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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）に関連する第１のネットワークとユーザ機器（
ＵＥ）デバイスとの間の呼接続を処理することと、
　前記ＵＥデバイスの第２のＳＩＭに関連する第２のネットワークにステータスアップデ
ートメッセージを送ることと
　を備え、前記ステータスアップデートメッセージは、前記第２のネットワークに、前記
第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求を受信することに応答してビジーステータスメッセ
ージを提供するように命令し、前記ステータスアップデートメッセージを送った後、前記
第２のネットワークが前記呼接続要求を受信した場合、前記ＵＥデバイスは、前記第２の
ネットワークが前記呼接続要求を受信したことに応答して、前記第２のネットワークから
ページングメッセージを受信しない、
方法。
【請求項２】
　前記ステータスアップデートメッセージは、前記ページングメッセージを送ることを避
けるように前記第２のネットワークに命令し、前記ビジーステータスメッセージは、前記
ＵＥデバイスが連絡不能である場合に前記第２のネットワークによって提供される連絡不
能ステータスメッセージと異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記呼接続は、前記ＵＥデバイスから前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワ
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ークへ呼の発信を開始する要求の受信に応答して処理され、前記ステータスアップデート
メッセージは、前記呼の発信の開始に先立って前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネ
ットワークに送られる、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記呼の発信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送ることをさらに備え、前記第２のステータ
スアップデートメッセージは、前記呼の発信の前記終了を前記第２のネットワークに通知
し、前記第２のステータスアップデートメッセージを送った後、前記ＵＥデバイスは、前
記第２のネットワークが前記第２のＳＩＭに向けられる特定の呼接続要求を受信すること
に応答して、前記第２のネットワークから特定のページングメッセージを受信する、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記呼接続は、前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークからの呼の着信の通
知の受信に応答して処理され、前記ステータスアップデートメッセージは、前記呼の着信
の受信に先立って前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに送られる、請求
項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記呼の着信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送ることをさらに備え、前記第２のステータ
スアップデートメッセージは、前記呼の着信の前記終了を前記第２のネットワークに通知
し、前記第２のステータスアップデートメッセージを送った後、前記ＵＥデバイスは、前
記第２のネットワークが前記第２のＳＩＭに向けられる特定の呼接続要求を受信すること
に応答して、前記第２のネットワークから特定のページングメッセージを受信する、
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ステータスアップデートメッセージは、付加サービスおよびショートメッセージサ
ービスのうちの１つを使用して伝えられる、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ステータスアップデートメッセージは、非構造化付加サービスデータ（ＵＳＳＤ）
メッセージおよびショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージのうちの１つを含む
、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＵＥデバイスは、前記第２のネットワークが前記第２のＳＩＭに向けられる前記特
定の呼接続要求を受信した後、前記第２のネットワークに前記第２のステータスアップデ
ートメッセージを送る、
請求項４または６に記載の方法。
【請求項１０】
　第１のＳＩＭを受信する第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）インターフェースと、
　第２のＳＩＭを受信する第２のＳＩＭインターフェースと、
　呼処理論理と
　を備え、前記呼処理論理は、
　　前記第１のＳＩＭに関連する第１のネットワークと装置との間の呼接続を処理し、
　　前記第２のＳＩＭに関連する第２のネットワークにステータスアップデートメッセー
ジを送る
　ためのものであり、前記ステータスアップデートメッセージは、前記第２のネットワー
クに、前記第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求を受信することに応答してビジーステー
タスメッセージを提供するように命令し、前記ステータスアップデートメッセージを送っ
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た後、前記第２のネットワークが前記呼接続要求を受信した場合、前記装置は、前記第２
のネットワークが前記呼接続要求を受信したことに応答して、前記第２のネットワークか
らページングメッセージを受信しない、
装置。
【請求項１１】
前記呼処理論理は、前記装置から前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークへ
の呼の発信を開始する要求の受信に応答して前記呼接続を処理し、前記ステータスアップ
デートメッセージは、前記呼の発信の開始に先立って送られ、前記呼処理論理は、前記呼
の発信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに第２のス
テータスアップデートメッセージを送り、前記第２のステータスアップデートメッセージ
は、前記呼の発信の前記終了を前記第２のネットワークに通知し、前記第２のステータス
アップデートメッセージを送った後、前記装置は、前記第２のネットワークが前記第２の
ＳＩＭに向けられる特定の呼接続要求を受信することに応答して、前記第２のネットワー
クから特定のページングメッセージを受信する、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ステータスアップデートメッセージは、第１の非構造化付加サービスデータ（ＵＳ
ＳＤ）メッセージを含み、前記第２のステータスアップデートメッセージは、第２のＵＳ
ＳＤメッセージを含む、
請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記呼処理論理は、前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークからの呼の着
信の通知の受信に応答して前記呼接続を処理し、前記ステータスアップデートメッセージ
は、前記呼の着信の受信に先立って送られ、前記呼処理論理は、前記呼の着信の終了に応
