
Stewart McPherson の主催するネペンテス探検ツアーに参加して、ボルネオのトンブユコン山、トラスマディ

ー山、キナバル山を登ってネペンテスを見てきたので報告します。 
事前準備 
昨年の 10 月ごろ、本などを買った関係でメーリングリストに入っている Stewart McPherson から 2014 年度の

各種自生地探検ツアーのお知らせがきました。その中で Giant Nepenthes Expedition という Mt. Tambuyukon, 
Mt. Trus Madi and Mt. Victoria をめぐる探検ツアーが設定されていました。さらにオプションとして、Mt. 
Murud,や Mt.Kinabalu も設定可能とのことでした。非常に興味はあったのですが、メインの探検パートだけで

も 16 日間、オプションも入れると１ヵ月にもわたる長期探検ツアーなので、とても休みが取れないし、参加は

無理だと思っていました。しかし、以前より N.edwardsiana の自生地はぜひ行きたいと思っていましたし、Mt. 
Trus Madi も登りたいと思っていたので、だめもとで、ツアーの一部だけ１週間ぐらいの参加は可能かどうか聞

いてみることにしました。すると、一部の参加や、行きたい山だけの参加も大歓迎ということでしたので、思い

切って、Mt. Tambuyukon, Mt. Trus Madi のツアーに参加させてほしいと返答しました。そのときは、参加者

は１１名ということでした。みんなの都合のよい時期を調整したところ、ツアーは、７月終わりから Mt. Murud
のオプショナルツアー、８月２日から, Mt. Tambuyukon, Mt. Trus Madi 登山、その後フィリピンに渡って Mt. 
Victoria 登山ということになりました。Mt. Tambuyukon, Mt. Trus Madi 登山は、８月２日から１１日になり、

この日程だと参加できそうです。さらにちょうど会社の夏休みとも重なるので、Mt. Tambuyukon, Mt. Trus 
Madiに８月１２日から１４日のMt.Kinabaluのオプションも設定してもらってそれにも参加することにしまし

た。ツアー費用は、もともとの１６日間のツアーが 2000 ポンドでしたが、一部参加と、キナバルオプションで、

１４日間、合計 1750 ポンドでした。これで宿泊、食事、ガイド、現地移動などすべて含まれています。早速飛

行機も予約して、半年前には会社の休みも調整していける体制を整えました。 
次に準備です。今回は、山の中でのテント泊があるので、テント、シュラフ、シュラフマットなどが必要です。

