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本書は情報提供を目的として作成されたものです。ソフトバンクモバイル株

式会社は本書の記載内容に関して明示的にも、黙示的にも何ら保証するもので

はありません。

本書に記載されている事柄は、予告なしに変更する可能性があります。

本書の使用、または本書を使用した結果については、ユーザ各位がその責任

を負うものとしますのでご了承ください。

1. ドキュメントの一部または全部を改版、引用することを禁じます。

2. ドキュメントを第三者に複製し、領布することを禁じます。

3. ドキュメントを運用した結果の影響については、いっさいの責任を負いかねます

のでご了承ください。

[商標]

 S!アプリは Java™に対応したアプリケーションです。 

 Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及び

その他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標また

は登録商標である場合があります。

 Powered by JBlend™, (C)1997-2011 Aplix Corporation. All rights reserved. 

 S!アプリ対応のソフトバンク携帯電話は、株式会社アプリックスが開発し、Java™ 

アプリケーションの実行速度が速くなるように設計された JBlend®を搭載していま

す。

 JBlend および JBlend に関連する商標は、日本およびその他の国における（株）

アプリックスの商標または登録商標です。

 Flash、Flash Lite は、Adobe Systems, Inc.の米国およびその他の国における登

録商標または商標です。

 SMAF はヤマハ株式会社の登録商標です。

 SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけ

るソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

 「S!アプリ」はソフトバンクモバイル株式会社の商標または登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
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■修正履歴
Version 日付 内容

2.1.0 2010/4/1 C 型・P 型端末のサービス終了に伴い記述を削除

2.1.1 2011/7/4 2.4.2. 文字参照

絵文字の記述方法を変更
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0. イントロダクション

0.1. 目的

本書はコンテンツパートナー（以降、CP）様ソフトバンク携帯電話向けのウェブ

コンテンツを作成する際に必要な技術情報を提供するものである。本書ではソフ

トバンク携帯電話向けのページ記述言語について説明する。

0.2. 前提

本書は以下の技術について熟知していることを前提とする。

 HTTP/1.1: Hyper Text Trasfer Protocol 1.1

 HTML: HyperText Markup Language

 PNG: Portable Network Graphics

 JPEG: Joint Photographic Expert Group

 SMAF: Synthetic Music mobile Application Format

 MPEG4: Moving Picture Experts Group 4

 MP4: MPEG-4 File Format

 MOPA: Mobile Office Promotion Association
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0.3. 表記

本書では以下の表記法を用いる。

表 0.3-1 本書で用いる表記法

表記 意味
Courier New HTTP, HTML の構文要素

Italic 初出の用語、もしくは、強調したい用語

Gothic 強調したい用語
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0.5. 本書の構成

本書は以下の構成である。

1 章 概要：ソフトバンク携帯電話向け HTML を概説する。

2 章 構成要素：ソフトバンク携帯電話向け HTML の仕様を構成する要素を説明

する。

3 章 仕様：ソフトバンク携帯電話向け HTML の仕様を詳説する。

4 章 制限：ソフトバンク携帯電話向け HTML での制限を説明する。
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1. 概要

1.1. ソフトバンク携帯電話向け HTML

ソフトバンク携帯電話向けウェブコンテンツを構成するページはソフトバンク携

帯電話向け HTML (Hypertext Markup Language)で記述する。ソフトバンク携帯電

話向け HTML は「HTML を参考にソフトバンク携帯電話向けに規定したもの」

である。本章では「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の仕様を説明する。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」は端末に対してマルチメディア・アプリケ

ーションを提供することを目的としており、以下に掲げる特徴がある。

 豊富なテキスト表現を実現している。

 ドキュメント上に画像リソースへのリンクを記載することで、端末の画面上

にテキストと画像を組み合わせた画面を表示することができる。

 ドキュメント上に動画像リソースへのリンクを記載することで、端末の画面

上にテキストとアニメーションを組み合わせた画面を表示することができる。

 ドキュメント上に音曲リソースへのリンクを記載することで、端末上でテキ

ストを表示しながら音曲を演奏することができる。

 位置情報を取得し Web サーバに通知する。
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「ソフトバンク携帯電話向け HTML」 は HTML 4.01(Transitional DTD)に対し

て、主に以下の要素を削除している。

① body 要素を除く、ドキュメントボディ(Document Body)

② 構造化テキスト(Structured text)の一部

③ オブジェクト(Object)

④ アプレット(Applet)

⑤ イメージマップ(Image Map)

⑥ スタイルシート(Style Sheet)

⑦ フォントスタイル(Font Style)の一部

⑧ フレーム(Frame)

⑨ スクリプト(Script)言語インタフェース

⑩ テーブル機能の一部

⑪ リスト機能の一部

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」 は HTML 4.01 に対して、主に以下の機能

を追加している。

① 文字列の点滅

② 文字列の横移動

③ 音曲リソースの再生

④ 画像表示のための属性

⑤ 位置情報を通知するためのスキーム
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なお「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では CSS(Cascading Style Sheet)は利

用できない。
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1.2. 特徴

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」は弊社端末にマルチメディア・コンテンツ

を提供することを目的としており、以下の特徴がある。

 コンテンツ上に画像リソースへのリンクを記載することで、端末の画面

上にテキストと画像を組み合わせた画面を表示することができる。

 コンテンツ上に動画像リソースへのリンクを記載することで、端末の画

面上にテキストとアニメーションを組み合わせた画面を表示することが

できる。

 コンテンツ上に音曲リソースへのリンクを記載することで、端末上でテ

キストを表示しながら音曲を演奏することができる。

 コンテンツ上からメール作成や送付を行うことが出来る。

 コンテンツ上から音声発呼ができる。

 端末の位置を Web サーバに通知することが出来る。
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1.3. 本稿の構成

以降に「ソフトバンク携帯電話向け HTML/4.0」の仕様を規定する。本章は以下

の構成を採る。

 表記法：「ソフトバンク携帯電話向け HTML」での表記法

 データ型：「ソフトバンク携帯電話向け HTML」で用いるデータ型

 ドキュメントの構成：ドキュメントの全体の構成

 言語情報：多言語に対応するための情報

 テキスト：テキスト表現で用いる要素の説明

 リスト：リスト表現で用いる要素の説明

 表：表を表現する際に用いる要素の説明

 リンク：リンクで用いる要素の説明

 画像、音曲：画像、音曲で用いる要素の説明

 配置：構文上の塊を配置する要素の説明

 フォーム：ボタンやフィールド等の制御要素を配置する要素の説明
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2. 構成要素

ソフトバンク携帯電話向け HTML の抽象モジュールを記述するための構成要素に

ついて説明する。抽象モジュールはフォーマルな文法で規定するわけではないが、

出来得る限りあいまいさを排除するために構成要素を本章で規定する。本章での説

明は[Modularization of XHTML]の 4.Defining Abstruct Modules に準ずるため、

そちらも参照のこと。
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2.1. 構文

要素名(elememnt name)

要素が内容モデルに含まれる場合には、その要素の名前を表示する。

内容セット(content sets)

内容セットと呼ぶ要素名リストを定義するモジュールがある。内容モデ

ルが内容セットを持つときは、その名前をリストに表示する。

Expr ?

０もしくは１個の expr インスタンスが出現する。

Expr +

１個以上の expr インスタンスが出現する。

Expr *

０個以上の expr インスタンスが出現する。

A , b

式 a の後には式 b が出現する。

A | b

式 a もしくは式 b のいずれかが出現する。

A – b

式 b の要素を除く式 a が出現する。

括弧

括弧外の式を評価する前に、括弧内の式を評価する。

定義済み要素の拡張

モジュールで要素に属性を追加する場合には、その要素名の先頭に‘&’

を付ける。
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必須属性の定義

要素が属性の定義を必要とする場合には、その属性名の先頭に‘*’を付け

る。

属性型の定義

モジュールで属性値の型を定義する場合には、属性名の後に付く括弧の

中に型を記載する。

属性値の定義

モジュールで属性値の正しい値を定義する場合には、属性名の後に付け

た括弧の中で、‘|’で区切って値の範囲を記載する。
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2.2. 内容型

抽象モジュール定義では各モジュールについて最小(minimal)、かつ、原子的

(atomic)な内容モデルを定義している。この最小の内容モデルはモジュールそれ自

身の中で要素を参照している。このモデルはまた、抽象モジュールが依存する他

のモジュールの要素を参照している。結局、大半の場合、内容モデルはテキスト

が１つ以上の要素の内容となり得る必要がある。この場合にテキストを表す表記

として PCDATA を用いる。

最小の内容モデルの中で要素には内容が無い(no content)ことを表すために

EMPTY として内容型を定義することもできる。
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2.3. 属性型

抽象モデルの定義において、下記の属性型を用いる（XML 1.0 で定義されている）。

表 2.3-1 属性型

属性型 定義

CDATA 文字データ(空文字列は除く)

