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キクを土台にタバコを挟んでトマトを育てた（名古屋大・野田口准教授提供）

キクの上でトマトが育つ――。名古屋大学の野田口理孝准教授らは、異なる種類の作物の
茎の間にタバコの茎を接着して1つの作物として育てる新しい「接ぎ木」の手法を考案し

た。接ぎ木に使う植物の種類に制限がなくなり、遠い仲間の作物同士でも自在に組み合わせ

られるという。

接ぎ木は古くから日本が得意な農業技術で、土台の苗に作りたい作物をつなげることで、そ

れぞれの長所を生かした1つの作物を育てられる。現在、トマトの生産では約6割、キュウリ

の生産では約9割で接ぎ木の苗が使われている。これまでは、組み合わせは限定的で、近い

種類の植物同士でしかできなかった。

研究グループはタバコが遠い種類の植物とも接ぎ木できることを発見。ストレスに強い根を

持つキクを土台に、タバコの茎を挟んでトマトを接ぎ木することに成功した。これまで73

種類の植物を土台としてつなげられることを確認した。

メカニズムの一部もわかってきた。タバコが接ぎ木をした時に働く遺伝子「GH9B3」を特

定。この遺伝子は植物の細胞壁を溶かす酵素を作るのに関わる。接ぎ木したときにGH9B3

遺伝子が働き、相手と自分の細胞壁を一度溶かしてつなぎ、水や栄養の輸送ができることが

わかった。

タバコを挟んで異なる科の植物を接ぎ木すると、長所を生かした作物作りができる。研究グ

ループは土台の植物と組み合わせて、耕作地に向かない土壌でも育つ植物や病害虫に強い作

物を効率的に作ることで、農薬を減らしたり、生産コストを削減したりできるとみている。

すべての記事が読み放題
有料会員が初回１カ月無料

有料会員に登録する

無料会員に登録する

ログインする

保存

こちらもおすすめ(自動検索)