これらは本格登山用のものでいいのですが、結構値段も高いです。WILD1 というお店の登山用テントを買うこ

とにしました。シュラフやシュラフマットもそこでそろえました。いずれの品も比較的安く、また機能も十分な

ものでしたので、お勧めです。あとは、通気性のあるレインウェアと 70 リットルの大型ザック、自分用の小型

ザックを買ったぐらいで、ほかのものは、以前キナバルに行ったときに使用したものと、100 円ショップでそろ

えられるもので十分でした。 
一番問題になるのは体力です。探検ツアーの説明では、毎日数時間歩ければ大丈夫と書いてはありましたが、以

前キナバル自生地に行ったときに自生地の山登りの大変さは身にしみてよくわかりました。しかも、今回は、ボ

ルネオでも最も登山がたいへんとされている Mt. Tambuyukon,が含まれています。過去にツアーに行った人の

ブログや、Mt. Tambuyukon に登った人のブログを読みましたが、いずれもとてつもなくたいへんとかかれてい

ました・・・・。3 ヶ月はトレーニングしてから登るようにと・・・・。これはかなりの覚悟が必要･･･。まずは

基礎トレーニングとして、6 ヶ月前から、会社の帰り 6 キロを歩いて帰ることにしました。最初は足が痛くなっ

て 1 時間 15 分くらいかかりましたが、行く 1 ヶ月前には、1 時間以内に早足で歩けるまでになりました。さら

に 3 ヶ月前からは、スポーツクラブの法人割引に入って、週 2 回トレーニングに通いました。マシーントレーニ

ングにボクササイズ、ラテンダンスエクササイズなどグループレッスンにも参加して、大量に汗かく運動をしま

した。おかげで、今年の健康診断ではメタボにひっかからずにすみました。しかし、このスポーツクラブ通いは

本当にしておいてよかったです。何もしないでボルネオに行っていたら、たぶん途中でギブアップしていたでし

ょう。それくらい私にとってはつらい山登りのツアーでした。しかし、見られたネペンテスは、それはそれはす

ばらしいものでした。 
 
いよいよ出発 
半年以上かけて準備してきたネペンテス探検ツアーですが、いよいよ出発の日となりました。コタキナバルへは



直行便が再開されたのですが、週 3 日しか飛んでなくて、今回は日程の都合で、クアラルンプール経由の便とな

りました。しかもマレーシア航空。今年すでに 2 度も事故を起こしている航空会社です･･･。でも仕方ありませ

ん。成田までは成田エクスプレス。タクシーで駅まで行って、時間通りに成田エクスプレスに乗ったと思った

ら･･･、いきなり停車。なんでも、人身事故のようで、駅を出てすぐにまったく動かなくなってしまいました。

最初からこれでは先が思いやられます。30 分以上止まっていて、その後は各駅停車のようにゆっくり進みます、

結局 1 時間以上遅れて９時過ぎに成田到着です。10 時半の飛行機なので、あわてて空港カウンターに向かいま

す。便名を探してカウンターを探すと・・・・、今度は飛行機が 3 時間半の遅れ！！ コタキナバルには夜 9 時

ごろつく予定だったので、これでは乗り継ぎ便がなくなってしまう可能性が。あわててカウンターに並んで乗り

継ぎチェックをしてもらうと、なんと夜中の 12 時半過ぎに着く飛行機に乗り継ぎになってしまいました。夜中

の 1 時にタクシー乗ってと考えると先が思いやられます。仕方がないので、遅れたお詫びにもらった 1300 円の

お食事券を使って待ちます。しかしこの食事券はアルコール類には使えないって･･･。ビールぐらい飲ませろっ

て。ひとまず、Stewart McPherson にメールをして、ホテルに着くのが夜中の 2 時くらいになるからホテルの

人に伝えておいてとお願いしました。すぐにメールが帰ってきて、伝えておくよ、たいへんだけど気をつけてき

てねと返答がありました。本来は、クアラルンプールで両替する予定でしたが、クアラルンプールにつくのも夜

の９時近くで、銀行が開いているかどうか不安だったので、しょうがなく成田でマレーシアリンギットの両替を

しました。１リンギットが３５円後半。高い・・。昔は３０円だったのに。(ちなみにコタキナバル市内の両替所

で替えると１リンギットが３３円ぐらいでした。) ４時間待ってやっと飛行機に乗ります。すると今度は、予約

しておいた席が一番前の広い席ではありません。特別料金(といっても 2 千円ですが)出して半年以上前に予約し

たのに！！！よく見ると本来 B-777 であるはずの飛行機がエアバスに変わっていました。それで席の番号がずれ

てしまっているようです。外人のアテンダントに交渉しましたが、お前の席はここだとの一点張りで話になりま

せん。日本人のアテンダントもいたので、その人にチケット予約表を見せて、スペシャルシートを予約した旨を

説明しました（チケット予約表は日本語だったので）。すると、反対側の一番前の席がたまたまあいていたので、

あそこに移ると交渉して何とか足元の広い席に行くことができました。本当にマレーシア航空ときたら･･･。ま

あ、その日本人のアテンダントはその後気を使ってくれてワインを３杯もくれたのでまあ、よしとします。しか

しまあ、出発時からいろいろ問題が起きること！この先どうなるかと不安になります。７時間ほどでクアラルン

プール到着、国内線ターミナルに向かいます。ちなみに夜でも銀行は、やっていました･･･。それからまたコタ

キナバルへ向けて２時間半。この飛行機はさすがに夜遅いのですいていて、３列シートに寝転んで熟睡できまし

た。コタキナバルについたのは夜の１時前。空港のタクシーチケット屋はちゃんと開いていて、泊まるホテルを

見せて、そこまでのタクシー券を買います。４５リンギット、え？なんと夜中は割増料金で３０リンギットの５

割り増しのようです。まあコタキナバルは安全な町なので、夜中到着でも問題はありませんでした。道がすいて

いるので、すごいスピードでタクシーが走るので、それが怖かったくらいです。何とかホテルにチェックインし

て１時過ぎにシャワーを浴びてなんとか寝ました。 
 
探検１日目 
ほかのメンバーとは８時にロビーで待ち合わせだったので、７時に起きて用意して朝食を食べます。チャーハン

や、焼きそば、牛肉料理、野菜料理などがあります。まあどれもおいしい。マレーシアは食事にはずれがないの

がいいです（美食ではないです。まあ庶民向けの中華料理みたいなものです。）。今回探検ツアーに参加するメン

バーの顔は、隊長の Stewart McPherson しか知りませんでした。また、参加者が男性だけなのか女性がいるの

かもわかりませんでした。ご飯を食べていると外人の（いやここでは私も外人でした、）欧米系のカップルと女

性が、こちらに寄って来て、もしかしたらナオーキか？と聞いてきました。そうだと答えると、ようこそ探検ツ

アーへといって、われわれはそのツアーの参加者だと自己紹介してくれました。早速一緒に朝ごはんを食べよう

とテーブルに誘ってくれました。カップルは、オーストラリアから来たラクレスとレイチェル、女性はベルギー



から来たフランソワでした。彼らは１週間前に来て Murud のオプショナルツアーに参加してきたそうです。英

語も聞き取りやすくて、つたない私の英語でも十分通じます。フランソワは、フランス語だそうで、英語はあま

り得意ではありません。なので、おたがい片言で話しますが十分話はできました。食事後にはすぐそばのコンビ

ニで水を買って、日本に無事ついたと電話して、ロビーで待ちました。すると８時に隊長の Stewart McPherson
が登場。背の高い若い人です。やあ、よくきたとお互い挨拶をします。Stewart McPherson は、とても面倒見

の良い、話しやすくて、よく気が利くとてもよい人でした。さてメンバーがそろってみると、ツアー募集時には

１０人だったのが、２名が事前に予定を変更して参加を延期、８名だったのが、１名が出発３日前に会社を首に

なったということで急にキャンセル。これで７人。さらに Murud は行ったのに、コタキナバルに来て足を痛め

たとかで、一人が急遽帰国、ということで結局は、オーストラリアから来たラクレスとレイチェル、ベルギーか

ら来たフランソワ、アメリカから来た青年のグレッグ、それに私と Stewart の６人の少人数になりました。で

も結果的に人数が少なくて、この後の行動がしやすくてよかったです。部屋も２人部屋の予定でしたが、キャン

セルが２名出たので、すべて一人部屋で使えました。移動も８人乗りのバン１台でいけるので、スムースでした。 
みんなと挨拶をして、８時１５分に出発です。現地ガイドは、マイク・ミキとその親戚のジャバディー、ほかに

運転手やお手伝いの人です。荷物は４輪駆動車に載せて、われわれはバンに乗り込みます。今日はまずはキナバ

ル山の登山事務所に向かって、登山申請、その後そこの植物園をみて、メシラウのラジャ自生地を見るというこ

とのようです。 キナバル山まではコタキナバルから約１時間半、２年半前にも通った道を登っていきます。車

内は、英語の会話で盛り上がります。アメリカの青年グレッグはとにかくよくしゃべるしゃべる。Stewart とグ

レッグでずっと話をしていました。まあ、会話は何とかわかりましたが、盛り上がってきて会話が早くなったり、

テレビやほかの話題になるとちょっとついていけなかったです。英語が得意でないフランソワと私はたまに会話

に参加するくらいでした。１０時半にはキナバル山のふもとに到着、そばの食事屋で入山申請の書類を書きます。

みんな好きな飲み物を注文して飲みます。この探検ツアー、ツアー中の食事、アルコール以外の飲み物、お菓子、

アイスクリームまで、全部食べ放題でした。お金は隊長の Stewart がまとめて払ってくれました。なので、た

くさん食べる人にとっては、最適なツアーです。で、さっそくグレッグは、おなかが減ったとかでご飯を注文し

ています。Stewart もレモンチキン定食を食べていました。フランソワも。欧米系の人は本当によく食べます。

わたしは飲み物だけ。さっき朝ご飯食べたばっかりだし・・。書類申請をマイクがしている間、われわれは、キ

ナバルビジターセンター内の小さな植物ガーデンを回りました。なんと、そこには一株 N.edwardsiana が植え

てありました。近くには寄れませんが、３メーターぐらい木に絡まっていました。一番見たかったネペンがいき

なりあってびっくり。でもこれは植えたもの。ほかには、鉢植えの N.rajah、N.burbidgeae, N.veitchii があり

ました。オーストラリアのカップルは、非常に植物に詳しいようで、そのほかの熱帯植物もとても熱心に見てい

ました。Stewart はこれから行くメシラウは N.rajah がすごいぞーとみんなに説明をしていました。ガーデンを

出たらアイスタイム。各自好きなアイスを買ってもらって食べます。こんなに食べていては太る･･･とその時は

思っていました・・。いったんキナバル山のビジターセンターを出て、今度はキナバル山の別の登山口のメシラ

ウのほうに向かいます。Kundasang の町を過ぎて、２年半前の自生地探検で毎日通った懐かしい道を通って、

メシラウに向かいます。３０分ほどで到着。ここでまたビジターセンターによって、マイクが N.rajah がはえて

いる所に行く道の鍵を受け取ります。駐車場から１０分ほど歩いて鍵のかかったゲートを空けてもらって、ひら

けた南斜面を登っていくと、そこにはありました。まずは N.burbidgeae,そしてしばらく上ると、いたるところ

に N.rajah がはえています。２年半前には別の場所で見て感激しましたが、こちらにも立派な株がたくさんあり

ます。しかも駐車場から歩いて２０分もかからない場所に。さすがに N.rajah、やはり大きいです。大きいつぼ

はかるく３０センチ以上あります、葉っぱも１メートル近い大きさ。茎の太さも３センチ近い。登山道の周りに

あちこちにはえています。みな喜んで写真を撮っています。この斜面は、日当たりもよくそんなに湿ったという

感じではなく、土も赤土系に軽石のような石が混じっているという感じです。標高は約 2500ｍ。花も咲いてい

ます。種もできていました。よく見ると、小さな株も見ることができます。種が落ちて発芽して育っているよう



です。この場所も夜は冷えて霧が立ち込めるそうです。N.rajah の中の水は黒くにごっています。ここの N.rajah
では、ねずみ系の哺乳類が N.rajah の蜜をなめに来て、糞をつぼの中にしていることが確認されています。その

糞の影響でしょうか。マイクもここにはえている株をほかに移植したりしているが、育つスピードがぜんぜん違

うと説明していました。気候やねずみなどの環境がとても N.rajah に適しているのだと説明していました。みな

N.rajah を堪能して、メシラウを後にします。Kundasang の町まで戻って、今日泊まるロッジに入りました。

このロッジは、2 年半前の自生地探検でも 1 週間泊まった所です。ここで、遅めの昼食です。ここの料理もどれ

もおいしいです。ここでの話で、Stewart がまだ 31 歳であることや、グレッグは 24 歳であることなどがわか

りました。食事後は Kundasang の町のマーケットを見に行きました。マレーシアは本当に食材が豊富です。各

種野菜に果物、お米も何種類も、蜂蜜もいっぱい。特に果物は、見たことがないようなものもたくさんあります。

Stewart がいろいろ買っています。ドリアンを食べたことがない人がほとんどだったので、ドリアンも買います。

（ちなみに私は嫌いです・・）。一通り見て、各自買い物した後、宿に戻って、見たことのないような果物をみ

んなで食べてみます。やはりドリアンは賛否意見が分かれます。ほかには蛇のような皮をした果物、ゆでたかぼ

ちゃのような味の果物、マンゴスチン、ランブータン、ドラゴンフルーツなどなど。中まで赤いドラゴンフルー

ツははじめて食べましたがおいしかったです。7 時半に夕食で、その後はみんなで、Stewart 出演のドキュメン

タリーを見たりしていましたが、私は寝不足で疲れが出て、一足先に寝ました。 
 
探検２日目 
さて、きょうからいよいよ Mt. Tambuyukon に登ります。とにかくきつい山だと聞かされているので、心配も

あります。みんなについていけるか･･･。朝食を食べて 8 時半に出発です。途中未舗装の道路や工事中の道路な

どを通って登山口に向かいます。 9 時半過ぎには登山口となる建物に到着。ここで、山に持っていく荷物を選

んで準備します。山登りにはポーターの人を雇うことができます。私はもちろんポーターをお願い。フランソワ

以外はみんなポーターを頼んでいました。ポーターの費用は山ごとに違っています。ここ Mt. Tambuyukon は。

1kg で５リンギット。私の荷物はなんと 20 キロでした。テントやシュラフ、マット、テント下のシートのほか

に、１眼フルサイズのカメラ、大人の事情で使っているマイクロフォーサーズのカメラ、コンパクトカメラとカ

メラだけで３キロくらいあります。さらに、山の中では、川の水を飲むと聞いていたので、いきなりおなかを壊

しては死活問題だと思って、ミネラルウォーターや日本から持ってきたお茶を３L 以上入れていました。山の中

でテントで３泊するので、４日間、計 400 リンギット、ポーター代として払いました。この荷物を運ぶ労力に比

べたらこれは安い安い。各自にポーターが割り振られて、私にはジュニクというガイド兼、ポーターがついてく

れました。彼もとても素朴でよい人でした。さて、準備ができたらいよいよ出発です。人員は全部で、ポーター

ガイド合わせて 16 名近く。きょうはまず 6 キロ先のキャンプ場を目指し、早く着いたら 8 キロ先のキャンプ場

まで目指すということです。まあ、きょうは、それほどきつくないからということでしたが・・・・。 
出発するとき、帰りはヘリコプターに乗らないように！なんて冗談が飛び交います。でも笑っていられません。