ID ドキュメントで一意な識別子

IDREF ID への参照

IDREFS 空白で区切った IDREF の並び

NAME ドキュメントで一意な名前

NUMBER 1 桁以上の 10 進数

#PCDATA 文字データ。但し、特殊記号については実体参照で記載する。

ソフトバンク携帯電話向け HTML では上記に加え、以下のデータ型を定義する。

表 2.3-2 データ型

データ型 説明

Character [ISO10646]が定義する文字

Charset [RFC2045]に基づく文字エンコーディング

Charsets 空白で区切った文字エンコーディングの並び

Color [SRGB]が定義する色

ContentType [RFC2045]に基づくメディア型

ContentTypes カンマで区切ったメディア型の並び

LanguageCode [RFC3066]に基づく言語コード

Length ピクセルもしくはパーセントで表した長さ

LinkTypes リンク型

MediaDesc カンマで区切ったメディア記述子の並び

Number １桁以上の数値

Pixels 描画面上のピクセル数

Text テキストデータ

URI [RFC2396]に基づく Uniform Resource Identifier

Color, LinkTypes, MediaDesc について更に詳しく説明する。
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2.3.1. Color

「Color」の属性値は「“#”記号を先頭とする６桁の 16 進数」もしくは「名前」で

表記する。

表 2.3.1-1 Color の属性型

色 名前表記 16 進表記

黒 Black #000000

銀 Silver #C0C0C0

灰 Gray #808080

白 White #FFFFFF

えび茶 Maroon #800000

赤 Red #FF0000

紫 Purple #800080

赤紫 Fuchsia #FF00FF

緑 Green #008000

薄緑 Lime #00FF00

黄土 Olive #808000

黄 Yellow #FFFF00

紺 Navy #000080

青 Blue #0000FF

濃青緑 Teal #008080

薄青緑 Aqua #00FFFF

尚、色の名前では大文字と小文字を区別しない(case-insensitive)。
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2.3.2. LinkTypes

データ型 LinkTypes とは空白で区切ったリンク型の並びである。リンク型には以

下のものがある。

表 2.3.2-1 リンク型

リンク型 説明

Alternate 代替ドキュメント

Stylesheet 外部スタイルシート

Start ドキュメントの順序集合の中で最初のドキュメント

Next ドキュメントの順序集合の中で次のドキュメント

Prev ドキュメントの順序集合の中で前のドキュメント

Contents 内容の表

Index ドキュメントの索引

Glossary ドキュメントの用語集

Copyright ドキュメントの著作権表示

Chapter 章

Section 節

Subsection 小節

Appendix 付録

Help ヘルプ

Bookmark ブックマーク

尚、リンク型では大文字と小文字を区別しない(case-insensitive)。
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2.3.3. MediaDesc

データ型 MediaDesc とはカンマで区切ったメディア記述子の並びである。メディ

ア記述子には以下のものがある。

表 2.3.3-1 メディア記述子

メディア記述子 説明

screen 画面

tty テレタイプのような固定ピッチ文字の機器

tv テレビジョン型の機器

projection プロジェクター

handheld 携帯機器

print ページ形式の機器

braille 点字出力の機器

aural スピーチシンセサイザ

all 全ての機器
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2.4. 文字の扱い

ソフトバンク携帯電話向けHTMLで記述するドキュメントでは複数個の文字エン

コーディングを利用することができる。但し、１つのドキュメントの中で複数個

の文字エンコーディングを混在させて記述することはできない、１つのドキュメ

ントは１つの文字エンコーディングで完結していなければならない。

また、それぞれの文字エンコーディングで利用できる符号化文字集合のクラスは

一部の文字エンコーディングについて差異がある。
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2.4.1. 文字集合

ソフトバンク携帯電話向けHTMLで記述するドキュメントで利用できる文字集合

を以下に示す。

表 2.4.1-1 文字集合

符号化文字集合 説明 bit長

① IA5/ASCII いわゆる、ASCII 7

② JISX 0201-1997 カタカナ いわゆる、半角カタカナ 8

③ JISX 0208-1997 いわゆる、全角文字 16

④ RCR STD 片仮名用 7 単位符号 いわゆる、半角カタカナ 7

⑤ 絵文字＃１ 弊社固有(弊社端末共通) 7

⑥ 絵文字＃２ 弊社固有(弊社端末共通) 7

⑦ 絵文字＃３ 弊社固有(弊社端末共通) 7

⑧ 絵文字＃４ 弊社固有(弊社端末専用) 7

⑨ 絵文字＃５ 弊社固有(弊社端末専用) 7

⑩ 絵文字＃６ 弊社固有(弊社端末専用) 7

⑪ Unicode Ver2.1 JISX 0208 等を含む集合 21
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① IA5/ASCII では弊社端末固有の変更として「逆スラッシュ」の代わりに「円記

号」を用いている。JISX 0201-1997 の 0x00～0x7F とほぼ同じである（0x7E

のオーバラインがチルダである）。

② JISX 0201-1997 のうち 0xA0～0xDF に相当する、いわゆる、半角カタカナで

ある。

③ 全角文字のうち第１水準および第２水準に相当する。

④ ②と同じ文字集合であるが bit 長が異なる。

⑤ ～⑩は弊社の端末で共通な絵文字である。なお、文字エンコーディングの違い

に関わらず、「Web サーバ⇒端末」の場合と「端末⇒Web サーバ」の場合での

絵文字の扱い(表記法)が異なる。

⑪ Unicode Ver2.1 の中で JISX 0208-1997 に相当する文字集合に対応する。
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2.4.2. 文字エンコーディング

ソフトバンク携帯電話向け HTML で記述するドキュメントでは Shift_JIS,

EUC-JP, ISO2022-JP, UTF-8 の複数個の文字エンコーディングを利用できる。

なお、ISO-2022-JP では JIS X 0201-1997 半角は利用できない。この点を除いて

は文字エンコーディングごとに利用できる文字集合は同じである。

なお、絵文字については、「Web サーバ⇒端末」の場合と「端末⇒Web サーバ」

の場合とで、その表記方法が異なる。詳細については後述する。
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2.4.2.1. Web サーバ⇒端末

「Web サーバ⇒端末」の際に利用できる文字エンコーディングとそこで利用でき

る文字集合を対にして一覧する。

表 2.4.2.1-1 文字エンコーディング一覧

Web サーバ⇒端末

文字ｴﾝｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 文字集合 説明

① Shift_JIS IA5/ASCII
JISX 0201-1997 ｶﾀｶﾅ
JISX 0208-1997
絵文字[#1-#6]

絵文字は Unicode 数値文字参照で

記述する。

② EUC-JP IA5/ASCII
JISX 0201-1997 ｶﾀｶﾅ
JISX 0208-1997
絵文字[#1-#6]

絵文字は Unicode 数値文字参照で

記述する。

③ ISO-2022-JP IA5/ASCII
JISX 0208-1997
絵文字[#1-#6]

絵文字は Unicode 数値文字参照で

記述する。

④ UTF-8 Unicode Ver.2.1 絵文字は Unicode 数値文字参照で

記述する。

※文字エンコーディングの名前は大文字小文字を区別しない（case-insensitive）。
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絵文字は、元の文字エンコーディングによらず、一律 Unicode 数値文字参照で記

述する。

他の方法として、文字エンコーディング毎に下記の方法でも記述できる。

① Shift_JIS の場合には絵文字は ISO-2022 に従い GL 領域に割り付ける。指

示と呼出はソフトバンク固有である。

② EUC-JP の場合には絵文字は ISO-2022 に従い GL 領域に割り付ける。指

示と呼出はソフトバンク固有である。

③ ISO-2022-JPの場合には絵文字は ISO-2022に従いGL領域に割り付ける。

指示と呼出はソフトバンク固有である。また、半角カタカナは利用できな

い。

④ UTF-8 の場合には絵文字は UTF-8 の外字領域に割り付ける。

④を除く①～③については、過去の端末向けのコンテンツを作成する際の記述方

法である。この為、新規にコンテンツを作成する場合は Unicode 数値文字参照で

記述することが望ましい。

一部の端末では、絵文字は送出を保障しないことに注意すること。

弊社端末ではテキストの文字エンコーディングを下記①から順番に判定する。文

字エンコーディングを特定できなかった場合を除き、番号の小さいほうが文字エ

ンコーディングの判定として優先される。

表 2.4.2.1-2 文字エンコーディングの判別

判定基準

① Pull-HTTP の Content-Type レスポンスヘッダフィールドに記載した

charset の値に従う。

② (XHTML のみ)XML 宣言の encoding 属性の値に従う。

③ エンティティボディの先頭数バイトより、BOM の有無にて UTF-8 であるか

判断する。

④ meta 要素の http-equiv 属性に“Content-Type”を指定した場合には、content

属性に指定した charset の値に従う。

⑤ Shift_JIS として扱う。
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2.4.2.2. 端末⇒Web サーバ

