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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月13日(2016.4.13)
【手続補正１】
【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】
　無線通信システム（１００）における無線デバイス（１２２、１２４、１２６、６０６
、１１００、１２００）によって実現される方法であって、
　第１のタイプの第１の信号に対する信号推定値と第１のタイプの第２の信号に対する信
号推定値との間の関係を記述するスケーリングファクタを取得するステップ（６００、８
０８、９０６）と
　第２のタイプの第１の信号に対する信号推定値を含む基準信号推定値を取得するステッ
プ（６１０）と、
　前記スケーリングファクタによって前記基準信号推定値をスケーリングすることによっ
て、前記第２のタイプの第２の信号に対する信号推定値を前記無線デバイスにおいて選択
的に判定するステップ（６２０、７２２、７２４）とを備え、
　前記第１のタイプの前記第１の信号と前記第２のタイプの前記第１の信号は、第１の無
線ネットワークノード（６０２）に関連付けられていて、
　前記第１のタイプの前記第２の信号と前記第２のタイプの前記第２の信号は、第２の無
線ネットワークノード（６０４）に関連付けられている
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１のタイプの前記第１の信号と前記第１のタイプの前記第２の信号は、特定の属
性を有する時間リソース及び周波数リソースの少なくとも一方に関連付けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　信号に対する前記信号推定値は、前記信号に関連付けられているチャネルのチャネル推
定値、前記信号の電力推定値、前記信号の信号品質推定値の内の１つである
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記スケーリングファクタを取得するステップは、前記第１のタイプの前記第１の信号
と前記第１のタイプの前記第２の信号を受信すること、前記第１の信号と前記第２の信号
に対する前記信号推定値を計算すること、及び前記第１のタイプの前記第２の信号に対し
て計算された前記信号推定値と前記第１のタイプの前記第１の信号に対して計算された前
記信号推定値との比として前記スケーリングファクタを計算することを含んでいる
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記信号推定値を計算することは、前記第１のタイプの前記第１の信号と前記第１のタ
イプの前記第２の信号とが時間整合しているかを判定し、時間整合している場合には、前
記第１の信号と前記第２の信号とに関連付けられているチャネルを推定するための複数の
取り得るチャネル推定方法から、ジョイントチャネル推定方法を選択することを含んでい
る
　ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　ネットワークノードから情報を受信するステップを更に備え、
　受信する前記情報は、前記スケーリングファクタを示す情報、前記スケーリングファク
タへの調整を示す情報、及び、前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記信号推定
値を判定するために前記スケーリングファクタを適用するか前記スケーリングファクタへ
の前記調整を適用するかを前記無線デバイスが判定することを支援する情報の内の少なく
とも１つである
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記無線デバイス（１２２、１２４、１２６、６０６、１１００、１２００）が、前記
スケーリングによって、前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記信号推定値を判
定することができるか否かを示すケイパビリティ情報をネットワークノードへ送信するス
テップを更に備える
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記スケーリングによって前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記信号推定値
を選択的に判定するステップ（６２０）は、前記第２のタイプの前記第２の信号が、時間
及び周波数の少なくとも一方における密度が所定の閾値よりも低いことを前記無線デバイ
スが判定することに応じて、前記スケーリングによって前記信号推定値を判定することを
含んでいる
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記スケーリングによって前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記信号推定値
を選択的に判定するステップ（６２０）は、前記第１の無線ネットワークノードが前記第
２の無線ネットワークノードに関するアグレッサとして機能することを前記無線デバイス
が判定することに応じて、前記スケーリングによって前記信号推定値を判定することを含
んでいる
