屋の近所に滞在（住み込み）され

ている方です。立派なフルサイズの高価なカメラを持っています。明日がわれわれの最終日ということ

で、本日の夜一緒に飲むということになりました。SK さんのバイクもできたようなので、今日の目的

地の銅鉱山跡に向かいます。まずはバイク用の予備ガソリンを買います。飲み水用のペットボトルをガ

ソリンで洗って、そこにガソリンをつめてもって行きます。日本ではちょっとできない買い方です。ま

た、隣の町を過ぎて、鉱山跡へ向かう山道に入っていきます。山の中に入ってしばらくいくと、車が入

れないようにゲートがあります。ここで車を止めて、その先はゲートの脇から入れるバイクで行きます。

まずは私から。SK さんのバイクの後ろに乗って、砂利道を１０分ちょっと進んでいきます。削られた

丘があるところで下車。SK さんは次の人を迎えに戻っていきます。１人残されますが、すぐ脇の草原

には、もう fusca が生えているので早速観察、撮影。つづいて、S さん、HL さんがバイクで来ました。

削られた丘のところまで行くと、たくさんのネペンがはえていました。まずは大量の stenophylla、 

reinwardtiana もいっぱい。fusca もいっぱい。ネペンの楽園のようです。burbidgeae もあります。標

高は１５００メートル。それぞれの交配種もいろいろあります。どのネペンも大量に袋をつけていて、

すごいすごい。以前はすごく大きい burbidgeae もあったようですが、今回は大きな袋は見られません

でした。また、ここの fusca は非常に大きい袋をつけてきれいです。アッパーピッチャーも非常にきれ

い。stenophylla もいろいろな種と交配しているようで、微妙に色合いが個体ごとに違います。ネペン

の壷たちに埋もれながら写真撮影。各自散策して、大きなクレータのような採掘跡が見えるところに。

クレーターの後ろには、edwardsiana などがはえている、山々の峰が連なっています。S さんとガイド

たちは、次はこっちからあの山に行こうなどと話しています。しかし大きなクレーターです。緑色の水



がたまっています。このあたりに流れている水は鉱毒で汚染されているから触ってはだめだと SK さん

が教えてくれました。そこからまた順番にバイクに乗って、macrovulgaris がはえているところに向か

います。私が見たところは川の向こうにはえていたので、かすかに確認しただけでした。ここで昼食。

それぞれ買ったものなどを分けて食べます。ういろうのようなものや甘いちまきなどを食べました。も

ちろんビールも。その後、S さんと HL さんはさらに歩いていくということで、私は SK さんとバイク

で戻ります。ゲートに戻って付近を散策していると、突然の雨。スコールのように激しく降ってきまし

た。しばらくは木の陰にいましたが、さらにひどくなってきて、その後は壊れた看板の下にかがんで避

難。雨のやむのを待ちます。２０分ほどで雨はやんで、S さんたちも戻ってきました。macrovulgaris
がたくさんあったようです。みんなで少し談笑して、また車で戻ります。途中また町の市場によって、

フルーツなどを買います。私はお土産用に蜂蜜を買いました。蜂蜜は、白い色から、黄色、琥珀色、黒

褐色などいろいろな色合いのが売っています。ひとまず黒褐色のを買いました。小さい瓶（５００ml
ぐらい）で、15RM。また、御茶屋にもどって、ビーフンスープ麺をたべて、約束どおり SEK さんの

ところに行きます。小さな一軒家に住んでいるのですが、3 人入ると狭いというので、大家さんの庭先

を借りて飲み会です。鳥の首の肉の煮物をご馳走になります。合成ウィスキーのようなものを飲みまし

た。たくさんの蝶の写真や、ネペンの写真も見せてもらいました。やはりフルサイズのカメラで撮った

写真はきれいです。黒い犬と、子犬が骨をもらおうとテーブルの下で待機しています。SEK さんは、今

年はこの町にいて、来年からは、今までほとんど探索報告がないキナバルの奥地の蝶を探索するつもり

だそうです。なかなか羨ましい生活です。S さんもとても羨ましがっていました。夜は、外にいると肌

寒いです。天気がよいと南十字星が見えるそうですが、その日は残念ながら曇りでした。お礼を言って

ホテルに帰りました。 
 
７日目 villosa の自生地見学 
やっと今日は villosa の自生地に向かうことになりました。ただこの自生地は、滝の上にあるというこ

とで、私には登るのは無理かもしれないということで、ひとまず滝までは行って、滝の下にもある villosa
を見るということにしました。車で出発地点まで行って、しばらく歩道を歩いて、ジャングルに入って