答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに第２のステータスアップデ
ートメッセージを送り、前記第２のステータスアップデートメッセージは、前記呼の着信
の前記終了を前記第２のネットワークに通知し、前記第２のステータスアップデートメッ
セージを送った後、前記装置は、前記第２のネットワークが前記第２のＳＩＭに向けられ
る特定の呼接続要求を受信することに応答して、前記第２のネットワークから特定のペー
ジングメッセージを受信する、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ステータスアップデートメッセージは、第１の非構造化付加サービスデータ（ＵＳ
ＳＤ）メッセージを含み、前記第２のステータスアップデートメッセージは、第２のＵＳ
ＳＤメッセージを含む、
請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）とインターフェースするための手段と、
　第２のＳＩＭとインターフェースするための手段と、
　前記第１のＳＩＭに関連する第１のネットワークと装置との間の呼接続処理を処理する
ための手段と、
　前記第２のＳＩＭに関連する第２のネットワークにステータスアップデートメッセージ
を送るための手段と
　を備え、前記ステータスアップデートメッセージは、前記第２のネットワークに、前記
第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求を受信することに応答してビジーステータスメッセ
ージを提供するように命令し、前記ステータスアップデートメッセージを送った後、前記
第２のネットワークが前記呼接続要求を受信した場合、前記装置は、前記第２のネットワ
ークが前記呼接続要求を受信したことに応答して、前記第２のネットワークからページン
グメッセージを受信しない、
装置。
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【請求項１６】
　前記装置から前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークへ呼の発信を開始す
る要求を受信するための手段と、ここで、前記呼接続は、前記呼の発信を開始する前記要
求の受信に応答して処理され、前記ステータスアップデートメッセージは、前記呼の発信
の開始に先立って前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに送られる、
　前記呼の発信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送るための手段と
　をさらに備え、前記第２のステータスアップデートメッセージは、前記呼の発信の前記
終了を前記第２のネットワークに通知し、前記第２のステータスアップデートメッセージ
を送った後、前記装置は、前記第２のネットワークが前記第２のＳＩＭに向けられる特定
の呼接続要求を受信したことに応答して、前記第２のネットワークから特定のページング
メッセージを受信する、
請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークから呼の着信の通知を受信するた
めの手段と、ここで、前記呼接続は、前記呼の着信の前記通知の受信に応答して処理され
、前記ステータスアップデートメッセージは、前記呼の着信の受信に先立って前記第２の
ＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに送られる、
　前記呼の着信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送るための手段と
　をさらに備え、前記第２のステータスアップデートメッセージは、前記呼の着信の前記
終了を前記第２のネットワークに通知し、前記第２のステータスアップデートメッセージ
を送った後、前記装置は、前記第２のネットワークが前記第２のＳＩＭに向けられる特定
の呼接続要求を受信したことに応答して、前記第２のネットワークから特定のページング
メッセージを受信する、
請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　プロセッサによって実行された場合に、前記プロセッサに、
　第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）に関連する第１のネットワークと装置との間の
呼接続を処理させ
　前記装置の第２のＳＩＭに関連する第２のネットワークにステータスアップデートメッ
セージを送らせる
　命令を備え、前記ステータスアップデートメッセージは、前記第２のネットワークに、
前記第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求に応答してビジーステータスメッセージを提供
するように命令し、前記ステータスアップデートメッセージを送った後、前記第２のネッ
トワークが前記呼接続要求を受信した場合、前記装置は、前記第２のネットワークが前記
呼接続要求を受信したことに応答して、前記第２のネットワークからページングメッセー
ジを受信しない、
コンピュータ可読有形媒体。
【請求項１９】
　前記プロセッサによって実行された場合に、前記プロセッサに、
　前記装置から前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークへの呼の発信を開始
する要求を受信させ、ここで、前記呼接続は、前記呼の発信を開始する前記要求の受信に
応答して処理され、前記ステータスアップデートメッセージは、前記呼の発信の開始に先
立って前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに送られる、
　前記呼の発信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送らせる
　命令をさらに備え、前記第２のステータスアップデートメッセージは、前記呼の発信の
前記終了を前記第２のネットワークに通知し、前記第２のステータスアップデートメッセ
ージを送った後、前記装置は、前記第２のネットワークが前記第２のＳＩＭに向けられる
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特定の呼接続要求を受信したことに応答して、前記第２のネットワークから特定のページ
ングメッセージを受信する、
請求項１８に記載のコンピュータ可読有形媒体。
【請求項２０】
　前記プロセッサによって実行された場合に、前記プロセッサに、
　前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークから呼の着信の通知を受信させ、
ここで、前記呼接続は、前記呼の着信の前記通知の受信に応答して処理され、前記ステー
タスアップデートメッセージは、前記呼の着信の受信に先立って前記第２のＳＩＭに関連
する前記第２のネットワークに送られる、
　前記呼の着信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送らせる
　命令をさらに備え、前記第２のステータスアップデートメッセージは、前記呼の着信の
前記終了を前記第２のネットワークに通知し、前記第２のステータスアップデートメッセ
ージを送った後、前記装置は、前記第２のネットワークが前記第２のＳＩＭに向けられる
特定の呼接続要求を受信したことに応答して、前記第２のネットワークから特定のページ
ングメッセージを受信する、
請求項１８に記載のコンピュータ可読有形媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に複数の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）を利用するデバイスに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　技術の進歩は、より小さく、より高性能なコンピューティングデバイスをもたらしてい
