
出発前 
もう、これは一種の病気なのかもしれない。自生地行ってきたばかりなのにまたすぐ行きたくなってしまう・・・・。

ということで、2014 年の 8 月に 2 週間、トンブユコン山、トラスマディー山、キナバル山と周って高山性ネペ

ンテスの自生地を堪能してきたのだが、なんと今年も 8 月に 2 週間ボルネオに行けることになった。 
 2014 年の自生地探検はすごく楽しく、主催者の Stewart McPherson とも非常に親しくなることができた。昨

年の探検のときに Stewart McPherson 言われたのは、日本は、食虫植物の愛好者が多いと思うのに、自生地探

検には、日本人がまったくといって良いほど申し込んでこない。世界各国から結構探検参加希望者がいるのに、

なぜ日本人は来ないのか?と。その時は、日本人は英語が得意でなく言葉の面で躊躇してしまうこと、そして、

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ことなどを説明した。まあ、ヨーロッパ系の

人にとっては、何で日本人は働いてばっかりで休みを取らないのか、その辺が理解できないのでしょう。なんた

って、彼らは 2 週間の休みを年 3 回とか、普通に取りますからねー。日本もグローバル化といって、会社とかで

も英語の強要ばかりしないで、バケーションのほうもグローバル化するべきですよ。（でもこんなことを言って、

2 週間休んで自生地行っていたりすると、会社での座席が少しづつ窓に近くなって、部下のいない役職になった

りします･･･。）（含む体験(笑)。さて、その後、昨年の 11 月に Stewart McPherson が来日して、愛好会や研究

会で講演してくれて、個人的にも一緒に都内や日光に観光案内しました。その時に、Stewart に、ぜひ日本人だ

けの自生地探検などもサポートするので、ぜひ、みんなに自生地探検ツアーを紹介して、参加希望者を募ってみ

てくれと頼まれました。そこで、愛好会の浜田山集会や田辺さんのホームページ、私のホームページなどに自生

地探検ツアーの参加希望者を募りました。何人か声をかけたりもしたのですが、結局は集まったのは、私を入れ

て 3 人でした・・・・・。 
この人数では、日本人だけの自生地探検ツアーは難しいというので、8 月に行われる、Stewart 主催の自生地探

検ツアーの一部に参加させてもらうことになりました。ただ、今回のツアーはランの愛好家が自生地を見に行く

ツアーで、ボルネオのクチンから始まって、ミリ、キナバル山登山、ムルド山、トラスマディー山を含む 3 週間

のツアーでした。皆さんの参加希望を聞いたところ、テント泊は、自信がないということで、2 名のかたが、キ

ナバル山のメシラウとムルド山、私は、メシラウ、ムルド山ともう一回トラスマディー山に行くことにしました。 
ツアー参加を申し込んで、代金をポンドで払って（私が払い込みしたときは 1 ポンド 160 円でしたが、なんと今

は 1 ポンド 190 円以上、円が弱い・・・。早く払っておいてよかった）、飛行機も予約して（6 万円台で直行便

往復でいけます）、参加が確定したところでとんでもないことが起こりました。6 月 5 日にボルネオ島でマグニ

チュード（M）6.0 の地震がおきて、キナバル山で多くの死傷者が出たとともに、あちこちが崩れて、キナバル

山が閉山ということになりました。幸い宿泊地のコタキナバルなどは、ほとんど被害がなかったようですが、ツ

アーに予定されていた、キナバル山周辺の探索やキナバル山登山はできなくなりました。何とか代替で見に行く

公園などを見つけて、ツアー自体は行うことになりましたが、私たちも、楽しみにしていたキナバル山メシラウ

の N.ラジャを見に行くことができなくなりました。とても残念ですが、こればかりは仕方ありません。代わり

に日本人 3 人は、低地性ネペンテスの見られる海側の公園にいくことになりました。一緒に参加される T さん I
さんとは空港で、会うことにしました。 
 
第 1 日目 
さて、いよいよ出発です。今回はコタキナバル行き 15 時 20 分の直行便なので、楽です。大きな荷物を持って東

京駅まで出て成田エクスプレスに乗って成田です。電車の中では出発は時間通りだったので、昨年と違って今年

は遅れずにすむと思っていました。しかし、カウンターに行ったら、なんと飛行機が来ていない・・・・。とい

うことで、またまた出発が 3 時間半も遅れることになりました・・・・。しっかりしろよ、マレーシア航空！！

しかも遅れたお詫びにくれる食事券が昨年は 1200 円だったのに、今年は 800 円、こんなところでケチるなよ。

空港の中では、なかなか 1000 円以下では食事はできません・・・・。アルコールに代えるのもだめということ



だし・・。チェックインをして、途方にくれているところで、声をかけられました。T さんです。初対面でした

が、事前に写真の交換をしていたのでわかりました。いっしょに I さんもいらっしゃいました。I さんも初対面

かと思っていたのですが、以前田辺さん主催の自生地ツアーに参加されていた方でした。お互いにコタキナバル

につくのが真夜中になってしまうことを憂いながら、いったん解散。時間的に向こうで両替ができそうにないの

で、成田空港でマレーシアリンギットに両替。銀行によって 1 円ぐらい差があります。35 円台で両替しました。

（現地の街中の両替屋で両替すると 33 円以下で両替できます。）。とにかく出発まで暇です。雑誌を 2 冊ほど買

って、800円の食事券で代えたアナゴ寿司を持って出国手続き。ちょうど空港建物内に新設中の休憩スペースに、

囲いのついた一人用休憩スペースを見つけて、そこで雑誌を見ながら、おすしを食べながら、たまにネットを見

て 3 時間過ごしました。後は、免税店で、奥様用のお土産用免税品を希望を聞いて購入。免税店では中国人が列

を成していました。やっと時間が来て搭乗。席は今回 1000 円ほど余計に払って、エコノミーの最前列の席、前

の空間が広くて良いです（去年はこれも間違っていて CA ともめました）。やはりキナバル山が閉山している影

響でしょうか、飛行機はすいています。隣の席も空いていました。5 時間ちょっとでコタキナバル。 
途中、フィリピン･マニラの明かりや、パラワン島の明かりなどが見えました。到着するともう夜中の 11 時 40
分、時差があるので、日本だと夜中の 1 時前、結構強い雨が降っていました。荷物を受け取って、3 人そろって、

町のホテルまで行くタクシーのチケットを買います。45 リンギット、また今年も夜中の割増料金です。まあ今

回は 3 人なので、1 人 15 リンギ。ホテルに夜中の 12 時 15 分ついてチェックインして、明日の朝は 7 時に食事

で 7 時半にロビー集合ということにしました。うー、毎年真夜中着の寝不足ばっかり。でもしっかりコンビニで

ビール買って飲みました。 
 
二日目 
眠いけど、6 時半には起床。今日は、コタキナバルから車で東に 1 時間半ほど行った海側にある Klias River Peat 
Swamp というところに行きます。用意をして、7 時に開く食堂に。食事はまあまあ。昨年と同じナシゴレンや

ミーゴレン、肉料理に野菜料理、ソーセージ、ポテト、おかゆ、パン、パンケーキ、オムレツ、フルーツなど一

通りそろっています。私はミーゴレンにパクチーいっぱいのせて、肉や野菜のおかずと一緒に食べます。もちろ

んここに来たらホットチリソースもしっかりかけて。フルーツ、ジュース、紅茶を飲んでおなかいっぱい。7 時

半にロビーで待ちます。今日は、山登りはないので、持ち物はタオルとカメラと水くらい。3 人で待っていると、

迎えの人がナオーキと言って声をかけてきました。今日のドライバー兼案内のジャフリーです。7 時半に出発。

でかいワンボックスカーの 4 列シートに、1 列一人の余裕スペースで乗り込みます。海沿いを走って、9 時 15
分に Klias River Peat Swamp に到着。しかし受付とかに人がまったくいません。大丈夫なのか？しょうがない

