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別表 1（1／5）                （第 1 号選択） 

特許出願人 発明の名称 出願番号等 備考 

NTT 移動通信網 
株式会社 

(1)データ伝送システム 
(2)通信登録解除方法及び通信網 
(3)ＬＳＰ量子化方法 
(4)データ伝送システム 
(5)データ伝送システム 
(6)通信制御方法 
(7)データ伝送システムおよびデータ伝送方法 
(8)移動通信システム、通信方法および移動局装置 
(9)局、網および通信システム 
 
(10)移動局呼出方法 
(11)移動通信システムおよび移動局装置 
(12)通信システム、移動局および網 
(13)通信システムおよび局 
(14)移動体通信システム、網、および移動局 
(15)通信システムおよび局 
(16)無線通信システム、網、および移動局 
(17)移動体通信システム 
(18)通信交換システムおよび通信交換方法 
 
(19)移動パケット通信網、移動通信端末およびパケット交換方法

(20)デジタル移動通信ランダムアクセス制御方法 

特願平 4-245128 
特願平 5-44237 
特願平 5-110160 
特願平 6-73016 
特願平 6-136929 
特願平 6-205046 
特願平 7-3618 
WO96/11552※1 
特願平 8-76899※1 
 
特開平 8-172671 
特開平 8-307337 
特願平 8-11194 
特願平 8-6855 
特願平 8-9387 
特願平 8-9388 
特願平 8-17805 
特願平 8-59469 
WO96/21308※2 
 
特願平 10-1772 
特願平 10-200342 

※1：米国、カナダ、英国、独国、仏

国、伊国、スウェーデン、中国及び

韓国に出願 
 
※2：米国、豪国、ベルギー、スイス、

独国、デンマーク、スペイン、仏国、

英国、ギリシャ、アイルランド、伊

国、ルクセンブルグ、モナコ、オラ

ンダ、ポルトガル及びスウェーデン

に出願 
 
 
 
 
 
 
 

沖電気工業株式会

社 
(1)コード励振線形予測符号化装置 特開平 5-173596  
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別表 1（2／5）                （第 1 号選択） 

特許出願人 発明の名称 出願番号等 備考 

国際電信電話株式

会社 
(1)最尤誤り訂正方式 
(2)符号化装置 
(3)Maximum Likelihood Error Correcting Technique 
(4)Error Correcting Method 
(5)Technique de Correction d’Erreues probabilite 

maximale 

特許第 1460272 号 
特許第 1564176 号 
米国登録番号 4462101 
英国登録番号 2095517B 
フランス国出願番号 8204743 

 

日本電気株式会社 (1)移動無線制御方式 
 
(2)移動通信方式 

特許第 1065976 号 
 
特願昭 61-103591 

日本電信電話株式会社と共同出願 
米国登録番号 4144409 

日本エリクソン株

式会社 
(1)移動局内においてフレーム構造を分割する方法 
 
(2)セルラー移動無線システムの同期方法 
 
 
 
 
(3)移動無線システムのアクセス提供方法 

特開平 3-155231 
 
特開平 4-500446 
 
 
 
 
特開平 5-276110 

豪国、カナダ、米国及びスウェーデン

に出願 
豪国、ブラジル、カナダ、独国、欧州

特許局、仏国、英国、香港、韓国、メ

キシコ、マレーシア、ニュージーラン

ド、フィリピン、パキスタン、台湾、

米国及び WIPO に出願 
インドネシア、マレーシア及びスウェ

ーデンに出願

日本電信電話株式

会社 
(1)音声分析装置 
(2)通話中着信方式 
(3)移動無線通信方式 
(4)音声復号器 
(5)移動端末識別方式 
(6)音声信号伝送方法 
(7)無線信号伝送方式 
(8)無線信号伝送方式 

特許第 1358638 号 
特許第 1434894 号 
特願昭 58-51939 
特願昭 59-29205 
特願昭 63-15086 
特願昭 63-212370 
特願平 1-139021 
特願平 1-175474 
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別表 1（3／5）                （第 1 号選択） 

特許出願人 発明の名称 出願番号等 備考 

日本電信電話株式

会社 
(9)移動通信位置登録方法 
(10)信号伝送方式 
(11)無線信号伝送方法 
(12)移動通信無線制御チャネル構成方式 
(13)送信同期方式 
(14)位置登録制御方式 
(15)移動通信制御方式 
(16)移動通信制御方式 
(17)移動通信無線チャネル割り当て制御方式 
(18)移動通信方式 
(19)ゾーン判定方法 
(20)移動無線制御方式 
(21)データ再送伝送方式 
(22)データ再送伝送方式 
(23)移動通信におけるファクシミリ信号中継方法 
(24)プロトコル信号変換方式 
(25)プロトコル信号中継方式 
(26)移動通信における非電話通信用アダプタ並びにフ