「端末⇒Web サーバ」が発生するのは、ソフトバンク携帯電話向け HTML の a

要素および form要素によりリクエストをPull-HTTP/1.1に載せて送出する際であ

る。ここで、リクエストに載せるデータは２段階でコード化した結果を Web サー

バに送出する。

[第 1 段階]での文字エンコーディングと文字集合を対にして一覧する。

表 2.4.2.2-1 文字エンコーディング一覧

端末⇒Web サーバ

文字ｴﾝｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 文字集合 説明

① Shift_JIS IA5/ASCII
JISX 0201-1997 ｶﾀｶﾅ
JISX 0208-1997
絵文字[#1-#6]

絵文字は Shift_JIS の外字領域に割り付け

る。

② EUC-JP IA5/ASCII
JISX 0201-1997 ｶﾀｶﾅ
JISX 0208-1997
絵文字[#1-#6]

絵文字は Shift_JIS の外字領域に割り付け

る。

③ ISO-2022-JP IA5/ASCII
JISX 0208-1997
絵文字[#1-#6]

絵文字は Shift_JIS の外字領域に割り付け

る。

④ UTF-8 Unicode Ver.2.1 絵文字はUTF-8 の外字領域に割り付ける。

※文字エンコーディングの名前は大文字小文字を区別しない（case-insensitive）。

[第１段階] 「文字エンコーディング」の決定：

HTML ドキュメントの文字エンコーディングが UTF-8 以外の場合に、全て

Shift_JIS でリクエストを送出する。UTF-8 の場合は、UTF-8 でリクエストす

る。

[第 2 段階] Request 上の一部文字のコード化：

escaped encoding (% hex hex) によるコード化を行う。
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① Shift_JIS の場合には絵文字は Shift_JIS の外字領域に割り付ける。

② EUC-JP の場合には絵文字は Shift_JIS の外字領域に割り付ける。

③ ISO-2022-JP の場合には絵文字は Shift_JIS の外字領域に割り付ける。

④ UTF-8 の場合には絵文字は UTF-8 の外字領域に割り付ける。

一部の端末では、form 要素で利用者が入力した絵文字を正しく送出することはで

きない。また、送出可能な端末においても、Shift_JIS の外字領域および UTF-8

の外字領域に割り付けられたコードで送出される。

form から Content-Type: application/x-form-url-encoded にてリクエストを行う

際の、文字エンコーディングの扱いについて記述する。

表 2.4.2.2-2 文字エンコーディングの扱い

端末⇒Web サーバコンテンツの

エンコード Request URI エンティティボディ

Shift_JIS

EUC-JP

ISO-2022-JP

Shift_JIS
(escaped encoding)

Shift_JIS
(escaped encoding)

UTF-8 UTF-8
(escaped encoding)

UTF-8
(escaped encoding)

※:絵文字は送出を保障しないことに注意すること。
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[第２段階]でのコード化の対象は以下の部位、対象文字、フォーマットを説明する。

表 2.4.2.2-3 escaped encoding

◎コード化を行う部分

①a 要素の href 属性などに指定した URI

端末の実装に依存する。

②form 要素で送出される name トークンと value トークン

name トークン value トークン共にコード化する。

name トークンと value トークンを結びつける“=”はコード化しない。複数の

「name=value」を並べる際のデリミタとなる“&”もコード化しない。

◎コード化の対象となるバイト

･1 バイト文字のうち表 2.4.2.2-4記載の文字

･1 バイト文字のうち 0x80～0xFFに該当する文字

･多バイト文字、絵文字については各バイトで表 2.4.2.2-4に相当するバイトお

よび 0x80～0xFFに相当するバイトはコード化する（これ以外の部位はコード

化しない）。

◎コード化フォーマット

空白(0x20)以外：各バイトごとに“%”+2 桁の 16 進表記

例：“@”(0x40)→%40

“*”(0x2A)→%2A

空白(0x20)：“+”；空白は左記のように例外として“+”にコード化する。

注意事項：

多バイト文字や絵文字をコード化する場合に、それぞれのバイトについて ASCII

の英数字に該当するバイトについてはコード化しない点に注意せよ。（一部の端

末では絵文字の送出を保障しない）

escaped encoding については「RFC2396, Uniform Resource Identfiers (URI) :

General Syntax, 2.4. Escaped Encoding」も参照のこと。
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表 2.4.2.2-4 領域 0x00-0x7F のうち escaped encoding 対象の一覧

文字 %HH 文字 %HH 文字 %HH 文字 %HH 文字 %HH

NUL %00 DEL %10 空白 “+” ` %60

SOH %01 DS1 %11 ! %21 : %3A

STX %02 DS2 %12 " %22 ; %3B { %7B

ETX %03 DS3 %13 # %23 < %3C | %7C

EOT %04 DS4 %14 $ %24 = %3D } %7D

ENQ %05 NAK %15 % %25 > %3E ~ %7E

ACK %06 SYN %16 & %26 ? %3F DEL %7F

BEL %07 ETB %17 ' %27

BS %08 CAN %18 ( %28 @ %40

HT %09 EM %19 ) %29

LF %0A SUB %1A * %2A [ %5B

VT %0B ESC %1B + %2B ¥ %5C

FF %0C IS1 %1C , %2C ] %5D

CR %0D IS2 %1D - %2D ^ %5E

SO %0E IS3 %1E . %2E _ %5F

SI %0F IS4 %1F / %2F

※ 空白(0x20)は“%20”ではなく“+”にコード化する。

以降では、文字エンコーディングごとの留意事項を説明する。
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2.4.2.3. Shift_JIS

ソフトバンク携帯電話向けの Shift_JIS では以下の文字集合を利用できる。

表 2.4.2.3-1 ソフトバンク携帯電話向け Shift_JIS

文字集合 Shift_JIS

IA5/ASCII 0x00～0x7F

JISX 0201-1997 ｶﾀｶﾅ 0xA1～0xDF

JISX 0208:1997 0x8140～0x9FFC

0xE040～0xFCFC

また、絵文字は Unicode 数値文字参照で記述する。

表 2.4.2.3-2 ソフトバンク携帯電話向け Unicode 数値文字参照絵文字

文字集合 表記

絵文字#1 &#xE001;～&#xE05A;

絵文字#2 &#xE101;～&#xE15A;

絵文字#3 &#xE201;～&#xE253;

絵文字#4 &#xE301;～&#xE34D;

絵文字#5 &#xE401;～&#xE44C;

絵文字#6 &#xE501;～&#xE537;



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 36 of 213
複製転載禁止

なお、「Web サーバ⇒端末」の場合には上記の値を送出するが、「端末⇒Web サー

バ」において escaped encoding を行う場合には、Appendix.Aの Shift_JIS(Hex)

を2.4.2.2の説明に従いコード化して送出することに注意すること。

例えば、絵文字#1 の 0x21(&#xE001;)は以下のようになる。

表 2.4.2.3-3 Shift_JIS での絵文字の扱い

表記 説明

Web サーバ⇒端末 &#xE001; 左記のテキスト

端末⇒Web サーバ %F9A 左記のテキスト

絵文字を ISO-2022 方式で記述する場合について規定する。但し、この記述方式は

過去の端末向けのものであり、SSL 通信においては利用できない。この為、新規

にコンテンツを作成する場合は Unicode 数値文字参照で記述することが望ましい。

表 2.4.2.3-4 ソフトバンク携帯電話向け ISO-2022 絵文字

文字集合 符号 指示 呼出

絵文字#1 0x21～0x7A ESC $ G GI 0x0F SI

絵文字#2 0x21～0x7A ESC $ E G1I 0x0F SI

絵文字#3 0x21～0x73 ESC $ F G2I 0x0F SI

絵文字#4 0x21～0x6D ESC $ O G3I 0x0F SI

絵文字#5 0x21～0x6C ESC $ P G4I 0x0F SI

絵文字#6 0x21～0x57 ESC $ Q G5I 0x0F SI

例えば、絵文字#1 の 0x21(ESC $ G 0x21 SI)は以下のようになる。

表 2.4.2.3-5 ISO-2022 絵文字の扱い

表記 説明

Web サーバ⇒端末 0x1B 0x24 0x47 0x21 0x0F 左記のバイナリ値
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2.4.2.4. EUC-JP

ソフトバンク携帯電話向けの EUC-JP はパック形式の日本語 EUC であり以下の

文字集合を利用できる。

表 2.4.2.4-1 ソフトバンク携帯電話向け EUC-JP

文字集合 EUC-JP

IA5/ASCII 0x00～0x7F

JISX 0201-1997 ｶﾀｶﾅ 0x8EA1～0x8EDF

JISX 0208:1997 0xA1A1～0xFEFE

絵文字については、Shift_JIS と同様である。
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2.4.2.5. ISO-2022-JP

ソフトバンク携帯電話向けの ISO-2022-JP では以下の文字集合を利用できる。半

角カタカナが利用できない点に留意せよ。

表 2.4.2.5-1 ソフトバンク携帯電話向け ISO-2022-JP

文字集合 ISO-2022-JP 指示 呼出

IA5/ASCII 0x00～0x1F ,7F

0x21～0x7E ESC ( B 0x0F SI

JISX 0208:1997 0x2121 ～
0x7E7E

ESC $ B 0x0F SI

絵文字については、Shift_JIS と同様である。
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2.4.2.6. UTF-8