ので、そのまま公園の中に入ります。公園の中は、木道の遊歩道が整備されていて、この木道を歩いて、公園が

一周できるようになっているようです。今日は日差しはあまり強くありませんが、低地なので、すごく湿度が高

いです。この公園は、全体がその名のとおりピートでできている湿地帯のようになっています。水がたまってい

るところには、ピートの色が出ていて、水が濃いこげ茶色です。木道を歩いていくと、N.アンプラリアがぽつぽ

つ見えてきました。グラウンドピッチャーがついています。そして、大きくはありませんが、N.ラフレシアナも

あります。アッパーもついています。でも、以前見たような大きい壷はありません。しばらく行くと N.ビカル

カラータがありました。牙のついた壷があります。3 人それぞれ写真を撮りながら進みます。N.アンプラリアは、

結構色のバラエティーがあります。グリーン、ビッタータ、レッド、赤の斑点系、トライカラーのようなものも

あります。しかし、いつ見ても立派なグラウンドピッチャーです。ぼこぼこついています。うちのアンプとは大

違い。まあ、環境とスペースが違うからしょうがありませんが。あと、ここで気がついたのは、アンプの空中ピ

ッチャーがすごく多いこと。大きな株のメインの茎にはかなりの割合で空中ピッチャーがついていました。やは

り湿度が高いからでしょうか。アンプや、ビカルが続きます。ビカルには、アリがついていました。大きいアリ

が、ふたや牙の蜜を舐めていて、小さいありも茎のところをいっぱい歩いていました。やはり共生しているので



しょうか。茎の中の空洞までは確認できませんでした。アンプとラフレの交配種である N.x フーケリアーナもあ

りました。丸っこい袋がいい感じです。アッパーピッチャーもありました。少し変わったロート型できれいです。

N.グラシリスもところどころにあります。ゆっくり写真を撮りながら歩きます。途中バードウォッチングの欧米

人の団体とかにもあいました。テングザルがいるということでしたがこの日は見られませんでした。2 時間半ほ

ど歩いて、元の入り口に戻ってきました。ここでジャフリーが待っていて、入場料は、3 人で 45 リンギという

ことで支払います。12 時半前には、帰りに向けて出発。時間が早いので、アラブ山に行こうと提案しましたが、

遠いのでいけないと断られてしまいました。途中 13 時半に Papar という町で昼食。料理が並んでいて好きなも

のを取って食べるバイキング形式のようです。普通のご飯かナシゴレンをよそって、鶏肉や牛肉、野菜の煮込み、

カレー風、甘辛風、春巻きなどいろいろとって食べました。どれもやはりおいしいです。飲み物は紅茶。こちら

のコンデンスミルクの入った甘いタイプの紅茶です。これを飲みなれると、普通の紅茶だと物足りなくなります

が、太りそうなので注意が必要です。なんか、会計係の女の子が、しきりに私たちの食べている皿をチェックし

ています。後でわかったのですが、バイキングでも取ったものによって少し値段が違ったようです。私は全部で

13.8 リンギ、他の二人は 11.8 リンギでした。2 リンギの違いがどこにあったかは不明です。午後 2 時過ぎには、

コタキナバルに帰ってきました。今回の探検に参加するほかのメンバーも今日はこのホテルに来るはずですが、

特に夜待ち合わせはしていません。ひとまず 6 時にロビー集合にして自由時間にしました。ホテルの向かいのシ

ョッピングセンターやスーパーをうろうろして、6 時に集合。夕飯は何にしようか、探しましたが、いろいろ難

しそうなので、ラクサにしました。少しココナッツ味のラーメンのようなものです。この辺では一番おいしいと

いうお店に行って注文。普通盛りで 7 リンギ、大盛りは 8 リンギです。これにお茶が、1.3 リンギ。ライムを絞

って食べるとおいしいです。でも食べている間に店は閉店。ラクサや麺類は、朝や昼の食べ物なんですね。夜は

営業していないようです。閉店のあわただしい中食べてました。帰りにビールと明日からの水などを買って帰り

ました。明日からはしばらく町から離れるので、夜、家に電話しました。 
 
三日目 
5 時半に目が覚めました。雨が結構降っています。準備などして、6 時 50 分にロビーにおります。なんか数人の

グループがいたので、もしかして、オーキッド探検隊のメンバーですかと声をかけたら、そうだというので、ナ

オアキだというと、みんな、ハーイ、ナイストミーツユーと、挨拶します。一人ひとり名前を言ってくれたよう

ですが、このときはまったく聞き取れませんでした。7 時に朝食、その後今回の探検のリーダーのアラスターに

も会って挨拶します。7 時半に荷物を積んで出発です。なんか、今回は皆の時間通りの集まりがよいです。今日

は、ここサバ州から隣の州のサラワク州にはいって、ボルネオ島の奥地、インドネシアとの国境に近いバケララ

ンというとこまで行くようです。しかも全部車まで。たしか 10 数年前に田辺さんたちが行ったときは飛行機と

書いてあったのですが･･･。なんか、州境を越えて 3 時間ぐらい行って、さらにそこで４WD の車に乗り換えて

いくようなことを行っています。結構早口で英語でしゃべるので、慣れていないのでよくわかりません。今日は、

4 列シートのワンボックスに、２，３，３，２の満員状態です。前の 3 人はずっとしゃべっています。日本人組

みは、すごく静か。2 時間半ほど走って、海沿いの町でトイレ休憩。ここからちょっと行ったところが州境なの

で、パスポートを用意しておくようにといわれます。マレーシアでは、州ごとに別統治的なところがあって、州

の移動時にはパスポートを見せます。10 時 20 分、サラワク州入り口に着きます。なんか車降りずに、パスポー

トだけまとめて渡せば良いという話でしたが、結局は、全員車を降ろされ、一人ひとりパスポートチェックを受

けました。他のメンバーのパスポートを見てみると、みんな同じでリーダー以外は全員英国人のようです。どう

りでみんな早口でしゃべりあっているわけです。昨年は国もばらばらで、フランス語圏の人もいたので、リーダ

ーがわかりやすく日程など説明してくれましたが、今回は英国人向けに早口でしゃべるだけです。聞くのに集中

しないとなかなかわかりません。無事全員スタンプをもらってまた出発。11 時過ぎに Lawas という町に着きま

した。ここではやめの昼食です。ライムジュースを飲んで、鶏肉やシーフードのマレーシア料理を食べます。前



にも食べたジャングルファーン（ワラビのようなものの炒め物）がおいしいです。しかし出てくる料理は意外と

種類少なめ？（だんだんわかりましたが、今回はちょっと食事は質素でした。昨年はいろんなお店で食べ放題で

したが、今回は、結構渋めにアラスターは注文しているようでした。まあ、Stewart は社長、アラスターは従業

員なのでしょうがないのかもしれませんが・・・・。）。ここで４WD トラックに乗り換えるようです。例によっ

て早口で説明していますが、確かここから 6 時間かかると聞こえました・・・・。それをは T さん、I さんに伝

えると、えー間違いじゃないの、全部で 6 時間じゃない、そんな風に聞いたよということで、聞き間違いかなー

と思いました。（でもやっぱり 6 時間以上かかることになるのですが。）。やっと何人かの名前がわかりました。

ジョーン、一番背が高い、年齢も結構上のようです。イギリス人ですが、スウェーデンに住んでいるようで、昆

虫系の研究者のようです。女性のバレリー、ブルガリア系のイギリス人です。時々話しかけてくれます。もう一

人はスペイン系の人、たぶんフランシスだと思います。あと男性 1 名、女性 1 名です。ここで、ガイドのジェー

ムスとポーターとかもするクーパー他数人が加わりました。12 時 15 分に４WD、3 台に乗って出発です。2 列

めは 3 人がけに 3 人でちょっと窮屈です。一人は、助手席に座れたので、交代していくことにします。ごく最初

だけ舗装道路でしたが、すぐに砂利道、そしてでこぼこ道になります。しばらくただただ走ります。がたがたで

腰が痛くなります。午後 1 時 50 分、ランの花があるというので休憩。そう今回は、ランの花を見る探検ツアー

なのです。T さんは、ランもお好きなようで、結構詳しいです。標高４５０ｍ。また 2 時間ほどひたすらがたが

た道を走って、16 時 10 分、なんか建てかけの家のようなところで 2 台が止まります。休憩でしょうか。クーパ

ーが現地の人のところに行ってなんか話しています。みんな車をおりました。なんか話をしています。こんなと

ころでのんびりしていいのかと思いますが、ここはマレーシア、しょうがありません。なんかパイナップルを見

ています。買っているのか? 何もこんなところでと思いましたが、後日、ここのパイナップルがとても甘くて

おいしいことがわかります。30 分近く止まって、出発。17 時 10 分に前の車が止まっているところにつきました。

ネペンテスがあるようです。崖のところに N.レインワードシアナがいっぱいぶら下がっています。結構壮観で

す。グリーンもレッドも両方あります。特徴的な壷の中の 2 つの点がはっきり見えます。壷の中に顔があるよう

で、壷がかわいく見えます。同じところに N.ボゲリーもありました。アッパーピッチャーがロート型になって

いていい感じです。ローアーピッチャーもあります。崖を登ったり降りたりして、夢中で写真を撮ります。でも

ラン組みの人たちはすぐに飽きていた人もいたようです。まあ、それぞれ好みが違うのでしょうがありませんね。

ここで標高１３５０ｍです。しかしバケラランには何時着くのでしょうか？昼食後 6 時間というのは当たってい

たようです。しばらく行ってまた止まります。17 時半、今度は崖に N.フスカの壷がいっぱい下がっているのが

見えます。すっとして、ふたが細長い特徴の N.フスカです。フスカとボゲリーの交配種、フスカとレインワー

ドシアナの交配種とみられるものもあります。しばらく写真を撮って、展望台のようなところでトイレして、こ

こからバケラランに向けて急ぐそうです。しかしこの辺から道がますますひどくなります。道は大きな穴ぼこだ

らけ。まったく修復とかされていません。穴を避けながら蛇行して走りますが、それでもドカンドカン揺れます。

もう、首と、腰が限界に近い･･･。日が暮れて暗くなります。まだまだ進みます。午後 7 時半、やっとバケララ

ンの村に入ったようです。坂道を降りていって、建物の前で止まります。あーーーーーーやっと着いた。なんと

コタキナバルから 12 時間のドライブ。いやー疲れた。しかし、ずーっとしゃべって運転している運転手さんの

体力はたいしたものです。アップルロッジと看板のでているロッジに入ります。結構大きな木造の建物です。部

屋は、日本人は 3 人部屋に 3 人です。ベッドとマットと薄いかけ布があります。部屋に電気はありますが、夜だ

けで、朝前には切れるそうです。トイレやシャワーはヘッドライトを持っていきます。シャワーは基本水（あと

で昼間は太陽熱で温めたお湯が出ることを知りました。）。8 時半夕食、ごはんにぶつ切り骨付き鶏肉とキャベツ

の炒め煮、パイナップル。パイナップルがジューシーでおいしい。アラスターの話では、明日は 400m 昇るだけ

で、早い人は 3 時間、すごく遅くても 5 時間ぐらいで簡単だよと教えてくれます。素直に信じましたが、このの

ち、彼の言うことをそのまま鵜呑みにしてはいけないことが身にしみてわかります。なんでも簡単簡単、すぐだ

よという、そう チェ●・リータイプのガイドだったのです・・・・。食後、アラスターが山に持っていく荷物



の例を自分の荷物を見せて説明してくれました。小さい寝袋とマット、あとはほんの少しの服でした。いやー少

ない荷物ですねーなどと 3 人で話しましたが、私は、昨年トラスマディー山などで高山の夜の寒さを体験してい

ましたので、服はしっかり持っていったほうが良いですよとは伝えました。そして、お水も。私は、しっかり服

もいっぱい入れて、水もいっぱい持ちました。T さんも水をしっかり持っていました。（ここでもアラスターの

話を鵜呑みにしなくて良かったです、実際、山の上の宿泊所は、それはそれは寒かったのです・・・・。）。 9
時半過ぎには寝ました 
 
四日目 
5 時半におきました。再度荷物の準備をします。まあ、ポーターさんを頼んでいるので、一通りなんでも入れま

す。私の場合は、大きなカメラを持っているので、それが重いです。6 時半から朝食というので食事どころへ。

集まったのは日本人 3 人。みんなで、日本人は時間通りというか 5 分前集合ですからねーと話します。去年とか

は 30 分遅れとかは、普通でした。でも、6 時 40 分にはみんなそろいました。英国人も意外と時間は守るようで

す。ビーフン炒め、ドーナツ、ゆで卵、パイナップルの朝食です。7 時に出発ということで荷物をもって、出口

で待ちます。みんなそろいましたが･･･、車のドライバーがそろいませんでした。マレーシア時間だからしょう

がないですね。みんなその辺を散歩したりして待ちます。昨日は気づきませんでしたが、なんとロッジの前は空

港でした。それなら、あのでこぼこ道でなくて飛行機で来れば良いのに・・・と思いましたが、滞在している間

空港に飛行機があるのは一度も見ませんでした。昔よりはかなり便数とかも減っているようです。なので、車で

きたそうです、車のほうが安いし、早いそうです(乗換え時間などを考えると)。やっと車が来て、出発したのは

8 時。ポーター係の人が 4 人ほど増えて荷台に乗っています。またでこぼこの山道を登ります。途中バリオはこ

っちと書いてあるところでバリオに行くほうに曲がります。でこぼこは、昨日よりましですが、ぬかるみがひど

いです。急坂を登ったと思うとまた下ったり、すごい道です。前の車がぬかるみで滑っているのがわかります。

途中、止まって車のタイヤの空気圧を減らしていました。接地面積を増やしたようです。45 分ほどで、わき道

に入ってここからまた、すごいぬかるみと急坂を登ったり降りたり。そして、1 時間ちょっと走った 9 時 10 分

ムルド山の登山口に着きました。小屋が３軒ほど建っています。標高は１７４２ｍ。ここで昼食が配られます。

サンドイッチにりんご、クッキーでした。９時半に登り始めます。歩き始めるとすぐにランの花が何種類もある

ようで、みんな喜んで写真を撮っています。タマヤスデが歩いていました。本当にボールのようにまん丸になり

ます。10 時 20 分、1900m、N.テンタキュラータが出てきました。ランの写真を撮っているのですごくゆっくり

のペースで登ります。これなら楽そうです。(とこの時は思いました。)。10 時半、みんなが探していた珍しいラ

ンの花があったようで、みんな大喜びで写真を撮ります。遠くに N.ヒューレリアーナがあるのが見えました。

そこからは、かなり急なのぼりになって、手も使いながら登ります。結構きついのぼりでしたが、何とか登って

11 時 25 分平らなところに出ました。標高は 2090ｍ。ここには、N.ロウィーが生えていました。ローアーピッ

チャーもあります。写真など撮ってしばらく休憩。ここからは、平坦に近い道や緩やかな登りが続くということ

のようです。ここからは、１０年以上前に行かれた田辺さんの話では、しっかりした木道があって、楽チンに歩

けるということでしたが・・・・。屋根付木道などありません。とことん破壊尽くされた木道らしき建造物の廃

棄物が道の両脇に打ち捨てられています。それでも最初のうちは、金属の足場板が敷いてあり、歩きやすくはな

っていました。しばらくは道の両側の木の上のほうに鈴なりになっているにある N.ローウィーなどを楽しんで

いましたが、それもつかの間、ついには足場板もなくなって、どろどろ、ぐちゃぐちゃの水のたまったぬかるみ

の道になってしまいました。ところどころに、N.ロウィーや N.ヒューレリアーナがありますが、とにかく歩く

のが辛い。木の根の上を選んで歩いたり、道の端を歩いたりしましたが、それでもぬかるみに足を取られて、た

ちまち靴もズボンも泥だらけに。それでもがんばって歩きます。N.ムルデンシスがありました。２０センチ近い

大きな袋をつけています。N.ムルエンシスもあります。こちらは小さい袋です。感じとしては、低地性の N.グ
ラシリスに近い形、大きさなのが、N.ムルエンシス。低地性の N.ミラビリスに近い形、大きさのが、N.ムルデ