10 時半に出て、ジュニクとゆっくり登っていきますが、海抜 370ｍからの登山なので、とにかく暑い、すぐに汗

びっしょりになります。登りと言っても格好アップダウンもあり、すぐにバテバテに。これはついていけないか

という気もしましたが、Stewart が大丈夫大丈夫と一緒に登ってくれたので何とか少しづつ進みます。1 時間 15
分で最初の 2.2km のシェルターに到着。ここは床のある建物があるので、いきなり寝転んで休憩。しかし、こ

れは先が思いやられます。私は遅いので先に出発して先に進みます。アップダウンはますます激しくなります。

13 時に 4 キロのところにあるシェルターに到着。ここで、インスタントラーメンの昼食。ここではトリバネア

ゲハや大きなゴマダラ蝶を見ましたが写真は撮れずじまい。2 時にまた私は早めに出発。3 時までに 6 キロのキ

ャンプ場についたら 8 キロのキャンプ場を目指すということで進みますが、とにかくアップダウンが激しい、体

も慣れていないしとにかく体力を消耗します。汗びっしょりです。ドラッグストアで買って持ってきたクエン酸

とブドウ糖と塩のタブレット飴がとても役に立ちました。もうだめと思いながらへとへとになって進みます。残



念ながら私が遅かったので、6 キロのキャンプ場についたのが 3 時半。ということで、今日はこの 6 キロの wuluh 
camp でテントを張ることになりました。しかし、このキャンプ場は蛭がいっぱい。というか、この山が蛭がい

っぱいです。キャンプ場は標高 800 メートルぐらいでしたが、GPS データを見ると登りだけで 2000m ぐらい登

っていました。それぐらい上り下りがきついようです。へとへとでしたが、テントを組み立てます。ジュニクが

手伝ってくれます。とてもテントを建てるのも慣れています。テントはすぐにできました。エアータイプのシュ

ラフマットも膨らませて、寝られる態勢を作ります。ランプも用意して、まずはテントで一休み。その間にマイ

クが夕食の準備をしてくれます。6 時半に夕食。チキンカレーでした。とてもおいしい。しっかり食べて、テン

トの中でペットボトルに少し持ってきたウィスキーを飲んで 7 時半には寝ました。ジャングルの中で寝るのは初

めてでしたが、ジャングルの夜は、とてもにぎやかです。サルの声のような鳥の声、ふくろうのような声、虫の

鳴き声、一晩中いろんな音がしていました。隣のテントのいびきも・・。蛍も飛んでいました 
 
探検３日目 
夜明け前に眼が覚めました。6 時ごろから荷物の片付け。薄暗いうちにそっとキャンプ場から離れた場所まで行

って○○○。蛭にお尻をかまれないようにすばやく。無事終了。急いで戻って、蛭が付いていないことを確認。

朝食は、味つきのおかゆ。これまたおいしい。7 時半にはテントをたたみ始めて準備。今日は、自分が持つ荷物

をとにかく減らして、水と少しの食料のみにして、カメラもすべてポーターに持ってもらうことにしました。今

日は5キロ先、標高1500メートルのキャンプ場を目指します。8時20分出発。途中川のところにN.reinwardtiana
があるということで、みんなは見に行っていましたが、私は見に行かずにみなより先に進みます。9 時 50 分に

川のそばの Kepuakan camp に到着。標高はここで 1000m。ここが、最後の川ということで、みんなは、川に

入ってひと泳ぎしています。私は川には入らずに。みんなここで水を汲んでいくようにということで水を汲みま

す。私はまだミネラルウォーターなどがありましたが、念のため空いたペットボトルに川の水を入れておきまし

た。10 時半に泳いでるみんなより先に出発。靴を脱いで川を渡ります。その後は、とにかくきつい登りの連続

でした。しかし、体が慣れてきたのでしょうか？昨日ほどのつらさはありません。みんなに追いつかれることも

なく１１時２０分に昼食の場所に最初に到着しました。ジムに通って運動しておいてよかったとつくづく思いま

した。お昼は、チョコクラッカー2 枚。油断して座っていると、すぐに蛭がたかってきます。その後もみんなよ

り早く出発して、先頭のガイドについて登っていきました。１３時には、高度 1400ｍを超えて、14 時前には、

今日の宿泊地 Musang camp 高度 1520m に到着しました。今日もつらかったですが、昨日よりは、順調に登る

ことができました。ついたらまずはテントの設営です。さすがに 1500m まで登ると涼しくなりました。15 時半

に有志の人は少し登ってネペンテスを見に行こうということになり、私はジュニクと少し登ったところにある

N.burbidgeae を、Stewart、フランソワ、グレッグは 1 時間半ほど登ったところにある N.edwardsiana を見に

行くことになりました。キャンプ場から少し登ると、きれいな N.burbidgeae がありました。大きいものは 20
センチ以上のつぼです。N.burbidgeae はあまり人気がなく栽培もあまりされていませんが、自生地で見るとク

リーム色と濃い赤の色のコントラストがとてもきれいなネペンテスです。Stewart も自生地に来て

N.burbidgeae の美しさがよくわかった。もっとみんなヨーロッパでも育てればいいのにといっていました。私

は、その周辺を探索して写真をとることにして、Stewart たちはさらに上に向かっていきました。夢中で

N.burbidgeae の写真を撮りながら、そろそろ戻ろうかとしたときに、ジュニクに首の下に蛭がついているよと

言われて、取ってもらいました。ついに蛭にかまれてしまいました。首の下なのにかまれていることまったく気

づきませんでした。写真を撮るのに茂みに入ったときに、シャツにでもついたのでしょう。蛭と取ってもらった

後は血が止まらずに流れたまま、痛くはありません、記念写真を撮っておきました。5 時にはテントに戻りまし

た。テントに戻って、足の保護兼蛭よけの脚絆をはずしたら、なんと脚絆の下に蛭が 4 匹ついていて、2 匹は、

血をすってパンパンに膨らんでいました。蛭よけのスプレーをしておいたのですが、効かなかったようです。な

んと 2 匹は登山用の厚い靴下の上から血をすっていました。靴下が血だらけになっていましたが、気づかないも



のですね。蛭はつぶすと、その体液にまた多くの蛭が寄ってくるということでしたので、そのまま投げ捨てまし

た。6 時過ぎに Stewart たちがやっと帰ってきました。N.edwardsiana、しっかり見てきたそうです。明日には、

私も念願の N.edwardsiana が見られるかと思うとうきうきします。7 時前に暗がりの中ヘッドライトをつけて夕

食。今日は僕の食べられないたまねぎの煮込み・・・、もう一品もノビルの炒め物。通常だったらまったく食べ

られないところでしたが、たまねぎと一緒に煮込まれたいわし缶のいわしと煮込みソースでご飯を食べました。

あまりたまねぎ臭くないのがよかったかな。明日の予定ですが、本来は朝 3 時にはおきて、4 時には頂上に向け

て出発しなければ頂上に行くのは難しいとの事でしたが、なんか皆さんお疲れで、7 時出発にしようということ

になりました。頂上にはいける人だけ行くということです。なんでも、頂上の手前数キロメーターはとにかく、

険しく壁のような崖が立ちはだかっているということでしたので、私にはこの時間では頂上は難しいでしょう。

7 時半にはテントに。夕方からは遠くでずっと雷が鳴っていました。そして、夜は、雨になりました。マイクの

話によると、6 割くらいの確立で夜は雨になると言うことでした。それほど寒くはなく、シュラフマットの上に

寝て、シュラフを掛け布団にして寝ました。夜中トイレにおきて、おしっこして戻ってくるだけで、足には蛭が

ついていました。テントに持ち込まないようによく調べてまた寝ます。夜中は相変わらず、鳥や虫の鳴き声でと

ても騒々しいです。寝たり、おきたりして、熟睡とまではいきませんでした。 
 
探検４日目 
さて、いよいよ今日は N.edwardsiana のはえている所に登る日です。6 時に朝食、今日は焼きそばです。やはり

おいしい。そして、○○○。して戻るとしっかり足に蛭がついていました。もう慣れましたが、引き剥がします。

オーストラリアの人なんかは蛭にかまれ放題。あまり気にしていないようです。足はいつも血だらけでした･･･。

6 時 45 分に私は出発。今日は 3 グループに分かれて、とにかくがんがん登って頂上行くグループ（Stewart と
グレッグ）と普通に登って頂上を目指すグループ（フランソワとオーストラリアカップル）と、とにかく

