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地質学者は、これまで１００年以上にもわたって、東ティモールの岩⽯を研究してきました。そして、この島がどのように形づくられ
てきたのかについて、多くのことを明らかにしました。このお話では、東ティモールの伝説のコンビである少年とワニが、地質学者が
解き明かした、ティモール島の太古の歴史をたどっていきます。さあ、彼らと⼀緒に、わたしたちの魅⼒的な島の⽣い⽴ちを探る、す
ばらしい時間旅⾏に出かけましょう。
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むかしむかし、ずっとむかし、
そのころの島や⼤陸は今より
ずっと近くに集まっていました。
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ティモール島からジャワ島まで歩いて⾏けると思ってください。もしかすると、ちょっとは泳がない
といけないかもしれないけれど、とても遠くにまでではありません。そのときには、まだ船はありま
せんでした。

このころ、わたしたちの遠いご先祖さまは、⽕を使って料理することを学び始めていま
した。
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ご先祖さまも、きっと雷はこわかっ
たことでしょう。でも、雷は⽕を起
こしてくれます。ご先祖さまは⽕を
使って⾁を焼くことを学んだのです。
う〜む、とってもおいしくなった！

地震も、わたしたちのご先祖さまは恐れたことでしょう。わたしたちもそうですよね。
でも、地震は、わたしたちの地球が活動していることを教えてくれるのです。
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ご先祖さまたちは、この不思議な地震（そして地震の後にときどき起こる津波）について考え始め
ました。どうしてこんなことが起こるのだろう。こうして、物語をつむぎ、伝説を作りあげたのです。
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10 11

伝説のひとつは、東ティモールがどうやってできたのかについてのものです。
この物語は、⼀⼈の少年と⼀匹のワニがたくさんの冒険をしたお話です。

このティモールの伝説は、変わった⽣きもの、とても幼くて、とても好奇⼼旺盛な⼀匹のワニの物
語です。このワニはいつも腹ペコで、エサを探して旅をしていました。



10 11

伝説のひとつは、東ティモールがどうやってできたのかについてのものです。
この物語は、⼀⼈の少年と⼀匹のワニがたくさんの冒険をしたお話です。

このティモールの伝説は、変わった⽣きもの、とても幼くて、とても好奇⼼旺盛な⼀匹のワニの物
語です。このワニはいつも腹ペコで、エサを探して旅をしていました。



13

このワニは、⾚ん坊だった頃に、幼い少年によって助けられたそうです。
卵からかえった後、 海にたどりつこうと奮闘していたところを、少年が助けてくれたのです。
少年とワニは、⼤きくなると、⼀緒に世界をめぐる⻑い旅に出かけました。

12

ティモールには、数百年なんてものではない、ずっとずっと⻑い歴史があります。想像できますか！
少年はずっと昔のことに興味をもっていました。そして、現在の（ティモールの）⽯をしらべて、⼤昔
のことを解き明かしてくれるのが地質学者です。

少年はワニに、ずっと昔のティモールについて、地質学者がどんなことを発⾒したのかを教えて
ほしい、と頼みました。きっとワニは旅の間に地質学者たちに話をきいたのでしょうね。

みんなはワニと⼀緒に泳がないでね！
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ワニは少年に⾔いました。「物語を話すよりも、きみを、２億５０００万年もの時をさかのぼ
る、魔法の旅に連れて⾏ってあげよう！それは２５のあとに０が七個もつくぐらい昔（２５０００
００００年前）のことなのだよ。」

こうして、彼らは⻑い旅に出かけました。時間をずっとさかのぼっていくと、少年はびっくりしまし
た。ティモールの島はどこにも⾒えず、ただ⼤きな、⼤きな⻘い海が広がっていたのです。ティ
モールは海の中にあったのです。

15
みんなはワニと⼀緒に泳がないでね！
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「さあ、もぐろう。しっかり息を吸ってしばらく⽌めて。」ワニは少年に⾔
いました。