UTF-8 のリクエスト送出は、リクエスト元となるコンテンツが UTF-8 で記載され

ている場合に発生する。

ソフトバンク携帯電話向けの UTF-8 では以下の文字集合を利用できる。

表 2.4.2.6-1 ソフトバンク携帯電話向け UTF-8

文字集合 UTF-8

Unicode UnicodeVer.2.1規格の中で、IA5/ASCII,

JISX 0201-1997 ｶﾀｶﾅ, JISX0208:1997

と同等の範囲

絵文字は Unicode 数値文字参照で記述する。

表 2.4.2.6-2 ソフトバンク携帯電話向け Unicode 数値文字参照絵文字

文字集合 表記

絵文字#1 &#xE001;～&#xE05A;

絵文字#2 &#xE101;～&#xE15A;

絵文字#3 &#xE201;～&#xE253;

絵文字#4 &#xE301;～&#xE34D;

絵文字#5 &#xE401;～&#xE44C;

絵文字#6 &#xE501;～&#xE537;
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また、絵文字は UTF-8 の外字として記述することも出来る。

表 2.4.2.6-3 ソフトバンク携帯電話向け UTF-8 絵文字

文字集合 UTF-8

絵文字#1 0xEE8081～0xEE819A

絵文字#2 0xEE8481～0xEE859A

絵文字#3 0xEE8881～0xEE8993

絵文字#4 0xEE8C81～0xEE8D8D

絵文字#5 0xEE9081～0xEE918C

絵文字#6 0xEE9481～0xEE94B7

なお、「Web サーバ⇒端末」の場合には上記の値を送出するが、「端末⇒Web サー

バ」において escaped encoding を行う場合には、Appendix.Aの UTF-8(Hex)を

2.4.2.2の説明に従いコード化して送出することに注意すること。

例えば、絵文字#1 の 0x21(&#xE001;)は以下のようになる。

表 2.4.2.6-4 UTF-8 での絵文字の扱い

表記 説明

Web サーバ⇒端末 &#xE001; 左記のテキスト

端末⇒Web サーバ %EE%80%81 左記のテキスト

絵文字は ISO-2022 方式で記述することも可能である。但し、この記述方式は過去

の端末向けのものであり、SSL 通信においては利用できない。この為、新規にコ

ンテンツを作成する場合は Unicode 数値文字参照で記述することが望ましい。
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2.4.2.7. 絵文字の扱い

Web サーバ⇒端末の絵文字は、元の文字エンコーディングによらず、一律 Unicode

数値文字参照で記述する。

UTF-8 の場合には UTF-8 の外字としても記述できる。

過去の端末向けの絵文字は ISO-2022に規定するGL領域への割り当てで表現する。

絵文字はソフトバンクが定義した固有の94n文字集合でありG0へ割り当てるため、

指示(designate)はソフトバンク固有のエスケープシーケンスで行うが、呼出

(invoke)は SI(Shift In)で行う。

但し、ISO-2022 絵文字に関しては Web サーバ⇒端末の際に弊社 Pull-GW にて

Unicode 数値文字参照に変換する。

変換の出来ない SSL 通信においては意図した通りに絵文字表示が行えない為、

ISO-2022 絵文字は使用せず、Unicode 数値文字参照で記述することが望ましい。

表 2.4.2.7-1 端末で表示する絵文字の表記

文字エンコーディング 記述方法

Shift_JIS

EUC-JP

ISO-2022-JP

UTF-8

絵文字は Unicode 数値文字参照で記述する。

上表から分かるように、Shift_JIS, EUC-JP, ISO-2022-JP, UTF-8 のいずれについ

ても、絵文字は、同一の表記法が可能である。
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2.4.3. 文字参照(Charactaer references)

2.4.3.1. 数値文字参照(Numeric character references)

ソフトバンク携帯電話向け HTML では、数値文字参照によるコード指定が可能で

ある。

数値文字参照とは、ISO/IEC10646 に規定される文字を直接指定する方法である。

記述方法は、以下の 10 進と 16 進によるどちらの記述も可能である。

10 進…&#10 進コード;

16 進…&#x16 進コード;

なお、"&","#","x",";"は、IA5/ASCII の小文字で記述すること。16 進コードのアル

ファベット("A","B","C","D","E","F")は、大文字、小文字どちらの記述でも構わな

い。

数値文字参照で指定するコードの適用範囲は、JISX 0201-1997 および JISX

0208:1997、絵文字である。また、数値文字参照のコードは、コンテンツを記述す

る符号化方式によらず一意である。

※[HTML 4.01] 5.3.1 Numeric character references とは扱いが異なることに注

意すること。
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2.4.3.2. 文字実体参照 (Character entity references)

ソフトバンク携帯電話向け HTML では IA5/ASCII に属する文字のうち下記５種

類、ISO-8588-1 Latin-1 に属する文字のうち下記２種類について文字実体参照で

表記することができる。

表 2.4.3.2-1 HTML で利用できる文字実体参照

文字 コード 文字実体参照 意味 説明

0x20 &nbsp; no-break space 空白

" 0x22 &quot; quotation mark 二重引用符

& 0x26 &amp; ampersand

< 0x3C &lt; less-than

> 0x3E &gt; greater-than

© 0xA9 &copy; copyright 絵文字#3

® 0xAE &reg; registered trade mark 絵文字#3

なお、ISO-8588-1 Latin-1 のうち GR(0x0A-0xFF)に属する文字の一部について、

文字実体参照を与えるとグリフの似ている GL(0x20-0x7F)に属する文字で代替し

て表示する。これらの文字実体参照については Appendix.A を参照のこと。

ただし、文字実体参照のうち&nbsp;は CDATA 型の属性値には使用できない。
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2.5. URI

2.5.1. 概要

以下にソフトバンク携帯電話向け HTML で利用できる URI を説明する。

尚、記載できる URI について要素(タグ)ごとに制限がある。要素ごとの制限につ

いては2.5.2以降を参照のこと。

[凡例]

 「<左辺>::<右辺>」で<左辺>は<右辺>の構成であることを表わす。

 角括弧はオプションであることを表わす。

 縦棒は OR を表わす（「C :: A | B」は「C は A もしくは B」の構成であるこ

とを表わす）。

 <...>と<...>の間に空白文字(空白、タブ、CR, LF)を置いても空白文字は無視す

る。

 <...>中に空白文字を置くには escaped encoding で記述しなければならない。

 escaped encoding とは文字を「% hex hex」の書式で 16 進表記する方法であ

る。
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<URI> :: http://<FQDN>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>] # 絶対 URI

| http://<FQDN>/[<ﾊﾟｽ部>][#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 絶対 URI

| http://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>] # 絶対 URI

| http://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/[<ﾊﾟｽ部>][#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 絶対 URI

| https://<FQDN>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>] # 絶対 URI

| https://<FQDN>/[<ﾊﾟｽ部>][#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 絶対 URI

| https://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>] # 絶対 URI

| https://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/[<ﾊﾟｽ部>][#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 絶対 URI

| /<ﾊﾟｽ部>[?<ｸｴﾘ列>] # 相対 URI

| /<ﾊﾟｽ部>[#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 相対 URI

| <相対ﾊﾟｽ>[?<ｸｴﾘ列>] # 相対 URI

| <相対ﾊﾟｽ>[#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 相対 URI

| #<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ> # 相対 URI

| mailto:[<電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ>][?<ｸｴﾘ列>] # ｱﾄﾞﾚｽﾘﾝｸ

| tel:<電話番号> # ﾃﾚﾌｫﾝﾘﾝｸ

---------------------------------------------------------------

<FQDN> :: <Webサーバのドメイン名>

<IP ｱﾄﾞﾚｽ> :: <Webサーバの IPアドレス>

※<FQDN>,<IP ｱﾄﾞﾚｽ>では一般の URIのように、ポート番号、利用者情報(利用者ア

カウント、パスワード)を指定することはできない。

---------------------------------------------------------------

<ﾊﾟｽ部> :: <ﾊﾟｽ断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

| <ﾊﾟｽ断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾊﾟｽ断片>/ # / で終端

※<ﾌｧｲﾙ>,<ﾊﾟｽ断片>では表 2.4.2.2-4に該当する文字は「-」「.」「_」を除き escaped

encodingすること。これらの文字は区切り文字に相当するため、escapedencoding

していないと端末のブラウザが誤って解釈する場合がある。但し、<ﾌｧｲﾙ>部において

「.」が所謂拡張子を示さない場合は escaped encodingを行うこと。
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加えて、以下の制限がある。