ァクシミリ信号中継方法 
(27)通信方式 
(28)信号中継方法 
(29)全極形ディジタルフィルタ 
(30)多重ベクトル量子化方法及びその装置 
(31)音声符号化・復号化方法 
(32)ベクトル量子化の符号伝送法 
(33)音声の励振周期符号化方法 

特願平 1-218058※3 
特願平 1-240500※3 
特願平 1-240822※3 
特願平 1-240823※3 
特願平 2-1777 
特願平 2-244575 
特願平 2-277897 
特願平 2-277898 
特願平 2-308373 
特願平 2-333536 
特願平 2-336381 
特許第 1065976 号※4 
特願平 3-36412 
特願平 3-50157 
特願平 2-149851 
特願平 1-206711 
特願平 1-206710 
特願平 1-245135 
 
特願平 2-160493 
特願平 2-276408 
特許第 1494819 号 
特開平 1-205638 
特開平 4-344699 
特開平 5-14207 
特開平 5-19794 

※3：米国、西独、英国及びスウェー

デンに出願 
 
※4：日本電気株式会社と共同出願 

米国登録番号 4144409 
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別表 1（4／5）                （第 1 号選択） 

特許出願人 発明の名称 出願番号等 備考 

日本電信電話株式

会社 
(34)音声符号化法 
(35)誤り保護処理方法 
(36)データ拡散装置 
(37)暗号装置 
 
(38)ディジタル移動通信における認証方法

特開平 5-289698 
特願平 4-172145 
特願昭 60-252650 
特願平 1-340384 
 
特願平 2-402926

 
 
米、英、独、仏 
特許請求範囲において、Ｎ＝32 の場合

のみとする。 
特許請求範囲第 1 項のみとする。 

Nokia Mobile 
Phones Limited 

(1)パケットデータの通信方法 
 
(2)パケットデータの通信方法 

英国出願番号 9625538.5 
特願平 9-338727 
英国出願番号 9713250.5 
特願平 9-338728

 

松下電器産業株式

会社 
(1)無線電話装置の終話方法 特公平 5-35932  

三菱電機株式会社 (1)音声符号化・復号化装置 特許平 4-5700  

モトローラ株式会

社 
(1)改良されたベクトル励起源を有するデジタル音声コ

ーダ 
(2)Digital Speech Corder Having Optimized Signal 

Energy Parameters  
(最適化された信号エネルギパラメータを有するデジ

タル音声コーダ) 
(3)Speech Encoder Using Soft Interpolation Decision 

for Spectral Parameters 
(4)改善された音声品質を有するベクトル励起源を具備

するデジタル音声符号器 
(5)改良されたロングターム予測器を有するデジタル音

声コーダ 

PCT/US88/04394 
特願平 1-501333 
PCT/US90/05693 
 
特願平 2-514552 
米国出願番号 534820 
PCT/US90/02469 
 
特願平 2-508474 
PCT/US90/02469 
特願平 2-509641 
PCT/US90/03625 

米国登録番号 4817157/4896361 
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別表 1（5／5）                （第 1 号選択） 

※5：本特許における ACELP(IS-641)ベースのスピーチコーデックに関する再実施権は Nokia Corporation が所有し、1 号選択とする。 

特許出願人 発明の名称 出願番号等 備考 

モトローラ株式会

社 
(6)回路を共有する 2 つの無線電話を具備する無線電話

装置 
 
 
 
 
 
(7)無線電話用加入者ユニットおよび該ユニットのため

のシステムアクセス方法 

特願昭 63-507748 
 
 
 
 
 