N.edwardsiana の写真をたくさん撮る私のグループです。キャンプ場からは、ひたすら狭い急な山道をひたすら

登っていきます。8 時 15 分、ついに最初の N.edwardsiana を見つけました。しかしこれはまだまだ小さいとの

ことで、さらに上を目指します。Stewart たちの声が聞こえてきました。そして 8 時 45 分、ついに大きな

N.edwardsiana のあるところに到着しました。大きいです。真っ赤な襟が波うちだった壷がいくつもついていま

す。壷の長さは５０センチ以上あります。５００ml のペットボトル２本分近い長さです。みんなすごいすごい

と言って写真を撮っています。順番に壷を持って記念写真を撮りました。Stewart たちはすぐに頂上に向けて出

発しましたが、私はじっくり N.edwardsiana の写真を撮りながら少しづつ登っていきました。信じられないよ

うな光景が続きます。登山道の両脇いたるところに N.edwardsiana がはえています。しかも大きい。壷の長さ

が 50 センチ以上のものもあります。まさに N.edwardsiana の楽園です。苦しい登山だったけど来た甲斐があり

ます。念願かなったりと言ったところでしょうか。標高は 1800ｍぐらいです。意外と昼間は暑くて２５℃くら

い、日の出から 13 時 14 時くらいまではよく晴れて、N.edwardsiana にもよく日が当たっていました。夕方に

は霧が出て、夜雨が降って、１０℃から１５℃くらいになるようです。たくさん写真を撮りながらゆっくり登っ

ていきます。すばらしい形と色の壷がいたるところにあります。大きい株は、木に絡まりながらかなり高い位置

まで伸びています。昼間はあまり風はありません。N.edwardsiana は森の中のほうにもはえていて、風通しのい

いところだけにはえているという感じではありませんでした。土は、赤土にごろ石がまざり、上に落ち葉が積も

っている感じです。写真をたくさん撮りながら 2 時間かけて、2134ｍの Jeneral camp まで登りました。その後

も急勾配の細い道を登ります。次のキャンプの手前に N.lowii があると言うので、そこまで登ります。11 時 15
分に N.lowii のあるところまできました。N.lowii 独特の壷がぶらぶらしています。ジュニクが言うには Mt. 
Tambuyukon にはあまり N.lowii は多くなくて、登山道から見られるのは 3-4 株とのことでした。N.lowii のす

ぐそばには、N.edwardsiana も一緒にはえています。しかし、Mt. Tambuyukon では N.lowii と N.edwardsiana
の交配種は見られないそうです。N.edwardsiana の花も見ることはできませんでした。ジュニクが言うには、花



の咲くシーズンがあって、今はシーズンではないからと言うことでした。ここでもたくさんの写真を撮りました。

2250m くらいまで登ったところで、昼食にしました。今日もチョコと、ピーナッツクリームのクラッカーです。

もう N.edwardsiana が見られたことで大満足なおいしい昼食でした。ここで、日本から持ってきたペットボト

ルの麦茶をごくごく。あーうまい、ビールよりも麦茶のほうがおいしいと感じた一瞬でした。お昼ごはんを食べ

ながらジュニクと話をします。彼は、43 歳、なんと 7 人も子供がいるそうです。そのうちの一人は、今回のポ

ーターの中の一人だそうです。この地域のガイドとポーターをしているそうですが、登山者は年間で 20 組程度

だそうです。さて、この先の頂上を目指すとしたら、またさらに 2 時間以上登るようです。頂上付近には、N.rajah
とTambuyukonタイプの少し胴長な N.villosaがあるそうですが、N.villosaはMt.Kinabaluということにして、

下山をすることにしました。大体の感じで、1500m から 1700m に N.burbidgeae、1800m から 2300m くらい

までは N.edwardsiana がおおく、N.rajah と N.villosa2500m くらいからはえているという感じです。今日はも

うひとつ下の camp に移動するので、3 時過ぎには各自帰ってくるという予定にもなっていたので･･･。カメラを

変えて、レンズも付け替えて、また写真を撮りながら下山です。途中実生と思われる小さい N.edwardsiana も

ありました。種で増えていることは確かなようです。さて、こんな急坂を上ってきたのかと改めてびっくりする

ような坂を下っていきます。昨日の雨で滑りやすいですが、ここで滑って足を痛めたりしたらそれこそヘリコプ

ターになってしまうので、とにかく慎重にひたすら降ります。写真を撮りながらゆっくり降りましたが、ちょう

ど午後 3 時には宿泊地 Musang camp 高度 1520m に到着しました。みんなはまだ戻ってきません。ガイドの

マイクがシーチキンとキャベツの入ったラーメンを作ってくれたので、おなかいっぱい食べます。ラーメンは非

常にありがたいのですが、欧米人と一緒だと、ずるずる食べられないので、いつも食べるのに苦労しています。

今日は一人なので、日本風にずるずる食べます。欧米人がヌードルを喜ばないのは、やはりあの音を立てない食

べ方だと食べにくいからなのではないかと思います。夕飯を作るマイクと話をしてすごしました。今度

N.edwardsiana を見たかったら、キナバルのマライパライに行くといいよ、3 ヶ月前に申請すれば許可が取れる

し、山中 1 泊だからここより楽だよとか、今まで、何人かの日本人のガイドをしているとか、日本で自生地行き

たい人がいれば、言ってくれればツアーを企画するよとかいろいろ話をしました。みんながなかなか帰ってこな

いので、今日も同じ Musang camp にとどまることになりました。５時ごろオーストラリアのカップルが帰って

きました。Stewart とグレッグが５時半ごろ、フランソワは６時過ぎに戻ってきましたが、口もきけないくらい

に疲れきっていました。もう、みんな時間守らないんだから。それだったらもう少し登れたのにとも思いました

が、まあ、十分満足したので、これでいいです。すぐにクリームスープとソーセージとインゲンとたまねぎの炒

め物、キャベツとスパムの煮込みの夕飯を食べて、７時半にはテントに入りました。残りのブランデーを昼間の

光景を思い出しつつ飲んでぐっすり寝ました。 
 
探検５日目 
５時におきて、出発の準備をします。テントもたたんで、６時半に朝食。今朝もキャベツとスパムのラーメン。

私は大喜びで、音を立てないようにたくさん食べます。フランソワたちはまたヌードルかといった感じでしたが、

マイクが、今日はオートミールもあるよと言うと、みんなとても喜んでいました。オートミールにコンデンスミ

ルクをかけてお湯をかけて、やっぱりこれがおいしいと言ってみんな喜んで食べていました。ちなみに私はオー

トミールが嫌いです。この辺が食習慣の違いでしょうか。７時半に私はみんなより早く出発です。今日は１１キ

ロの道を下山ですが、行きにアップダウンがとても激しかったことを覚えていますから、やはり厳しい道のりに

なることが予想されました。９時半に８キロの Kepuacan camp。１０時４５分に最初に泊まった、Wuluh camp
につきました。途中、若いポーターたちは、走りながら山を降りていきます。信じられないような体力、脚力で

