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地質学者たちは、これまで100年以上かけて東ティモールの岩⽯を調べ、この島の成り⽴ちについて多くのことを明らかにしてきまし
た。これから皆さんに、ティモールの伝説に登場する少年とワニが、地質学者が明らかにしたティモール島の歴史について教えてくれ
るでしょう。さぁ、この魅⼒的な島の始まりを探しに、過去への素敵な旅へと出かけましょう。
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リア国防軍、東ティモール政府、アローラ財団、⺠間の寄付などの、多⼤な⽀援を受けて⾏われました。また、ご協⼒いただいたスウィンバーン
⼯科⼤学ならびにモナシュ⼤学の教職員や学⽣の皆さんへ、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
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むかしむかし、何千年も何百万年も昔、
地球上の⼤陸は全てつながっていま
した。岩⽯や化⽯を調べると、その⻑
い⻑い歴史を知ることができるのです。

ティモール島からジャワ島まで、歩い
て⾏ける世界を想像してみてください。

この時代にはまだ船はなかったので、
もしかするとほんの少しだけ、泳がな
いといけないところがあったのかもし
れません。これらの⼤陸は、お互いに
つながっていたり、今よりもっと近くに
あったりしました。⼈類が誕⽣した後
には、気候変動によって時々海⽔⾯が
低下し、ティモール島は周りの⼤陸とさらに近くなったのです。



地質学者たちは、これまで100年以上かけて東ティモールの岩⽯を調べ、この島の成り⽴ちについて多くのことを明らかにしてきまし
た。これから皆さんに、ティモールの伝説に登場する少年とワニが、地質学者が明らかにしたティモール島の歴史について教えてくれ
るでしょう。さぁ、この魅⼒的な島の始まりを探しに、過去への素敵な旅へと出かけましょう。

ジョゼ・ラモス−ホルタ

東ティモールの「失われた世界」�ティモールの⻑い歴史を辿る、少年とワニの時間旅⾏
⽂：� ジョゼ・ラモス−ホルタ、�パトリシア・ヴィッカーズ�−リッチ
絵：� ピーター・トラスラー
デザイン：� ドラガ・ゲルト
訳：� 神⾕�⿇梨�
このプロジェクトは、コノコフィリップス、“アイレウの友”パートナーシッププロジェクト、カースティ・スウォード・グスマン⽒、オーストラ
リア国防軍、東ティモール政府、アローラ財団、⺠間の寄付などの、多⼤な⽀援を受けて⾏われました。また、ご協⼒いただいたスウィンバーン
⼯科⼤学ならびにモナシュ⼤学の教職員や学⽣の皆さんへ、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
ISBN 978-0-6487707-3-2

出版：� PrimeSCI! スウィンバーン⼯科⼤学�ワンターナキャンパス（オーストラリア�ビクトリア州）�2020年6⽉

むかしむかし、何千年も何百万年も昔、
地球上の⼤陸は全てつながっていま
した。岩⽯や化⽯を調べると、その⻑
い⻑い歴史を知ることができるのです。

ティモール島からジャワ島まで、歩い
て⾏ける世界を想像してみてください。

この時代にはまだ船はなかったので、
もしかするとほんの少しだけ、泳がな
いといけないところがあったのかもし
れません。これらの⼤陸は、お互いに
つながっていたり、今よりもっと近くに
あったりしました。⼈類が誕⽣した後
には、気候変動によって時々海⽔⾯が
低下し、ティモール島は周りの⼤陸とさらに近くなったのです。



太古の昔、⼈類の最も遠い祖先たちは、これらの⼤陸を冒険し、周囲の海で泳ぎました。そして⼭
や、⾕や、どこまでも続く平野を越えて移動しながら、その途中で定住していきました。彼らは村を
作り、またある時にはそこを出て、狩りや⽣活にもっといい場所を探しに⾏きました。