る。例えば、現在、様々なポータブルパーソナルコンピューティングデバイスが存在して
おり、小さく、軽量で、ユーザが持ち運ぶことが簡単な、ポータブルワイヤレス電話、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、およびページングデバイス、のようなワイヤレスコンピューティ
ングデバイスを含む。より具体的には、ポータブルワイヤレス電話、例えばセルラ電話と
インターネットプロトコル（ＩＰ）電話は、ワイヤレスネットワーク上でボイス及びデー
タパケットを通信することができる。さらに、多くのそのようなワイヤレス電話は、ここ
に組み込まれる他のタイプのデバイスを含んでいてもよい。例えば、ワイヤレス電話はま
た、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルレコーダ、およびオーディ
オファイルプレイヤーを含むことができる。また、そのようなワイヤレス電話は、インタ
ーネットにアクセスするために使用されることができる、ウェブブラウザアプリケーショ
ンのようなソフトウェアアプリケーションを含む実行可能命令を処理することができる。
そのため、これらのワイヤレス電話は、重要なコンピューティング機能を含むことができ
る。
【０００３】
　複数のＳＩＭ（例えばデュアルＳＩＭデバイス）を利用するワイヤレス電話は、複数の
ネットワークと通信することができる。ワイヤレス電話が１つのＳＩＭ（例えばモバイル
発信（ＭＯ：mobile originated）呼またはモバイル着信（ＭＴ：mobile terminated）呼
）に関連した呼でビジーな場合、ワイヤレス電話は別のＳＩＭに関連したページに応答で
き得ない。そのため、ワイヤレス電話がネットワークのワイヤレスカバレージエリア内に
位置し、連絡可能であるときでさえ、他のＳＩＭに関連したネットワークは、ワイヤレス
電話が連絡不能であるとみなし得る。
【発明の概要】
【０００４】
　特定の実施形態において、方法は、第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）に関連した
第１のネットワークとユーザ機器（ＵＥ）デバイスとの間の呼接続を処理することを含む
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。方法は、ＵＥデバイスの第２のＳＩＭに関連した第２のネットワークにステータスアッ
プデートメッセージを送ることを含む。ステータスアップデートメッセージは、第２のネ
ットワークに、第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求の受信に応答してビジーステータス
メッセージを提供するように命じる。
【０００５】
　別の特定の実施形態において、装置は、第１のＳＩＭを受信する第１のＳＩＭインター
フェース、第２のＳＩＭを受信する第２のＳＩＭインターフェース、および呼処理論理を
含む。呼処理論理は、第１のＳＩＭに関連した第１のネットワークと装置との間の呼接続
を処理し、第２のＳＩＭに関連した第２のネットワークにステータスアップデートメッセ
ージを送り得る。ステータスアップデートメッセージは、第２のネットワークに、第２の
ＳＩＭに向けられる呼接続要求の受信に応答してビジーステータスメッセージを提供する
ように命じる。
【０００６】
　別の特定の実施形態において、装置は、第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）とイン
ターフェースするための手段と、第２のＳＩＭとインターフェースするための手段とを含
む。装置は、さらに第１のＳＩＭに関連した第１のネットワークと装置との間の呼接続を
処理するための手段を含む。装置は、第２のＳＩＭに関連した第２のネットワークにステ
ータスアップデートメッセージを送るための手段をさらに含む。ステータスアップデート
メッセージは、第２のネットワークに、第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求の受信に応
答してビジーステータスメッセージを提供するように命じる。
【０００７】
　開示された実施形態の少なくとも１つによって提供される特定の１つの利点は、呼が複
数のＳＩＭを備えたＵＥデバイスに向けられる場合、発呼者は、被呼者が（例えば、第１
のＳＩＭに関連した第１のネットワークを利用して）呼会話でビジーなときに、被呼者が
連絡不能である不正確に表示するメッセージではなくビジーステータスメッセージを受信
し得るということである。さらに、（例えば、第２のＳＩＭに関連した）第２のネットワ
ークは、呼の間にＵＥデバイスをページングすることを避け得る。
【０００８】
　本開示の他の態様、利点、および特徴は図面の簡単な説明、明細書、特許請求の範囲、
セクションを含む出願全体のレビューの後で全アプリケーションのレビューの後で明らか
になるだろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】マルチＳＩＭステータスアップデートシステムの第１の特定の説明となる実施形
態の図である。
【図２】マルチＳＩＭステータスアップデート方法の第１の説明となる実施形態のフロー
チャートである。
【図３】マルチＳＩＭステータスアップデート方法の第２の説明となる実施形態のフロー
チャートである。
【図４】マルチＳＩＭステータスアップデート方法の第３の説明となる実施形態のフロー
チャートである。
【図５】関連するネットワークに対するステータスアップデートメッセージを通信するた
めに複数のＳＩＭおよび論理を含むユーザ機器（ＵＥ）デバイスのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　マルチＳＩＭシステムにおいて、ワイヤレステレフォニーデバイスのような、ユーザ機
器（ＵＥ）デバイスが１つのＳＩＭを使用した呼（例えば、モバイル発信（ＭＯ）呼また
はモバイル着信（ＭＴ）呼）でビジーな場合、ＵＥデバイスは、別のＳＩＭに関連したペ
ージに応答することができ得ない。例えば、デュアルＳＩＭデバイスは、単一の共有ベー
スバンド無線周波数（ＢＢ－ＲＦ）プロセッサを含み得る。ＢＢ－ＲＦプロセッサが第１
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のＳＩＭのために利用されている場合、ＢＢ－ＲＦプロセッサは、第２のＳＩＭに対して
利用可能ではない。ネットワークがページに対する応答を受信しない場合、ネットワーク
は、ＵＥデバイスがワイヤレスカバレージエリアの外側にいると決定し得る。この場合、
ネットワークは、ＵＥデバイスが連絡不能またはワイヤレスカバレージエリアの外側にい
る発呼者に対する指示を提供し得る。したがって、発呼者は、ＵＥデバイスが連絡可能で
あり、ワイヤレスカバレージエリア内にいるときに、ＵＥデバイスが連絡不能であること
を不正確に示すメッセージを受信し得る。本開示は、ネットワークにステータスアップデ
ートメッセージを伝える方法を説明する。当該ネットワークは、ＵＥデバイスが連絡不能
であるよりむしろ、ビジーであることを発呼者に通知する。
【００１１】
　図１を参照して、マルチＳＩＭステータスアップデートシステムが説明され、広く１０
０と指定される。システム１００は、複数のＳＩＭを受信することができるＵＥデバイス
１０２（例えば、携帯電話）を含む。例えば、図１において説明される実施形態において
、ＵＥデバイス１０２は、第１のネットワーク１０６に関連する第１のＳＩＭ１０４を受
信する第１のＳＩＭインターフェース１０３、および第２のネットワーク１１０に関連す
る第２のＳＩＭ１０８を受信する第２のＳＩＭインターフェース１０７を含むデュアルＳ
ＩＭデバイスである。呼１１６がＵＥデバイス１０２で受信されるか開始される前に、Ｕ
