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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成27年5月21日(2015.5.21)

【公表番号】特表2014-515607(P2014-515607A)
【公表日】平成26年7月3日(2014.7.3)
【年通号数】公開・登録公報2014-035
【出願番号】特願2014-502857(P2014-502857)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ   1/20     (2006.01)
   Ａ０１Ｇ   7/00     (2006.01)
   Ａ０１Ｃ   1/06     (2006.01)
   Ｃ０５Ｆ  11/08     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/09     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｎ    1/20     ＺＮＡＡ
   Ａ０１Ｇ    7/00     ６０５Ｚ
   Ａ０１Ｃ    1/06     　　　Ｚ
   Ｃ０５Ｆ   11/08     　　　　
   Ｃ１２Ｎ   15/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月30日(2015.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の目的は、市販の菌株、例えば市販菌株USDA 532Cのコロニー形成能と比較して
、マメ科植物におけるコロニー形成の競合性に極めて優れた、ブラディリゾビウム（Brad
yrhizobium）属由来の細菌単離株を提供することである。本発明の更なる目的は、市販の
菌株、例えば市販菌株USDA 532Cのコロニー形成能と比較して、マメ科植物におけるコロ
ニー形成の競合性に極めて優れ、マメ科植物成長促進効果の増強能を有する、ブラディリ
ゾビウム（Bradyrhizobium）属由来の細菌単離株を提供することである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラディリゾビウム・ジャポニクム（Bradyrhizobia japonicum）菌株の生物学的に純
粋な培養物と、農薬学的に適切な担体とを含む、種子の被覆に適した接種組成物であって
、
前記担体が、泥炭ベースの粉末又は顆粒を含有し、
前記菌株が、
受託番号NRRL B-50592の菌株；
受託番号NRRL B-50593の菌株；
受託番号NRRL B-50586の菌株；



(2) JP 2014-515607 A5 2015.5.21

受託番号NRRL B-50588の菌株；
受託番号NRRL B-50587の菌株；
受託番号NRRL B-50589の菌株；
受託番号NRRL B-50591の菌株；
受託番号NRRL B-50590の菌株；
受託番号NRRL B-50594の菌株；
受託番号NRRL B-50726の菌株；
受託番号NRRL B-50727の菌株；
受託番号NRRL B-50728の菌株；
受託番号NRRL B-50729の菌株；及び
受託番号NRRL B-50730の菌株
からなる群より選択される少なくとも１種である、接種組成物。
【請求項２】
　前記菌株が実質的に35℃の温度での生育に耐性を有する、請求項１に記載の接種組成物
。
【請求項３】
　前記菌株が1.0ｍＭのグリフォサートの存在下での生育に耐性を有する、請求項１又は
２に記載の接種組成物。
【請求項４】
　前記菌株が2.0ｍＭのグリフォサートの存在下での生育に耐性を有する、請求項１又は
２に記載の接種組成物。
【請求項５】
　前記菌株が50ｍｇ／Ｌのナリジクス酸の存在下での生育に耐性を有する、請求項１～４
の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項６】
　前記菌株による植物へのコロニー形成能の競合性が、菌株USDA532Cと比較して亢進され
てなる、請求項１～５の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項７】
　前記競合性の亢進が、少なくとも51％の根粒占有率を含む、請求項６に記載の接種組成
物。
【請求項８】
　前記菌株による植物の成長促進効果が、菌株USDA532Cと比較して亢進されてなる、請求