 
特願平 1-194462 

オーストラリア、オーストリア、ベル

ギー、カナダ、デンマーク、フィンラ

ンド、フランス、ドイツ、イギリス、

ギリシャ、イタリア、韓国、リヒテン

シュタイン、ルクセンブルク、オラン

ダ、ノルウェー、スペイン、スウェー

デン、スイス及び米国に出願 
オーストラリア、ベルギー、カナダ、

フランス、ドイツ、イギリス、ギリシ

ャ、イタリア、アイルランド、リヒテ

ンシュタイン、ルクセンブルク、メキ

シコ、オランダ、スペイン、スウェー

デン、スイス、及び米国に出願 
Universite de 
Sherbrooke 

(1) Dynamic Codebook for Efficient Speech Coding 
Based on Algebraic Codes 

(2) スピーチ信号を高速符号化するための信号選択され

たパルス振幅を備えた代数学的符号帳 
(3) 会話の急速符号化のためのデプス第一代数コードブ

ック 
(4) 音声の効率的な符号化のためのスペクトルパラメー

タの予測分割マトリックス量子化 

カナダ国出願番号 2010830 
 
特表平 10-513571 
 
特許 3160852 
 
特表平 11-503531 

米国及び EP に出願 
※5 
米国、EP 及び PCT に出願 
※5 
米国、EP 及び PCT に出願 
※5 
米国及び PCT に出願 
※5 

Voicecraft Inc. (1) デジタル的にコード化されたスピーチを圧縮するた

めの方法における改良 
特開平 1-13200 米国及び EP に出願 
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別表 2（1／2）                （第 2 号選択） 

※6：本特許における CS-ACELP(G.729)ベースのスピーチコーデックに関する再実施権は Sipro Lab Telecom が所有し、2 号選択とする。 
注 1 RCR STD–27H 版の改定内容に適用される。 
注 2 RCR STD–27I 版の改定内容に適用される。 
注 3 RCR STD-27J 版の改定内容に適用される。 

特許出願人 発明の名称 出願番号等 備考 

株式会社 NTT ドコ

モ 
(1) 移動無線通信方式におけるチャネル制御方法、移動

無線通信システム及び移動無線通信システムにお

ける基地局装置 

特願 2000-183629 注 2 

三菱電機株式会社 (1) 音声復号化装置及び音声符号化・復号化装置 
(2) 音声符号化装置及び音声符号化方法 

特開平 4-005700 
特開平 9-166999 

注 1 
注 1 

モトローラ株式会

社 
(1) 改良されたロングターム予測器を有するデジタル音

声コーダ 
(2) セルラー電話システム 

特願平 2-509641 
 
特許第 2079947 号 

米国他、注 1 
 
注 2 

Universite de 
Sherbrooke 

(1) Dynamic Codebook for Efficient Speech Coding 
Based on Algebraic Codes 

(2) スピーチ信号を高速符号化するための信号選択され

たパルス振幅を備えた代数学的符号帳 
(3) 会話の急速符号化のためのデプス第一代数コードブ

ック 
(4) 音声の効率的な符号化のためのスペクトルパラメー

タの予測分割マトリックス量子化 

カナダ国出願番号 2010830 
 
特表平 10-513571 
 
特許 3160852 
 
特表平 11-503531 

米国及び EP に出願 
※6、注 1 
米国、EP 及び PCT に出願 
※6、注 1 
米国、EP 及び PCT に出願 
※6、注 1 
米国及び PCT に出願 
※6、注 1 

株式会社 NTT ドコ

モ 
RCR STD-27J 版について包括確認書を提出  注 3 
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別表 2（2／2）                （第 2 号選択） 

※７： RCR STD–27 第 1 版に適用される。 

特許出願人 発明の名称 出願番号等 備考 

ノキア コーポレイ

ション 
 
ノキア モービル 

フォーンズ リミ

テッド 
 
ノキア コーポレイ

ション 
 
ノキア テレコミュ

ニカシオンス オ

サケ ユキチュア、

ノキア モービル 

フォーンズ リミ

テッド 
 
ノキア コーポレイ

ション 

移動通信システムのパケット交換データサービスのた

めの位置更新方法 
 
デジタル式移動電話制御システム 
 
 
 
無線電話システム、及び無線電話ネットワーク内でのデ

ータ送信方法、無線電話器並びに固定局 
 
ＴＤＭＡ移動テレコミュニケーションシステムにおけ

る高速データ送信方法及び構成体 
 
 
 
 
 
スピーチコーダ 

特許第 3974650 号 
 
 
特許第 2962632 号 
 
 
 
特許第 3842805 号 
 
 
特許第 3529785 号 
 
 
 
 
 
 
特許第 3483891 号 

Patent Family: AU, BE, CH, CN, 
DE, EP, ES, FI, FR, GB, HK, IT, NL, 
SE, US, WO ※７ 
Patent Family: GB, HK, MY ※７ 
 
 
 
Patent Family: AT, CN, DE, EE, EP, 
ES, FI, FR, GB, IT, NL, SE, US ※７ 
 
Patent Family: AT, AU, BE, CH, CN, 
DE, EP, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NO, 
SE, US, WO ※７ 
 
 
 
 
Patent Family: AU, BR, CA, CH, CN, 
DE, EP, ES, FR, GB, IN, IT, RU, SE, 
US, WO ※７ 
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－xxxvii－ 

── 第３分冊 ── 
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