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記スケーリングによって前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記信号推定値
を選択的に判定するステップ（６２０）は、前記無線デバイスが低電力あるいは低アクテ
ィビティ状態であることに応じて、前記スケーリングによって前記信号推定値を判定する
ことを含んでいる
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　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記スケーリングによって前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記信号推定値
を選択的に判定するステップ（６２０）は、前記第２のタイプの前記第１の信号が前記無
線デバイスにおける測定に対して利用可能でないことを前記無線デバイスが判定すること
に応じて、前記スケーリングによって前記信号推定値を判定することを含んでいて、
　前記基準信号推定値を取得するステップは、前記第２のタイプの前記第１の信号に対す
る前記信号推定値を、前記第２のタイプの信号に関連付けられている仮想信号推定値とし
て取得することを含んでいる
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の無線ネットワークノードと前記第２の無線ネットワークノード（６０２、６
０４）において、前記第１のタイプの信号と前記第２のタイプの信号との間の関係を記述
する補正ファクタを取得するステップ（９０２）を更に備え、
　前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記信号推定値を判定するステップは、更
に、前記補正ファクタによって前記スケーリングファクタを調整することを含んでいる
　ことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記補正ファクタを取得するステップ（９０２）は、
　　前記第１のタイプの前記第１の信号と前記第２のタイプの前記第１の信号との第１の
電力比と、前記第１のタイプの前記第２の信号と前記第２のタイプの前記第２の信号との
第２の電力比との差と、
　　前記第１の無線ネットワークノードと前記第２の無線ネットワークノードとに関連付
けられている帯域幅情報と、
　　前記第１の無線ネットワークノードと前記第２の無線ネットワークノードとに関連付
けられている電力クラスと、
　　前記第１の無線ネットワークノードと前記第２の無線ネットワークノードとに関連付
けられている送信アンテナの数と
　の１つに基づいて、前記補正ファクタを計算することを含んでいる
　ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のタイプの信号は、同期信号であり、
　前記第２のタイプの信号は、セル専用の基準信号である
　ことを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のタイプの信号は、セル専用の基準信号であり、
　前記第２のタイプの信号は、同期信号である
　ことを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　無線通信システム（１００、６００）における無線デバイス（１２２、１２４、１２６
、６０６、１１００、１２００）であって、
　第１の無線ネットワークノードと第２の無線ネットワークノードとの間で信号を送受信
するように構成されているトランシーバ（１１０２、１２０２）と、
　１つ以上の処理回路（１１１８、１２１２）とを備え、
　前記１つ以上の処理回路（１１１８、１２１２）は、
　　第１のタイプの第１の信号に対する信号推定値と第１のタイプの第２の信号に対する
信号推定値との間の関係を記述するスケーリングファクタを取得し、
　　第２のタイプの第１の信号に対する信号推定値を含む基準信号推定値を取得し、
　　前記スケーリングファクタによって前記基準信号推定値をスケーリングすることによ
って、前記第２のタイプの第２の信号に対する信号推定値を選択的に判定する
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　ように構成されていて、
　前記第１のタイプの前記第１の信号と前記第２のタイプの前記第１の信号は、前記第１
の無線ネットワークノード（６０２）に関連付けられていて、前記第１のタイプの前記第
２の信号と前記第２のタイプの前記第２の信号は、前記第２の無線ネットワークノード（
６０４）に関連付けられている
　ことを特徴とする無線デバイス。
【請求項１７】
　前記第１のタイプの前記第１の信号と前記第１のタイプの前記第２の信号は、特定の属
性を有する、時間リソース及び周波数リソースの少なくとも一方に関連付けられている
　ことを特徴とする請求項１６に記載の無線デバイス。
【請求項１８】
　信号に対する前記信号推定値は、前記信号に関連付けられているチャネルのチャネル推
定値、前記信号の電力推定値、及び前記信号の信号品質推定値の１つである
　ことを特徴とする請求項１６または１７に記載の無線デバイス。
【請求項１９】
　前記１つ以上の処理回路は、前記第１のタイプの前記第１の信号と前記第１のタイプの
前記第２の信号を受信することによって前記スケーリングファクタを取得し、前記第１の
信号と前記第２の信号に対する前記信号推定値を計算し、かつ、前記第１のタイプの前記