表 2.5.1-1 パス部に記載できる文字の制限

半角カナ <ﾊﾟｽ断片>,<ﾌｧｲﾙ>には半角カナは記載できない。

全角文字 Shift_JISを escaped encodingしたもので記載する。

絵文字 <ﾊﾟｽ断片>,<ﾌｧｲﾙ>には絵文字は記載できない。

---------------------------------------------------------------

<相対ﾊﾟｽ> :: <相対断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

| <相対断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾊﾟｽ断片>/ # / で終端

※<ﾌｧｲﾙ>,<ﾊﾟｽ断片>,<相対断片>では表 2.4.2.2-4に該当する文字は「-」「.」「_」

を除き escaped encoding すること。但し、<ﾌｧｲﾙ>部において「.」が所謂拡張子

を示さない場合は escaped encodingを行うこと。

加えて、以下の制限がある。

表 2.5.1-2 相対パス部に記載できる文字の制限

半角カナ <相対断片>,<ﾌｧｲﾙ>には半角カナは記載できない。

全角文字 Shift_JISを escaped encodingしたもので記載する。

絵文字 <相対断片>,<ﾌｧｲﾙ>には絵文字は記載できない。

---------------------------------------------------------------

<ｸｴﾘ列> :: <ｸｴﾘ>&<ｸｴﾘ>&…&<ｸｴﾘ>

---------------------------------------------------------------

<ｸｴﾘ> :: <ｸｴﾘ名>=<ｸｴﾘ値>
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※<ｸｴﾘ名>として以下の名前は予約されているので、公式 CP様以外は利用してはいけ

ない。なお、以下の名前では大文字小文字の区別はしないため、例えば pid に加え

piD,pId,pID,Pid,PiD,PId,PIDも利用してはいけない。

表 2.5.1-3 クエリ名の予約語

クエリ名 用途

pid システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

sid システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

uid システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

lid システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

gid システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

rpid システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

rsid システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

nl システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

cl システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

ol システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

pl システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

jsky～(*) システムで予約(“jsky”で始まる任意の文字列)

prc システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

cnt システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

reg システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

vsekey システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

vsernk システムで予約：Pull-GWへ渡された際の動作は保証しない。

※<ｸｴﾘ名> では表 2.4.2.2-4に該当する文字は escaped encoding すること。

加えて、以下の制限がある。

表 2.5.1-4 クエリ名に記載できる文字の制限

半角カナ <ｸｴﾘ名>には半角カナは記載できない。

全角文字 Shift_JISを escaped encodingしたもので記載する。

絵文字 <ｸｴﾘ名>には絵文字は記載できない。

※<ｸｴﾘ値>では表 2.4.2.2-4に該当する文字は「-」「.」「_」を除き escapedencoding

すること。
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クエリ値に多バイト文字を記載した場合、動作は不定である。

---------------------------------------------------------------

※<ｸｴﾘ列>と<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>を同時に与えてはいけない。

---------------------------------------------------------------

※<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>には<英数字>のみを使用すること。

---------------------------------------------------------------

※<電話番号>にはダイアルボタン「0～9,*,#」に加え、カンマ「,」を記載するこ

とができる。最左端のカンマ「,」は 2秒のポーズを表わし、以降のカンマ「,」は 1

秒のポーズを表わす。
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2.5.2. base 要素

href属性：<base href=URI>

<URI> :: http://<FQDN>[/<ﾊﾟｽ部>]/

| http://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>[/<ﾊﾟｽ部>]/

| https://<FQDN>[/<ﾊﾟｽ部>]/

| https://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>[/<ﾊﾟｽ部>]/

<ﾊﾟｽ部> :: <ﾊﾟｽ断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾊﾟｽ断片>

注意事項：

※?<ｸｴﾘ列>、#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>は記載できない。

※<ﾊﾟｽ部>は必ず / で終端すること。
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2.5.3. a 要素

href属性：<a href=URI>

<URI> :: http://<FQDN>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>] # 絶対 URI

| http://<FQDN>/[<ﾊﾟｽ部>][#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 絶対 URI

| http://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>] # 絶対 URI

| http://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/[<ﾊﾟｽ部>][#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 絶対 URI

| https://<FQDN>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>] # 絶対 URI

| https://<FQDN>/[<ﾊﾟｽ部>][#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 絶対 URI

| https://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>] # 絶対 URI

| https://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/[<ﾊﾟｽ部>][#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 絶対 URI

| /<ﾊﾟｽ部>[?<ｸｴﾘ列>] # 相対 URI

| /<ﾊﾟｽ部>[#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 相対 URI

| <相対ﾊﾟｽ>[?<ｸｴﾘ列>] # 相対 URI

| <相対ﾊﾟｽ>[#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>] # 相対 URI

| #<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ> # 相対 URI

| mailto:[<電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ>][?<ｸｴﾘ列>] # ｱﾄﾞﾚｽﾘﾝｸ

| tel:<電話番号> # ﾃﾚﾌｫﾝﾘﾝｸ

| location:<測位方法> # 位置情報送出

注意事項：

※上記の URIの形式が利用可能である。

---------------------------------------------------------------

name属性：<a name=URI>

<URI> :: <ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>
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注意事項：

※<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>には<英数字>のみを使用すること。

---------------------------------------------------------------

src属性：<a src=URI>

<URI> :: http://<FQDN>[/<ﾊﾟｽ部>]

| http://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>[/<ﾊﾟｽ部>]

| https://<FQDN>[/<ﾊﾟｽ部>]

| https://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>[/<ﾊﾟｽ部>]

| /<ﾊﾟｽ部>

| <相対ﾊﾟｽ>

<ﾊﾟｽ部> :: <ﾊﾟｽ断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

<相対ﾊﾟｽ>:: <相対断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

<ﾌｧｲﾙ> :: <音曲名>.mmf # SMAF

注意事項：

※?<ｸｴﾘ列>、#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>は記載できない。

※<ﾌｧｲﾙ>は、SMAFデータであること。



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 52 of 213
複製転載禁止

2.5.4. img 要素

src属性：<img src=URI>

<URI> :: http://<FQDN>/<ﾊﾟｽ部>

| http://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/<ﾊﾟｽ部>

| https://<FQDN>/<ﾊﾟｽ部>

| https://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/<ﾊﾟｽ部>

| /<ﾊﾟｽ部>

| <相対ﾊﾟｽ>

<ﾊﾟｽ部> :: <ﾊﾟｽ断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

<相対ﾊﾟｽ>:: <相対断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

<ﾊﾟｽ断片>、<相対断片>については2.5.1の説明を参照のこと。

<ﾌｧｲﾙ> :: <画像名>.png # PNG

| <画像名>.pnz # PNG

| <画像名>.jpg # JPEG

| <画像名>.jpeg # JPEG

| <画像名>.jpe # JPEG

| <画像名>.jpz # JPEG

| <画像名>.gif # GIF

注意事項：

※?<ｸｴﾘ列>、#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>は記載できない。

※<ﾌｧｲﾙ>は、PNG, JPEG, GIFいずれかの画像リソースであること。
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2.5.5. bgsound 要素

src属性：<bgsound src=URI>

<URI> :: http://<FQDN>/<ﾊﾟｽ部>

| http://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/<ﾊﾟｽ部>

| https://<FQDN>/<ﾊﾟｽ部>

| https://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>/<ﾊﾟｽ部>

| /<ﾊﾟｽ部>

| <相対ﾊﾟｽ>

<ﾊﾟｽ部> :: <ﾊﾟｽ断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

<相対ﾊﾟｽ>:: <相対断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

<ﾊﾟｽ断片>、<相対断片>については2.5.1の説明を参照のこと。

<ﾌｧｲﾙ> :: <音曲名>.mmf # SMAF

| <音曲名>.mid # SMF

| <音曲名>.midi # SMF

| <音曲名>.mid # SP-MIDI

注意事項：

※?<ｸｴﾘ列>、#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>は記載できない。

※<ﾌｧｲﾙ>は、SMAF, SMF, SP-MIDIいずれかの音曲リソースであること。



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 54 of 213
複製転載禁止

2.5.6. form 要素

action属性:<form action=URI>

<URI> :: http://<FQDN>[/<ﾊﾟｽ部>]

| http://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>[/<ﾊﾟｽ部>]

| http://<FQDN>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>]

| http:// <IP ｱﾄﾞﾚｽ>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>]

| https://<FQDN>[/<ﾊﾟｽ部>]

| https://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>[/<ﾊﾟｽ部>]

| https://<FQDN>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>]

| https:// <IP ｱﾄﾞﾚｽ>/[<ﾊﾟｽ部>][?<ｸｴﾘ列>]

| /<ﾊﾟｽ部>

| /<ﾊﾟｽ部>[?<ｸｴﾘ列>]

| <相対ﾊﾟｽ>

| location:<測位方法> # 位置情報送出

<ﾊﾟｽ部> :: <ﾊﾟｽ断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

<相対ﾊﾟｽ>:: <相対断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

<ﾊﾟｽ断片>、<相対断片>については2.5.1の説明を参照のこと。

注意事項：

※?<ｸｴﾘ列>、#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>は記載できない。ただし、POSTメソッドの場合のみ、<ｸｴﾘ