Ｅデバイス１０２は、さらに１つまたは複数のネットワーク（例えば、第２のネットワー
ク１１０）にステータスアップデートメッセージ１１４を伝える呼処理論理１１２を含む
。２つのＳＩＭ１０４、１０８は、図１において説明されるが、ＵＥデバイス１０２は、
２つより多くのＳＩＭを受信することができ得る。この場合、ステータスアップデートメ
ッセージ１１４は、（各々特定のＳＩＭに関連した）複数のネットワークに伝えられ得る
。図１のシステム１００は、ＵＥデバイス１０２に向けられる発呼者デバイス１２０から
の呼接続要求を受信することに応答して、発呼者デバイス１２０にビジーステータスメッ
セージを提供するネットワーク（例えば、第２のネットワーク１２０）ネットワークを使
用可能にし得る。
【００１２】
　呼処理論理１１２は、第１のＳＩＭ１０４に関連する第１のネットワーク１０６とＵＥ
デバイス１０２との間の呼接続を処理するように構成される。呼処理論理１１２は、第２
のネットワーク１１０にステータスアップデートメッセージ１１４を送るように構成され
る。ステータスアップデートメッセージ１１４は、ＵＥデバイス１０２に向けられる呼接
続要求（例えば、発呼者デバイス１２０または別のデバイスからのＵＥデバイス１０２へ
の呼）を受信することに応答してビジーステータスメッセージ１１８を供給するように第
２のネットワーク１１０に命じる。
【００１３】
　動作において、呼処理論理１１２は、呼１１６が確立されるべき指示を受信する。例え
ば、ＵＥデバイス１０２は、ＵＥデバイス１０２から第１のネットワーク１０６に呼の発
信１１６を開始する要求を受信し得る。説明するために、ＵＥデバイス１０２のユーザは
、呼の発信の開始を要求するために、ＵＥデバイス１０２のユーザ入力デバイス（図示せ
ず）を介して電話番号を入力する、または連絡先リストから連絡することを選択し得る。
この場合、ステータスアップデートメッセージ１１４は、呼の発信１１６の開始に先立っ
て第２のネットワーク１１０に送られ得る。別の例示として、ＵＥデバイス１０２は、第
１のネットワーク１０６から呼の着信１１６の通知を受信し得る。この場合、ステータス
アップデートメッセージ１１４は、呼の着信１１６の受信に先立って第２のネットワーク
１１０に送られ得る。説明するために、ステータスアップデートメッセージ１１４は、通
知（例えば、ＵＥデバイスに呼の着信１１６を通知する第１のネットワークからのページ
ングメッセージ）の受信に応答して第２のネットワーク１１０に送られ得る。特定の実施
形態において、ＵＥデバイス１０２が第１のネットワーク１０６からのページングメッセ
ージに応答する前に、ステータスアップデートメッセージ１１４は、第２のネットワーク
１１０に送られる。別の実施形態において、ステータスアップデートメッセージ１１４は
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、ＵＥデバイス１０２が第１のネットワーク１０６からのページングメッセージに応答す
るのと実質的に同時に第２のネットワーク１１０に送られ得る。
【００１４】
　ステータスアップデートメッセージ１１４は、付加サービスを使用して通信され得る。
特定の実施形態において、ステータスアップデートメッセージ１１４は、非構造化付加サ
ービスデータ（ＵＳＳＤ：unstructured supplementary service data）メッセージを含
む。例えば、ＵＳＳＤストリングは、ビジーステータスに関連するＵＳＳＤコード（例え
ば呼転換ステータスコード（call diverting status code）「６７」）を含み得る。代替
として、ステータスアップデートメッセージ１１４は、ショートメッセージサービス（Ｓ
ＭＳ）のような別のメカニズムを使用して伝えられ得る。特定の実施形態において、ステ
ータスアップデートメッセージ１１４は、呼の発信（例えば、モバイル発信（ＭＯ）呼）
を開始する要求を受信した後、または呼の着信（例えば、モバイル着信（ＭＴ）呼）の通
知を受信した後の所定の時間期間のうちに第２のネットワーク１１０に自動的に伝えられ
得る。ＵＥデバイス１０２でユーザ入力の事前の受信なしにステータスアップデートメッ
セージ１１４を自動的に送ることによって、ステータスアップデートメッセージ１１４の
通信に関連する遅延は、呼１１６の確立の途絶または潜在的な途絶を回避するように低減
され得る。
【００１５】
　ビジーステータスメッセージ１１８は、ＵＥデバイス１０２が連絡不能である（例えば
、第２のネットワーク１１０のワイヤレスのカバレージエリアの範囲外にいる）ときに第
２のネットワーク１１０によって提供される連絡不能ステータスメッセージ１２２と異な
り得る。説明となる例示として、ステータスアップデートメッセージ１１４を受信するこ
とに応答して、第２のネットワーク１１０は、メッセージ「ＵＥが連絡不能である」の代
わりにメッセージ「ＵＥがビジーである」を発呼者デバイス１２０に提供し得る。したが
って、ＵＥデバイス１０２が到達可能で、第２のネットワーク１１０のワイヤレスのカバ
レージエリア内では、発呼者デバイス１２０が不正確なメッセージ（例えば手が届かない
ステータスメッセージ１２２）を受信しないかもしれない場合。特定の実施形態において
、第２のネットワーク１１０は、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション
（ＧＳＭ（登録商標））ネットワークであり、ステータスアップデートメッセージ１１４
は、ＵＥデバイス１０２の識別子と関連して格納されるべきホームロケーションレジスタ
（ＨＬＲ）に伝達される。例えば、加入者ステータスコード（例えば、ビジーステータス
コード）は、ＵＥデバイス１０２に関連した加入者の国際移動電話加入者識別番号（ＩＭ
ＳＩ：International Mobile Subscriber Identity）と関連してＨＬＲによってＳＵＢＳ
ＣＲＩＢＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳフィールドに記憶され得る。
【００１６】
　特定の実施形態において、ビジーステータスメッセージ１１８は、第２のネットワーク
１１０に記憶され、デフォルトメッセージ、またはＵＥデバイス１０２のユーザによって
構成され得る。例えば、デフォルトビジーステータスメッセージ１１８は、「ＵＥはビジ
ーである」ことであり得るＵＥデバイス１０２のユーザは、発呼者デバイス１２０に事前
に録音されたメッセージ（例えば、「私は、自分の他のＳＩＭカードを使用して現在通話
中ですが、私の電話機はオンになっています。後程お掛け直し下さい」）を提供するため
にビジーステータスメッセージ１１８をカスタマイズし得る。代替の実施形態において、
発呼者デバイス１２０は、呼１１６の完了の後でＵＥデバイス１０２に配信されるメッセ
ージを残すためにボイスメールに向けられ得る。この場合、ビジーステータスメッセージ
１１８は、発呼者デバイス１２０に次の配信のためのメッセージ（例えばデフォルトボイ
スメールメッセージまたはカスタマイズされたメッセージ）を残すオプションを提供し得
る。
【００１７】
　呼処理論理１１２は、呼１１６の終了に応答して（例えば、呼１１６を終了するパーテ
ィのうちの１人に応答する、または呼障害に応答して）第２のネットワーク１１０に第２
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のステータスアップデートメッセージ（図示せず）を送り得る。第２のステータスアップ
デートメッセージは、呼１１６の終了を第２のネットワーク１１０に通知し得る。第２の
ステータスアップデートメッセージの受信に応答して、ＵＥデバイス１０２に向けられる
呼が受信される場合には、第２のネットワーク１１０は、もはやビジーステータスメッセ
ージ１１８を提供し得ない。さらに、発呼者デバイス１２０がＵＥデバイス１０２に対し