食卓はゲノム編集で作られ
る　欲しい食べ物自在に設計
1月1日

種なしブドウはどうやって作
る？（親子スクール）
2020年10月24日

柿？それともミカン？　じつ
は売り出し中の黄色いトマト
1月30日

GABA５倍のミニトマト　ゲ
ノム編集食品、食卓に
27日

関連キーワード

コストダウン 接ぎ木 野田口理孝 名古屋大学 タバコ 接着剤 キク

速報

4:00 回復遅い女性の雇用　失業・休業者に手当を

2:48 中国石油大手の上場廃止へ　NY証取、大統領
令で決定

2:30 米国人親子引き受け、検事派遣　ゴーン元会長
逃亡支援

2:26 コロナ変異型、抑制正念場　米は200億円投入

2:00 高齢者の「虚弱」どう防ぐ　科学的な筋トレが
盛んに

日経からのお知らせ

あなたに合った電子版の使い方をご紹介

ランキング 6:14 更新

1. バフェット氏投資会社、自社株買い最高　大型
買収困難で

2. 米、過熱覚悟の財政出動　200兆円対策を下院
で可決

3. 中国石油大手の上場廃止へ　ＮＹ証取、大統領
令で決定

4. コロナ変異型、抑制正念場　米は200億円投入

5. 突然の本社移転、戸惑い転じて「住めば都」　
私の決断

特集記事（PR）はこちら

同職種、同年代の偏差値を確
認しよう

エグゼクティブ転職

贅沢な時間を過ごしたい至福
のこの店

大人のレストラン

新しい働き方の道しるべに
テレワーク特集

週休３日　３つの期待と３つ
の不安
BizGate

事業経営に必要な経営分析の
手法とは

スキルアップ

スイスから米国まで、世界の
豪邸

世界の高級不動産

歯を失う２大要因　防御の４
つのコツ
Gooday

食べて遊んで京北の里山を守
る

未来ショッピング

セレクション

未来面　読者の提案　内山俊弘・日本精工社長編

リアルな世界で『動き』を実現したいバーチャルな
発想とは？

日経優秀製品・サービス賞2020

高い技術力、内外で席巻　36点を紹介
NIKKEI Briefing　新たに２タイトル

「Editor's Choice」編集局長が振り返る今週の５
本をメールで配信

BSテレ東「日経プラス10」

日経の論説フェロー・編集委員らがニュースや政治
問題を語る

トレンドウオッチ

新着 ビジネス 暮らし ゆとり

日経ビジネス

ファクトフルネス思考

データがない、それでもファクトフルに経営判断す
るには？

Books

金融バブルが崩壊すると瞬く間に「カネ余り」が
「カネ詰まり」に

日経DUAL

年齢別特集／小学校高学年

中学の数学対策に　高学年のうちに筋道立て考える
体験を

難しくて、面白い　子育て・人育て

「管理職ママはスーパーウーマン」という時代では
ない

NIKKEI STYLE

Men's Fashion

あの謝罪会見、なぜ炎上　TV会議でも伝わるおわび
作法

グルメクラブ　話題のこの店この店

大衆食堂で至福の昼飲み　定食つまみに目移りする
美酒

大人のレストランガイド

今さら聞けない接待のマナー　準備編

失敗できないお店選び　心得ておきたいポイントと
は

日経BizGate

特別基金・ＩＴ駆使のコロナ省・外国人招き研究所…

コロナ禍、渋沢栄一ならどう対処したか

日経ウーマノミクス

ウーマノミクス・ストーリー

「一日も早く安心をお届けする」　3.11現地対策室
で刻んだ使命（東京海上日動火災保険）

NIKKEI Smart Work

PICK UP

日経Smart Work大賞2021　大賞にトヨタ自動車

日本経済新聞社の関連サイト

イベント・セミナー 教育・キャリア 各種サービス

日本経済新聞社について

会社情報 プレスリリース 記事利用 個人情報の取り扱い 本社採用案内 日経グループ情報 新聞広告ガイド 紙面紹介と購読案内 法人お問い合わせ窓口 SNSアカウント一覧

日経電子版について

サイトポリシー ヘルプセンター FAQ・お問い合わせ ご購読サポート チャットサポート 電子版広告ガイド リンクポリシー 著作権 データ利用 個人情報 利用規約 サイトマップ 訂正・おわび