す。この先はまたアップダウンが激しく、また気温も高くなってきます。クエン酸飴をなめながら１２時半にや

っと４キロの Kera シェルターにつきました。なんと、みんなに追いつかれることなく一番に到着。ここでお昼。

私は食べる気力があまりなくクラッカー。若いポーターたちはみんなでラーメンを作って食べていました。彼ら



は音楽を流しながら食べたりしていましたが、その中にキロロの歌が流れてきたのにはびっくりしました。思わ

ず、ほーらー足もとをみーてごらんこれがあなたの歩む道― と歌ってあげたら、みんな笑っていました。暑く

てのどが渇きます。ここで日本から持ってきた最後の緑茶を飲みました。あーおいしい、ペットボトルの緑茶が

こんなにおいしいなんて。１３時５５分、最後の Kulat シェルターにつきました。行きはもうここでバテバテで

したね・・。よく登ったものです。１５時２０分ついに出発地点につくことができました。おもわずばんざーい。

途中オーストラリアのカップルに抜かれましたが２番手で到着です。よくがんばりました。芝生に座って休憩で

す。３０分ぐらいして Stewart とグレッグが降りてきました。フランソワも降りてきて、みんなで登山証明書

をもらって記念撮影。ポーターやガイドと別れを惜しみながら１６時半に出発。本当にポーター･ガイドのジュ

ニクにはお世話になりました。写真を送る約束をして、多めのチップをそっと渡しました。今日は温泉地として

有名なポーリングに泊まると言うので、そちらに向かいます。みな、とてつもないにおいを発しているので窓を

大きく開けて車は走ります。１時間ほどでポーリング着、かなり古めのロッジに入りました。ここはお酒を出さ

ないそうなので、私は自分へのごほうびとして、近所の店でビールを４本買いました。一本７リンギ。そのあと

は、シャワーを浴びてまずは洗濯、かなーり古いシャワールームに電気温水器がついていましたので、流しでと

にかく洗濯。大量の選択をして、絞って外に干します。後で流し下を見たら蛭が２匹落ちていました。どこか服

についていたようです･･･。夕食は２階のレストランへ。中華系の料理が何皿も出てきてとてもおいしかったで

す。みんなはソーダ類をがぶ飲み。ぼろーいロッジですが WiHi が使えるようです。みんなはいろいろと連絡を

取っていました。今回私は何もそういった機器を持ってこなかったのは少し失敗でした。まあ、スマートフォン

も持っていないのですが。部屋に帰ってビールを２本飲んで寝てしまいました。 
 
探検６日目 
今日は移動日です。足が筋肉痛で痛いです。８時朝食ですが、半分くらいの人は現れず。ハムエッグとパンの朝

食を食べて９時出発の予定でしたが、皆さんのんびり。Stewart と僕でみんなを待ちます。天気がいいので洗濯

物を日向に全部並べて待ちます。ガイドや運転手もなれた感じで、しょうがないと待っています。結局出発した

のは１０時半過ぎ。おかげで洗濯物は乾きました。車で走ってすぐに、ラフレシア咲いていますと看板の出てい

るところで停車。ガイドが交渉します。お金を払って、わき道を５分ほど走ったところで停車。車を降りたすぐ

のところに金網に囲まれたところがあって、そこにラフレシアが咲いていました。ただちょっと日が悪かったよ

うで、ひとつは真っ黒になって枯れた感じ、もうひとつも開いて時間がたっている感じでした。しかし大きさは

大きかったです。においは金網で離れているのでよくわかりませんでした。次のところに期待ということで、ま

た車に乗り込みひとまずMt. Trus Madiのふもとの町Tambunanを目指します。途中、道を曲がって、Tambunan 
Rafflesia Information Center によりました。ここで、今ラフレシアが咲いているところを教えてくれて案内し

てくれるようです。なんか人数とカメラの数で値段が変わるようでした。建物の中の説明を見ると、ラフレシア

とされているものは実は種類がかなりたくさんあるそうです。ボルネオだけでも１０種類くらい、インドネシア

を入れると３０以上。今日はその中でも大きさは少し小さいが、最もきれいとされるラフレシア Rafflesia pricei
が咲いているとのことでした。センター内に咲いているのかと思ったら、車に乗っていくようです。車で５分も

行かないうちに道端に止まります。ここで降りるようです。道から細い道を下に下りるとすぐにラフレシア 
Rafflesia pricei が咲いていました。朝見たのと違って赤い色がとても鮮やかです。そこに白い斑点模様が入って

とてもきれいです。大きさは５０センチくらい。朝見たのよりは一回り小さい感じです。みんな写真を撮るのに

夢中です。花には、ハエが来てはいましたが、鼻を花の中に入れても臭いにおいはしませんでした。花の質感は、

生のきくらげのようにしっとりとして弾力があるような感じでした。みな満足して車に戻ります。高山性ネペン

もこれくらい楽に自生地見学できればいいのですが･･･。つづいて１４時半に Tambunan のお店のある一画で昼

食、それぞれミーゴレンかナシゴレンを食べます。ここで残念と言うかショックな話を聞きました。Mt. Trus 
Madi には、ここ Tambunan から登るルートが一番短く簡単だそうです。２年半前に一度 Mt. Trus Madi に行こ



うとしたときは、残念ながらこの Tambunan ルートが工事でしまっていて、長く辛い別のルートでしかいけな

いということで登山をあきらめていました。そのときは工事は、もう１年以内に終わるときいていたのですが、

そこはマレーシア、まだ終わっていなくて、Tambunan ルートは使えないそうです。来月９月にはオープンする

とか･･･。残念。心配になります。しかも、もうひとつの ApiApi のルートでもなく、知らなかったもうひとつの

Sinua ルートで行くそうです。Stewart も Sinua ルートは行ったことがないそうです。マイクは、なーに１日

めはイージーだよ、８キロののぼりだから。２日目はハードだけど大丈夫といっていますが、今までの経験で、

イージーは私にとってすごく大変、ハードはとてつもなく困難な道であることがわかっていましたから、一気に

気が重くなりました。昼食が済んだら、おやつのアイスタイム。好みのアイスクリームを買います。ほかにも

Stewart が果物を買ってくれていました。１５時に出発、途中スコールなどの中を車でどんどん進みます。一回

スーパーによって水やお酒の買出し。私もペットボトル詰め替え用のブランデー？とビールを少し買いました。

Stewart も珍しくウィスキーのビンを２本ほど買っています。こんなところにこんなスーパーがと思えるくらい

外観に比べて内部は充実したスーパーでした。午後６時 Sinua の村を通り越して、ベースキャンプとなる家に

着きました。ここには、調理場がついたみんなが食事ができる小屋、そして、ビニールシートでできた簡易ベッ

ドがいっぱいある宿泊用の壁なし小屋がありました。簡易ベッドで寝てもいいし、各自テントやハンモックで寝

てもいいということでしたので、私はテントを立てて寝ることにしました。山のキャンプサイトにも同じような

壁なし小屋の簡易ベッドがあるそうで、テントなしでも行けるそうですが、私はテントを持っていくことにしま

した。テントを建てたところでスコールがきました。ものすごい雨でしたが、テントは水漏れもなく大丈夫でし

た。みなで夕食です。発電機があって、電灯の下でご飯が食べられます。ベースキャンプの主人もとても人がよ

く親切です。野菜の炒め煮、川魚の煮物、鶏肉料理とどれもおいしい。お米は、すぐ前の水田で作った自家製だ

そうです。マイクたちは食後上半分を切ったペットボトルになにやらお米と液体の入ったものを持ってきて、ス

トローで楽しそうに飲んでいます。自家製のどぶろくだそうです。日本のお酒と違って、お米がそのままの形で

残っています。そこにストローをさして、お米を漉しながら飲むようです。さき、さき(酒)といって楽しんでい

ます。主人が私たち用にと２本持ってきてくれました。みなで飲みましたがあまりほかの人は好きでないよう。

味は、まさにどぶろくです。おいしい。お米はまだ形を保っていますが、噛み潰せるやわらかさです。ストロー

を少しつぶして、お米をすわないように液体だけ吸うのがコツです。私は気に入って、残りをほとんど一人で飲

んでしまいました。何でもまた水を入れて数日おいておくと、お酒になるそうです。日本では麹を使いますが、

違う作り方のようです。周りの村民もみんな自分でどぶろくを作って飲んでいるとのことでした。そのあとテン

トに戻ってビールを一缶飲んで寝ました。マイクたちはどぶろくのんで夜遅くまで騒いでいました。 
 
探検７日目 
６時におきます。ナシゴレンの朝食。今日は Mt. Trus Madi の Sinua ルート約１２キロの内の８キロを登りま

す。荷物を準備して、少し減らして１８キロでした。ここのポーターは１キロ６リンギット。当初山中２泊の予

定でしたが、２日で山を降りることになっていました。帰りは、一気に頂上登ってからここまで降りる予定のよ

うです。大丈夫か？８時４５分出発。１０分ほどで山への入り口です。Mt. Trus Madi 入り口 11.8km という木

の看板が立っていました。いきなり靴を脱いでサンダルにして川を渡ります。もう一本わたると言うので、サン

ダルで歩きます。10 分ほど歩くとまた川。サンダルで歩いてわたります。ベースキャンプは標高 600 メートル

でした。ひたすら登って 10 時半にあと 9km、標高 870m、12 時 10 分にあと 6.3km、標高 1350m のところに

つきました。ここでベースキャンプのご主人がみんなに持たせてくれたお昼ご飯。ナシゴレンとゆで卵。ゆで卵

の味がとても濃くておいしいです。ちなみにキャンプのご主人もガイド兼調理人として一緒に登ってくれていま

す。13 時 45 分に標高 1668m、ここでは開けたところにフスカがはえていました。そこから少し険しい山道に

なって午後 3 時、頂上から 4km のところにあるキャンプサイトに着きました。ここは、今までのキャンプサイ

トと違って開けた尾根の上でした。標高 1845m、約 6 時間で 1250m 登りました。その後は各自テント立てたり、



ハンモックつったり、簡易テントで休んだりして,日が傾いてから、Stewart とグレッグとでウィスキーを飲みな

がら話をしました。明日の予定を決めます。今回も頂上に行くなら朝 4 時出発、頂上はあきらめて、N.macrophylla
がたくさんあるところまで行って降りるかを話します。Stewart もグレッグも頂上までは行かなくてもいいよう