ンシスといったところでしょうか。ぬかるみは、続きます。しかし、木道はいつここまで無残に壊れてしまった

のでしょうか。ときどき、固い石のようなところを踏んだつもりが、それがどろどろに解けた粘土質の泥で、ず

ぼっと靴全体までがぬかるみに入ってしまいます。靴の中にも水が入ってきました。ますます歩きにくい。ほん

の少し、木道が残っているところもありました。でも１００m ぐらい？板はところどころ壊れているので、板を

踏み抜かないよう、軸受けの上あたりを歩きます。登りや下りのところは悲惨です。やむを得ず壊れた木道の一

部のところを歩くときもあるのですが、濡れた木道の木は、滑りやすい。他のメンバーも木道の木で滑って、大

きくこけている人もいます。気をつけないと本当に怪我をしそうです。N.テンタキュラータや N.ヒューレリア

ーナがありますが、ちょっとだけ写真を撮って歩きます。また登りです。リーダーである、アラスターはとっく

に先に行ってしまっています（もう少しメンバーの面倒見ろよと思います）。ここの道は、地図も標識もないの

で、あとどれくらい歩けばいいのかまったくわからず、不安が募ります。ぐちゃぐちゃ、びしょびしょで、泣き

たくなります。やっと頂上に行く道と今日泊まるチャーチキャンプに行く道が分かれるところに来ました。ここ

からは下り坂です。とにかく滑って転ばないように進みます。最後尾にジェームスが来てくれたので、あとどれ

くらいかと聞いてみると、このペースだとあと１時間ぐらいなんていいます。でもこのくだり坂を下りればチャ

ーチキャンプだそうです。この坂には、ところどころ N.ロウィーがあって、アッパーピッチャーが着いていま

した。そこでは少し撮影。霧が出てきました。霧雨のような感じです。もう、いい加減いやになったときに、前

方が開けて、木造の大きな小屋がたくさん建っているのが見えました。やっと到着です。結局登りはじめから６

時間半近くかかりました（何が早い人で３時間で、遅くても５時間でいけるなんて、いいかげんなと言って、と

心の中では思っていました）。ひとまず、泊まる小屋の中に入ります。大きな小屋です。１階は、３つぐらいの

部屋になっていて、２階は、大広間になっています。日本人３人と、アラスターとフランシスは大広間に寝るこ

とになりました。荷物を置いて、マットを広げ膨らませて、シュラフも広げて寝るところを作ります。アラスタ

ーがいたので、この道は辛かった、トラスマディ山より辛いよといったら、うーんそうだね、標高差は少ないん

だけどね。となんとも思わず答えていました。今後気をつけようと思いました。（でも、もう一回辛い目にあい

ます。）。ずーっと歩いていたので、お昼ご飯も食べそこないました。ひとまずりんごだけ食べます。霧がすごく

濃くなってきて、雨が降ってきました。すごく寒いです。T シャツ、長袖シャツ、トレーナー、ウィンドブレー

カーを着ます。隣の建物が、暖炉、調理場、ガイドポーターの寝るところになっています。紅茶などを飲みます。

イギリス人６人とアラスターは、盛んにいろいろ話をしていますが、日本人３人はぐったり静かに過ごしました。

６時に夕食です。でもとにかく寒いです。いったん戻って、T シャツ３枚、長袖シャツ、トレーナー、ジャージ、

レインウェア、ウィンドブレーカー、靴下とあるもの全部着込みました。夕食は、スープ、鶏肉の煮込み、イン

ゲン豆の炒めたの。ナスの炒め物、パイナップル、ご飯です。どれもおいしい。体力回復です。今日はみんな疲

れたので、７時には寝ることになりました。I さんが山の上まで持ってきた日本酒をご馳走してくれました。少

し飲んで、あーおいしい。外の気候が急変してきました。ものすごい風と雨です。台風並です。これで明日大丈

夫か不安になります。寝袋に入れば寒さも感じなくなり、すぐに寝ましたが、ものすごい風と雨の音で何度も目

が覚めました。一度トイレに起きたのですが、すごい風と雨と霧でトイレまで行けそうにありません。チャーチ

キャンプの名のとおりここはキリスト教の聖地なので、きれいにしなさい、お酒もだめなんて書いてはあるんで

すが、今日ばかりは、木道の端から草むらに向けておしっこしました。この風と雨なので、神様も大目に見てく

れることでしょう・・・。 
 
五日目 
雨、風は一晩中続いてまだおさまりません。６時起床。６時半朝食でしたが、７時に変更になります。明るくな

ったので、雨の中をトイレに。終わった後は、付属のペットボトル(笑)をもって、いったんトイレを出て、池の

水を汲んで、流します。朝食は、トーストにソーセージ、オムレツ、蜂蜜、ジャムにパイナップルです。相変わ

らず雨風が強いです。みんな心配顔で外を見ています。今日はちょっと頂上に行くのは無理そうです。昨日でさ



えあんなにぐちゃぐちゃの道だったのに一晩中雨が降っているのだから･･･。８時半ごろ、少し雨と風がよわま

ってきましたが、まだ出かけられる状態ではありません。みんなが大広間に集まってきました。マットを持参し

て、どうもエクササイズ教室をするようです。サマンサが先生役で、教えています。私は、最初は他の運動をし

ていましたが、途中から仲間に加わりました。やっている内容は、日本のジムでやっている内容とほぼ同じのス

トレッチやバランス運動でした。９時ごろやっと雨が小降りになり、外に出て歩けるぐらいになりました。アラ

スターとフランシス、サマンサが何か見に行くようなので、私もついて行きました。小屋の群の中の木道を登っ

ていくと、草原に出て、その草原の中に大きな平屋の学校のような建物がありました。礼拝所のようです。昨日

の雨の影響もあって、草原は湿地のようになっています。サンダルで歩いていくと草原の縁のところにネペンが

あります。N.テンタキュラータです。N.ムルエンシス、N.ムルデンシスもあります。このあたりを探すだけでも

結構楽しいです。ランの花もたくさんあって、フランシスやサマンサも喜んでいます。N.ロウィーもありました。

アッパーピッチャーがついているのもあります。ここで、置いてかれたと思ってあせって出てきた T さんが合流

（そう、リーダーはみんなに声かけずにさっさと自分で行っちゃうからねー。）。キャンプの裏の小高い丘に登り

ます。見渡す限り木造の小屋が並んでいます。でも今は、まったく使われていなくて廃墟です。一部の小屋には、

電線が張られていて、蛍光灯もついているので、往時はにぎわったのでしょうけど、今は来る道があれでは、ほ

とんど登山者以外は来ません。この小高い丘の裏にはネペンがいっぱいありました。N.ムルデンシス、立派なピ

ッチャーの N.ヒューレリアーナ、N.ロウィーの大株もあります。アッパーピッチャーがごろごろ４-５個さがっ

ています。私も T さんも喜んで写真を撮ります。こんな小屋から近いところにあるなんて。なんか頂上行かなく

てもこれで十分な感じ。歩いて５分だし。いったん元の小屋まで戻って、みんなはティータイム。私は同じく置

いていかれた I さんを誘って、大きなカメラを持って、もう一度ネペンたちを見に行きました。１１時にまた戻

ったところ、雨がやんだので、みんなで、頂上にはいけないけど、他のトレイルを歩いてみようということにな

りました。１１時半出発。チャーチキャンプのトイレのそばから丘を登ります。ずっと登っていきます。昨日下

ってきた道の谷を挟んだ反対側の道を登っている感じです。しばらく登ると道の両側に N.ロウィーがあるのが

わかります。N.ロウィーは、少し開けた、風通しの良いところが好きなので、そのような場所に来たときに、道

の両側の林を掻き分けてみると、かなりの確率で N.ロウィーのアッパーピッチャーが見つかります。T さんも I
さんもいっぱい写真を撮っています。N.ヒューレリアーナは、１、２株あっただけでここはあまり数が多くない

ようです。あまり風が当たるような尾根は好きでないようです。もう少し木々の茂ったところに生えています。

１３時１５分、少し休憩です。サンドイッチを半分食べます。リーダーのアラスターは、またとっくに先頭で先

に行っています。また霧が出てきて、ちょっとポツリポツリしてきました。女性のバレリーは、もう降りるとい

って降りていきます。１３時３０分 T さん、I さんも降りてきたので、私もおり始めます。３人でいろいろ見な

がらおります。N.ロウィーは、実生の子苗もたくさんありました。雄花をつけているものや、種がなっているも

のもあって、実生で増えていることがわかります。小さいときは、長細い形のローアーピッチャーをつけるので

すが、一株だけ、サイズは子苗なのに、アッパー形のピッチャーをつけた株がありました。何が違うのでしょう

か。回りと比べてみましたが違いは良くわかりませんでした。栽培でも子苗でアッパーがつくのが理想なので何

かヒントがほしかったのですが。１４時４５分チャーチキャンプに戻りました。英国人たちは、寒い中、雨水の

冷たい水で体を洗って、キャアキャア騒いでいます。それは冷たいことでしょう。わたしは、日本から持ってき

た、全身拭けるウェットワイパーを使って全身をきれいにします。昨年もこれが重宝しました。その後はお茶を

飲んだり、T さんと植物や培養の話しなどをしてすごしました。６時には夕食。このときに聞いたら、ジョーン

は、一人で頂上近くのロックガーデンに行ってきたそうです。今日はビーフカレー、インゲン豆の炒め、キャベ

ツ、にんじん、ブロッコリーの炒め煮、スープです。英国人たちは食後もずっと話をしています。私は、このあ

とも１週間、彼らと一緒に行動するので、この中に加わっていましたが、英国人同士の話なので、英語が早くて、

ちょっと難しかったです。まあ、話は、テレビのこととか、音楽のこととか、ロンドンミュージカルのことなど

でした。私はただ聞いているだけ。７時半前に解散になって、７時半には寝ました。この日も、夜にはかなり激



しい雨が降りました。明日は大丈夫でしょうか? 
 
 
六日目 
５時４５分に目が覚めてトイレ。寝袋たたんで、マットの空気も抜いてしまいます。今日は山を降りるので、そ

の準備です。6 時半にご飯。パンケーキ、スパム、パイナップルなどです。パイナップルは毎回出てきますが、

これがとてもおいしい。バケラランに行く途中の地元のパイナップルで、見た目はあまり熟していないように見

えるのですが、とてもおいしくて甘いです。このために、行きにわざわざ車を止めて買っていたのかと納得する

味でした。7 時過ぎに出発するということでしたが、またまた、アラスターは、ちゃんとみんなに声をかけずに

さっさと出発したようです。置いていかれたかと思って、あわてて T さんも私も準備です。ほんとうに、も

う！！！わたし、そして T さんが最後に出発。ポーターたちは、もっと後に出ます。でも、彼らは歩くスピード

がぜんぜん速いので、たぶん途中で追い抜かれるでしょう。またぬかるみの道です。あっというまに、靴もズボ

ンも泥だらけ。最初は上り坂です。すぐにバレリーとイアンに追いつきました。彼らを追い越して進みます。T
さんは私を追い越して進んでいきます。登り終わったらそこからは平坦に近い下り道。昨日の雨がたまって、水

が道を川のように流れています。滑らないように慎重に歩きます。しかし、一回派手にこけました。少し手が痛

かったですが大丈夫でした。もう、ぐちゃぐちゃのねとねと。でも帰りは、行き歩いた道なので、距離感がわか

るので、気持ち的に楽です。ずっと一人で歩きます。行きには気がつかなかった、N.ヒューレリアーナや N.ロ
ウィーの写真を撮ったり、自撮りなどをしたりしながら歩きます。途中やっと日が照ってきました。鉄の足場の

道まで来ました。後ろからポーターたちがやってきます。すごいたくさんの荷物を持っていますが、ひょいひょ

い歩いています。平坦な道が終わって、急な山道を降りるところに来ました。ポーターたちはしばらく休憩する

ようです。私は、一人でとにかく滑らないように慎重に山道を降りていきます。でも、気持ち的にも体力的にも

帰りの下りは比較的楽です。相変わらず、道には川のように水が流れています。何とか順調に降りられて、10
時 50 分に入り口の車がくるところまで到着しました。下りは 3 時間 45 分でした。アラスターとフランシス、サ