古代の⼈類の祖先はとても原始的な⽣活を送っていました。その頃の⽣活は過酷
で、今の私たちより寿命も短かったと考えられています。今は80歳以上まで⽣きる⼈
は珍しくありませんが、当時は30歳まで⽣きれば⻑⽣きでした。⾝⻑も今より低く、お
そらく1mほどしかなかったでしょう。彼らはまだ⽕の使い⽅を発⾒しておらず、加熱調
理をしませんでした。つまり、全てのものを⽣で⾷べていたのです。
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私たちと同じく、祖先たちも最初は
雷の光や⾳を恐れたことでしょう。
最初はおびえて隠れていただけの
祖先たちも、やがて⾃然災害の被
害をなるべく避ける⽅法を⾒つけ
ていきました。雷が雑⽊林に落ちて
⽕事になった時には、祖先たちは
恐れつつも、炎で焼けた動物の⾁
が美味しいということに気づいたこ
とでしょう。

狩りで⼿に⼊れた⾁を⽕で数分あぶるととても美味しくなることが分かったので、⼀部の⼈々は
⽕を絶やさないでおこうとしました。⾷⽣活が充実してくると、夜空の何百万もの星を⾒上げて、
その神秘に思いをはせたことでしょう。彼らは、地震についてや、物事が時間と共にどう変化する
のかについても考えたかもしれません。

今の東ティモールをはじめ地球上の様々な場所には、⼤陸が⾮常にゆっくりと、しかし確実に動
き続けていることの証拠があります。地⾯が揺れたときは、祖先たちも⾮常に驚いたことでしょう。
時には地震の直後に⼤きな津波が海岸まで押し寄せたかもしれません。このような経験から危
険のサインを理解し、地震であれば、その後には津波を警戒しなければならないことを学んでい
ったのでした。

これらの現象は地球の表⾯が常に変動しているということを教えてくれます。すなわち⼤陸が動
いているということです。地震によって海底が動き、海⽔にその影響が出て、津波を引き起こすの
です。これら⼀連の現象はつながっています。
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そうして私たちの祖先は、⽇々出会う神秘的な現象や素晴らしい出来事について思考を巡らせ、
それを⼦どもたちへと伝えていきました。その重要性は増し、伝説として世代を超えて語り継がれ
ていきました。伝説は歴史を忘れずに伝えていくことや、世界を秩序⽴てて理解するのに重要な
助けとなりました。
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10 11

ティモール⼈の伝説の⼀つに、美しいティモール島の成り⽴ちについての話があります。その話
には、若くて好奇⼼旺盛な探検家、おそらくあちこちを這（は）いまわっていたであろう⼀⾵変わっ
た⽣き物が出てきます。その⽣き物は、新鮮な果実や動物の⾁を求めて広⼤な海を泳ぎ、乾いた
⼤地を歩きました。まだ涼しい早朝の、太陽が⽔平線から顔を出す頃に探検をはじめ、ほんの１
時間の間にたくさんの果物とシカやブタまで平らげて、満⾜げに冷たい海へと戻っていくような
⽣き物です。

それは、１頭のワニです。このワニは、卵からかえってすぐ⽔辺に向かおうとしていたところを、あ
る少年に助けられました。それがきっかけで、少年とその後⻑きにわたる友情を築き、良き仲間と
なりました。そして、⼀緒に世界中へと⻑い旅をし、この世界や歴史について⾒識を深めました。
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13

それらの旅の後で、少年はワニにもっと昔の時代へ連れて⾏ってほしいと頼みました。ティモール
島の⻑い歴史の始まりを⾒に⾏こうというのです。物知りのワニは少年に⾔いました。「いいよ。
ティモール島の岩⽯を研究している地質学者たちと話したときに、古代の歴史についての様々な
考えを教えてもらったんだ。」

12

少年とワニはこれまでにも地球のはるか遠くまでたくさん旅をした仲間でしたので、新しい旅へ
の期待に少年の胸は膨らみました。「ワニくん、ティモール島を作っている岩⽯はいったいどこか
ら来たんだい？地質学者の⼈はどう⾔っていたの？」ワニはこう答えました。「⼝で説明することは
簡単だけど、僕が年をとってしまう前に、今度は時間を超えて過去への旅へでかけようよ。知りた
いことの答えが⾒つかるかもしれないよ。実に壮⼤な旅になるだろう。さぁ、僕の知る限り最も古
い時代のティモール島へ、時間を遡ろう！」

