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 特許 （patents） 
 1 猪瀬、齊藤 

 時分割交換方式 

 特願日 1964.12.29 

 特願番号 昭３９－０７４２９５ 

 公告日 1967.01.28 

 公告番号 昭４２－０１８９５ 

 特許日 1967.07.11 

 特許番号 497581 

 2 猪瀬、齊藤 

 電子交換方式 

 特願日 1965.08.07 

 特願番号 昭４０－０４７７４９ 

 公告日 1969.06.25 

 公告番号 昭４４－１４２８５ 

 特許日 1969.11.12 

 特許番号 558824 

 3 猪瀬、齊藤 

 電子交換方式 

 特願日 1965.08.07 

 特願番号 昭４０－０４７７４８ 

 公告日 1969.06.25 

 公告番号 昭４４－１４２８４ 

 特許日 1969.11.12 

 特許番号 558823 

 4 猪瀬、齊藤 

 時分割交換方式 

 特願日 1965.12.29 

 特願番号 昭４０－０８１０５１ 

 公告日 1973.05.18 

 公告番号 昭４５－１３８４４ 

 特許日 1970.11.16 

 特許番号 589102 
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 5 猪瀬、齊藤 

 時分割交換方式 

 特願日 1965.12.29 

 特願番号 昭４０－０８１０５２ 

 公告日 1970.05.18 

 公告番号 昭４５－１３８４５ 

 特許日 1970.11.16 

 特許番号 589103 

 6 猪瀬、齊藤 

 通信方式 

 特願日 1966.02.28 

 特願番号 昭４１－０１１６５８ 

 公告日 1972.06.16 

 公告番号 昭４７－２１３２４ 

 特許日 1972.12.22 

 特許番号 669913 

 7 猪瀬、藤崎、齊藤 

 ジッタ除去方式 

 特願日 1966.05.11 

 特願番号 昭４１－０６９１１２ 

 公告日 1972.08.08 

 公告番号 昭４７－３０３６３ 

 特許日 1973.03.09 

 特許番号 680813 

 8 猪瀬、藤崎、齊藤 

 通信網における相互同期方式 

 特願日 1966.05.11 

 特願番号 昭４１－０２９３６２ 

 公告日 1972.10.13 

 公告番号 昭４７－４０４８９ 

 特許日 1973.05.17 

 特許番号 690154 
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 9 猪瀬、藤崎、齊藤 

 相互同期方式 

 特願日 1967.02.10 

 特願番号 昭４２－００８１９７ 

 公告日 1972.08.08 

 公告番号 昭４７－３０３６４ 

 特許日 1973.03.09 

 特許番号 680817 

 10 猪瀬、藤崎、齊藤、渋谷 

 相互同期方式 

 特願日 1967.02.28 

 特願番号 昭４２－０１２２７５ 

 公告日 1972.10.20 

 公告番号 昭４７－４１６０９ 

 特許日 1973.05.17 

 特許番号 690158 

 11 猪瀬、藤崎、齊藤 

 相互同期方式 

 特願日 1967.05.01 

 特願番号 昭４２－０２７５６１ 

 公告日 1972.08.08 

 公告番号 昭４７－３０３６５ 

 特許日 1973.03.09 

 特許番号 680819 

 12 猪瀬、齊藤 

 相互同期方式 

 特願日 1967.05.22 

 特願番号 昭４２－０３２１０３ 

 公告日 1972.07.05 

 公告番号 昭４７－２４４０３ 

 特許日 1973.08.20 

 特許番号 700314 
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 13 猪瀬、齊藤 

 相互同期方式 

 特願日 1967.12.09 

 特願番号 昭４２－０７８６７７ 

 公告日 1973.05.01 

 公告番号 昭４８－１３８４３ 

 特許日 1973.12.19 

 特許番号 712234 

 14 猪瀬、齊藤 

 相互同期方式 

 特願日 1967.12.09 

 特願番号 昭４２－０７８６７８ 

 公告日 1973.05.01 

 公告番号 昭４８－１３８４４ 

 特許日 1973.12.19 

 特許番号 712235 

 15 猪瀬、齊藤 

 時分割交換方式 

 特願日 1970.10.21 

 特願番号 昭４５－０９２１３９ 

 公告日 

 公告番号 昭５０－２６３６４ 

 特許日 

 特許番号 811725 

 16 齊藤、相田、森野 

 リング型ネットワークの分散アクセス方法 

 特願日 1995.03.17 

 特願番号 平７－５８７５０ 

 公告日 

 公告番号 

 特許日 1997.03.11 

 特許番号 2615441 
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 17 齊藤、相田、金、青木 

 リング型ＬＡＮのアクセス方式 

 特願日 1995.07.14 

 特願番号 平７－１７８４５９ 

 公告日 

 公告番号 

 特許日 1998.07.17 

 特許番号 2802363 

 18 齊藤、相田、青木 

 大容量可変長パケット交換に適したパケットスイッチ方式 

 特願日 1998.03.02 

 特願番号 平１０－０７１８１４ 

 公告日 

 公告番号 

 特許日 

 特許番号 

 19 齊藤、相田、青木、日高、ウドムキャット 

 ＴＳ接続を用いた可変速度ＴＤＭ交換方式 

 特願日 1998.07.31 

 特願番号 平１０－２１７３７９ 

 公告日 

 公告番号 

 特許日 1999.11.19 

 特許番号 3002727 

 20 齊藤、相田、青木、ウドムキャット、村中 

 可変速度ディジタル交換方式 

 特願日 1998.07.31 

 特願番号 平１０－２１７３７８ 

 公告日 

 公告番号 

 特許日 1999.11.19 

 特許番号 3002726 
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21 齊藤、相田、森野、バオ 

 入力分散型パケットスイッチ網及び入力分散型パケットスイッチ 

 特願日 2000.02.08 

 特願番号 ２０００－０３０５０６ 

 公告日 

 公告番号 

 特許日 

 特許番号 