列>を記載できる。
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2.5.7. input 要素

type=“submit”かつ src属性：<input type=“submit” src=URI>

<URI> :: http://<FQDN>[/<ﾊﾟｽ部>]

| http://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>[/<ﾊﾟｽ部>]

| https://<FQDN>[/<ﾊﾟｽ部>]

| https://<IP ｱﾄﾞﾚｽ>[/<ﾊﾟｽ部>]

| /<ﾊﾟｽ部>

| <相対ﾊﾟｽ>

<ﾊﾟｽ部> :: <ﾊﾟｽ断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

<相対ﾊﾟｽ>:: <相対断片>/<ﾊﾟｽ断片>/…/<ﾌｧｲﾙ> # / 以外で終端

<ﾊﾟｽ断片>、<相対断片>については2.5.1の説明を参照のこと。

<ﾌｧｲﾙ> :: <音曲名>.mmf # SMAF

注意事項：

※input要素では type=“submit”の場合にのみ、src属性を与えることができる。

※input要素では type=“submit”でない場合には、src属性を与えてはいけない。

※?<ｸｴﾘ列>、#<ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ>は記載できない。

※<ﾌｧｲﾙ>は、SMAFデータであること。
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2.5.8. URI の制限

「Web サーバ→端末」の場合、および、「端末→Web サーバ」の場合について、

escaped encoding を考慮した上で URI 長さには下記の制限がある。

尚、form 要素において method 属性に GET を指定した場合には input 要素から

派生する query string を含めて 1024bytes 以下に収めること。

表 2.5.8-1 URI 長の上限

URI 長の上限(byte)

a 要素 form 要素 action 属性

1024 1024

※：702MO,702sMOについてはa要素: 512bytes, form要素action属性: 512bytes

となる。
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2.6. 位置情報

2.6.1. 概要

「位置情報」（簡易位置情報と GPS 位置情報）通知機能は端末の位置情報を Web

サーバに通知するサービスである。Web サーバ側では端末から取得した位置情報

を利用したコンテンツを提供することが可能となる。尚、領海上ではあるが島嶼

の無い場所などについては位置情報が提供されないことがある。

位置情報通知機能では以下の機能が提供される。

 ウェブコンテンツ上のアンカーに位置情報を通知する機能を追加するこ

とができる。

 上記のように構成したアンカーを押下すると位置情報を Web サーバに通

知する。

 位置情報は Pull-HTTP の RequestURI に載せて通知する。

 通知する位置情報は座標・測地系・測位精度である。
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2.6.2. 制限

位置情報を利用する上では下記の制限がある。

表 2.6.2-1 位置情報通知機能に対する機種の一覧

機能種別 対応端末

簡易位置情報 △

GPS位置情報 △

△: 一部機種のみ

※：端末が位置情報を通知するためには、予め、利用者が位置情報送出設定を

ON にしておく必要がある（各種ガイドブック、「位置情報送出」の項を参照の

こと）。
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2.6.3. システム構成

図 2.6.3-1 システム構成

携帯

電話網

Internet

SoftBank

server

<html>

位置情報送

出記述

</html>

Pull-GW端末

位置情報の添付

Pull-HTTP

Pull-HTTP

位置情報入手

位置情報用

コンテンツ

RequestURI に pos,

geo,x-acr が付与される
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① serverはソフトバンク携帯電話向けウェブを提供するために設置したWebサ

ーバである。

② Pull-GW はソフトバンク携帯電話向けウェブを提供するために弊社が用意す

るゲートウェイである。端末から Web サーバへと送付する Pull-HTTP の

RequestURI に位置・測地系・測位精度を記載したパラメータを追加する。

③ 端末は弊社が提供するソフトバンク携帯電話向けウェブに対応している端末

である。ここでは特に位置情報を送出することのできる端末であるものとす

る。

④ 位置情報用コンテンツはソフトバンク携帯電話向けのコンテンツであり、

HTML ドキュメント中には位置情報を要求する記述※1が記載してある。

※1： location スキームを使用する。

「位置情報」通知機能を利用するためには、位置情報コンテンツおよび Web サー

バに以下の要件が必要である。

 location スキームを記載した HTML ドキュメント

 位置情報のパラメータ(pos,geo,x-acr)を解釈することのできる Web サー

バ

location スキームを記述した a 要素もしくは、form 要素を選択/押下することで、

端末から Web サーバへと位置情報（pos,geo,x-acr パラメータ）をのせた

RequestURI として Pull-HTTP リクエストを送出する。
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2.6.4. ソフトバンク携帯電話向け HTML

アンカー(a 要素)の href 属性およびフォーム(form 要素)の action 属性に location

スキームを記述すると、当該要素を指定した際に Pull-HTTP の RequestURI に位

置情報を載せて Web サーバにリクエストを送出する。

各要素の詳細は「3.9.1 a : アンカー」および「3.12.1 form : フォーム」を参照の

こと。
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2.6.5. Pull-HTTP

位置情報は location スキームを指定することにより、CP 様 Web サーバに

pos,geo,x-acrという3つのパラメータが送出される。以下にその詳細を記述する。

① 説明

[リクエスト]

端末がリクエストを送出する際に Pull-GW が位置情報パラメータを

RequestURI に付加することで、送出元の端末の位置情報を Web サーバに通

知する。

② 定義

location スキーム

location:[測位方法]?url=[URI]&name1=1・・・

測位方法

指定できる値

[cell]：簡易位置情報による測位。

[gps]：GPS位置情報による測位。

[auto]：端末にて優先されている測位方法で測位する。

小文字のみで記載する。上記以外を指定した場合はスキーム

エラーとなる。

また、その端末に実装されていない測位方法を指定した場合もエ

ラーとなる。

URI
位置情報を送出する RequestURI を指定する。不正な URI の場

合はスキームエラーとなる。

name1
CP 様で任意に付加できるクエリ部。以降「&」でつなげて必要な

数だけ付加できる。

CP 様 Web サーバに送出されるパラメータ詳細

pos 位置 度分秒（dms）表記

北緯はN,東経はE,南緯はS,西経はWをそれぞれ頭につけ

1/100 あるいは 1/1000 秒単位(※)で表される。それぞれは

「．」で連結される。

geo 測地系 wgs84：WGS84 系

tokyo：日本測地系

itrf ：ITRF 系

x-acr 測位精度 1：300m 以上（GPS or 簡易位置情報による位置情報）

2：50m～300m（GPS位置情報による位置情報）

3：50m 以下（GPS 位置情報による位置情報）

※:端末により単位が異なる。
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③ 制約

端末から位置情報を送出する際、送出を行うかどうかユーザ確認を行う。こ

こで｢送出しない｣を選択した場合、location スキーム内に書かれている URI

には遷移しない。

また、予め位置情報送出機能を端末側で OFF にしてある場合でも、location

スキーム内に書かれている URI に遷移しない。

海外で測位精度１が返された場合、誤差が非常に大きい可能性があるため、

コンテンツ提供の際は、注意が必要である。

なお、海外では簡易位置情報を利用できない。
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3. 仕様

ソフトバンク携帯電話向け HTML の仕様を説明する。

3.1. 概要

１つの「ソフトバンク携帯電話向け HTML」ドキュメントは１つの html 要素で

構成する。１つの html 要素は以下 2 つの部分で構成する。

表 3.1-1 ソフトバンク携帯電話向け HTML の構成

ヘッダ(宣言)部 head 要素

ボディ部 body 要素

１つの html 要素では head 要素、body 要素の順番にそれぞれ一つずつ配置する。

<html>

<head>

:

</head>

<body>

:

</body>

</html>
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3.2. コメント

コメントは「テキスト行を左から右へと走査する中で、最左に出現した“<!--”を

もってコメントの開始とし、コメントの開始以降の同一行で最左に出現する

“-->”をもってコメントを終了」する。HTML 4.01 ではコメントの終了に関して

“--”と“>”の間での空白文字の存在を認めているが、ソフトバンク携帯電話向け

HTMLでは“--”と“>”の間に空白文字を記載した場合の動作は保証しない。また、

コメントを２行以上にわたり記載した際の動作は保証しない。

※HTML 4.01 では“--”をもってコメントの終了と解釈する。ソフトバンク携帯

電話向け HTML とはコメントの終了判定が異なる点に注意すること。

コメントの中の文字は HTML の構文要素としての解釈は行わない。例えば、コメ

ント中に文字参照を記載しても文字参照として解釈はしない。
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3.3. タグの入れ子

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」ではコメント・タグの“<!--”と“-->”の

間にコメント・タグや通常のタグを記載した場合の動作は保証しない（“<!-- こ

れだけ -->”）。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では通常のタグの“<”と“>”の間にコメン

ト・タグや通常のタグを記載した場合の動作は保証しない。
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3.4. 説明の構成