です。オーストラリアのカップルのレーチェルは頂上に行きたそうでしたが、ひとまず朝 6 時出発にしようとい

うことになりました。Mt. Trus Madi は、夜非常に寒いときいていました。実際夜は、とても寒く T シャツに長

袖シャツ、さらに長袖スウェット、その上に長袖ウィンドブレーカーを着てシュラフの中で寝ました。しんしん

と冷えて、途中夜起きて外に出たときには、吐く息が白くなりました。10℃以下になっているようでした。星と

天の川がとてもきれいでした。オリオン座が頭の真上に見えたのが印象的でした。 
 
探検８日目 
5 時に起きました。5 時半日の出です。日の出がとてもきれいに見えました。写真を撮っていたら、マイクが朝

食にとカップのインスタントのおかゆをくれました。お湯を入れて、うーんおいしい。これも欧米人向きではな

いようです。みんなはなかなか起きてこないので、私は 6 時 15 分に、ガイド兼ポーターと先に行くことにしま

した。きついのぼりが続きます。ロープにつかまりながら登るところもあります。9 時 15 分、一つ目の山の頂

上のようなところに着きました。視界が開けて日当たりがよいやや低木の木が多くなります。N.lowii が好きな

ような環境です。するとありましたありました。N.lowii です。しばらく進むと、こちらにも、あちらにもいた

るところに N.lowii、がはえていて、いずれも特徴的な壷がゆらゆらいっぱいついています。うーん、すばらし

いの一言です。N.lowii はこのような、山の尾根の端や頂上の風通しのよいところを好むようです。依然登った

山でもそうでした。この辺が頂上かときいたら、頂上は向こうに見える隣の大きな山だということでした。なの

で、そこに行くには、一度少し山を降りてまた登るということになります。しかし、りっぱな N.lowii ばかりで

す。木に絡み付いて上に伸びて、木の下に壷をいっぱいぶら下げています。N.lowii の壷いっぱいに埋もれて写

真を撮ります。下位袋の小さな株も少しありました。花も雄花、雌花咲いており、種もできているようでした。

先に進むために山を少し降りて進みます。山を少し降りて次の尾根へ向かう途中にありました。N.macrophylla。
思わずやったーと叫んでしまいます。N.macrophylla は、N.lowii よりももう少し木立の中、木漏れ日が当たる

ようなところにはえていることが多いようです。数は N.lowii ほど多くはありませんが、ぎざぎざ襟の口の広い、

きれいな赤い壷が林の中に埋もれています。さらに進んでいくとところどころに N.macrophylla が現れます。結

構はえている場所、壷の開いてからの期間によって壷の形や色が異なっています。壷が若いうちは黄色いものが

あったり、壷は若いんだけど赤くて、口が狭くでずんぐりしているようなものだったりさまざまです。ただ、残

念ながら N.x Trus madiensis と思われるものはありません。頂上まであと 1 キロとなったところで、マイクが

追いついてきました。帰り道が長いから 12 時前には降り始めるようにとのことです。Stewart もグレッグも途

中までで、私のところまで登ってきませんでした。結局は私が一番奥まで登ったことになりました。

N.macrophylla の大株があるところで写真を撮りながら、オーストラリアカップルとフランソワを待ちました。

ためしに N.macrophylla のふたの裏をなめてみたところ、びっくりするくらい甘かったです。N.lowii とも比べ

てみましたが N.macrophylla のほうがぐっと甘いです。でも N.lowii のように蜜がロウ状に固まっているものは

ありません。うっすらとふたの裏に蜜が出ています。N.macrophylla の袋の中は比較的きれいでした。N.lowii
は袋の中が汚れているものもあり、蜜で鳥やねずみをおびき寄せてその糞を得ているということを示しているの

かもしれません。GPS で標高 2532m まで(頂上は 2642m.)登っており始めました。しかしこのときに張り切って

登っていたのが後で、疲れにきてしまいました。再び写真を撮りながら N.lowii の小山まで戻り、ひたすら下り

ます。しかし下りもきつくて 14 時半にキャンプについたときはヘトヘト。ひとまずお昼ごはんのビーフン炒め

を食べて、甘いコーヒーを飲みます。あわててテントをたたんで準備します。マイクたちが手伝ってくれました。

マイクが先を読んで、ヘッドライトをリュックに入れておくようにと言いました。15 時に出発、とにかくヘト

ヘトですが、歩いて歩いて歩いて下山します。ガイドのジャバディーとポーターが一緒に最後尾を歩いてくれま



す。日が沈み始めてせみが激しく鳴いています。何とか暗くなるまでに川につき川を渡ります。そこからはサン

ダルで歩いて、もう一本の川を渡るころにはすでに暗くなり始めていました。薄暗い中を 3 人でとぼとぼとぼと

ぼ歩きます。やっとベースキャンプの明かりが見えてきました。みんなが出迎えて待っていてくれました。19
時 10 分到着。今日は 13 時間歩きました。標高差で 700m 登って、1900m 降りたことになります。とにかく帰

りつけてよかった。幸いヘッドライトは使わずにすみました。足がパンパンです。急いで夕食をとります。入山

帳にも名前を書いて（数人日本人の名前がありました）、荷物をまとめます。てっきりベースキャンプに泊まる

のかと思ったら、今から町に出てホテルに泊まるそうです。ガイドや主人、ポーターにお礼を言って、8 時に出

発。暗い道を進みます。Mt. Trus Madi のほうでは雷が光っています。所々で、牛が道路いっぱいにひろがって

休んでいるので、そのたんびに車が止まって、牛が退くのを待ちます。夜は、昼間温まったアスファルトの上の

ほうが暖かくて気持ちがいいのでしょう。のどかですがとても牛にとっては危険だと思うのですが。1 時間半ほ

ど走ってケニンガフという町についてホテルに入りました。結構大きな町で、ホテルもきれいなホテルでした。

しかし、足が痛くてパンパンで階段登るのがやっと。親切なジャバディーが荷物を運んでくれました。ホテルに

ビールは売ってなかったので、買いためておいたビールを飲みました。久しぶりに町に来たので家に電話しまし

た。 
 
探検９日目 
今日はコタキナバルへの移動日です。9 時に集合、まあ、全員は集まりません。集まった人は先にホテルの隣の

食堂へ。運転手たちもご飯を食べています。私は、彼らと同じのミーインスープウィズチキン（ラーメン）を頼

んで食べます。フランソワはトーストがないかと聞いていましたが、やはりなくて朝食をパス。ほかの人はいろ

いろ頼んで朝食とは思えないような食事がならんでいました。町に来たらソーダを飲む。一人２缶以上飲みます。

私も２缶。１０時半出発。途中 G.Alab という車でいける山に寄ります。この間いったラフレシアセンターの道

を進んでさらに登っていきます。G.Alab の看板が出ているところを曲がってさらに登って到着。標高 2000m ま

で車で登れます。そして車を降りたらもうすぐにネペンテス。ここには N. chaniana があるということでしたが、

あるのはどう見ても交配種。N.stenophylla か N.fusca がかかったような株でした。簡単な庭みたいなのがあっ

て、N.fusca、N.tentaculata などが植えられています。N.fusca、は周辺にも普通にはえているようでした。N.lowii
も植えられていました。しっかり蜜をたっぷり出した立派な上位袋がついています。N.lowii の壷を見たかった

