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【概要】 

１． 保倉 明子客員講師 （11：00～11：40 質疑応答含む） 

 

「X 線分析による植物の重金属蓄積機構の解明と

ファイトレメディエーションへの展開」 

ある種の植物はある種の植物は、水や養分を吸

収する際に汚染土壌中の重金属も体内に取り込

み、高濃度に蓄積することが知られている。近

年、重金属汚染された土壌を浄化するためにこ

れらの植物を用いるファイトレメディエーショ

ンが、環境にやさしい浄化技術として注目を集

めている。しかし、このような植物が重金属を

どこにどのように蓄積するのか、なぜ高濃度に蓄積できるのか等は良くわかっていない。植

物のような複雑な組織をもつ生物試料における重金属の分布や化学形態を非破壊で分析す

る手法が限られていたためである。そこで本研究では、放射光 X線マイクロビームを適用し

て、植物組織・細胞に対する革新的な化学形態分析法の開発を行い、吸収・移行・蓄積に伴

う重金属の分布と化学状態の変化を植物の組織・細胞構造と関連付けて解明し、ファイトレ

メディエーション技術の発展へ寄与することを目指している。 

今回は、ヒ素を蓄積するシダ[1]およびカドミウムを蓄積する植物についての研究成果を紹

介する。 

[1] News@KEK「植物で土壌をきれいに」 

http://www.kek.jp/newskek/2006/marapr/fern.html 

 
It has been known for a long time that some plants accumulate heavy metal elements 
such as Mn, Ni, Cu, and Pb, etc.  Recently, such heavy element hyperaccumulator 
plants have been focused on from the perspective of their application to 
phytoremediation.  Phytoremediation is a technology that uses plants to remove, 
destroy, or sequester hazardous substances from the environment.  It is an emerging 
technology for environmental remediation that offers promise as a low-cost, versatile 



technique suitable for use against a number of different types of contaminants in a 
variety of media.  Some specific kinds of plants are known to be heavy metal 
hyperaccumulator, but it has not yet been determined how the plants efficiently extract 
such a toxic heavy element from soil into their body.  In the present study, we have 
applied synchrotron radiation (SR) microbeam to elucidate the distribution and the 
chemical form of heavy elements in plants at sub-cellular levels.  The results from 
these investigations will provide important information to better our understanding of 
the mechanisms of metal hyperaccumulation by plants.  I will introduce the highlights 
of the present study regarding the arsenic and cadmium hyperaccumulating plants. 
 
２．千葉 謙悟助教 （11：50～12：30 質疑応答含む） 
 

「言語文化交流と翻訳語  

-近代中国語を軸として-」 

本発表では東西言語文化交流史について概説し

た後、筆者が進めている音訳語についての研究

成果を簡潔に紹介する。 

 

16 世紀以後西洋との接触によりもたらされた新

概念・事物は中国において翻訳語という形で導

入された。交流の担い手は 19 世紀末まで来華宣

教師であり、彼らは布教上の目的から伝道文書のみならず科学知識や政治制度等を伝える文

書を漢文で表した。これらはいわゆる漢字文化圏諸地域へも権威を持って流通した。これら

の翻訳語は従来意訳語であることを自明としてきたが、例えば「英国」「米国」といった国

名表記は現在も用いられる重要な音訳語である。これまで注目されなかった近代漢字音訳語

の創造と伝播の過程を解明することが、筆者の高等研究所における研究目標であった。 

 

本発表ではアメリカ、フランス、イギリスの国名表記を取り上げ、日本で「米」「仏」「英」、

中国で「美」「法」「英」となった要因を指摘する。中国でも 19 世紀中盤までは現在の日本

と同じ用字が主流であったが、およそ 1960 年ごろを境に現在の形に変化する。そこには来

華宣教師の活動の中心が移動したことによる音訳語の基礎方言の変化が介在していたので

ある。 

 

The purpose of this presentation is to outline the cultural and linguistic exchange 
between China and the West from the 16th to the 19th century and to introduce my 
research in this field, particularly my findings on the phonetic loans created in the 19th 



century. 
 
Neologisms in China have been researched extensively. However, I would like to 
emphasize that while most of these research works hitherto focused on semantic loans, 
quite few focused on phonetic loans. Many phonetic loans such as 英 Yingguo (Eikoku 
in Japanese) for Great Britain are now important and basic words in Chinese, Japanese, 
and Korean. This presentation focuses on phonetic loans for the United States, France, 
and Great Britain. These three names are called 米 bei, 仏 futsu, and 英 ei in Japanese; 
and 美mei, 法 fa, and 英 ying in Chinese. In fact, 米 and 仏 were also used in Chinese 
until the middle of the 19th century, but after around 1860, the phonetic loans for these 
nations were changed to 美 and 法. It was found that this was a result of a mutation of 
the basic phonetic system for phonetic loans, which in turn, was caused by the relocation 
of the center where missionaries in China engaged activities such as publishing various 
books or pamphlets in Chinese. 