以降、「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の要素を説明する。要素の説明は以下

の構成をとる。

<章番号> <要素>

① 定義：要素および属性の定義を与える。

② 説明：要素を説明する。

③ 属性：属性を説明する。

④ 制約：利用上の制約があれば説明する。

⑤ 例外：例外事項があれば説明する。

⑥ 差異：HTML 4.01 との間で差異があれば説明する。

⑦ その他：その他補足説明の必要があれば記載する。

尚、③～⑦について特に記載する事項が無ければ省略する。

定義では DTD 定義に加え属性ごとに一覧表で説明する。

属性名 必須 case デフォルト値

× CI jalang
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 必須欄では当該属性が必須である/なしを○/×で表す。

 Case 欄では属性値について大文字小文字の扱いを表す。[下表を参照]

 デフォルト値欄では当該属性を省略した際の暗黙の属性値を表す。

表 3.4-1 大文字/小文字記号の一覧

CS 属性値は大文字/小文字を区別する

CI 属性値は大文字/小文字を区別しない

CN 属性値は大文字/小文字の区別には関係ない(数値等)

CA DTD 定義上に識別方法を記載する

CT 識別方法は本ドキュメントの説明中に記載する
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3.5. HTML 文書の全体構造

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」における文書は次の 2 つの部分で構成され

る。

 宣言的ヘッダの部分（HEAD 要素として区切られる）。

 文書の実際のコンテンツを含む本体。なお、本体は BODY 要素で実装さ

れる。
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3.5.1. html

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % html.content "head, body">

<!ELEMENT html - - (%html.content;)>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

html - 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」で最上位階層の要素である。

制約

---------------------------------------------------------------

ルート要素であること。

開始タグと終了タグは共に省略する事が出来ない。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の html 要素には version, lang, dir 属性は

無い。
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3.5.2. head

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % head.content "base? (title & meta?)">

<!ELEMENT head O O (%head.content;)>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

head - 省略可能 開始タグを省略⇒終了タグも省略

開始タグを記載⇒終了タグも記載

説明

---------------------------------------------------------------

ドキュメントの情報を記述する。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では head 要素内容に base 要素を記述する

際には、title, meta 要素に先立ち先頭に記述しなければならない。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の head 要素には profile, lang, dir 属性は

無い。
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3.5.3. base

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT base – F EMPTY>
<!ATTLIST base
href %URI; #REQUIRED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

base - 必須 不要

属性名 必須 case デフォルト値

○ CThref

絶対 URI(absolute URI)を与える。

説明

---------------------------------------------------------------

ドキュメント中に相対URI(relative URI)を記載する際に、基点となるURIをhref

属性の値として指定する。相対 URI とは当該 URI を記載したドキュメントについ

ての URI を基点として、リソースの位置を相対的に記載するものである。相対

URI の構文については「2.5 URI」を参照のこと。

href 属性の属性値(URI)の最右端がディレクトリの区切り文字“/”の場合は、URI

を構成する文字列を base 要素が与える基点として扱う。URI の最右端がディレク

トリの区切り子“/”でない場合は、base 要素の基点として与えることはできない。

base要素はhead要素の中になければならない。base要素は title要素およびmeta

要素より前に出現しなければならない。

属性

---------------------------------------------------------------

href ::= “href” “=” absolute-URI

絶対 URI を記載する。base 要素には href 属性が必要である。
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制約

---------------------------------------------------------------

href に与える URI は httpスキームでなければならない。他のスキームを指定し

た場合は、他の要素に相対 URI を与えた際に、エラーを発生し通信に失敗する。

href に与える URI の末尾は必ず“/”で終了していなければならない。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の base 要素には target 属性は無い。

その他

---------------------------------------------------------------

ドキュメント中に与えられた相対 URI は、以下の優先順位に従って絶対 URI を算

出/解釈する。

① base 要素中の絶対 URI を基点として算出する。

② PULL-HTTP ヘッダに含まれる URI を基点として算出する。

③ 現在のドキュメントを基点として算出する。
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3.5.4. title

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % head.content “base? (title? & meta?)”>

<!ELEMENT title - - (#PCDATA) -(%head.content;)>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

title - 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

端末でマイリンク・お気に入り登録した際にリンクを識別するタイトルとして用

いる。

title 要素は head 要素内容にのみ記述できる（body 要素内容に記述してはならな

い）。

制約

---------------------------------------------------------------

title 要素は base 要素より後ろに記述しなければならない。

title 要素は body 要素に記述してはならない。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の title 要素には lang 属性および dir 属性

は無い。
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3.5.5. meta

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % HTTP.header ( "Content-Type"

| "Expires"
| "Cache-Control" )

>

<!ELEMENT meta – F EMPTY>
<!ATTLIST meta
http-equiv %HTTP.header; #REQUIRED
content CDATA #REQUIRED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

meta - 必須 不要

属性名 必須 case デフォルト値

○ CI

http-equiv PULL-HTTP のレスポンスに載せるヘッダフィールドの名前

を記述する。

○ CS

content http-equivで指定したヘッダフィールドに与える値を記述

する。

説明

---------------------------------------------------------------

Web サーバからの PULL-HTTP レスポンスのヘッダに載せるヘッダフィールド

(とその値)を記述する。

属性

---------------------------------------------------------------

[文字エンコーディング指定の場合]

http-equiv ::= <”> “http-equiv” “=” contenttype <”>

contenttype ::= “Content-Type”

Web サーバから端末に送出する PULL-HTTP レスポンスのヘッダに、

“Content-Type”エンティティヘッダフィールドを与える。
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content ::= <”> “content” “=” cTypeContent | rContent <”>

cTypeContent ::= MIME ”;” “charset” “=” charset

MIME ::= “text/html”

charset ::= “Shift_JIS” | “x-sjis” | “EUC-JP” | “x-euc-jp”

| “ISO-2022-JP” | “UTF-8”

http-equiv 属性に“Content-Type”を指定した場合には、content 属性には本ドキュ

メントを記述する文字エンコーディングを指定する。

[キャッシュ制御の場合]

http-equiv ::= <”> “http-equiv” “=” cachecontrol <”>

cachecontrol ::= “Expires”

| “Cache-Control”

content ::= <”> “content” “=” ( HTTP-Date | cache-directive )<”>

cache-directive ::= “no-cache”

| “no-store”

| “max-age” “=” delta-seconds

Pull-HTTP レスポンスヘッダの Expires および Cache-Control ヘッダフィールド

と同等の動作をする。

http-equiv 属性に"Expires"を指定した場合には、content 属性には、本ドキュメ

ントの有効期限を指定する。

制約

---------------------------------------------------------------

Pull-HTTP のレスポンスで Content-Type ヘッダフィールドに文字エンコーディ

ングが指定していた場合には、meta 要素で指定した値よりも Content-Type ヘッ

ダで指定した値を優先して解釈する。

Pull-HTTP のレスポンスで Expires および Cache-Control ヘッダフィールドによ

りキャッシュ制御を指定していた場合には、meta 要素で指定した動作よりも優先

して解釈する。
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差異

---------------------------------------------------------------

HTML4.01 では meta 要素にはドキュメントに関するメタデータを記載する。メ

タデータには任意のプロパティ名とプロパティに与える値を対にして記述する

（例：著者、著作権表示、作成日、等々）。 しかしながら、「ソフトバンク携帯電

話向け HTML」では PULL-HTTP レスポンスに載せる“Content-Type”ヘッダフィ

ールドのみが記述できる。

Pull-HTTP レスポンスヘッダにおける Expires に加えて、Cache-Control で制御

するキャッシュ制御も、meta 要素で可能である。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」には name, scheme, lang, dir 属性を記載で

きない。

その他

---------------------------------------------------------------

charset に“Shift_JIS”, “x-sjis”, “EUC-JP”, “x-euc-jp”,

“ISO-2022-JP”, “UTF-8”以外を指定した場合の動作は端末ごとに異なり不定

である。
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3.5.6. body

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % flow "%block; | %inline;">

<!ELEMENT body - - (%flow;)*>
<!ATTLIST body
bgcolor %Color; White
text %Color; Black
link %Color; Blue
vlink %Color; Purple
background %URI; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

body - 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CI White
bgcolor※1

ドキュメントボディの背景色を指定する。

× CI Black
text※1

テキストの前景色を指定する。

× CI Blue
link※1

リンクに対応するテキストの前景色を指定する。

× CI Purple

vlink※1 訪問済みリンクに対応するテキストの前景色を指定す

る。

× CT
background※1

背景に敷き詰める画像の URI を指定する。

※1: 一部端末のみ
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説明

---------------------------------------------------------------

ドキュメントの内容を記述する。

属性

---------------------------------------------------------------

bgcolor ::= “bgcolor” “=” color

背景色を「2.3.1 Color」に記載した 6 桁の 16 進数もしくは色の名前で指定する。

text ::= “text” “=” color

テキストの前景色を「2.3.1 Color」に記載した 6 桁の 16 進数もしくは色の名前で

指定する。

link ::= “link” “=” color

リンクに対応するテキストの前景色を「2.3.1 Color」に記載した 6 桁の 16 進数も

しくは色の名前で指定する。

vink ::= “vlink” “=” color

訪問済みリンクに対応するテキストの前景色を「2.3.1 Color」に記載した 6 桁の

16 進数もしくは色の名前で指定する。

background ::= “background” “=” %URI

背景に敷き詰める画像の URI を指定する。

制約

---------------------------------------------------------------

開始タグと終了タグは共に省略する事が出来ない。

例外

---------------------------------------------------------------

a要素の中に font要素が入れ子になっている場合には、a要素の色については、font

要素の color 属性を有効とする。
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の body要素には alink, id, class, lang, titile,

style, onload, onunload, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup,

onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属

性は無い。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の body 要素は開始タグおよび終了タグを

省略できない。



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 81 of 213
複製転載禁止

3.5.7. div

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % flow "%block; | %inline;">
<!ENTITY % div.exclusion

