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 Scientists in Peru Discover a Huge Whale Ancestor 

 

skull   頭蓋骨 

pointy   とがった 

paleontology  古生物学 

mammal  哺乳類 

reptile   爬虫類 

《Vocabulary and Phrase》 

ペルーの科学者たちは頭蓋骨を発見した/ 現在のクジラの先祖の// その化石化した

頭蓋骨はおよそ 3600万年前のものだと信じられている// 研究者たちはその発見が

示唆するという/ その動物が海に住んでいたと/ かつてペルーの南のオキュキャジェ砂漠

を覆っていた// その科学者はその頭蓋骨がいい状態にあったと報告した/ 去年発掘さ

れたとき// それは一連の長くとがった歯を持っていると/ サンマルコスにあるペルー国立

大学の古生物学の長、ロドルフォ・サラスは言った// サラスはレポーターたちにその発見

について話した// 科学者たちはその古代の哺乳類はバシロサウルスだったと言った/ ク

ジラ目に属する// これは現代の水中生物と同じ仲間である/ クジラやイルカ、クジラ類

のような// バシロサウルスという名前は「おおとかげ」という意味で/ その動物は約 12 メ

ートルもの長さであると言われている// それは爬虫類ではなかった/ その長いからだは

蛇のように動いていたかもしれないが/ と研究者は言った// サラスはその動物を「海の

怪物」と呼んだ/バシロサウルスの新種に属するかもしれない// 「食べ物を探しているとき

/ それは確実に大きなダメージを与えた」と彼は付け加えた// 頭蓋骨は既に大学の美

術館に展示してある// 科学者は信じている哺乳類から進化した初めてのクジラ類は/ 

約 5500万年前から生息していたと// サラスは説明した古代のバシロサウルスが死ん

だ際/ その頭蓋骨は水の底へ沈み/ それはいち早く埋もれ、そして残った// 「この時代

では、化石化する状態が/ オキュキャジェはとても良好であった」とサラスは言った//   

251文字    WPM       

Scientists in Peru have discovered the skull/ of an ancestor of modern-

day whales.// The fossilized skull is believed to be about 36 million 

years old.// Researchers say the discovery suggests/ that the animal 

lived in an ocean/ that once covered Peru’s southern Ocucaje desert.// 

The scientists reported the skull was in good condition/ when dug up last 

year.// It has a series of long, pointy teeth,/ said Rodolfo Salas, chief of 

paleontology at Peru’s National University of San Marcos.// Salas 

spoke to reporters about the discovery.// Scientists say the 

ancient mammal was a basilosaurus,/ which belongs to the cetacean 

family.// This is the same family that includes modern water creatures/ 

like whales, dolphins and porpoises.// The name basilosaurus means 

"king lizard"/ and the animal is thought to have been about 12 meters 

long.// It was not a reptile,/ though its long body might have moved 

like a large snake,/ the researchers said.// Salas called the animal 

"a marine monster"/ that may belong to a new species of 

basilosaurus.// "When it was searching for its food,/ it surely did a lot of 

damage," he added.// The skull is already being shown at the 

university's museum.// Scientists believe the first 

cetaceans evolved from mammals/ that lived on land about 55 million 

years ago.// Salas explained that when the ancient basilosaurus died,/ 

its skull likely sank to the bottom of the ocean,/ where it was quickly 

buried and remained.// "Back during this age, the conditions for 

fossilization/ were very good in Ocucaje," Salas said.//           
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《Linking Logic》 

ex.)   

an ancestor of  

species   種 

evolve from  ～から進化する 

bury   埋める 

remain   残る 

fossilization  化石化 ※無断複製禁止 All rights reserved. 