て次の配信のためのメッセージを残した場合に、第２のネットワーク１１０は、ＵＥデバ
イスに記憶されたメッセージの指示を提供し得る。特定の実施形態において、別の加入者
ステータスコード（例えばアクティブステータスコード）は、呼１１６の終了の指示の受
信に応答して第２のネットワーク１１０のＨＬＲによってＳＵＢＳＣＲＩＢＥＲ＿ＳＴＡ
ＴＵＳフィールドに記憶され得る。ＵＥデバイス１０２がビジーでないことをＳＵＢＳＣ
ＲＩＢＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳフィールドが示す場合、第２のネットワーク１１０からのペー
ジング動作が再開され得る。例えば、発呼者デバイス１２０からの呼接続要求の受信に応
答して、第２のネットワーク１１０は、発呼者デバイス１２０からの電話の着信をＵＥデ
バイス１０２に通知する、ページングメッセージ１２４をＵＥデバイス１０２に送り得る
。
【００１８】
　図１は、ＵＥデバイス１０２がビジーであることをＳＵＢＳＣＲＩＢＥＲ＿ＳＴＡＴＵ
Ｓフィールドが示す場合、ＵＥデバイス１０２に向けられた呼接続要求を受信する、第２
のネットワーク１１０に応答して第２のネットワーク１１０からのページングメッセージ
１２４をＵＥデバイス１０２が受信し得ないことをさらに説明する。第２のネットワーク
１１０に関連したオペレータまたはサービスプロバイダは、プランニングおよび最適化の
ためにこの情報を利用し得る。例えば、第２のネットワーク１１０の基地局からのＵＥデ
バイス１０２のページングに関連する経費は、低減され得る。代替の実施形態において、
デュアルＳＩＭ ＵＥデバイス１０２のＳＩＭ１０４および１０８の各々は、それ自身専
用のＢＢ－ＲＦプロセッサに関連し得る。この場合、ＵＥデバイス１０２が異なるネット
ワークからページを同時に受信し処理することができ得る一方、ステータスアップデート
メッセージ１１４は、ＵＥデバイス１０２にページングメッセージ１２４を送ることを避
けるようにすることができ得る。したがって、図１のシステム１００は、発呼者デバイス
１２０からＵＥデバイス１０２への試みられた呼のセットアップに関連するシグナリング
リソース（例えば、ネットワーク帯域幅）を無駄にすることを避けることができ得る。
【００１９】
　図２を参照して、マルチＳＩＭステータスアップデート方法の特定の実施形態が説明さ
れる。図２の方法は、ネットワークが発呼者に連絡不能ステータスメッセージではなくビ
ジーステータスメッセージを提供できるようにし得る。
【００２０】
　２０２で、方法は、第１のＳＩＭに関連する第１のネットワークとＵＥデバイスとの間
の呼接続を処理することを含む。第１のＳＩＭは、第１のネットワークに関連し得る。例
えば、ＵＥデバイスは、第１のネットワーク１０６に関連する第１のＳＩＭ１０４、およ
び第２のネットワーク１１０に関連する第２のＳＩＭ１０８を受信する図１のＵＥデバイ
ス１０２であり得る。
【００２１】
　２０４で、方法は、ＵＥデバイスの第２のＳＩＭに関連する第２のネットワークにステ
ータスアップデートメッセージを送ることを含む。ステータスアップデートメッセージは
、第２のネットワークに、第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求の受信に応答してビジー
ステータスメッセージを提供するように命じる。例えば、図１のＵＥデバイス１０２は、
ＵＥデバイス１０２の第２のＳＩＭ１０８に向けられた呼接続要求（例えば、発呼者デバ
イス１２０からの呼）を受信することに応答して、第２のネットワーク１１０にビジース
テータスメッセージ１１８を提供するように命じるために、ステータスアップデートメッ
セージ１１４を第２のネットワーク１１０に送り得る。
【００２２】
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　１つの実施形態において、要求は、ＵＥデバイスから第１のＳＩＭに関連する第１のネ
ットワークへの呼の発信を開始するために受信される（図３を参照）。この場合、ステー
タスアップデートメッセージは、呼の発信の開始に先立って第２のＳＩＭに関連する第２
のネットワークに送られ得る。別の実施形態において、ＵＥデバイスは、第１のＳＩＭに
関連する第１のネットワークから呼の着信の通知を受信する（図４を参照）。この場合、
ステータスアップデートメッセージは、呼の着信の受信に先立って第２のＳＩＭに関連す
る第２のネットワークに送られ得る。
【００２３】
　図３を参照して、マルチＳＩＭステータスアップデート方法の別の特定の実施形態が説
明される。図３において説明される実施形態において、ＵＥデバイス（例えば、図１のＵ
Ｅデバイス１０２）は、呼の発信を開始する要求を受信する。呼の発信の開始に先立って
、ステータスアップデートメッセージは、ネットワークが発呼者に連絡不能ステータスメ
ッセージではなくビジーステータスメッセージを提供することを可能にするために、ネッ
トワークに送られ得る。
【００２４】
　３０２で、方法は、少なくとも第１のＳＩＭおよび第２のＳＩＭに接続される、または
それらを含むＵＥデバイスで、ＵＥデバイスから第１のＳＩＭに関連する第１のネットワ
ークへの呼の発信を開始する要求を受信することを含む。例えば、図１のＵＥデバイス１
０２は、第１のＳＩＭ１０４に関連する第１のネットワーク１０６への呼１１６を開始す
る要求を受信し得る。
【００２５】
　３０４で、方法は、第１のＳＩＭに関連する第１のネットワークとＵＥデバイスとの間
の呼接続を処理することを含む。３０６で、呼の発信の開始に先立って、ステータスアッ
プデートメッセージ（例えば、第１のＵＳＳＤメッセージ）は、第２のＳＩＭに関連する
第２のネットワークに送られる。例えば、呼１１６の開始に先立って、図１のＵＥデバイ
ス１０２は、第２のネットワーク１１０にステータスアップデートメッセージ１１４を送
り得る。ステータスアップデートメッセージ１１４は、ＵＥデバイス１０２に向けられた
呼接続要求（例えば、発呼者デバイス１２０からの発呼者デバイス１２０とＵＥデバイス
１０２との間の呼をセットアップする要求）を受信したことに応答して、第２のネットワ
ーク１１０にビジーステータスメッセージ１１８を供給するように命じる。
【００２６】
　３０８で、方法は、発信の終了に応答して第２のＳＩＭに関連する第２のネットワーク
に第２のステータスアップデートメッセージ（例えば、第２のＵＳＳＤメッセージ）を送
ることを含む。例えば、図１のＵＥデバイス１０２は、第２のネットワーク１１０に第２
のステータスアップデートメッセージ（図１に示されない）を送り得る。第２のステータ
スアップデートメッセージは、呼の発信１１６の終了を第２のネットワーク１１０に通知
する。特定の実施形態において、第２のネットワーク１１０は、第２のステータスアップ
デートメッセージが受信されるまで、ビジーステータスメッセージ１１８（例えば、「Ｕ
Ｅがビジーである」）を提供し得る。さらに、発呼者デバイス１２０からの呼が第２のネ
ットワーク１１０で受信される場合、第２のネットワーク１１０は、第２のステータスア
ップデートメッセージが受信されるまで、ＵＥデバイス１０２にページングメッセージ１
２４を送り得ない。
【００２７】
　図４を参照して、マルチＳＩＭステータスアップデート方法の別の特定の実施形態が説
明される。図４において説明される実施形態において、ＵＥデバイス（例えば、図１のＵ
Ｅデバイス１０２）は、呼の着信の通知を受信する。呼の着信の受信に先立って、ステー
タスアップデートメッセージは、ネットワークが発呼者に連絡不能ステータスメッセージ
ではなくビジーステータスメッセージを提供することを可能にするためにネットワークに
送られ得る。
【００２８】
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　４０２で、方法は、少なくとも第１のＳＩＭに接続および第２のＳＩＭに接続されたＵ