ら、おそらくここが一番楽に行ける場所でしょう。自生地とはいえないかもしれませんが。13 時過ぎから涼し

い風が吹いて、霧が立ち込めてきました。これが高山性ネペンテスに適した環境で、植えたものがよく育つので

しょう。アラブ山を降りて道路に出たところにあるレストランで昼食です。やきそばをメインに野菜や鶏肉など

の料理を食べます。どこのレストランにもおいてある、辛いペーストを入れるととてもおいしいです。前回来た

時もこれのビン詰めをお土産に買って帰りました。後はコタキナバルを目指します。皆さんぐっすり眠って眼が

覚めたらもうコタキナバルでした。3 時半に最初に泊まったホテルに到着。部屋が一部空いていないので、

Stewart とグレッグと 3 人でカクテル、シンガポールスリリングを飲んで待ちます。Stewart がご馳走してく

れました。ホテルに入って 18 時に再び集合。フランソワが日本食を食べたいというので、私が持っていた地図

に載っていた日本食屋を目指します。みんなで梅酒を飲みました。ただ、日本食ということで、私が料理の説明

をしなければならず、なかなか味の説明など英語で言うのが難しく私にとっては少し辛い夕食でした。寄せ鍋と

すき焼きとしゃぶしゃぶはそれぞれどう違うかとか、あまり欧米人はみんなで同じひとつのなべを分けて食べる

ということをしないので、一つのなべで 2 人前入っているとか、説明が･･･。まあ、おつまみは、枝豆や焼き鳥、

肉まき、シシャモなどを頼んで食べさせてあげました。やはりシシャモは目があるといって苦手な人もいました

が・・。それぞれとんかつやおすし、寄せ鍋、すき焼きなどを食べました。ちなみに私は、うな重を食べました。

ボルネオでうな重を食べるとは思ってもいませんでした。 
 



探検 10 日目 
今日は休息日で、全員フリータイムです。朝食を食べて、まずは教えてもらったホテルの近くの洗濯屋さんへ洗

濯物を持っていきます。1 キロ 4 リンギットととても安いです。午前中に出せば夕方にはできています。きれい

に洗ってくれて乾かして、ちゃんとたたんで返してくれます。Stewart も愛用しているようでした。彼は、ほか

の探検ツアーも含めて今回は 3 ヶ月以上ボルネオに滞在しているそうです。昼間は、近くのショッピングセンタ

ーを見たり、海沿いの市場を見たり、町の探検をしました。やはりこちらでも、一番多いのはスマートフォンを

売るお店。よくこんなにあってよくつぶれないなーと思うくらいたくさん並んでいます。お昼ごはんは、えびラ

ーメン、７リンギットで安いですがえび味濃厚でおいしかったです。ショッピングセンターでインターネットカ

フェを見つけてインターネット。アルファベットで、ローマ字で打って、つぶやきに書き込みました。（後で日

本語が打てるインターネットカフェも見つけました。）。夕方は 7 時に集合。これでみんなとは最後のディナーで

す。みんなはこの後フィリピンの Mt. Victoria に行きます。私はひとり残って、Mt.Kinabalu に行きます。人気

があるというイタリアンに行きます。グレッグはあそこで食べたけどうまくなかったと盛んに言っていましたが、

行ってみると本格的なイタリアン料理でとてもおいしかったです。グレッグのなじんでいるアメリカのイタリア

ンとは違うということでしょう・・。みんなでいろいろピザなど頼んで食べます。私が頼んだムール貝は、あま

り人気がなく、おかげで私がたくさん食べられました。赤ワインを飲みましたが、ワインが大好きという遠慮と

いう言葉を知らないグレッグのおかげで、3 本も出てきてたくさん飲んで楽しい夜をすごしました。ホテルに戻

って、今日でお別れということで、みんなとお礼の挨拶をして、記念写真を撮りました。とてもよい仲間たちで

した。ありがとう。 
 
探検 11 日目 
今日と明日で Mt.Kinabalu に登ります。といっても頂上に行く気はありませんが･･･。6 時半に迎えが来るとい

うので準備してロビーへ。Mt.Kinabalu は施設が整っている観光の山なので、テントもシュラフもいりません。

多くの荷物はまた戻ってくるこのホテルに預けておきます。Stewart 見送りに来てくれました。お礼を言って別

れを惜しみます。一緒に写真を撮って、また探検ツアーで会うことを期待して別れました。ホテルのロビーには

ほかにも一人日本人がキナバルへのツアーバスを待っていました。日本からですかと挨拶しましたが、その後ま

た Mt.Kinabalu で会うことになります。10 日前に走った道を再び Mt.Kinabalu に向かって走ります。8 時半に

登山開始。ガイドは Mt. Trus Madi で一緒に歩いてくれたジャバディーです。すでによく知っている中なのでス

ムースです。Mt.Kinabalu では、みなさんポーターを頼むということはないのですが、私はカメラが重いのと、

疲れもたまっていたので、ジャバディーがポーターもしてくれるというので迷わず頼みました(頼んでおいて正解

です、思った以上にきつい山でした)。Mt.Kinabalu は、観光地価格なので、1 キロ 10 リンギット。担ぐ人が同

じでも山によって値段が違うところが面白いところです。ビジターセンターから山の入り口までは、車で行きま

す。キナバル山のルートは 8.7 キロ、1866ｍから 4095m までですが、私は途中の宿泊施設までの 6 キロ、標高

3300ｍまでを登ります。毎年早のぼりのチャレンジが行われるそうで、去年の優勝者は、2 時間 28 分で頂上ま

で行って帰ってきているそうです。信じられません。8 時半登り始めます。鍵のかかるゲートのところで入山届

けを出して入山。ずっと登りが続きます。10 時 15 分、3km を過ぎたあたりで、ジャバディーがこっちだといっ

て、登山道から外れて、木々を掻き分けてがけを登っていきます。N.x Harryana があるそうです。こんなとこ

ろにあるのでは Nepenthes に詳しいガイドがついていないと絶対にわかりません。濡れたすごくすべりやすい

岩の斜面を気をつけて登ると、岩の上に N.x Harryana がありました。しかし体勢を維持して観察するのがなか

なか難しい位置です。N.x Harryana は、N villosa x edwardsiana とされています。しかも見られるのは登山道

ではここの一株だけということです。黄色ががった薄グリーンの壷がついています。感じとしては . 
N.edwardsiana によく似ています。壷の真ん中あたりのくびれが N.edwardsiana ほどはないといった感じでし

ょうか。襟のぎざぎざの間隔は狭くて N.villosa に似ています。これらの特徴が N. villosa x edwardsiana とさ



れるゆえんでしょうか。しかし現在はこの周辺には N.edwardsiana ははえていません。とても貴重な株です。

滑り落ちないようにジャバディーに支えてもらいながら写真を撮ります。さらに奥には、N.rajah のような

Nepenthes がはえているのが見えます。ジャバディーとそちらのほうにも崖伝いに進んでいきます。本当に滑り

やすい場所です。そこにあったのは、N.rajah ではなくて、N.x Kinabaluensis？でした。大きい、壷をつけて

います。大きさは、メシラウで見た N.rajah と同じくらいです。赤くて襟のぎざぎざが比較的はっきりした壷で

す。こちらも木につかまりながら写真を撮ります。後でわかったのですが、ここの、N.x Kinabaluensis？は標

高の高いところで見た、N.x Kinabaluensis （N.villosa x rajah）とは異なっていると思いました。こちらのほ

うが襟のぎざぎざがはっきりして、色合いも赤色が強いようです。もしかしたら N.x Harryanaが近くにあるし、

N.villosa やほかの N.x Kinabaluensis がはえている所のずっと下のほうにあるので、N. edwardsiana x rajah
なのかもしれません。ここで、標高は 2470m ぐらいでした。その後も登りが続きます。階段状に整備されてい