マンサ、ジョーンは、寄り道せずひたすら降りてきたようです。I さんは、てっきり置いていかれたと思って、

全速力で降りてきたそうです。なんと 9 時半過ぎにはここについていたそうです。降りてきたら誰もいなくてび

っくりしたそうです。彼も、号令かけないリーダーの被害者です。T さんは私の少し前に降りてきたようです。

くつろいで、ランブータンなど食べます。11 時には、無事迎えの４WD がやってきました。降りてきた人みんな

で、車の前で写真を撮ったりしました。イアンとバレリーはまだ降りてきていませんでしたがひとまず、ここに

いる人は先にバケラランまで戻ることにしました。11 時 20 分出発、相変わらずの泥道を車が進んでいきます。

途中ホーンビル(サイチョウ)が飛んでいるのが見られました。12 時 15 分にバケラランのロッジにつきました。

お昼ごはんのサンドイッチを食べながら休憩です。12 時半過ぎにアラスターが、なんか花を見に行くので行か

ないかとみんなを誘っていました。歩いて 3-40 分のところに、なんかよくわからないが珍しい植物があるよう

です。アラスターも行ったことがないけど、チェンリーからの情報だそうです。この時点でちょっといやな予感

もしましたが、まあ歩いていけるし、疲れたらそのままロッジに戻れば良いよとアラスターがいうので参加する

ことにしました。アラスターとフランシス、ジョーン、と日本人３人で出発です。まずいきなり、お店で飲み物

の時間になりました。コーラを飲みます。イアンとバレリーももどってきましたが、サマンサとの 3 人は行かな

いようです。13 時、歩き出します。低地に戻ってきたし、日が照っているのでとにかく暑いです。車で来たで

こぼこ道をみんなで歩いていきます。20 分ほど歩いたところで、アラスターがこっちだと言って、牧場のほう

に入り、さらにその裏山の中に入っていきます。どうやら場所は、ＧＰＳのポイント情報だけのようで、手持ち

のＧＰＳで場所を探しているようです。ジャングルをどんどん入っていきます。もちろん道などないところです。

登りが続きます。私は、なんか朝からの歩きで、結構疲れていたようで、どんどん遅れます。でも当然アラスタ

ーはそんなことまったく気にも留めずにどんどん行ってしまいます。完全においていかれます。 



Ｔさんがこっちですよーと声をかけてくれるのを手がかりに、何とか進みますがヘトヘト。その後もアップダウ

ンを繰り返し、まったくどこに行くのかわかりません。30 分のはずが、道なきジャングルをもう一時間半も歩

いています。あるのは生姜の花だけ。未開のジャングルなので、ラタンなどのトゲのある植物が多く、あちこち

が引っかかります。急坂を下りたと思ったら、今度は崖を登ると・・・・。まあ、崖はほかの山でも登っている

のでいいですが、いつまでこれが続くのか予想がつきません。汗びっしょりでくたくた。崖を乗ったところで、

水牛のいる牧草地に出ました。牧草地をおります。ここで、バケラランの町とは反対の方向にさらに行くといっ

ています。さすがに、私はもうついていけないと思い、帰りも通るということで、この牧草地で一人で休憩して

待つことにしました。2 時 40 分です。雨も降ってきました。水牛がちょっと先で、何者がきたのかとこっちを

見ています。本当に、このときは今日宿舎に帰れるのか不安でした。雨を避けて、竹やぶの下で休みます。牛糞

がいっぱいあります。仕方がないので、一人で竹の子と一緒に写真を撮りました。二度とアラスターのすぐそこ

という言葉は信じないぞと誓います。15 時ごろアラスターの声が聞こえました。すぐそこで花を見つけたから

見においでといっています。またすぐそこです。しょうがないので行って見ます。今度は、本当にすぐそこでし

た。地面にきのこのようなひまわり型の茶色いものが咲いています。ラフレシアの一種のようです。アラスター

は、やったやったと大喜びですが、そこまで喜べる花でもありません。ユーチューブ用のビデオもとっています。

なんでも 2007 年にチェンリーが見つけて依頼の発見だとか。後で調べたら、Rhizanthes lowii （和名はキクザ

キラフレシア）というものでした。つぼみもいっぱいあります。まあ、写真を撮ってまた休みます。さて帰りで

す。牧草地まで戻って、またＧＰＳで帰り道を探します。いきなり川を渡ります。少し歩くとやっと人が歩いて

いる道のようなものが見つかりました。そばには、水牛専用の道もあります。ランの花も見つかって、フランシ

スたちも喜んでいます。でもまた川です。渡れる場所を探して、飛び石の上を渡ります。長身で手足の長い、ジ

ョーンが私に手を差し出して助けてくれました。また川、またジョーンが助けてくれます。結局４回も川を渡り

ました。やっと開けた牧草地に出ました。行きに歩いてきたところの牧草地です。アラスターは、あー、道間違

えちゃったよ。こっちだったんだ、あっちから入っちゃたよなんて言っていますが、私にとっては死活問題でし

た。４時半、やっとロッジにたどり着きました。３-４０分のはずが、３時間半のきつい探検でした。もう二度と

安易な誘いにはのらないと固く誓いました。まあ、他のみんなは大丈夫そうだったので、たまたま私が疲れてい

ただけなのかもしれませんが。部屋に入ってシャワーです。昼間は、太陽光で暖めているお湯がシャワーで使え

るようです。でも電気はないので、ヘッドランプをつけてシャワーです。暖かいシャワーは４日ぶりでしょうか。

やっと落ち着いて、持ってきていたビールを飲みます。Ｉさんも残りの日本酒を飲んでいます。ここでポーター

代の集金が来ました。普通は、一人ずつ重さを量って、重さで計算するのですが、今回は一律で、３００リンギ

ットのようです。欧米人はみんなチップをつけるので、一人３５０リンギ１万２千円ぐらいでしょうか。あのぬ

かるみを歩くことを思えば、妥当な値段です。ポーターさんありがとう。夕食は６時半から。チキンカレーにイ

ンゲン豆です。おいしい。部屋に戻って８時には寝ました。 

 

七日目 

５時過ぎには目が覚めました。帰る準備をします。６時１５分に朝食。トーストにバターとジャムです。荷物を

まとめて７時に出発。今日は時間通りに車もそろいました。もうバケラランにはこないかなー。８時 40 分に行

きの N.フスカを見たところのそばの見晴台。ここで始めて全体写真を撮りました。ひたすらでこぼこ道を走っ

て、12 時 10 分に Lawas の町に着きました。帰りは 5 時間でした。ここで車をバンに乗り換えます。ガイドの

ジェームスはここまで。お礼を言って、日本人組みもチップを渡してお別れです。ここからはアスファルトの道

です。アスファルトの偉大さを実感します。12 時 45 分に、サバ州に戻るためのパスポートチェック。今回は車

から降りなくても大丈夫でした。13 時半、海沿いの町に来たところで昼食。まずは各自ソーダなどの飲み物。

レバーの炒め物や、青菜の炒め物、フライドチキンに、小皿のカレーソースが各自に配られました。その後ナン

が配られて、小皿のカレーソースをつけて食べるようです。まずくはないですが、日本で、具入りのスパイシー



なカレーを食べている身からは、具なしのほんの少量のカレーはちょっと。具なしおにぎりに、小皿のしょうゆ

をつけて食べているようなものです。ということで、昼食はおしまい。2 本目のソーダを飲んでいる人もいまし

たが、自分でその分は支払っていました。去年は、ソーダとかは飲み放題だったのに。今年は渋い・・･･･。こ

こからコタキナバルには、140km。17 時にやっとコタキナバルに到着。ホテルにチェクインです。しかし、私

だけ鍵がもらえません。アラスターは、フロントに、彼にも鍵を上げてというとさっさと自分の荷物を持ってい

ってしまいます。しかし、カウンターでは、私の予約がないから自分で払えと。あわてて、アラスターを追いか

けて、エレベーターから降ろして、私の予約がないことに文句を言います。交渉の末、私の分も入れることにな

りましたが、まったくアラスターは不親切です。まあ、これが標準的なのかもしれませんが、昨年の Stewart は、

しっかりみんなの予約が入っていることや鍵の確認をして最後に部屋に行っていました。主催者なんだから！！

さて、みんなはさっさと行ってしまいました。後でわかったのですが、洗濯物屋が閉まるのが 5 時過ぎだったよ

うです。そのことをまた、アラスターは英国人だけに教えて、それで自分も急いでいたようです。私は、たまた

ま昨年も同じホテルに来ていたので、洗濯屋さんの場所を知っており、たまたま、もう洗濯物をまとめていて、

すぐに出せる状態にしていたので、そんなことも知らずに部屋に入ってから、すぐに洗濯物を持って、洗濯屋に

行ったのですが、洗濯屋には、そのときすでにアラスターをはじめ他の英国人みんなが来ていました。一人置い

ていかれていました。ひとまず、私を忘れないでといいながら入りましたが、内心あまりいい気持ちはしません

でした。前半 1 週間分の洗濯物を一気に出しました。泥で汚れているのもあって、5 キロ近く。18 リンギットで

した。出すのが遅かったので、出来上がるのは明日の午後とのことです。そのとき、英国人 4 人は、明日は休息

日なので、動物のいる公園に行くことにしたようです。場所や内容はよくわからないけど、ここから 2 時間ぐら

いのところのようです。良かったら一緒にいかないかと誘われましたが、私は、疲れていたこともあって、明日

は、町でぶらぶらして過ごすといって、一緒に行くのは遠慮しました。夕食までは時間があったので、スーパー

などに行きました。筋肉痛なので、スーパーで売っていたシップ薬 TOKUHON を買いました。昔懐かしいまさ

にトクホン(サロンパス)でした。夕食のために午後 7 時半にロビーに集合。海沿いのマーケットのところの屋台

風のお店が並んでいるところに行くようです。ここは、店先に魚やエビ、カニ、貝などを並べてあって、材料を

指定して、調理法を指定して食べることができるようになっているようです。まあ、よくわからないので、注文

はすべてアラスターがしてくれます。ここでやっとビールを飲むことになりました。食事のときにお酒を飲むの

はこのときが初めて。ビール屋は別なようで、黒いビニールにビールを入れて個別に売りに来ます。飲みたい人

は手を挙げて買います。ビールを飲んだのはバレリー、イアン、ジョーン、私、I さん、フランシスがちょとだ

け。料理のほうは、やきそば、エビの炒め物、カニのオイスターソース炒め、イカのから揚げ、空芯菜の炒め物

などを食べました。英国人たちは、この後もなんか食べに行くようです。どうもアイスクリームに行くようです。

アラスターに場所を聞いています。そういえば、ムルド山でも夕食後しきりにアイスクリームが恋しいと言って

いました。私たちはホテルに戻ります。今日で、T さん、I さんとはお別れです。今度はトラスマディー山に行

きましょうといって別れました。お世話になりました。私は家に電話して寝ました。 

 