「ごらん。」「ティモールはずっと昔には島ではなかったのだよ。」

海底には「ウミユリ」がいました。現在のサンゴ礁にすむ動物（棘⽪動
物：ウニやヒトデ、ウミシダの仲間）にも似ています。

「あっ、お⽗さんとラレイア近くのテレコムタワーの辺りに⾏ったときに、
砂っぽい⽯の中に⼊っている化⽯を⾒たことがあるよ。でも、今ぼくた
ちが魔法の旅で来ている、ずっと昔の時代には⽣きていたのだね。海
に泳ぎに⾏ったときに、現在も⽣きているウミユリの仲間たちを⾒たこ
とがあるよ。」

ウミユリ

三葉⾍

ペルム紀（約２億５０００
万年前）の海中⾵景（⽣物
礁）

腕⾜類

コケムシ
16 17
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18 19

少年は⽬を⾶び出させんばかりに驚きました。⼆枚⾙によく似た動物がいます。でもちょっと変わ
っています。⽚⽅の殻がもう⼀⽅の殻よりも⼤きいのです。これらは腕⾜類と呼ばれています。 

美しい扇のような形をしたコケムシもいます。 コケムシは、⼩さな個体が集まって群体を作ってい
て、海の中をただよっている、もっと⼩さなもの（プランクトン）を⾷べています。

少年はワニにあわてて⼿をふりました。「あれは何」とたずねるサインです。

少年が指さした動物は海底をはっていました。体がたくさんのパーツ（節）に分かれており、２つ
の⼤きな⽬（実際にはたくさんの⼩さな眼が集まってできた複眼）をもっています。

「三葉⾍だ。この仲間は２億年以上も前に滅びてしまった。もしかすると、宇宙から降ってきた⼤
きな隕⽯（流れ星）のせいかもしれないし、たくさんの⽕⼭の噴⽕が気候を変えてしまったのかも
しれない。」とワニは⾔いました。「三葉⾍は、今はもういない。絶滅してしまったのだよ。」

三葉⾍ 流れ星（隕⽯） ⽕⼭
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20 21

そのとき、オウムガイのような殻をもった動物が泳いでいきました。少年は、おばあちゃんの家の
窓台に置いてあったオウムガイの殻を⾒たことがあったのです。現在、オウムガイはティモール近
くの海にすんでいます。でも、この動物は、オウムガイの遠い親せきで、アンモナイトと呼ばれてい
ます。オウムガイとアンモナイトはタコやイカ、コウイカの仲間です。

コウイカ アンモナイト
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22 23

息つぎをしようと、ワニと少年は海⾯へと戻ってきました。少年は美しい葉っぱが浮かんでいるの
を⾒つけました。地質学者がグロッソプテリスと呼んでいる葉っぱです。これは陸地に⽣える⽊⽣
シダのような植物のものです。でも、陸地ってどこにあるのだろう？

ワニは⾔いました。「この葉っぱはティモールの海の南にあったゴンドワナと呼ばれる陸地から
やってきた。現在のオーストラリアはその⼀部だったのだよ。やがて、ゴンドワナ超⼤陸の⼀部が
割れて、北へと動き、オーストラリアという独⾃の⼤陸をつくった。ティモールはその⼀部さ。でも、
ティモールはまだ海の中だけどね。」

グロッソプテリス

「じゃあ、海の中へ戻ろう。息を吸って！
ごらん、⼩さな、⼩さな⽣きものがい
る。結晶のようにも⾒えるね。たく
さんの海の動物のエサになる
のだよ。そして、この⼩さな⽣
きものの体や植物の破⽚が
⽯油やガスに変わっていく。
それをわたしたちは⾞やプ
ラスティックをつくるのに
使っているのだよ。」

有孔⾍とワニの⽬ ―
有孔⾍はとっても⼩さい！
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24 25

