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● 食品特許は企業をのばす
ここ５年間で食品特許について大きな変化がありました。
それは、食品について用途特許が認められたことです。
つまり、これまで知られていた物質でも、それまでに発見され
ていなかった機能や用途に新規性、有用性があれば特許として認められるようになりました。
昨今の「食品機能性」は健康ブームに乗って大きく光りが当てられています。こうした状
況で、新機能、新用途の食品を特許化することは、食品会社にとっても同業他社との競争
に勝ち抜いていく重要な課題となってきます。工業製品と違い、なかなか判断が難しいところ
もありますが、著者はその特許戦略について具体例を引きながら、分かり易く解説しています。
食品会社の知財・法務関連の担当者、技術者必携の書です。
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