（注）みなさんはワニと⼀緒に泳がないでくださいね。
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１⽇のうちに少年とワニは魔法の⼒で２億５千万年以上も昔の時代の海に到着しました。地質
学者によると、この時代はペルム紀と呼ばれています。周りに陸地が⼀切⾒えなかったので少年
は驚きました。⾒渡す限り、海が⽔平線まで広がっています。ティモール島はこの時はまだ海の底
で、島の形をしていませんでした。

15
（注）みなさんはワニと⼀緒に泳がないでくださいね。
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「潜ってみよう！」ワニは少年にしばらく息を⽌めるように⾔いました。「ごらんのとおり、ティモール
島はこの時代にはまだ島ではなく、海の中だね。」⼆⼈が深く潜っていくと、あちらこちらに変わっ
た⽣き物が⾒えてきました。どこかで⾒たことのあるようなものもいます。今の東ティモールの岩
礁に住む⽣き物に似ているのは、美しい「ウミユリ」でした。これらの⽣き物は地質学者によって
「ウミユリ綱（こう）」というグループに分類されていますが、同じグループの動物が今の東ティ
モールの海にも⽣息しています。彼らは腕のように⾒える部分を海流に漂わせて⼩さな⾷べ物の
破⽚をキャッチしています。これらの腕は⻑いロープのような「幹」から伸びていて、その幹が海の
底に固着しています。幹の部分は真ん中に⽳の開いたボタンのような⼩さな円盤がたくさん重
なったような⾒た⽬をしています。

「シャナナ・グスマン元⼤統領の故郷のラレイアに⾏ったとき、近くのテレコムタワーの側の岩の
中に、この⽣き物とよく似たものが埋まっているのを⾒たことがあるよ。」

少年がそう⾔うと、ワニが答えました。「そうだね。あそこの岩には昔のウミユリの化⽯が残ってい
るね。こういうものから僕たちは、まだ⼈類のいない先史時代であっても、⽣物がどんな形をして
いたかをはっきりと知ることができるんだ。」

16 17
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コケムシ
18 19

少年は、⼆枚⾙のような変わった形の⾙を⾒つけて⽬を⾒開きました。腕⾜類と呼ばれる⽣き物
の住処です。⽚⽅の⾙殻がもう⽚⽅よりも⼤きいところが、⼆枚⾙との違いです。コケムシと呼ば
れる扇のような形の動物が、海流に揺られているのも⾒えました。扇に⾒える部分は何百もの⼩
さなコケムシが集まってできた群体で、ゆらゆら漂いながら⽔中の⼩さな⾷べ物のかけらをより
分けています。

「ワニくん、あれはいったい何？」少年は⼤声で尋ねました。今まで様々なところを旅してきた少年
でさえ初めて⽬にする奇妙な⽣き物がいました。体はたくさんの節でできていて、２つの⼤きな
⽬のようなものがついています。この⽬はバッタやトンボに少し似ていて、⼩さな⽬が数百個も集
まってできていました。体は３つの部分に分かれ、左右にたくさんの⾜が並んでいて、鎧（よろい）
に覆われたような尾がついていました。「あれは三葉⾍さ。」ワニが教えてくれました。「カニやエ
ビの祖先となった⽣き物で、何百万年も楽しく暮らしていたんだけれど、２億２千万年前に突然
絶滅してしまったんだ。おそらく、宇宙から来た⼤きな隕⽯（いんせき）が地球にぶつかってめちゃ
くちゃな状態になってしまったか、あるいはいくつもの⽕⼭が噴⽕して⽕⼭灰が空を覆ったせい
で気候が変わったことが原因だと考えられているよ。もしかすると両⽅かもしれないね。どちらに
せよ地球にとっては⼤災害で、津波や⼤⽕事が起こってたくさんの⽣き物が絶滅したんだ。」