八日目 

7 時に起床。今日は、休息日ということで、特に予定はありません。今日からは、日本人は私一人です。8 時に

ご飯。今日は予定がないのでゆっくり食べられます。英国人たちが行くアニマルパークについてもう一度聞きま

したが、どうもどんなところか良くわからないそうです。なのでやはりパスしました（実際は少し飼育されてい

る動物たちを見て、後は、海岸でお茶とか飲んで過ごすツアーだったようです。）。10 時くらいから、ホテルの

すぐ向かいのショッピングセンターを散歩。立派なマッサージ器が置いてあるのでマッサージします。15 分で 5

リンギ。車に乗りつかれた背中、腰がほぐれました。お昼ごはんは、３階のラーメン系のお店。前回来た時も２

回通いました。プラウンミー（エビそば）がとてもおいしい。すごくいい出汁です。ひそかにコタキナバルでは

これが一番おいしいと思っています。７リンギ、お茶が 1.3 リンギ。食後は、海辺のそばの食料品マーケットを



見て、アクセサリーマーケットを見て、お土産を買いました。その後、N.ラジャの T シャツを探しに去年買った

お店に行きましたが、もう売っていませんでした。他も探したけど見つからなかった。両替をします。こちらだ

と 1 リンギが 33 円以下。洗濯物を取りに行って、明日からのトラスマディー登山の準備をします。7 時に夕食

のためにロビーに集合。待っていると昨年ガイドをしてくれたマイクが入ってきました。あれまーということで

挨拶。明日からのトラスマディー山のガイドをしてくれるそうです。おーまた来たか、今度はトラスマディー山

は楽になったぞと話してくれます。ここで、明日からのポーターの確認をしました。アラスターは、ポーターは

要らないぐらいの軽装でいける山だよと説明しています。私は昨年の寒さの経験やカメラがあるので、ポーター

をたのみます。結局ポーターをたのんだのは私一人でした。みんな大丈夫なのか？みんなそろったので、出かけ

ます。マイクは夕食に行くのではなく、他の飲み会の約束があるようです。今日は、ホテルのすぐそばの中華の

店です。すごくにぎわっています。しばらく待ちます。この店は 3 年半前にコタキナバルに来たときに S さんと

いった店でした。おいしかった覚えがあります。注文はアラスターがします。エビのオイスター炒め、手羽先の

オイスター炒め、やきそば（なぜか毎回出てくる）、野菜炒め、麻婆豆腐など。飲み物は、麦の実が入った良く

わからない飲み物が出ました。これはおいしくない。食べている途中でイアンがビールを飲むというので、私も

飲みました。みんないろいろ食べていますが、なぜか麻婆豆腐が残っている。聞くと、英国人たちは豆腐が余り

なじみがなく、食感も嫌いなようです。アラスターがソイビーンプロテインの塊だよと教えていましたがいまひ

とつのよう。そこで、私がおいしくいただきました。結構おいしい麻婆豆腐でした。どの料理もおいしかったで

すが、みんな意外とあっさりと食べ終わります（もっと飲まないのか？）。ということで食べてすぐ解散。イア

ン、ジョーン、サマンサ、フランシスは、もう次にいく気満々です。私も今日は一人なので行ってみました。行

き先はやはりアイス屋です。男性人は、みんな２スプーンの大盛り(日本で言えば超大盛り)を頼んでいます。今

日はどれにしようかとうれしそうにフレーバーを選んでいます。これを食べるので、夕食はあっさりなのですね。

アイスを食べながらいろいろ話をするのが好きなようです。アイス食べてのんびりすごして、ホテルに向かうと

思ったらまた違う方向、今度はソフトドリンクを買って・・というので、私はその時点で退散しました。 

 