るのですが、それがかえって歩幅を決めることになってしまい、意外と疲れます。途中 6 箇所ほど休めるシェル

ターがあるので、時々そこで休みます。雨が降ってきました。今回の探検で登山中に本格的な雨にあうのは初め

てです。カメラをしまってレインウェアを着ます。途中ジャバディーが持ってきてくれた昼食を食べます。サン

ドウィッチとりんごです。メシラウから来るルートと交わるところを過ぎて少し登ったところあたりから

N.villosa がありました。標高は 2600m は超えています。しかし、雨が激しいので写真が撮れません。写真はま

た明日か。ひたすら登りが続きます。思っていた以上にきつい山です。標高 2900m を越えたあたりで雨がやん

できました。2960m には Villosa という名前のシェルターがありました。その名前のとおり、このシェルターの

周りには N.villosa がたくさんはえていました。やっと写真が撮れます。また登山道から外れたところに入って

写真を撮ります。やはり非常にきれいな壷です。全体的に丸くて、赤みがかった黄色や、オレンジ、そして牙の

ギザギザ、ふたはハート型をしています。あちらにもこちらにも N.villosa があります。地面に接している袋も、

木からぶら下がっている袋も。まあ、メインの写真は明日ということにして、先に進みます。3000m を超えま

した。まだ N.villosa ははえていますが、周りの植物が少し背の低いものに代わってきました。ゆっくりゆっく

り登っていきます。そして、14 時 30 分ついに標高 3300m にある宿泊所につきました。食堂があるメインのラ

バンラタではなくて少しはなれた新しい宿泊所です。ジャバディーがこちらのほうが新しくっていいよと教えて

くれます。扉を開けると 2 段ベッドがたくさん並んだ部屋がいきなりありました。7 個の 2 普段ベッドが並んで

います。もう半分ぐらい先客がいましたが、好きなところに寝ていいようで、窓際のベッドの下の段に入りまし

た。部屋の端のほうに小さな洗面台があって、区切られた一角にトイレが 2 つ、そして、なんと電気温水器のつ

いたシャワー室が 2 つありました。しかし、タオルとかは別にお金を払って借りなければならず、また、離れた

ところまで借りに行く必要がありそうでした。もっともここで、あのお湯の勢いのシャワーを浴びたら寒くて風

邪をひいてしまいそうです。なのでシャワーは遠慮。夕食は食堂のある施設ラバンラタで 4 時から 7 時だそうで

す。宿泊証明や予約票なんかなくて、行けば好きなときに好きなだけご飯が食べられると言っています。本当で

しょうか？明日は朝 7 時半に出ることになりました。雨が降る前に N.villosa の写真を撮ります。ちなみにここ

から山頂までは登りで 5 時間くらいかかるそうです。5 時に食堂に行きます。ここは本当に整備された観光地の

山で何でもあります。ビールも売っているし。でも 20 数リンギット。食堂はビュッフェ形式で、本当に自由に

にとって食べられます。ナシゴレン、ミーゴレン、牛肉、鶏肉、野菜、パン、スープ、コーヒー、紅茶、デザー

ト、果物、本当に標高 3300m の山の上とは思えない充実でした。味もおいしい。しっかり食べた後、朝ホテル

であった日本人の人に会いました。5 人の人が一緒にご飯を食べていたので、そこに混ぜてもらいました。3 人

は学生の知り合いのようです。2 人は、それぞれ別にツアーに申し込んで同じガイドで登ってきたようです。意

外ときつかったですね、なんて話していたら、明日は午前 2 時に出発ですかと聞かれたので、いいえ私は、ここ

までで頂上に行きませんというと、全員にえーと驚かれてしまいました。何しに来たのという感じです。そこで、

ウツボカズラという植物を見に来たことを説明します。しかし、4 人ともウツボカズラほとんど気づかなかった

といっています。小さなのを（N.tentaculata）一回見たぐらい。だれも N.villosa は見ていませんでした。そこ



で、持っていたカメラで写真を見せてあげます。みんな、えーこんなのがあるのと驚いています。今から見に行

こうと言っていましたがそれはちょっと・・。帰りにガイドに言えばたぶん教えてくれるよと助言しておきまし

た。目的が違うとずいぶん違うものです。まあ、一般的には、私のほうがすごく変わった存在なんですが。みん

なは朝 2 時には出発ということなので、6 時半には解散してベッドのある建物に戻りました。夜はやはり寒いで

す。長袖にスウェット、ウィンドブレーカーも着て布団をかぶって寝ます。T シャツに薄手の長袖しかない女性

は、空いているベッドの布団を使ってやっとしのいでいました。8 時には電気が消えて周りのみんなも寝たよう

です。 
 
探検 12 日目 
朝、午前 2 時に急に騒がしくなって、どやどやとたくさんの人が出て行くのがわかりました。6 時に起きてみる

と、12 人いたはずの部屋に残っていたのは、私一人。まあそうですね。みんな頂上登山目指してきているんだ

から。雲が晴れて、遠くに 3 日前に登った Mt. Trus Madi が見えました。登った稜線も今見ればよくわかります。

7 時過ぎにジャバディーが来て一緒に食堂に向かいます。ガイドたちは、泊まる場所が違います。食堂は 7 時半

からなので少し待ちます。みんな登山中なので人がいません。一人日本人がいました。なんでも頂上目指したが、

途中であまりの厳しさに帰ってきたそうです。こんなに施設が整っていると思わなくて荷物をいっぱい背負って

きたのが失敗だったと言っています。もう懲りたので、早く下山して帰りたいと。ジャバディーによると頂上を

目指すが、高山病などで頂上までいけない人は結構多いそうです。貸切のような食堂で朝食です。これまた豪華、

おかゆもチャーハンもトーストもパンケーキもシリアルも何でもあります。果物もバナナのフライなども。しっ

かり食べます。8 時下山開始。一番高いところにある N.villosa の写真を撮ります。標高 3080m、夜の気温は５℃

くらいになるでしょう。一番寒いときには、標高 3300m では霜がつくそうです。昼は２０℃くらい。これだか

ら日本で栽培するのは難しい。しかしここではあちらこちらにたくさんあります･･･。9時に標高 2960mの villosa
シェルター、この周辺には本当にたくさんの N.villosa があります。時々登山道から外れて写真を撮ります。

2850m くらいでジャバディーがこっちだといって、登山道を外れて林の中に入っていきます。少し下ったとこ

ろに N.x Kinabaluensis がありました。大きいです。やはり N.rajah と同じくらいの大きさのものもあります。

色も緑がかった赤い壷で非常にきれいです。ただ襟のギザギザはほとんどありません。下で見た N.x 
Kinabaluensis のほうがギザギザが少し強かったように思います。N.villosa と混ざってはえています。しかし

N.rajah はありません。N.x Kinabaluensis もたくさんあるという感じではありませんでした。やはり圧倒的に

N.villosa のほうが多いです。ジャパディが写真が撮りやすいよう壷の位置を変えたりしてくれました。また少

し下がってメシラウルートの分かれ道の少し上に大きな N.villosa があり、木から壷がぶらぶら下がっています。

きれいな黄緑色の袋もあります。花も結構咲いていました。雄花が多いです。雄花は開いてすぐは柱頭のところ

が赤くなっていてきれいです。雌花は 2 つぐらいしか見ませんでした。楽しかった N.villosa の領域を過ぎると

後は下るだけです。N.tentaculata はまだまだあります。下から登ってくる人が苦しそうに登っています。昨日

は私がそうでした。山小屋で使うものや食料は専門のポーターが背中いっぱいに積んで担いで登っています。す

ごい体力です。昨日くだりであったジャパディの友達のポーターは、今日もまた登っていました。すごい。ジャ

パディも週 3 回は登るそうです。ということはほぼ毎日山の中・・。雨も振りましたが、無事 13 時 20 分に入り

口のゲートに到着。車でビジターセンターに戻って、ジャパディがビジターセンターのそばのきれいなレストラ

ンに連れて行ってくれてここで昼食を食べろといいます。これもツアーに含まれているようです。また来るから

といわれて、一人でビュッフェの高級そうな昼食（50 リンギット？）をとります。14 時半ごろキナバル山を出

発。途中ジャパディが車を降りてかえります。2 週間ありがとうございましたと挨拶して、チップを渡して写真

を撮って別れました。また一路コタキナバルへ。16 時にホテルに着きました。部屋に戻って、荷物を片付けて、

ほとんどの服を出して洗濯物屋さんにもって行きます。これで、帰ってから洗濯物で迷惑をかけることが減りま

す･･･。町を散歩して、スーパーとか行ってすごしました。 



 
探検 12 日目 
いよいよ今日は日本に帰る日です。フライトは夜発で成田には明日の朝つきます。6 時に起きて、荷物をまとめ

て、朝食を食べます。近所のショッピングセンターでお土産を買って、洗濯物屋に行って、チェックアウト。荷

物を預けてまた町を散策。マーケットなどでお土産を買いました。夕方タクシーで空港に。今度は 30 リンギッ

トでした。コタキナバル空港から見る夕日がきれいでした。また、クアラルンプール経由で。帰りもまた、プレ

ミアムシートの席ではなくて文句を言って、かろうじて空いていた最前列の真ん中の席に移る。しっかり寝て、

朝成田について、無事帰宅しました。 
今回の探検旅行は、それはすばらしいものでした。山登りはとてもきつかったですが、ジムに通ったこともあっ

て、何とか無事に 3 山登ることができました。念願だった N.edwardsiana の自生地も見られたし、N.rajah、
N.lowii、N.macrophylla、N.burbidgeae、N.villosa、N.fusca、N.x Kinabaluensis、N.x Harryana、N.tentaculata 
N.reinwardtiana などを見ることができ、とてもよい経験をすることができました。今回の旅行参加にも協力

してくれた妻にも感謝です。さて、もうすでに来年の探検ツアーのお知らせが来ています。興味のある方は、来

年のツアーに参加してみては･･･。 
 