三葉⾍ 流れ星（隕⽯） ⽕⼭ウミユリ 腕⾜類
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少年は、東ティモールの太古の時代に⽣きた⽣物たちの奇妙な美しさと複雑さに驚いていまし
た。中には親近感のわくような⽣き物もいて、例えば、今の東ティモールでも、浜に落ちた⾙殻や
海の中で⾒かけるオウムガイに似た⽣き物がいました。殻の表⾯の波模様がオウムガイよりも複
雑に⾒えるこの⽣き物は、アンモナイトと呼ばれています。⽬と触⼿を活かした俊敏な捕⾷者で、
オウムガイの祖先であり、イカやコウイカ、タコなどと近い⽣き物です。

コウイカ アンモナイト
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少年とワニが⽔⾯へ戻ると、そこには美しい植物の葉が浮かんでいました。海⽔は以前よりも暖
かく、海底は地質学者たちがゴンドワナと呼んでいる超⼤陸へと向かって浅くなっていました。そ
のゴンドワナに⽣えていたグロッソプテリスの葉が、⾵に乗ってここまで運ばれてきたようです。こ
の植物は遠い昔に絶滅していますが、その葉や幹の化⽯は、現在の南アメリカ、ニュージーラン
ド、アフリカ、インド、南極⼤陸、オーストラリアの岩⽯の中から⾒つかります。つまりそれらは、少
年とワニの⽬の前のこの太古の超⼤陸のものであり、この超⼤陸が時間と共に徐々に分裂し、私
たちの知る現在の⼤陸を形作ったのです。

グロッソプテリス

「すごいよ。」ワニは少年に⾔いました。
「海⽔をよく⾒て。殻のついたすごく
⼩さな⽣き物が漂っているよ。⾍
眼鏡が無いとよく⾒えないくら
い⼩さいけど、有孔⾍と呼ば
れる単細胞⽣物だ。彼らはこ
れまで⾒てきた多くの⽣き
物たちの餌になっているん
だ。もっと近くで⾒ないと⾒
失っちゃうよ！」

少年の⽬の前のちっちゃな有孔⾍
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「もっと後の時代へも⾏ってみたいな。」少年はワニに⾔いました。そこでワニはもう少し後の時代
へと移動しました。ちょうど、恐⻯が繁栄した時代です。恐⻯は１憶８千万年前から6千５百万年
前ごろに地球上に広く⽣息しました。そのころ巨⼤なゴンドワナは分裂を始め、その時代の終わり
ごろにはオーストラリアと南極⼤陸と南アメリカの⼀部だけが、まだつながっている状態でした。
東ティモールになる場所はまだ海の底で、オーストラリアの北⻄端に沿ったところに位置していま
した。そしてちょうどこれから、オーストラリアとともにアジアへ向かって移動を始めるところです。

2億5千万年前 １億年前 １万年前

⼤陸は動いて今の形になった

東ティモール

少しずつ現代に近い時代へと旅をつづけながら、少年とワニは海の中の⽣き物を観察しました。
もう三葉⾍はいなくなり、アンモナイトや様々な種類の⿂が泳いでいます。⾸がとても⻑くてヒレ⾜
で泳いでいる巨⼤な爬⾍類（はちゅうるい）は、プレシオサウルスです。⿂の群れを追いかけて下
の⽅へと泳いでいます。少年の⽬の前に、突然イルカのような奇妙な爬⾍類の群れが現れました。
イクチオサウルスです。１頭が少年のすぐそばを通り過ぎて、オウムガイに似たアンモナイトを捕ま
えると、すぐ泳いで⾏って⾒えなくなってしまいました。海は前よりも浅くなり、美しいサンゴ礁が海
底に育まれていました。この場所が、のちに東ティモールになる場所です。これらのサンゴは化⽯
となって、今もオッス地区やヴィケケ県をはじめとしたティモール島の様々な地域に眠っています。

イクチオサウルス

プレシオサウルス
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26 27
ティミムスとリエリーナザウラ