九日目 

5 時 45 分に起床。トラスマディー山に行く準備をします。寝袋や、マットなどはまとめてホテルに預けて置け

るようにします。7 時前にはロビーに行って、預ける荷物を出します。もって行く荷物も置いて、チェックアウ

トもします。そのまま 7 時に食堂が開くのをみんなで待ちます。7 時過ぎに食堂が開いて、すぐに朝食。いつも

のように食べて、7 時 20 分過ぎにはロビーへ。マイクが来て車に荷物を積みます。ポーター代は 1 キロ･1 日で

8 リンギだそうです。7 時半には出発。海沿いを少し走って、山の中に進んで行きます。アラブ山に行く道です。

標高 1800m ぐらいまで上がって、山向こうのタンブナンまで行きます。8 時 50 分にアラブ山を通過。途中街道

沿いの出店で、マイクが野菜を買います。そして 9 時 25 分には、タンブナンの町に着きました。ここは昨年、

トラスマディーに登るシヌアルートに行くときにも来ました。そのときには、Soon Fat というお店でお昼ご飯

を食べたのですが、この店の名前が面白いとみんなで盛り上がりました。今年も英国人たちが、名前に気がつい

て笑っていましたが、お店自体はつぶれていました。なんかビリヤード代が置いてあるだけ。やはり店名がいけ

なかったのでしょうか。この町のスーパーで、マイクたちは肉などの食料を買っていました。タンブナンの駐車

場を出て、わき道に入ってまたすぐ泊まりました。現地ツアーの事務所のようです。ここで、車を降りて、４

WD に乗り換えるようです。しかし、おりたは良いけどことが進みません。どうも 2 台用意されているはずの４

WD が一台しかないようです。まあ、マレーシア的です。しょうがないので、みんなでぶらぶらして待ちます。

20 分ほどしてもう一台の４WD が来ました。ここでポーターたちや料理担当の人が加わるようです。私の荷物は

10.5 キロでした。なので一日のポーター代は 84 リンギになります。10 時 15 分に出発。しばらく舗装道を走っ

て、山道に入ります。まあ、ムルド山に行く山道よりは、ぬかるんでいないのでましです。ただ岩が多いのでと

ころどころかなりゆれます。ポーターたちは荷台に乗っています。10 時 50 分にはトラスマディー山の入り口ゲ



ートに着きました。写真で見たことがある、トリバネアゲハの看板がついたゲートが見えます。脇にはラフレシ

アと N.マクロフィラのオブジェもあります。ここでいったん車を降りて入山者登録をします。各自台帳に名前

や国名などを書き込みます。ここで標高 1300m。ゲートの前で写真などとって、また４WD に乗り込みます。11

時に出発。またがたがたの山道を走って 11 時 35 分、登山道の入り口に着きました。木造のゲートがあって、そ

の先は木造の階段が続いているようです。ゲートの建物のところに座って、肉まんの昼食を食べます。人員はわ

れわれ参加者とアラスターで 7 人、これにガイド、ポーター、料理担当が 8 人（一名高校生ぐらいの女性）で、

15 人で登るようです。ここで標高 1600m。登山道の全長は、頂上まで 4900m のようです。去年登ったシヌアル

ートが 12 キロだったのと比べると半分以下です。登る高さも約半分の 1000m。11 時 50 分に出発。ずーっと木

造の階段と木道が続いています。すっかり整備されてしまっていて、あまり山登りという感じはしません。100m

ごとに標識が立っていて、歩いた距離が良くわかります。途中 5 名ほどとすれ違いました（その中の一人は、日

本人の女性だったようです。わからなかったので、ハーイと挨拶しました。）。ひたすら、木造の階段を登ります。

途中ランが咲いていて、英国人たちは写真を撮っています。私とバレリーは先に歩きます。12時30分、残り3800m、

ここで標高 1900m。少しの登ったり降りたりします。N.テンタキュラータが見られるようになりました。赤系

が多いですがいろいろバリエーションがあります。13 時、あと 3300m のところで標高 2000m。でも今日もどこ

まで、登るのか教えてもらっていません。追い抜いていくポーターに聞いたら、2900m のところが小屋だと教え

てくれました。では後 400m です。13 時 30 分、建物が見えてきました。小屋に着きました。標高は 2056m、思

っていたよりずっと近かったです。水色に塗られたちゃんとした木造の建物です。高床式になっています。片側

が吹き抜けの廊下で、片側に部屋が並んでいます。5 部屋にトイレ兼シャワー室が 2 つ、キッチン室が 1 つある

ようです。部屋には 2 段ベッドが 2 つ。4 人は寝られます。キナバル山にあったのと同じようなベッドです。ベ

ッドにはマットがあり、ひとつずつ寝袋が用意されていました。ビーチサンダルも用意してあります。ひとまず

ベッドに荷物をおきます。しかし、まあ去年とは大違いです。小屋には水も着ています。そしてなんと発電機も

あって、夜には明かりがつきます。充電もできます。もうびっくり。去年は、テントを持って登って、テントで、

寝ていたのに。他の人も登ってきました。私の部屋には、バレリー、サマンサ、フランシス、隣の部屋に、イア

ン、ジョーン、アラスターが入りました。あとからロシア人 4 人が来るかもしれないということでしたので、一

部屋空けておきます。早くついたので、各自その辺を散歩。私は少し登りながら、N.テンタキュラータの写真を

撮ります。何人かは上のほうにランを探しに行ったようです。テンタを見ながら木造階段に座ってのんびり休憩。

キュ、キュ、コロンと鳥が大きな声で鳴いています。残念ながら姿は見えず。他の人も降りてきたので、小屋に

戻ります。15 時半、お茶の時間です。ジャングル見ながらのんびりします。黒いリスが木に登っているのが見

えます。17 時 45 分、夕食。食事作る部屋があって、ガス台や流しなどもついているのでしっかり料理できるよ

うです。チキン・ガーリック・ジンジャーのスープ、瓜とにんじんの炒め物、キャベツとしいたけの炒め物、チ

キンカレーです。うーんどれもおいしい。しっかり食べます。ちなみに食器やコップも用意されていました。ロ

シア人 4 人が登ってきました。アラスターがロシア人と話していると、一人が日本から来たといっています。あ

れ、ということで、いきなり私の登場で、日本語で会話。何でも横浜の日産に研修生として働いているそうです。

私も自分の働いているところの話などして盛り上がります。それをバレリーは聞いて、日本語で会話が成り立っ

ていることに感心していました（いや、こちらが母国語なんですが･･･。）。ちなみにバレリーは、ロシア語がで

きるようで、ロシア語で彼らと話します。マレー語、英語、ロシア語、日本語が飛び交います。明日は 6 時半に

出発するようです。私には、ポーター兼ガイドとしてマイクがついていってくれるそうです。なんと、ここでは、

缶ビールの販売もしていました。1 本 10 リンギ。街中のコンビニで買うのとあまり変わりありません。珍しく

アラスターもビールを飲んでロシア人たちと話していました。発電機が動いて明かりがつきます。とてもジャン

グルの山の中には思えません。明かりに寄せられて、たくさんの蛾が飛んできて壁に張り付きます。バレリー、

ジョーン、私は蛾の写真を撮ります。ナナフシやセミ、カマキリもきました。セミは全身きれいな緑色の種類で

す。英国人もロシア人もカマキリが珍しいようで、盛んに感心しています。蛾のところに行って捕まえるかと見



ていますが、おなかは減っていないようです。その後は特にすることがないので、7 時過ぎには、みんな寝まし

た。夜は少し寒かったですが、ムルドほどは寒くなく、やはり建物の中であるためか去年よりも寒くなかったで

す。しかし、やはりせっかくのジャングルなのに建物で寝るのは少し残念です。昨年は、いろいろな動物や、鳥、

虫の鳴き声を聞いて寝ることができたし、テントから出て見上げた星空の美しさは、それはそれはすごいもので

した。近代化されるのも考え物です。 

 

十日目 

夜中の 2 時に盛んにロシア人が話しているのが聞こえました。トイレついでに起きてみると日の出を山頂に見に

行くそうです。バレリーも一緒に行くといっています。私はトイレに行ってまた寝ます。5 時半におきました。

6 時には朝ごはん。鶏肉などが入ったおかゆです。これまたおいしい。しっかり食べます。お昼ご飯は、クラッ