No reproduction without permission. ご意見・ご要望

プレスリリース

令和2年7月豪雨 救援募金受け付け

初回１カ月無料体験、実施中！

日経イベンツガイド

日経アートアカデミア

日経ホールと貸会議室

日経懇話会

講演会向け講師紹介

日経の企業内研修

日経のグローバル人材育成

日経のベテラン記者を講師に

日経テレコン NEEDS

Channel JAPAN 日経チャンネル

N-BRAND STUDIO 日本経済新聞の本

日経グローカル 日経IDラウンジ

日経の美術品

お申し込み ログイン
朝刊・夕刊 ストーリー Myニュース 日経会社情報 人事ウオッチ 日経ビジネス

トップ 速報 マネー 経済・金融 政治 ビジネス マーケット テクノロジー 国際 オピニオン スポーツ 社会・くらし 地域 文化 ライフ 記事・株価を検索

日経電子版、初回１カ月無料！ 今すぐ体験 閉じる

https://www.nikkei.com/technology/leading-edge/
https://www.nikkei.com/r123/?ak=https%3A%2F%2Fwww.nikkei.com%2Farticle%2FDGXMZO6239926006082020CR8000&n_cid=DSPRM1AR08
https://www.nikkei.com/r123/?ak=https%3A%2F%2Fwww.nikkei.com%2Farticle%2FDGXMZO6239926006082020CR8000&n_cid=DSPRM1AR08#free
https://www.nikkei.com/login
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGG161R5016122020000000
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO6537070023102020NZGP00
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK289T4028012021000000
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ175QD017022021000000
https://www.nikkei.com/search?keyword=%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3
https://www.nikkei.com/search?keyword=%E6%8E%A5%E3%81%8E%E6%9C%A8
https://www.nikkei.com/search?keyword=%E9%87%8E%E7%94%B0%E5%8F%A3%E7%90%86%E5%AD%9D
https://www.nikkei.com/search?keyword=%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://www.nikkei.com/search?keyword=%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3
https://www.nikkei.com/search?keyword=%E6%8E%A5%E7%9D%80%E5%89%A4
https://www.nikkei.com/search?keyword=%E3%82%AD%E3%82%AF
https://www.nikkei.com/news/category/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFE192T00Z10C21A2000000
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN274MY0X20C21A2000000
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG273HU0X20C21A2000000
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODB26E190W1A220C2000000
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHD043XP0U1A200C2000000
https://www.nikkei.com/recenttopics/
https://www.nikkei.com/promotion/about/contents/?n_cid=DSPRM1RC01
https://www.nikkei.com/access/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2741R0X20C21A2000000
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN270RA0X20C21A2000000
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN274MY0X20C21A2000000
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODB26E190W1A220C2000000
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD123WF0S1A210C2000000
https://tenshoku.nikkei.co.jp/lp/15002/?n_cid=TPRN0002&waad=Kk3BT7sm&adid=NK_L2_T_shortlink_Sat_diagnosis&utm_source=NKdenshiban&utm_medium=content-text&utm_content=text&utm_campaign=shortlink_Sat_diagnosis
https://nikkei.gnavi.co.jp/?sc_cid=nikkei_fixdenshiossme
https://ps.nikkei.co.jp/telework/?n_cid=TPRN0002
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO6873586002022021000000?n_cid=TPRN0002
https://school.nikkei.co.jp/seminar/article.aspx?sid=P2002403&waad=Qfp74BHo&utm_source=NKosusume&utm_medium=display&utm_content=infeed&utm_campaign=osusume&n_cid=nbsx_dnoj_inf
https://propertylistings.nikkei.jp/jp/topics/united-states/6493-12012020.html?n_cid=TPRN0002
https://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/21/020300004/020900002/?waad=KOqJ8ACd
https://shopping.nikkei.co.jp/projects/keihoku-satomori?n_cid=TPRN0002&utm_source=nikkei&utm_medium=ds&utm_campaign=nikkei_ds
https://www.nikkei.com/news/topic/article/?k=202102220200&uah=DF290120216537
https://www.nikkei.com/edit/news/special/newpro/2020/
https://regist.nikkei.com/ds/setup/briefing.do?me=B011&n_cid=BREFT080
https://www.nikkei.com/article/DGXZZO53225630W3A320C1000000/
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00218/021900003/?n_cid=nbpds_top3
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00087/022400175/?n_cid=nbpds_top3
https://dual.nikkei.com/atcl/column/17/101900012/021900153/?n_cid=nbpds_top3
https://dual.nikkei.com/atcl/column/19/092500088/021600008/?n_cid=nbpds_top3
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO69312950R20C21A2000000?channel=DF021020172967&n_cid=TPRN0016
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO6924922019022021000000?channel=DF220520183839&n_cid=TPRN0016
https://nikkei.gnavi.co.jp/article/0001/?sc_cid=nikkei_fixdenshiossme
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO6904935012022021000000/?n_cid=TPRN0016
https://nwp.nikkei.com/story/tmn/tmn30.html?n_cid=DSPRM1409
https://smartwork.nikkei.co.jp/pickup/2021/01/smart-work2021.html?n_cid=SMWP002
http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo
http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/news/press/
https://www.nikkei.com/topic/20200717.html
https://www.nikkei.com/promotion/?n_cid=DSPRM1RC01
https://www.nikkei.com/
https://www.nikkei.com/r123/?n_cid=DSPRM1HR01
https://www.nikkei.com/login
https://www.nikkei.com/paper
https://www.nikkei.com/stories
https://www.nikkei.com/mynews
https://www.nikkei.com/nkd
https://www.nikkei.com/jinji/all
https://business.nikkei.com/?n_cid=DSGNB001