⼀⽅、この場所から最も近い陸地である当時のオーストラリアにも、また違った植物や動物が⽣
息していました。ティモール島はまだ⽔の中です。オーストラリア⼤陸の南の⽅には恐⻯たちが
いました。巨⼤な体と⻑い⾸を持ち４つの⾜で歩いている恐⻯は、ロエトサウルスです。獣脚類
（じゅうきゃくるい）と呼ばれる、どう猛な⼆⾜歩⾏の⾁⾷恐⻯もいました。地質学者たちの⼿に
よって、もっと⼩さな恐⻯たちの⾻の化⽯も⾒つかってきています。草⾷のリエリーナザウラと、昆
⾍を⾷べるティミムスは、それぞれ当時⼩学⽣だった⼥の⼦と男の⼦の名前にちなんで名づけ
られました。ワニと旅する少年と、ちょうど同じくらいの年齢の⼦どもたちです。
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28 29

少年は⾁⾷の獣脚類を⾒ると、「この時代にこれ以上いるのは良くないよ！」と、ワニをせかして
もっと後の時代へと急いで移動しました。

次の時代では⼤きな浅い⽣物礁が形成されていて、そこには様々な種類のサンゴ、ウニ、⼆枚⾙、
巻⾙などがあふれていました。現在の東ティモールのララグティ層と呼ばれる地層から⾒つかる
岩⽯には、このような浅い海の⽣き物の化⽯が多く含まれています。近くの⼤陸に⽣えていたと
思われる植物の葉の化⽯も⾒つかっています。ワニは⾔いました。「ティモール島はこのころつい
に海から顔を出して、島になったんだ。伝説によると、なんと、この僕がティモール島になったのだ
と⾔われているよ！」

２⼈はすでに600万年前の時代にまでたどり着いていました。こ
の時代には島が波の上に頭を出しています。東ティモールは北
へと移動してアジアにぶつかり、岩となっていた古代の海底を押
しあげ、ティモールの⼭々を隆起させ始めているところでした。こ
のようにして、海の下にあったはずの海底の岩⽯が地上へと持
ち上げられて露出し、古代の海の⽣き物の化⽯も共に地上へと
移動したのです。このため、現在では⾼い⼭の上から、海の中に
⽣きていたサンゴの化⽯を⾒つけることができるのです。 造礁性サンゴ

かなり⻑く旅をしてきたので、２⼈はそろそろ疲れてきました。「もう１つだけこの島について⾯
⽩い話があるんだ。」�ワニは⾔いました。「だいぶ前に太古の海で⾒た有孔⾍という⼩さな⽣き
物を覚えているかい？」少年はそれをありありと思い出すことができました。「いいかい、あの⼩さ
な⼩さな⽣き物たちやそれに似た⽣命体は、同じく海中に浮かんでいた植物の細かな破⽚と合
わさって、とても重要な資源になるんだ。彼らが死んだあと、その死骸が沈み、泥の中に埋まる。
そしてこの泥が地球の深く深くへと移動し、巨⼤な圧⼒で押しつぶされ、熱をかけられて、岩⽯に
なる。その岩⽯の中に残った有機物が⽯油やガスへと変成したものが、現在の東ティモールの重
要な資源となっているんだ。⼤切な資源だから、賢く利⽤しないといけな�いね。」

有孔⾍

ティモールの南の海の

⽯油掘削プラットホーム

ここで地質学者たちが海
底の下の岩⽯の中にあ
る⽯油を探しています。
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そういうとワニは休息をとるために横になりました。２億５千万年前へ
の魔法の旅を、⼤切な仲間である少年と共にできたことにワニはとて
も満⾜していました。そして⽬をつぶると、彼はそのままティモール島

へと変わったのです。少年もとても満⾜でした。⾃分の住む島
やそこに暮らす⼈々が、⻑く豊かな歴史を持つことを

知り、その歴史の上に⽣きる東ティモールの
⼈々は、若者も⾼齢者も皆この国の未来を
作っていけるのだということを少年は確信して
いました。

そして少年は、⾃分はきっと地質学者になるだ
ろうな、と思いました。

「地質年代表」は過去のどのような時期に、
今とは異なる動物や植物が⽣きていたかを
教えてくれます。

ディリ港の東⽅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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