カーとりんご、各自自分の分を取ります。水も 1.5L 持ちます。6 時半に出発。アラスターはまた先に行ってしま

って、イアン、サマンサ、フランシスとマイクで登っていきます。途中ランの花があると撮影タイム。私は少し

見て先に上ります。三葉虫のような虫、ホタルの雌も見ることができました。7 時 40 分に残り 2000m のところ

まで来ました。明るい尾根のところに出ます。ここで標高 2374m。N.ロウィーがすきそうなところに来たなー

と思っていたら、ありました。N.ロウィーです。でかいです。でも木の高さは高くなく手の届く範囲に、壷がご

ろごろさがっています。喜んで写真を撮ります。その先にもいっぱいあって、N.ロウィーが雑草状態でそこらじ

ゅうにあります。英国人も喜んでいましたが、あまりたくさんあるので、飽きてしまう・・。私はいくらあって

もうれしいので、写真を撮って、最後に登ることにします。尾根のところから、キナバル山がきれいに見えまし

た。今日は天気が良いです。登った尾根を一度降りていきます。尾根を降りて少し高い木が増えて日がさえぎら

れるようなところになると、N.マクロフィラが少し離れたところにあるのが見えました。8 時 30 分、そして、

ついにありました N.トラスマディエンシスです。N.マクロフィラに似ていますが、壷の牙がはっきりせず小さ

めです。ふたがまん丸ではなくて少し三角型。壷のお尻のところがクリッとしていて、ロウィーぽいです。ほん

と、N.ロウィーの領域と N.マクロフィラの領域の間のところにありました。でも一株だけ。かなり数は少ない

ようです。結構採られてしまったということもあるようです。その先は、N.マクロフィラがたくさん見られまし

た。植物体はかなり大きいです。N.ロウィーよりずっとでかい。木に絡まって、結構上のほうまで行っています。

壷もでかいでかい。壷の中に軽く握りこぶしが入ります。壷の長さは 50 センチ以上あるものがざらです。色も、

赤いのや、グリーンや黄色などさまざま。壷の口の大きく開いたものから、丸く閉じ気味のまでいろいろ。決ま

った形という風にはなっていません。結構、いろいろ N.ロウィーとの交配にさらに N.マクロフィラがかかった

りなどの交配があるように思えます。ところどころに尾根の登りがあって、そこにはやはり N.ロウィーがいっ

ぱいあります。森の中でも、少し開けたところに出ると、N.ロウィーと N.マクロフィラが混じって生えている

ところもあります。6 月の探検のときにアラスターが見つけた N.トラスマディエンシスがあるそうです。事前に

マイクに場所を話して、さらに目印を残しておくといっていました。また森に入ったところに赤いポリ袋が縛り

付けてありました。ここのようです。ここから登山道を外れて、斜面側に 3 メートルほどおります。するとあり

ました。N.トラスマディエンシスです。さっきのより、さらに牙が目立たなくなって、いかにも N.トラスマデ

ィエンシスという形しています。喜んで写真を撮ります。マイクにも写真を撮ってもらいます。9 時 15 分標高

は 2532m。N.マクロフィラがいっぱいの中を歩いていきます。花も咲いています。雄花が多い。雌花は、木に

絡まったもっと上にあるのかもしれません。写真をいっぱい撮りながらゆっくり進みます。10 時 45 分、開けた

ところに出ました。測候所のような簡単なプレハブがあります。そこを尾根づたいに進むと、鉄塔があるところ

に出ました。いかにも頂上という感じですが、ここは頂上ではないそうです。でも GPS とかではここのほうが

頂上より標高が高く出ることがあるそうで、よく頂上と勘違いされるようです。GPS で 2663m。ここから、ま

た少しさがって、苔むした森の中を進みます。周り中 N.マクロフィラです。でかい壷がいっぱいあります。う

ーん、すばらしい場所です。葉っぱは１m を越える長さです。葉っぱの幅も１５センチ。これを見てしまうと、



うちで育てるのは無理だなーと思います。襟はギザギザ、壷のふたはまん丸です。ふたを舐めると、やはりすご

く甘い。N.ロウィーのような白い塊はありませんが、甘さは N.マクロフィラのほうがずっと甘いです。夢のよ

うな N.マクロフィラの楽園を進みます。地面は結構湿っていてところどころぬかるんでいます。やはり夜は雨

が多いのでしょう。みんなの声が聞こえてきました。頂上が近いようです。１１時２０分ついに頂上に着きまし

た。とてもゆっくりひたすら写真を撮って歩いて宿泊所から約 5 時間でした。鉄のトライアングルとコンクリー

トの柱があります。看板が立っていて、ここが頂上、2642.281m と書いてあります。自分の GPS では、2664m。

やっとトラスマディー山の頂上に立つことができました。みんなで記念写真を撮ります。頂上自体には、ネペン

はありません。みんなは、すぐに下山して行きました。私はクラッカーを食べてりんごを食べて一休み。若いガ

イドがトライアングルに乗って、それをマイクが写真を撮っています。さて下山することにします。11 時 45 分

です。また写真を撮りながら、ゆっくりおります。リスが N.マクロフィラがはえているところにいるのを見ま

した。蜜を舐めているのでしょうか？よく見ると、N.マクロフィラの実生苗も結構あるのがわかります。種でも

増えているし、N.マクロフィラはかなり丈が大きくなるので、脇芽や、倒れた茎からの脇芽が分離したような感

じで増えているのも多いです。帰りに一株、種のついている雌花を見ました。行きにはあまり撮れなかった N.
ロウィーの写真もたくさん撮ります。ムルド山の N.ロウィーより全体的に大きいです。壷も硬く大きくて立派

です。N.ロウィーの壷には、黒くて細長い動物か鳥の糞状のものが中に入り込んでいることが多いです。虫を採

ることを対象にしている感じではないように思います。というか、虫も通れないぐらいに壷の入り口の下がくび

れているものが多いです。壷の入り口部も平ら気味で、そして穴は大きくくびれて、その下にたまる部分がある。

まさに、鳥や小動物が壷の上に乗りやすいように、そして壷の中に滑り落ちないようにくびれて、ふたの裏の蜜

を舐めさせてあげて、糞だけが壷の下に流れ落ちるようになっていると見るのが一番自然です。写真をいっぱい

撮りながらマイクと下山します。15 時に宿泊場所のロッジに着きました。8 時間半の登山、観察探検でした。よ

くできました、がんばった。すごかった、とても満足です。これくらいの登山で、あれだけのネペンが見られる

のならば、毎年来てもいいと思いました。宿泊はテントのほうが好きですが、まあ、仕方ありません。ガイドの

話では、今でも昨年登った長くてテント宿泊のシヌアルートを選んで登る人もいるそうです。ロッジについて少

し休んだくらいから雨が降り出しました。夕食までの時間、みんなで、アラスターの携帯で、他の探検ツアーの

写真や動画を見ます。シブヤン島やスラウェシ、ニューギニア、パラワンなどの探検です。シブヤン島とかも結

構山登りが大変そうです。ハマタも見に行きたいと思って、内容を聞いてみましたが、かなり急勾配の山道を 4

時間以上続けて登るそうです。アラスターいわく、きつくて誰も私についてこれなかったといっています（そこ

は威張るところじゃなくて、あなたは主催者なんだからみんなに合わせて、フォローして登るんだよと教えてあ

げたくなりました。）。ちょっと他のツアーは私が行くには厳しそうです。6 時前に夕食。レモンチキン、かぼち

ゃのココナッツ煮込み、ショウガの花や野菜の炒め物、スープ、ご飯です。やはりおいしい。食後には、10 リ

ンギのタイガービールも飲みました。夕方、ポーターさんが 4 ケースもビールを担いで登ってきていました。雨

なので、今日は蛾が少ないです。ジョーンは虫が専門といっていたので、何が専門か聞いてみました。知らない

英語です。一生懸命説明してくれます。水の中にいて、親になると水から出て羽化して空を飛ぶといいます。ト

ンボかと聞くとそうではないようです。ルアーフィッシングで使う針の元になっているやつだと教えてくれます。

ここでわかりました。専門は、カゲロウ、カワゲラでした。英国人たちは、明日は町に帰って、アイスクリーム

を食べるのが楽しみだといっています。さすがに疲れていたのか、みんな 7 時半には寝ました。 

 