Ｅデバイスで、第１のＳＩＭに関連する第１のネットワークから呼の着信の通知を受信す
ることを含む。例えば、図１のＵＥデバイス１０２は、第１のＳＩＭ１０４に関連する第
１のネットワーク１０６から呼の着信１１６の通知を受信し得る。
【００２９】
　４０４で、方法は、第１のＳＩＭに関連する第１のネットワークとＵＥデバイスとの間
の呼接続を処理することを含む。４０６で、呼の着信の受信に先立って、ステータスアッ
プデートメッセージ（例えば、第１のＵＳＳＤメッセージ）は、第２のＳＩＭに関連する
第２のネットワークに送られる。例えば、呼の着信１１６の受信に先立って、ステータス
アップデートメッセージ１１４は、第２のネットワーク１１０に送られ得る。ステータス
アップデートメッセージ１１４は、第２のネットワーク１１０に、ＵＥデバイス１０２に
向けられる呼接続要求（例えば、発呼者デバイス１２０からＵＥデバイス１０２への呼）
に応答してビジーステータスメッセージ１１８を提供するように命じる。
【００３０】
　４０８で、方法は、呼の着信の終了に応答して第２のＳＩＭに関連する第２のネットワ
ークに第２のステータスアップデートメッセージ（例えば、第２のＵＳＳＤメッセージ）
を送ることを含む。例えば、図１のＵＥデバイス１０２は、第２のネットワーク１１０に
第２のステータスアップデートメッセージ（図１に示されない）を送り得る。第２のステ
ータスアップデートメッセージは、呼の着信１１６の終了を第２のネットワーク１１０に
通知する。特定の実施形態において、第２のネットワーク１１０は、第２のステータスア
ップデートメッセージが受信されるまで、ビジーステータスメッセージ１１８（例えば、
「ＵＥがビジーである」）を提供し得る。さらに、発呼者デバイス１２０からの呼が受信
される場合、第２のネットワーク１１０は、第２のステータスアップデートメッセージが
受信されるまで、ＵＥデバイス１０２にページングメッセージ１２４を送り得ない。
【００３１】
　図５を参照して、携帯用電子デバイスの特定の説明となる実施形態のブロック図は、５
００と表され一般に指定される。１つの実施形態において、図５の携帯用電子デバイス５
００は、図１のＵＥデバイス１０２内に含むまたは含まれる。さらに、図２－４に記述さ
れる方法のすべてまたは一部は、図５の携帯用電子デバイス５００で実行され得る。携帯
用電子デバイス５００は、メモリ５３２に接続される、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ
）５１０のような、プロセッサを含む。
【００３２】
　メモリ５３２は、命令５６０を記憶する非一時的有形コンピュータ可読記憶媒体である
。命令５６０は、ＤＳＰ５１０によって実行可能であり得る。例えば、命令５６０は、（
第１のＳＩＭインターフェース５７１を介して携帯用電子デバイス５００に接続し得る）
第１のＳＩＭ５７０に関連する第１のネットワーク（図５に示されない）と携帯用電子デ
バイス５００との間の呼接続を処理する命令を含み得る。例えば、呼接続は、呼の発信を
開始する要求を受信することに応答してまたは呼の着信の通知に応答して処理され得る。
命令５６０は、（第２のＳＩＭインターフェース５７３を介して携帯用電子デバイス５０
０に接続し得る）第２のＳＩＭ５７２に関連する、第２のネットワーク（図５に示されな
い）にステータスアップデートメッセージを送る命令をさらに含み得る。特定の実施形態
において、メモリ５３２は、ステータスアップデートメッセージに含まれ得るビジーステ
ータスメッセージ（例えば、「ＵＥはビジーである」）を記憶する。代替として、ビジー
ステータスメッセージは、ネットワークで記憶され、携帯用電子デバイス５００からのス
テータスアップデートメッセージの受信に応答して検索され得る。命令５６０は、呼の終
了に応答して第２のＳＩＭ５７２に関連する第２のステータスアップデートメッセージを
第２のネットワークに送る命令をさらに含み得る。
【００３３】
　図５は、さらにデジタル信号プロセッサ５１０およびディスプレイデバイス５２８に接
続されるディスプレイ制御器５２６を示す。符号器／復号器（ＣＯＤＥＣ）５３４は、さ
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らにデジタル信号プロセッサ５１０に接続され得る。スピーカ５３６とマイクロフォン５
３８は、ＣＯＤＥＣ５３４と接続されることができる。図５は、さらにワイヤレス制御器
５４０がデジタル信号プロセッサ５１０およびワイヤレスアンテナ５４２に接続されるこ
とができることを示す。特定の実施形態において、ＤＳＰ５１０、ディスプレイ制御器５
２６、メモリ５３２、ＣＯＤＥＣ５３４およびワイヤレス制御器５４０は、システムイン
パッケージまたはシステムオンチップデバイス５２２に含まれ得る。特定の実施形態にお
いて、入力デバイス５３０と電力供給装置５４４は、システムオンチップデバイス５２２
に接続される。さらに、特定の実施形態において、図５で説明されるように、ディスプレ
イデバイス５２８、入力デバイス５３０、スピーカ５３６、マイクロフォン５３８、ワイ
ヤレスアンテナ５４２、電力供給装置５４４、第１のＳＩＭ５７０、第１のＳＩＭインタ
ーフェース５７１、第２のＳＩＭ５７２、および第２のＳＩＭインターフェース５７３は
、システムオンチップデバイス５２２の外部にある。しかしながら、ディスプレイデバイ
ス５２８、入力デバイス５３０、スピーカ５３６、マイクロフォン５３８、ワイヤレスア
ンテナ５４２、電力供給装置５４４、第１のＳＩＭ５７０、第１のＳＩＭインターフェー
ス５７１、第２のＳＩＭ５７２、および第２のＳＩＭインターフェース５７３の各々は、
インターフェースまたは制御器のようなシステムオンチップデバイス５２２の構成要素と
接続されることができる。
【００３４】
　特定の実施形態において、ＤＳＰ５１０は、第１のＳＩＭ５７０に関連する第１のネッ
トワークと携帯用電子デバイス５００との間の呼接続を処理する機能を実行する。ワイヤ
レス制御器５４０は、（例えば、ワイヤレスアンテナ５４２を介して）第２のＳＩＭ５７
２に関連する第２のネットワークにステータスアップデートメッセージを送る機能を実行
し得る。ステータスアップデートメッセージは、第２のネットワークに、第２のＳＩＭ５
７２に向けられる呼接続要求を受信することに応答してビジーステータスメッセージを提
供するように命じ得る。
【００３５】
　特定の実施形態において、ＤＳＰ５１０は、呼の発信を開始する要求の受信に応答して
呼接続を処理し得る。この場合、ディスプレイ５２０、入力デバイス５３０、マイクロフ
ォン５３８、またはそれらの組み合わせは、呼の発信を開始する要求を受信する機能を実
行し得る。例えば、ディスプレイ５２０は、連絡先リストから連絡の選択を受信するまた
は電話番号を受信する、タッチスクリーンディスプレイであり得る。別の例示として、呼
の発信を開始する要求は、マイクロフォン５３８を介して受信される音声コマンドの形式
をしているかもしれない。ワイヤレス制御器５４０は、呼の発信の開始に先立って（例え
ば、ワイヤレスアンテナ５４２を介して）第２のＳＩＭ５７２に関連する第２のネットワ
ークにステータスアップデートメッセージを送る機能を実行し得る。ワイヤレス制御器５
４０は、呼の発信の終了に応答して（例えば、ワイヤレスアンテナ５４２を介して）第２
のＳＩＭ５７２に関連する第２のネットワークに第２のステータスアップデートメッセー
ジを送る機能を実行し得る。第２のステータスアップデートメッセージは、呼の発信の終
了を第２のネットワークに通知し得る。
【００３６】
　別の特定の実施形態において、ＤＳＰ５１０は、第１のＳＩＭ５７０に関連する第１の
ネットワークからの呼の着信の通知の受信に応答して呼接続を処理し得る。ワイヤレス制
御器５４０は、（例えば、ワイヤレスアンテナ５４２を介して）呼の着信の通知を受信す
る機能を実行し得る。ワイヤレス制御器５４０は、呼の着信の受信に先立って（例えばワ
イヤレスのアンテナ５４２を介して）第２のＳＩＭ５７２に関連する第２のネットワーク