第２の信号に対して計算された前記信号推定値と前記第１のタイプの前記第１の信号に対
して計算された前記信号推定値との比として前記スケーリングファクタを計算するように
構成されている
　ことを特徴とする請求項１６乃至１８のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項２０】
　前記１つ以上の処理回路は、前記第１のタイプの前記第１の信号と前記第１のタイプの
前記第２の信号とが時間整合しているかを判定することによって前記信号推定値を計算す
るように構成され、また、時間整合している場合には、前記第１の信号と前記第２の信号
とに関連付けられているチャネルを推定するための複数の取り得るチャネル推定方法から
ジョイントチャネル推定方法を選択するように構成されている
　ことを特徴とする請求項１６乃至１９のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項２１】
　前記トランシーバは、ネットワークノードから情報を受信するように更に構成されてい
て、
　受信する前記情報は、前記スケーリングファクタを示す情報、前記スケーリングファク
タへの調整を示す情報、及び、前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記信号推定
値を判定するために前記スケーリングファクタを適用するか前記スケーリングファクタへ
の前記調整を適用するかを前記無線デバイスが判定することを支援する情報の内の少なく
とも１つである
　ことを特徴とする請求項１６乃至２０のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項２２】
　前記トランシーバは、前記無線デバイス（１２２、１２４、１２６、６０６、１１００
、１２００）が前記スケーリングによって前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前
記信号推定値を判定することができるか否かを示すケイパビリティ情報をネットワークノ
ードへ送信するように構成されている
　ことを特徴とする請求項１６乃至２１のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項２３】
　前記１つ以上の処理回路は、前記第２のタイプの前記第２の信号が、時間及び周波数の
少なくとも一方における密度が所定の閾値よりも低いことを前記無線デバイスが判定する
ことに応じて、前記スケーリングによって前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前
記信号推定値を選択的に判定するように構成されている
　ことを特徴とする請求項１６乃至２２のいずれか１項に記載の無線デバイス。
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【請求項２４】
　前記１つ以上の処理回路は、前記第１の無線ネットワークノードが前記第２の無線ネッ
トワークノードに関するアグレッサとして機能することを前記無線デバイスが判定するこ
とに応じて、前記スケーリングによって前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記
信号推定値を選択的に判定するように構成されている
　ことを特徴とする請求項１６乃至２２のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項２５】
　前記１つ以上の処理回路は、前記無線デバイスが低電力あるいは低アクティビティ状態
であることに応じて、前記スケーリングによって前記第２のタイプの前記第２の信号に対
する前記信号推定値を選択的に判定するように構成されている
　ことを特徴とする請求項１６乃至２２のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項２６】
　前記１つ以上の処理回路は、前記第２のタイプの前記第１の信号が前記無線デバイスに
おける測定に対して利用可能でないことを前記無線デバイスが判定することに応じて、前
記スケーリングによって前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記信号推定値を選
択的に判定し、前記第２のタイプの前記第１の信号に対する前記信号推定値を前記第２の
タイプの信号に関連付けられている仮想信号推定値として取得することによって前記基準
信号推定値を取得するように構成されている
　ことを特徴とする請求項１６乃至２２のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項２７】
　前記１つ以上の処理回路は、前記第１の無線ネットワークノードと前記第２の無線ネッ
トワークノードにおける前記第１のタイプの信号と前記第２のタイプの信号との間の関係
を記述する補正ファクタを取得し、前記補正ファクタによって前記スケーリングファクタ
を調整することによって前記第２のタイプの前記第２の信号に対する前記信号推定値を判
定するように更に構成されている
　ことを特徴とする請求項１６乃至２６のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項２８】
　前記１つ以上の処理回路は、
　　前記第１のタイプの前記第１の信号と前記第２のタイプの前記第１の信号との第１の
電力比と、前記第１のタイプの前記第２の信号と前記第２のタイプの前記第２の信号との