十一日目 

5 時におきます。雨はやんでいます。下山する準備をします。5 時半、少しづつ明るくなってきます。6 時には

すっかり明るくなって、6 時 20 分に朝食です。今日はラーメン。おいしいのでたくさん食べます。音を立てな

いように、がんばって食べます。7 時前には、下り始めます。昨日の雨で、木道や階段は濡れて滑りやすくなっ

ているので気をつけて降りていきます。これでしばらくまたジャングルとはお別れなので、あちこち見ながらお



ります。8 時には、上り口のゲートについてしまいました。ここで、迎えの車が来るのを待ちます。私はポータ

ー代を払います。4 日で 240 リンギ、それにチップを 40 リンギつけて渡しました。重いカメラや水なども持っ

てもらい、昨日もずっと一緒に行動してくれて、とても助かりました。帰りの日の飛行機の時間をみんなに確認

しています。帰りの日、各人を空港まで送ってくれるそうです。9 時に迎えの車が来ました。アラスターが、行

きは荷台に乗っていた女性に、車の助手席に乗るようにと、席を譲っています。女性は、本当にいいのと言って、

うれしそうに乗りました。こういうところはアラスター、やさしいようです。そのまま、タンブナンの町まで向

かいます。10 時 10 分にはタンブナンにつきました。ここでポーターたちとはお別れです。バンに乗り換えて、

またお店のあるところで止まります。お茶の時間にするようです。中華系のお店で、飲茶もしているようです。

餃子やシュウマイなどを英国人は少しだけ食べます。私はみんなが気味悪がって食べない、鳥の足先の煮込みを

食べます。これ骨が多いですが、骨の周りのゼラチン質がおいしいんです。私だけラーメンも食べます。ミーイ

ンスープアヤム（鶏肉入りのスープ中華麺）で通じます。おいしい。11 時には出発。最初の予定表には、帰りに

アラブ山によることになっていましたが、キナバル山にいけなくなって、イギリス人たちの予定が変わり、アラ

ブ山は行ってしまっていて、宿泊もしたようなので、今回はアラブ山には寄らないそうです。去年、私も行って

はいますが、残念です。一人だけ後から参加なのでしょうがありません。前を通るのでちょっと寄ってもと思う

のですが、今回はその辺の心遣いは期待できません。コタキナバルに早く帰りたいようです。13 時にはコタキ

ナバルに到着。マイクとはここでお別れ。また来年も来るよとか、今度は日本人集めて来るからガイドしてねと

か話して、チップを 50 リンギ渡しました。ホテルに入ります。今回は部屋の鍵はもらえましたが、エレベータ

ーに乗ろうとしたら部屋が変更になると言われて鍵を交換。夕食は 6 時 45 分にロビー集合になりました。また、

洗濯物を集めて、洗濯物屋さんに行きます。ショッピングセンターをうろうろして、またあのエビそばを食べま

す。うーん、おいしい。6 時 45 分にロビーに集合。近くの店に行きます。なんかまたカレーソースの店のよう

です。しょうゆ小皿のような皿に、具も何もないカレーソースが入っているだけ。それにナンをつけて食べます。

いやー、探検最後の夜にこの夕食は･･･。去年はイタリアンレストランに行って、ワイン 3 本あけて、いろいろ

食べまくったり、日本食レストランに行って、すき焼きやしゃぶしゃぶの食べ比べして盛り上がったことから考

えると、食費、ケチりすぎです。いくら探検中は全食込みでもこれは去年と差がありすぎる･･･。と言うことで、

結局玉ねぎの入ったナンと、薄焼きで砂糖がかかったナンが出ただけ。英国人は、みんなでお金を出して、アラ

スターにプレゼントとして、本を渡していました。私は数に入っていない･･･。まあ、もういいです。30 分ほど

で、探検最後のディナーは終わりました。食後は、うきうき歩く英国人たちとお楽しみのアイスクリームタイム。

夕飯よりこちらのほうが楽しそうで話も弾んでいます。私もピスタチオ味を食べました。アイスクリームでおな

かいっぱいの後は、少し海沿いを散歩しようということで海沿いの市場屋台あたりを散歩。そしてホテルに戻り

ます。みんなは、これからまだカクテルを飲むようでしたが、私は眠くなりそうなので、ここで退散しました。

おうちに電話して、お山探検が無事終わったことを報告。 

 

十二日目 

山の生活の続きで 5 時には目がさめます。荷物の片付けとかして、8 時に朝食に行きます。昨日 8 時ごろ朝食ね

と言っていたので、アラスターや英国人たちも来ました。みんなやはり 4 時や 5 時に起きてしまったそうです。

ジャングルジェットラグ(ジャングル時差ぼけ)だねと言って笑いあいます。ほとんどの人は、今日コタキナバル

をたつので、朝食後に挨拶をしてお別れ。ジョーンはさらにシンガポールで 2 泊するようです。ほぼ 1 ヵ月休み

のようです。私はいつから仕事かと聞かれたので、月曜からだよと言うと、大変だねと言われました。食後、ち

ょっと休んで洗濯物を取りに行きます。今日は、一日予定はないので、ホテルにある観光ツアーで、日帰りツア

ーについて聞きます。テングザルやホタルの集まる木を見に行くツアーに行こうかと思ったのですが、結構疲れ

ていたし、帰りが夜 10 時になると言うので、今回はあきらめました。翌日は朝 5 時前に起きて空港に向かう準

備をしなければいけないので。その後は、ショッピングセンターでお土産の買い物をしたり、ハンドメイドマー



ケットのほうに行ってアクセサリー買ったり、食品市場に行って干しエビやホットソース買ったりしました。お

昼ごはんは、中華系の店で、焼き鴨、ミースープ。焼き鴨を選んで、やきそばでもご飯でも、小麦粉麺のスープ

でも、ビーフンのスープでも好きなものが選べます。鴨と麺は別皿で出てきましたがおいしかったです。買い物

したりネットに書き込みしたり、スーパー見たりで夕方になります。夕飯は、近所の中華系は一人では入りずら

いし、麺系のものは夜はやっていないので、結局スーパーで、ドラゴンフルーツ、マンゴスチンにカップめん 2

個を買って部屋で食べることにしました。カップめんは、やきそばタイプとスープタイプの 2 つ。日本のカップ

めんより小さいです。そして必ず組み立て式の小さなフォークが麺と一緒にはいっています。まあおいしいです。

マンゴスチンもおいしい。ドリアンは嫌いですが、マンゴスチンは大好きです。明日朝は 5 時には起きてなけれ

ばいけないので、5 時にウェークアップコールを念のため頼みました。 

 

十三日目 

ジャングルジェットラグのおかげで 5 時前に目が覚めました。荷物をまとめて、帰る用意ができました。しかし、

なんと頼んでおいた、ウェークアップコールがない･･･。うーん、マレーシア的なところです。やはり自分で目

覚まし持ってないといけません（ホテルの部屋にも時計や目覚ましはありませんでした、冷蔵庫とかはあるけ

ど。）。バレリーも今日一緒に空港に行くことになったので、ロビーに 5 時半です。バンが来たので、バレリーと

乗ります。バレリーは、今日は日帰りで、リゾートの島にシュノーケリングに行くそうです。やはり 1 ヵ月お休

み組みです。バレリーは国内線ターミナルで降りるので、先におります。ハグしてお別れ。次に国際線に向かい

ます、朝焼けの中、キナバル山がきれいに見えています。運転手は去年もバンを運転してくれていた人で、私の

ことを覚えてくれていました。また来年も来るのかなどと話をします。キナバル山は、8 月末に一部開放、12 月

をめどに頂上までいけるようにするそうです。まあ、マレーシアのことなので、時期が遅れることは予想されま

す。トンブユコン山もキャンプ場や道ががけ崩れで使えなくなり、閉まっているそうです。ラジャのあるメシラ

ウもどうなっているかわからない状況だそうです。早く修復されて、またいけることを願っています。お盆とい

うこともあって帰りの飛行機は満席のようです。家族連れが多いです。海沿いのリゾートに行ってきているよう

です。帰りの飛行機からは、キナバル山がとても良く見えました。また来られることを期待して。 

今回の探検旅行もいろいろありましたが充実したものでした。ジムにもずっと通っていたこともあって、何とか

トラスマディー山も頂上まで山登ることができました。N.lowii、N.macrophylla、N.x trusmadiensis、
N.hurrelliana、N. muluensis、N. murudensis、N.tentaculata、 N.fusca、N. vogelii、N.reinwardtiana、 N. 
bicalcarata、N.gracilis、N.ampullaria、N.rafflesiana、N. x hookeriana 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、来年はどうしましょうか。ぜひ、自生地探検に行ってみたい方、お声をかけてください。日本人だけのツ

アーを企画して自生地を見に行きましょう。トラスマディー山ならば日本から 4 泊 5 日で行って登って帰ってく

ることができます。感動すること間違いなしですよ！！！ 
 