にステータスアップデートメッセージを送る機能を実行し得る。ワイヤレス制御器５４０
は、呼の着信の終了に応答して（例えば、ワイヤレスアンテナ５４２を介して）第２のＳ
ＩＭ５７２に関連する第２のネットワークに第２のステータスアップデートメッセージを
送る機能を実行し得る。第２のステータスアップデートメッセージは、呼の着信の終了を
第２のネットワークに通知し得る。
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【００３７】
　当業者は、様々な説明のための論理ブロック、構成、モジュール、回路、および、ここ
において開示される実施形態に関連して説明されたアルゴリズムステップは、電子ハード
ウェア、コンピュータソフトウェアあるいは両方の組合せとして実施されることができる
、ということをさらに理解するであろう。様々な実例となる構成要素、ブロック、構成、
モジュール、回路、およびステップは、一般に、それらの機能性に関して以上で説明され
た。それら機能がハードウェアとしてまたはソフトウェアとして実現されるかは、特定の
アプリケーションおよびシステム全体に課せられている設計制約に依存する。当業者であ
れば、特定のアプリケーションおのおのに応じて変化する方式で、上述した機能を実現す
ることができる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすも
のと解釈されるべきではない。
【００３８】
　本明細書で開示された実施形態に関して記述された方法またはアルゴリズムのステップ
は、ハードウェアにおいて直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュ
ールによって、あるいはこれら２つの組み合わせによって具体化されうる。ソフトウェア
モジュールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）メモリ、フラッシュメモリ、読み取り
専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラム読取専用メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可能プログラマブ
ル読取専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電子的に消去可能プログラマブル読取専用メモリ（Ｅ
ＥＰＲＯＭ）、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、コンパクトディスク
読取専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、または、当技術分野で知られているいずれの他の形の
記憶媒体において常駐し得る。典型的な記憶媒体は、プロセッサがそこから情報を読み取
り、またそこに情報を書き込むことができるようにプロセッサに接続される。あるいは、
この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる。プロセッサと記憶媒体は、特定用途集積回
路（ＡＳＩＣ）において常駐していてもよい。ＡＳＩＣは、コンピューティングデバイス
またはユーザ端末において常駐することができる。あるいは、プロセッサと記憶媒体は、
コンピューティングデバイスまたはユーザ端末において、ディスクリートコンポーネント
として常駐することができる。
【００３９】
　開示される実施形態の前の説明は、当業者が開示された実施形態を行うまたは使用する
ことを可能にするために提供される。これらの実施形態に対する様々な修正は、当業者に
とっては容易に明らかであろう、そして、ここにおいて定義された包括的な原理は、本開
示の精神あるいは範囲から逸脱することなく、他の実施形態に適用されることができる。
したがって、本開示は、本明細書に説明される実施形態に限定されるように意図されてい
ないが、特許請求の範囲によって規定されるように原理及び新規な特徴に整合する最も広
い範囲が与えられている。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］
　第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）に関連する第１のネットワークとユーザ機器（
ＵＥ）デバイスとの間の呼接続を処理することと、
　前記ＵＥデバイスの第２のＳＩＭに関連する第２のネットワークにステータスアップデ
ートメッセージを送ることと
　を備え、前記ステータスアップデートメッセージは、前記第２のネットワークに、前記
第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求を受信することに応答してビジーステータスメッセ
ージを提供するように命令する、
方法。
　［Ｃ２］
　前記ビジーステータスメッセージは、前記ＵＥデバイスが連絡不能である場合に前記第
２のネットワークによって提供される連絡不能ステータスメッセージと異なる、Ｃ１に記
載の方法。
　［Ｃ３］
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　前記呼接続は、前記ＵＥデバイスから前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワ
ークへ呼の発信を開始する要求の受信に応答して処理され、前記ステータスアップデート
メッセージは、前記呼の発信の開始に先立って前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネ
ットワークに送られる、
Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記呼の発信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送ることをさらに備え、前記第２のステータ
スアップデートメッセージは、前記呼の発信の前記終了を前記第２のネットワークに通知
する、
Ｃ３に記載の方法。
　［Ｃ５］
前記呼接続は、前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークから呼の着信の通知
の受信に応答して処理され、前記ステータスアップデートメッセージは、前記呼の着信の
受信に先立って前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに送られる、Ｃ１に
記載の方法。
　［Ｃ６］
　前記呼の着信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送ることをさらに備え、前記第２のステータ
スアップデートメッセージは、前記呼の着信の前記終了を前記第２のネットワークに通知
する、
Ｃ５に記載の方法。
　［Ｃ７］
　前記ステータスアップデートメッセージは、付加サービスおよびショートメッセージサ
ービスのうちの１つを使用して伝えられる、
Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ８］
　前記ステータスアップデートメッセージは、非構造化付加サービスデータ（ＵＳＳＤ）
メッセージおよびショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージのうちの１つを含む
、
Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ９］
　前記ステータスアップデートメッセージを送った後、前記ＵＥデバイスは、前記第２の
ＳＩＭに向けられる前記呼接続要求を受信する前記第２のネットワークに応答して、前記
第２のネットワークからページングメッセージを受信しない、
Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１０］