項１～５の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項９】
　前記成長促進効果が、菌株USDA532Cとの比較における、ブッシェル（bushels）／エー
カー（acre）単位で測定される植物収率の向上、果実数の増加、根数の増加、根長の延長
、根量の増大、根体積の増大、葉面積の拡大、植物群生の拡大、植物の活力増進、及び／
又は、窒素（N2）固定能の向上のうち少なくとも１つを含む、請求項８に記載の接種組成
物。
【請求項１０】
　前記植物が大豆であり、前記成長促進効果が、菌株USDA532Cで処理した大豆植物の大豆
鞘の総乾燥重量との比較における、大豆植物の大豆鞘の総乾燥重量の増加を含む、請求項
８に記載の接種組成物。
【請求項１１】
　前記菌株が、
受託番号NRRL B-50591の菌株、
受託番号NRRL B-50589の菌株、
受託番号NRRL B-50586の菌株、及び／又は
受託番号NRRL B-50594の菌株
を含む、請求項１～１０の何れか一項に記載の接種組成物。
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【請求項１２】
　前記菌株が、
受託番号NRRL B-50590の菌株、及び／又は
受託番号NRRL B-50594の菌株
を含む、請求項１～１１の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項１３】
　前記菌株が、
受託番号NRRL B-50728の菌株；
を含む、請求項１～１２の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項１４】
　少なくとも１種のシグナル分子を更に含む、請求項１～１３の何れか一項に記載の接種
組成物。
【請求項１５】
　前記シグナル分子が、少なくとも１種の脂肪キトオリゴ糖（ＬＣＯ）を含む、請求項１
４に記載の接種組成物。
【請求項１６】
　前記ＬＣＯが、少なくとも１種の合成ＬＣＯを含む、請求項１５に記載の接種組成物。
【請求項１７】
　前記ＬＣＯが、少なくとも１種の組換ＬＣＯを含む、請求項１５又は１６に記載の接種
組成物。
【請求項１８】
　前記ＬＣＯが、少なくとも１種の天然ＬＣＯを含む、請求項１５～１７の何れか一項に
記載の接種組成物。
【請求項１９】
　前記ＬＣＯが、アゾリゾビウム（Azorhizobium）、ブラディリゾビウム（Bradyrhizobi
um）、メゾリゾビウム（Mesorhizobium）、リゾビウム（Rhizobium）、及び／又はシノリ
ゾビウム（Sinorhizobium）に由来する少なくとも１種のＬＣＯを含む、請求項１５～１
８の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項２０】
　前記ＬＣＯが、ブラディリゾビウム・ジャポニクム（Bradyrhizobium japonicum）菌株
に由来する少なくとも１種のＬＣＯを含む、請求項１５～１９の何れか一項に記載の接種
組成物。
【請求項２１】
　前記ＬＣＯが、シノリゾビウム・メリロチ（Sinorhizobium meliloti）菌株に由来する
少なくとも１種のＬＣＯを含む、請求項１５～２０の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項２２】
　前記ＬＣＯが、リゾビウム・レグミノサルム（Rhizobium leguminosarum）菌株に由来
する少なくとも１種のＬＣＯを含む、請求項１５～２１の何れか一項に記載の接種組成物
。
【請求項２３】
　前記ＬＣＯが、菌根菌（mycorrhizal fungus）菌株に由来する少なくとも１種のＬＣＯ
を含む、請求項１５～２２の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項２４】
　前記ＬＣＯが、グロムス門（Glomeromycota）菌株に由来する少なくとも１種のＬＣＯ
を含む、請求項１５～２３の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項２５】
　前記ＬＣＯが、グロムス・イントララジカス（Glomus intraradicus）菌株に由来する
少なくとも１種のＬＣＯを含む、請求項１５～２４の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項２６】
　前記ＬＣＯが、以下の構造
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【化１】

