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野生植物が複雑な季節変化を
感じ取る仕組み
植物は、温度や日長の変化を感知して、ほぼ決まった季節に花を咲かせる。ただし、
自然の気温変化はあいまいで、春なのに真冬日に逆戻りといったこともしばしば起
きる。植物はこうした「季節の誤差」をどのようにとらえ、どのように処理してい

く ど う ひろし
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植物の新たな能力が解明できたわ

図 1 AhgFLC の季節変化。

AhgFLC の発現量は、12 月ころからゆるやかに減り始め、2 〜 3 月にかけて最小になり、その後、
花成と開花がみられた。春にゆるやかに増え、ピークに達すると開花が終了した。夏の間は

けですね。
そのとおりです。まだ詳細な検証はして
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