次に、少年は、別の時代へ⾏きたい、とワニに頼みました。彼は陸地が⾒たかったのです。
そこで、南へ、オーストラリアに向かって移動しました。ちょうど、オーストラリア⼤陸は⼤きなゴン
ドワナ超⼤陸から離れ始めたところです。 約１億８０００万年前から６５００万年前のことで
す。すこし現在に近づいてきましたが、でもまだずっと昔のことです。

２億５０００万年前 １億年前 １万年前

⼤陸は移動する

東ティモールの位置

ワニは海の中に何がいるのかを⾒ようともぐっていました。
三葉⾍はもういません。でも、アンモナイトはまだいます。突然、
⼤きなイルカに似たハ⾍類（⿂⻯）が通り過ぎ、１匹のアンモナ
イトをくわえました。アンモナイトは⼤量の⿊い墨を吐き出しま
した（ちょうど現在のイカがおどろいたときにするように）。⿂⻯
はアンモナイトを落っことしてしまいました！

⿂⻯

クビナガリュウ ⿂⻯ととも
に海にすんでいました
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26 27
ティミムスとレアエリナサウラ

ついに、１億年前のオーストラリア、陸地に到着しました。
「恐⻯だ！」少年は叫びました。⼈なつっこく、⼩さな植物⾷恐⻯レアエリナサウラと、昆⾍を追い
かけているティミムスがいます。両⽅とも、地質学者の両親によって、⼩・中学⽣だった⼦供たち
の名前にちなんで名づけられました。でも、⼤きな⾁⾷恐⻯、獣脚類もいるようです。「この時代
から逃げよう。⾷べられたくないよ。」と少年は叫びました。少年とワニはすぐに、現在の⽅へと進
むことにしました。
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28 29

少年とワニは北⻄へ向きを変えて、東ティモールへと泳ぎ始めました。ティモール島はまだ海⾯
下です。でも、いまやそこには⼤きなサンゴ礁がありました。海は浅く、あたたかくなっています。
やがて約６００万年前になると、最初の陸地が波間に顔を出しました。

⼤きなオーストラリア⼤陸が北へ移動し、アジアと衝突するようになると、ティモールは島となり、
⼭々が初めて⾼くそびえ⽴ったのです。

造礁性サンゴ

少年とワニは疲れてきました。時間旅⾏はとても⻑いものだったのです。
ワニは⾔いました。「きみの島について、あと⼀つ話さなくてはならないことがある。」「ずっと前に⾒
た、この結晶のように⾒える⼩さな殻をもつ⽣きもの（有孔⾍）と植物の破⽚のことを思い出してご
らん。」少年はそうしました。

「いいかい。」ワニは続けました。「これらの⽣きものが死に、やがて埋もれて、それらを含んだ砂が
⽯に変わっていく。そして、それらは押しつぶされたり、熱を加えられたりして、⽯油やガスへと変わっ
ていく。現在、わたしたちはそれをティモール海の下にある⽯からとり出すことができるのだよ。」

有孔⾍

ティモールの南に
あるティモール海
の掘削プラット
フォーム。ここで地
質学者は海底下の
⽯から⽯油を探し
ています。
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30 31

そう⾔い終わると、ワニは横たわって休み、⽬を閉じて、伝説の中へと
戻っていきました。こうして美しい島ティモールが形づくられた、と⾔い
伝えられています。

少年は、東ティモールの⽣い⽴ちを知ることができて、
とても嬉しくなりました。⼤きくなったら地質学
者になって、⽯と、⽯の中の動植物の化⽯が教
えてくれた物語を「本に書く」ことができるよう
になりたいと思いました。

「地質年代表」は、化⽯として残された、現在
とは異なる、様々な動植物がいつ⽣きてい
たのかを教えてくれます。

ディリ港の東にある⼭々はワニのような形をし
ています。ここからワニの伝説が⽣まれたの
でしょうか。
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わたしたちの未来


