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Researchers Find 800-year-old Mummy in Peru 

 

preserve  保存する 

mummify  ミイラにする 

archaeologist  考古学者 

burial   埋葬 

radiocarbon  放射性炭素 

《Vocabulary and Phrase》 

研究者は保存された死体を発見した/ 800 年たっていると考えられている 南アメリカの

国であるペルーで// その死体はミイラ化されていた/ ミイラ化は死んだ人の体を保存す

るために古代文明において行われていた方法である// 

参加していたある考古学者はその体はペルーのリマ地域のものであると言った// その発

見は先週報告された// サンマルコス大学のピーターヴァンダレンルナはそのミイラを描写

した// 「体全体がロープで縛られていた/ そして顔を手で覆っていた」と彼は言った// 

彼は付け加えた、その過程は/ その地域の他の埋葬と一致していた// ヴァンダレンルナ

は言った、その人物はアンデス山の高い所に住んでいたと/ その体が男性のものか女性

のものかはわかっていない// 次のステップは放射性炭素年代測定法という手順を使うこ

とだ/ その人が生きた年代をより正確に調べるために// このプロセスでは、放射性炭素

の存在を測定する/ これにより、科学者はかつて生きていたものの年代を推定すること

ができる// ヴァンダレンルナは言った、ミイラは/ リマ郊外の埋葬地で発見されたと// 埋

葬されていたものには、石器や野菜、土器などの物品が含まれていた// ペルーは、古

代都市マチュピチュの拠点だ// そこには数百もの遺跡があり、そこでは研究者たちが/ 

500 年以上前にこの地を支配していたインカ帝国について、より深く学んでいる// 

Researchers have found a preserved body/ thought to be 800 

years old in the South American country of Peru.// The body was 

mummified.// Mummification is a method used by ancient cultures 

to preserve the bodies of dead people.// 

One archaeologist involved said the body is from the Lima area of 

the country.// The discovery was announced last week.// Pieter van 

Dalen Luna of the State University of San Marcos described the 

mummy.// “The whole body was tied up by ropes/ and with the 

hands covering the face,” he said. // He added that the process/ fits 

with other burials in the area.// Van Dalen Luna said the person/ 

lived high in the Andes Mountains.// It is not known if the body was 

that of a man or a woman.// The next step is to use a process 

called radiocarbon dating/ to find a more exact date of when the 

person lived.// The process measures the presence of a radioactive 

form of carbon/ which lets scientists estimate the age of something 

that was once alive.// Van Dalen Luna said the mummy/ was found 

outside of Lima in a burial place.// The burial contained objects 

including stone tools, vegetables and pottery.// Peru is the home of 

the ancient city of Machu Picchu.// It has hundreds of 

archaeological places where researchers/ are learning more about 

the Incan Empire which ruled the area over 500 years ago.// 

 

 《Linking Logic》 

ex.) What time is it ?   

thought to be 

exact   正確な 

presence  存在 

estimate  推定する 

contain   含む 

rule   支配する 
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