（式中、ＲはＨ又はＣＨ３ＣＯ－を表し、ｎは２又は３である）
を有する少なくとも１種のＬＣＯを含む、請求項１５～２５の何れか一項に記載の接種組
成物。
【請求項２７】
　前記ＬＣＯが、10-5～10-14モル濃度で存在する、請求項１５～２６の何れか一項に記
載の接種組成物。
【請求項２８】
　前記ＬＣＯが、10-5～10-11モル濃度で存在する、請求項１５～２６の何れか一項に記
載の接種組成物。
【請求項２９】
　前記ＬＣＯが、10-7～10-8モル濃度で存在する、請求項１５～２６の何れか一項に記載
の接種組成物。
【請求項３０】
　前記シグナル分子が、少なくとも１種のキトオリゴ糖（ＣＯ）を含む、請求項１４～２
９の何れか一項に記載の接種組成物。
【請求項３１】
　前記ＣＯが、10-5～10-14モル濃度で存在する、請求項３０に記載の接種組成物。
【請求項３２】
　前記ＣＯが、10-5～10-11モル濃度で存在する、請求項３０の何れか一項に記載の接種
組成物。
【請求項３３】
　前記ＣＯが、10-7～10-8モル濃度で存在する、請求項３０の何れか一項に記載の接種組
成物。
【請求項３４】
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　前記シグナル分子が、少なくとも１種のキチン性化合物を含む、請求項１４～３３の何
れか一項に記載の接種組成物。
【請求項３５】
　前記キチン性化合物が、キチンを含む、請求項３４に記載の接種組成物。
【請求項３６】
　前記キチン性化合物が、キトサンを含む、請求項３４又は３５に記載の接種組成物。
【請求項３７】
　前記シグナル分子が、少なくとも１種のフラボノイドを含む、請求項１４～３６の何れ
か一項に記載の接種組成物。
【請求項３８】
　前記フラボノイドが、ゲニステイン（genistein）を含む、請求項３７に記載の接種組
成物。
【請求項３９】
　前記シグナル分子が、ジャスモン酸又はその塩、リノール酸又はその塩、リノレン酸又
はその塩、及び／又は、カリキンを含む、請求項１４～３８の何れか一項に記載の接種組
成物。
【請求項４０】
　少なくとも１種の除草剤、殺虫剤及び／又は殺真菌剤を更に含む、請求項１～３９の何
れか一項に記載の接種組成物。
【請求項４１】
　少なくとも１種のリン酸可溶化微生物を更に含む、請求項１～４０の何れか一項に記載
の接種組成物。
【請求項４２】
　前記リン酸可溶化微生物が、少なくとも１種のペニシリウム（Penicillium）属真菌株
を含む、請求項４１に記載の接種組成物。
【請求項４３】
　前記リン酸可溶化微生物が、少なくとも１種のペニシリウム・ビライエ（Penicillium 
bilaiae）菌株を含む、請求項４１に記載の接種組成物。
【請求項４４】
　前記ペニシリウム・ビライエ（Penicillium bilaiae）菌株が、
受託番号NRRL 50162の菌株、
受託番号NRRL 50169の菌株、
受託番号ATCC 20851の菌株、
受託番号ATCC 22348の菌株、及び／又は
受託番号ATCC 18309の菌株
を含む、請求項４３に記載の接種組成物。
【請求項４５】
　前記リン酸可溶化微生物が、少なくとも１種のペニシリウム・ガエストリボラス（Peni
cillium gaestrivorus）菌株を含む、請求項４１～４３の何れか一項に記載の接種組成物
。
【請求項４６】
　前記ペニシリウム・ガエストリボラス（Penicillium gaestrivorus）菌株が、受託番号
NRRL 50170の菌株を含む、請求項４５に記載の接種組成物。
【請求項４７】
　前記リン酸可溶化微生物が、少なくとも１種のストレプトミセス（Streptomyces）属菌
株を含む、請求項４１に記載の接種組成物。
【請求項４８】
　請求項１～４７の何れか一項に記載の接種組成物を含むコーディングで被覆された種子
。
【請求項４９】
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　前記種子がマメ科作物の種子である、請求項４８に記載の種子。
【請求項５０】
　前記種子が非マメ科作物の種子である、請求項４８に記載の種子。
【請求項５１】
　前記種子が大豆（soybean）の種子である、請求項４８に記載の種子。
【請求項５２】
　前記種子がエンドウ豆（pea）の種子である、請求項４８に記載の種子。
【請求項５３】
　前記種子がレンズ豆（lentil）の種子である、請求項４８に記載の種子。
【請求項５４】
　前記種子が豆（bean）の種子である、請求項４８に記載の種子。
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