第２の電力比との差と、
　　前記第１の無線ネットワークノードと前記第２の無線ネットワークノードとに関連付
けられている帯域幅情報と、
　　前記第１の無線ネットワークノードと前記第２の無線ネットワークノードとに関連付
けられている電力クラスと、
　　前記第１の無線ネットワークノードと前記第２の無線ネットワークノードとに関連付
けられている送信アンテナの数と
　の１つに基づいて、前記補正ファクタを計算することによって、前記補正ファクタを取
得するように構成されている
　ことを特徴とする請求項２７に記載の無線デバイス。
【請求項２９】
　前記第１のタイプの信号は、同期信号であり、
　前記第２のタイプの信号は、セル専用の基準信号である
　ことを特徴とする請求項１６乃至２８のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項３０】
　前記第１のタイプの信号は、セル専用の基準信号であり、
　前記第２のタイプの信号は、同期信号である
　ことを特徴とする請求項１６乃至２８のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項３１】
　無線通信システムにおけるネットワークノード（１１２、１１４、１１６、６０２、６
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０４、１３００）によって実現される方法であって、
　スケーリングファクタを示す情報、前記スケーリングファクタへの調整を示す情報、及
び、信号推定値を判定するために前記スケーリングファクタを適用するか前記スケーリン
グファクタへの前記調整を適用するかを無線デバイスが決定することを支援する情報の内
の少なくとも１つを選択的に生成するステップ（１０１０）であって、前記スケーリング
ファクタは、第１の無線ネットワークノードと第２の無線ネットワークノード（６０２、
６０４）それぞれに関連付けられている同一のタイプの第１の信号と第２の信号との間の
関係を記述している、生成するステップ（１０１０）と、
　生成した前記情報を前記無線デバイス（１２２、１２４、１２６、６０６、１１００、
１２００）へ送信するステップ（１０２０）と
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項３２】
　前記選択的に生成するステップは、前記無線デバイス（１２２、１２４、１２６、６０
６、１１００、１２００）が、前記信号推定値を判定するために前記スケーリングファク
タあるいは前記スケーリングファクタへの前記調整を適用できることを示すケイパビリテ
ィ情報を、前記無線デバイス（１２２、１２４、１２６、６０６、１１００、１２００）
から受信することに応じて実行される
　ことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記ネットワークノード（１０２、１１２、１１４、１１６、６０２、６０４、１３０
０）が前記生成するステップと前記送信するステップとを実現可能であるか否かを示すケ
イパビリティ情報をノード（６０２、６０４、６０６、１１００、１２００、１３００）
へ送信するステップを更に備える
　ことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　無線通信システムにおけるネットワークノード（１０２、１１２、１１４、１１６、６
０２、６０４、１３００）であって、
　１つ以上の処理回路（１３０６）であって、スケーリングファクタを示す情報、前記ス
ケーリングファクタへの調整を示す情報、及び、信号推定値を判定するために前記スケー
リングファクタを適用するか前記スケーリングファクタへの前記調整を適用するかを無線
デバイスが判定することを支援する情報の内の少なくとも１つを選択的に生成するように
構成されていて、前記スケーリングファクタは、第１の無線ネットワークノードと第２の
無線ネットワークノード（６０２、６０４）それぞれに関連付けられている同一のタイプ
の第１の信号と第２の信号との間の関係を記述している、１つ以上の処理回路と、
　生成された前記情報を前記無線デバイスへ送信するように構成されているトランシーバ
（１３０４）と
　を備えることを特徴とするネットワークノード。
【請求項３５】
　前記選択的に生成することは、前記無線デバイス（１２２、１２４、１２６、６０６、
１１００、１２００）が、前記信号推定値を判定するために前記スケーリングファクタあ
るいは前記スケーリングファクタへの前記調整を適用できることを示すケイパビリティ情
報を、前記無線デバイス（１２２、１２４、１２６、６０６、１１００、１２００）から
受信することに応じて実行される
　ことを特徴とする請求項３４に記載のネットワークノード。
【請求項３６】
　前記トランシーバ（１３０４）は、更に、前記ネットワークノード（６０２、６０４、
１３００）が前記生成することと前記送信することとを実現可能であるか否かを示すケイ
パビリティ情報をノード（６０２、６０４、６０６、１１００、１２００、１３００）へ
送信するように構成されている
　ことを特徴とする請求項３４に記載のネットワークノード。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　いくつかの実施形態では、信号推定の方法は、ネットワークノードから情報を受信する
ステップを更に備えている。この受信する情報は、前記スケーリングファクタを示す情報
、前記スケーリングファクタへの調整を示す情報、及び、前記第２のタイプの前記第２の