いきます。SK さんも一緒に来ましたが、入り口のところで、お見送りということで帰ってしまいまし

た。S さんと GL さん、私と HL さんで進みます。倒木や段差を乗り越えながら進みます。30 分ほどで、

私は遅れて、HL さんと一緒に少しづつ進みます。川に沿って進み少しづつ標高を上げていきます。1
時間半ほど歩いて、川を渡りました。ここで、2200ｍぐらい。GL さんが説明を書いた紙を残してくれ

ていてこの川の岩の辺りにも villosa があるようです。探しながら進みますが見つかりませんでした。

さらに 1 時間ほど歩いて、やっと滝が見えてきました。標高は 2300ｍを超えています。さらに 2－30
メートルあるこの滝の上に villosa の群生があるそうですが、やはり滝を登るのは私には無理のようで

す。HL さんもここから先は急だから無理だといっています。確か滝の下にも villosa が生えているとい

うことでしたので、少し探しましたがわかりませんでした。HL さんも、ここにはないというので、少

し休んで川のところまで戻ります。S さんたちは滝の上に登っているようです。後から聞いたところで

は、やはり滝の下のところにも villosa はあったようです。残念。まあ、自生地の状態はわかったので

良しとしますか。川のところまで戻って、S さんたちが戻ってくるのを待ちます。付近を捜しますが

villosa はありません。岩陰で小さな焚き火をしながら待ちます。1 時間ぐらいしたところで S さんたち

が戻ってきました。villosa は滝の上にはいっぱいあるそうです。写真で見ましたが、非常にきれいな

villosa の袋です。オレンジかかっていて、とても大きい。20 センチ以上あります。ぷっくらと膨らん

でいて握りこぶし二つ分より大きいです。襟の牙もとてもよく発達しています。さすがに栽培品ではこ



のサイズは無理でしょう。本当に美しいネペンでした。川の岩の上にはえていたというところに向かい

ます。その岩のところを探しましたが、残念ながらもう villosa はありませんでした。採られてしまっ

たかもしれないということでした。まあ、自生地の環境はわかったし、きれいな壷写真が観察できたの

で、満足して、またの機会に期待して車に戻りました。お茶屋に戻って休息。われわれはこの後コタキ

ナバルまで戻らなくてはならないので、ガイドの人たちとはお別れです。SK さん、GL さん、HL さん

にお礼を。皆さん来年は体を鍛えてまた来い、もっと奥地に行こうと言ってくれます。私もぜひトラス

マディー山にも行きたいので、また来るということを約束して、ガイドの方たちとの別れを惜しみまし

た。町に別れを告げて、キナバル山も目に納めて、コタキナバルに向かいます。途中、遅い車をどんど

ん追い越して、一週間ぶりの都会へ。ホテルについて部屋に入って、蛇口からたくさんお湯が出ること

に感動します・・・・。街中の夜の市場を見に行って、干しエビや胡椒、シナモン、あの辛いソースな

どを買いました。夕食は中華料理店へ。ビールを 4 本ずつ飲んでおなかいっぱい。二人で１００RM ち
ょっとでした。 
 
8 日目 日本へ 

いよいよ帰る日です。荷物をまとめて、朝食に出かけます。外で朝食を食べたいのでホテルの朝食は

なしのプランにしていました。中華系の鴨の丸焼きや腸詰などが下がっているお店に行きます。ここで、

腸詰や焼き鴨ののった麺を食べました。おいしいです。野菜炒めや雛鳥焼きも追加。おなかいっぱい。

ホテルに戻って、出発までビールと、現地で買ったお酒を飲みます。帰るのが残念なような帰りたいよ

うな感じです。まあ、また来ましょう。レンタカーを返してチェックイン。ちょうど浜田山集会が開か

れている日でしたので、ミクシーにみんなによろしくと書き込みしました。日本につくのは夜の 11 時

過ぎ。帰りが心配です。なんとか終電で家まで帰れると思いますが、帰り着くのは夜の 2 時前・・・・。

その日から仕事です･･･。気が重くなりますが、その分楽しかったので我慢我慢。ということで無事に

コタキナバル周辺の自生地探検を終えることができました。今回、旅行に誘ってくださり、運転もして

くださり、たくさんの自生地を紹介していただき、よれよれの私に付き合ってくださった S さんにはた

いへん感謝しています。本当に楽しい自生地探索でした。ぜひ、また次、トラスマディーやほかの自生

地に行くときもご一緒させていただきたいと思います。その前に体を鍛えなければ・・・・・・。あら

ためて、S さんありがとうございました。感謝感謝です。 
今回観察できたネペン Nepenthes rajah、Nepenthes burbidgeae、N. x alisaputrana、Nepenthes 
lowii、Nepenthes edwardsiana、Nepenthes rafflesiana、Nepenthes reinwardtiana、Nepenthes 
mirabilis、Nepenthes macrovulgaris、Nepenthes fusca、Nepenthes stenophylla、Nepenthes villosa 
およびそれらの交配種。 