　第１のＳＩＭを受信する第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）インターフェースと、
　第２のＳＩＭを受信する第２のＳＩＭインターフェースと、
　呼処理論理と
　を備え、前記呼処理論理は、
　　前記第１のＳＩＭに関連する第１のネットワークと装置との間の呼接続を処理し、
　　前記第２のＳＩＭに関連する第２のネットワークにステータスアップデートメッセー
ジを送る
　ためのものであり、前記ステータスアップデートメッセージは、前記第２のネットワー
クに、前記第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求に応答してビジーステータスメッセージ
を提供するように命令する、
装置。
　［Ｃ１１］
前記呼処理論理は、前記装置から前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークへ
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の呼の発信を開始する要求の受信に応答して前記呼接続を処理し、前記ステータスアップ
デートメッセージは、前記呼の発信の開始に先立って送られ、前記呼処理論理は、前記呼
の発信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに第２のス
テータスアップデートメッセージを送り、前記第２のステータスアップデートメッセージ
は、前記呼の発信の前記終了を前記第２のネットワークに通知する、
Ｃ１０に記載の装置。
　［Ｃ１２］
　前記ステータスアップデートメッセージは、第１の非構造化付加サービスデータ（ＵＳ
ＳＤ）メッセージを含み、前記第２のステータスアップデートメッセージは、第２のＵＳ
ＳＤメッセージを含む、
Ｃ１１に記載の装置。
　［Ｃ１３］
　前記呼処理論理は、前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークから呼の着信
の通知の受信に応答して前記呼接続要求を処理し、前記ステータスアップデートメッセー
ジは、前記呼の着信の受信に先立って送られ、前記呼処理論理は、前記呼の着信の終了に
応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに第２のステータスアップ
デートメッセージを送り、前記第２のステータスアップデートメッセージは、前記呼の着
信の前記終了を前記第２のネットワークに通知する、
Ｃ１０に記載の装置。
　［Ｃ１４］
　前記ステータスアップデートメッセージは、第１の非構造化付加サービスデータ（ＵＳ
ＳＤ）メッセージを含み、前記第２のステータスアップデートメッセージは、第２のＵＳ
ＳＤメッセージを含む、
Ｃ１３に記載の方法。
　［Ｃ１５］
　第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）とインターフェースするための手段と、
　第２のＳＩＭとインターフェースするための手段と、
　前記第１のＳＩＭに関連する第１のネットワークと装置との間の呼接続処理を処理する
ための手段と、
　　前記ＵＥデバイスの第２のＳＩＭに関連する第２のネットワークにステータスアップ
デートメッセージを送るための手段と
　を備え、前記ステータスアップデートメッセージは、前記第２のネットワークに、前記
第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求を受信することに応答してビジーステータスメッセ
ージを提供するように命令する、
装置。
　［Ｃ１６］
　前記装置から前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークへ呼の発信を開始す
る要求を受信するための手段と、ここで、前記呼接続要求は、前記呼の発信を開始する前
記要求の受信に応答して処理され、前記ステータスアップデートメッセージは、前記呼の
発信の開始に先立って前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに送られる、
　前記呼の発信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送るための手段と
　をさらに備え、前記第２のステータスアップデートメッセージは、前記呼の発信の前記
終了を前記第２のネットワークに通知する、
Ｃ１５に記載の装置。
　［Ｃ１７］
　前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークから呼の着信の通知を受信するた
めの手段と、ここで、前記呼接続は、前記呼の着信の前記通知の受信に応答して処理され
、前記ステータスアップデートメッセージは、前記呼の着信の受信に先立って前記第２の
ＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに送られる、
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　前記呼の着信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する第２のネットワークに第２
のステータスアップデートメッセージを送るための手段と
　をさらに備え、前記第２のステータスアップデートメッセージは、前記呼の着信の前記
終了を前記第２のネットワークに通知する、
Ｃ１５に記載の装置。
　［Ｃ１８］
　プロセッサによって実行された場合に、前記プロセッサに、
　第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）に関連する第１のネットワークと装置との間の
コール接続を処理させ
　前記装置の第２のＳＩＭに関連する第２のネットワークにステータスアップデートメッ
セージを送らせる
　命令を備え、前記ステータスアップデートメッセージは、前記第２のネットワークに、
前記第２のＳＩＭに向けられる呼接続要求に応答してビジーステータスメッセージを提供
するように命令する、
コンピュータ可読有形媒体。
　［Ｃ１９］
　前記プロセッサによって実行された場合に、前記プロセッサに、
　第１の装置から前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークへの呼の発信を開
始する要求を受信させ、ここで、前記呼接続要求は、前記呼の発信を開始する前記要求の
受信に応答して処理され、前記ステータスアップデートメッセージは、前記呼の発信の開
始に先立って前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに送られる、
　前記呼の発信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送らせる
　命令をさらに備え、前記第２のステータスアップデートメッセージは、前記呼の発信の
前記終了を前記第２のネットワークに通知する、
Ｃ１８に記載のコンピュータ可読有形媒体。
　［Ｃ２０］
　前記プロセッサによって実行された場合に、前記プロセッサに、
　前記第１のＳＩＭに関連する前記第１のネットワークから呼の着信の通知を受信させ、
ここで、前記呼接続は、前記呼の着信の前記通知の受信に応答して処理され、前記ステー
タスアップデートメッセージは、前記呼の着信の受信に先立って前記第２のＳＩＭに関連
する前記第２のネットワークに送られる、
　前記呼の着信の終了に応答して前記第２のＳＩＭに関連する前記第２のネットワークに
第２のステータスアップデートメッセージを送らせる
　命令をさらに備え、前記第２のステータスアップデートメッセージは、前記呼の着信の
前記終了を前記第２のネットワークに通知する、
Ｃ１８に記載のコンピュータ可読有形媒体。
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