信号に対する前記信号推定値を判定するためにスケーリングファクタを適用するかスケー
リングファクタへの調整を適用するかを前記無線デバイスが判定することを支援する情報
の内の少なくとも１つである。前記スケーリングファクタが前記ネットワークノードから
受信される場合、前記無線デバイスは、受信した情報から前記スケーリングファクタを取
得することによって前記スケーリングファクタを取得する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　いくつかの実施形態では、無線通信システムにおけるネットワークノードが、信号推定
プロセスを支援するための情報を前記無線デバイスへ提供するように構成されている。前
記ネットワークノードによって実現される方法は、複数の情報あるいはデータの少なくと
も１つを選択的に生成し、その生成した情報を前記無線デバイスへ送信することを含んで
いる。前記複数の情報あるいはデータは、（１）スケーリングファクタを示す情報、（２
）前記スケーリングファクタへの調整を示す情報、及び（３）信号推定値を判定するため
に前記スケーリングファクタを適用するか前記スケーリングファクタへの調整を適用する
かを無線デバイスが判定することを支援する情報を含んでいる。前記スケーリングファク
タは、第１の無線ネットワークノードと第２の無線ネットワークノードそれぞれに関連付
けられている同一のタイプの第１の信号と第２の信号との間の関係を記述している。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　使用される特定のタイプの信号推定値にかかわらず、無線デバイス６０６は、いくつか
の実施形態では、他のノードからスケーリングファクタを受信することによってスケーリ
ングファクタを取得する。この別のノードは、例えば、無線ネットワークノード、位置決
めノード等であっても良い。無線デバイス６０６は、また、スケーリングファクタに対す
る調整に関する情報、あるいは、第２のタイプの第２の信号に対する信号推定値を判定す
るためにスケーリングファクタに対する調整値を適用するかスケーリングファクタを適用
するかを無線デバイスが判定することを支援する情報を、別のノードから受信することが
できる。もちろん、無線デバイス６０６は、無線デバイスが、スケーリングによって第２
のタイプの第２の信号に対する信号推定値を判定することができるかどうかを示す自身の
ケイパビリティ情報をネットワークノードへ送信することを必要とする場合がある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１８０】
　図９は、無線ネットワークノード６０２あるいは６０４によって実現される例示のプロ
セスを示している。図９では、無線ネットワークノードは、少なくとも１つの以下の情報
あるいはデータを生成する（ステップ１０１０）：スケーリングファクタを指示する情報
、スケーリングファクタへの調整を指示する情報、及び、信号推定値を判定するためにス
ケーリングファクタを適用するかスケーリングファクタへの調整値を適用するかを決定す
ることを無線デバイスに支援する情報である。スケーリングファクタは、第１の無線ネッ
トワークノードと第２の無線ネットワークノードとにそれぞれ関連付けられている同一の
タイプの第１の信号と第２の信号との間の関係を記述している。次に、無線ネットワーク
ノードは、生成された情報を無線デバイスへ送信する（ステップ１０２０）。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８１】
　いくつかの実施形態では、ネットワークノードは、無線デバイスが信号推定値を判定す
るためにスケーリングファクタあるいはスケーリングファクタへの調整値を適用すること
ができることを示すケイパビリティ情報を無線デバイスから受信することに応じて、上述
の情報を選択的に生成する。いくつかの実施形態では、図９の例示のプロセスは、更に、
ネットワークノードが、上述の情報を生成して送信することができることを示すケイパビ
リティ情報をノードへ送信することを含んでいる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２０１】
　図１２は、上述のいくつかの実施形態における、無線デバイスが無線通信システムでの
信号に対する信号推定値を判定することを支援するように構成されているネットワークノ
ード１３００を示している。ネットワークノード１３００は、１つ以上の処理回路１３０
６とトランシーバ１３０４とを備えている。１つ以上の処理回路１３０６は、次の情報あ
るいはデータの少なくとも１つを生成するように構成されている：（ａ）スケーリングフ
ァクタを示す情報、（ｂ）スケーリングファクタへの調整を示す情報、及び（ｃ）信号推
定値を判定するためにスケーリングファクタを適用するかスケーリングファクタへの調整
を適用するかを無線デバイスが決定することを支援する情報である。１つ以上の処理回路
１３０６は、無線デバイス６０６からのケイパビリティ情報の受信に応じて、上述の情報
の少なくとも１つを選択的に生成するように構成することができる。ケイパビリティ情報
は、無線デバイス６０６が信号推定値を判定するためにスケーリングファクタあるいはス
ケーリングファクタへの調整値を適用することができることを示している。
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