"bgsound|ul|ol|pre|dl|div|center|marquee">
<!ENTITY % align "(left|center|right)">

<!ELEMENT div - - (%flow;)* -(%div.exclusion;)>
<!ATTLIST div
align %align; left

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

div block 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CI left
align

ドキュメントの配置(左揃え、中央揃え、右揃え)を指定する。

説明

---------------------------------------------------------------

文章の構造(要素のグループ化)を付与する。

2 行以上にまたがる場合の空白の挿入は各端末の実装に依存し弊社では規定しな

い。

属性

---------------------------------------------------------------

align ::= “align” “=” ( “left” | “center” | “right” )

div 要素内のドキュメントの配置(左寄せ、中央揃え、右寄せ)を指定する。
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では div 要素内容に ul, ol, pre, dl, div,

center 要素を与えることはできない。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の div 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onlick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.5.8. address

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT address – - (%inline;)*>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

address block 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

文書全体あるいは文書の一部の問合わせ先を示し、一部の機種においては、イタ

リックで表現される。

制約

---------------------------------------------------------------

イタリックで表現される機種は、一部の端末に限られる。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の address要素には id, class, lang, dir, title,

style, onlick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.6. テキスト

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」で利用可能なテキストの構造化に関する要

素を説明する。

3.6.1. cite

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT cite – - (%inline;)*>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

cite inline 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

他の文書からの引用または、リンクであることを示し、一部の機種においては、

イタリックで表現される。

制約

---------------------------------------------------------------

イタリックで表現される機種は、一部の端末に限られる。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の cite 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onlick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.6.2. dfn

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT dfn – - (%inline;)*>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

dfn inline 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

定義を行っていることを示し、一部の機種においては、イタリックで表現される。

制約

---------------------------------------------------------------

イタリックで表現される機種は、一部の端末に限られる。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の dfn 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onlick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.6.3. em

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT em – - (%inline;)*>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

em inline 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

強調する内容であることを示し、一部の機種においては、ボールドのイタリック

で表現される。

制約

---------------------------------------------------------------

ボールドのイタリックで表現される機種は、一部の端末に限られる。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の em 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onlick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.6.4. kbd

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT kbd – - (%inline;)*>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

kbd inline 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

ユーザへ入力を促す内容であることを示す。一部の機種においては、イタリック

で表現される。

制約

---------------------------------------------------------------

イタリックで表現される機種は、一部の端末に限られる。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の kbd 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onlick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.6.5. strong

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT strong – - (%inline;)*>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

strong inline 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

強調する内容であることを示し、一部の機種においては、ボールドで表現される。

制約

---------------------------------------------------------------

ボールドで表現される機種は、一部の端末に限られる。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の strong 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onlick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.6.6. var

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT var – - (%inline;)*>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

var inline 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

プログラムなどの変数であることを示し、一部の機種においては、イタリックで

表現される。

制約

---------------------------------------------------------------

イタリックで表現される機種は、一部の端末に限られる。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の var 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onlick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.6.7. blockquote

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT blockquote – - (%block;)+>
<!ATTLIST blockquote
cite %URI; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

blockquote block 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CT
cite※1

引用した元の文章や関連情報のあるページの URIを記述する。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

引用された文章を表し、全角一文字分のインデントされて表示される。

cite 属性を指定すると、指定された URI へのリンクが生成される。

属性

---------------------------------------------------------------

cite ::= “cite” “=” %URI

引用元の文章や関連情報のあるページの URI を指定する。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の blockquote 要素には id, class, lang, dir,

title, style, onlick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.6.8. q

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT q – - (%inline;)*>
<!ATTLIST q
cite %URI; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

q inline 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CT n/a
cite※1

引用した元の文章や関連情報のあるページの URIを記述する。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

引用された文章を表し、ダブルクォーテーションで表現される。

cite 属性を指定すると、指定された URI へのリンクが生成される。

属性

---------------------------------------------------------------

cite ::= “cite” “=” %URI

引用元の文章や関連情報のあるページの URI を指定する。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の q要素には id, class, lang, dir, title, style,

onlick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove,

onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.6.9. p : paragraph

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % align "(left|center|right)">

<!ELEMENT p – - (%inline;)>
<!ATTLIST p
align %align; left

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

p block 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CI left
align

ドキュメントの配置（左揃え、中央揃え、右揃え）を指定する。

説明

---------------------------------------------------------------

段落を明示的に指定する。

属性

---------------------------------------------------------------

align ::= “align” “=” ( “left” | “center” | “right” )

p 要素内のドキュメントの配置(左寄せ、中央揃え、右寄せ)を指定する。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」のp要素には id, class, lang, dir, title, style,

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove,

onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では終了タグは省略できない。
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3.6.10. br : forcing a line break

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT br – F EMPTY>

<!ATTLIST br
clear ( none | left | right | all ) none

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

br inline 必須 不要

属性名 必須 case デフォルト値

× CI none

clear※1 画像とテキストが同居する場合のテキストの回り込みを指定す

る。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

テキストを強制改行して表示する。br 要素のある位置で改行する。

属性

---------------------------------------------------------------

clear ::= “clear” “=” ( “none” | “left” | “right” | “all” )

br 要素以降で画像とテキストが同居する場合に、画像に対してテキストの回り込

み方法を指定する。

none: 回り込んだ状態のままで改行を行う。

left: 左側にある画像への回り込みを解除する。

right: 右側にある画像への回り込みを解除する。

all: 左右側両側の画像への回り込みを解除する。

テキストと画像が同居しており、かつ、画像の右もしくは左にテキストを表示で

きるだけの間隙がある場合に、clear 属性を指定しないとテキストは画像と画面の

間隙に回り込む。clear 属性を指定すると回り込みを行わない。
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の br 要素には id, class, title, style 属性は

無い。
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3.6.11. pre : preformatted text

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % pre.exclusion "img|bgsound">

<!ELEMENT pre - - (%inline;)* -(%pre.exclusion;)>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

pre block 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

記載されたテキストが整形済みであることを表わしている。pre 要素内容では、空

白文字を解釈して画面上に表示する（空白文字を無視しない）。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の pre 要素には width, id, class, lang, dir,

title, style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。

その他

---------------------------------------------------------------

画面右端に達する pre 要素内容について、文字の折り返しの扱いは端末の実装依

存である。
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3.7. リスト

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」で表現できるリストには 3 種類ある。

 順序無しリスト

 順序付きリスト

 表題付きリスト

ちなみに、上記のリストは「順序無しリスト」である。

「順序付きリスト」とはリスト項目の先頭に数字を与えたリストである。

1. 順序無しリスト

2. 順序付きリスト

3. 表題付きリスト

「表題付きリスト」とはリスト項目の先頭に表題を与えたリストである。

例１

サンプルリスト１

例２

サンプルリスト２

以下にそれぞれのリストを実現するための要素を説明する。
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3.7.1. ul, ol, li : 順序無しリスト、順序付きリスト、リスト項目

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % ultype "disc|circle|square">

<!ELEMENT ul - - (li)+>
<!ATTLIST ul
type %ultype; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

ul block 必須 必須

<!ENTITY % oltype "1|a|A|i|I">

<!ELEMENT ol - - (li)+>
<!ATTLIST ol
start NUMBER 1
type %oltype; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

ol block 必須 必須

<!ENTITY % list.exclusion "img|bgsound|br|input|select|textarea">
<!ENTITY % litype "disc|circle|square|1|a|A|i|I">

<!ELEMENT li - O (%flow)* -(%list.exclusion;)>
<!ATTLIST li
type %litype; #IMPLIED
value NUMBER #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

li - 必須 省略可能
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属性名 必須 case デフォルト値

× CN 1

start ol要素のみに指定できる属性である。順序付きリストにおけ

る最初の項目リストの開始番号を指定する。

× CI
type※1

リスト項目のスタイルを指定する。

× CN

value 順序付きリスト(ol要素)内の li要素のみに指定できる属性

である。当該リスト項目の順番を指定する。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

ul 要素は「順序無しリスト」を表示する。リスト中の個々の項目は li 要素内容に

与える。

ol 要素は「順序付きリスト」を表示する。リスト中の個々の項目は li 要素内容に

与える。

ul 要素内容もしくは ol 要素内容に ul 要素もしくは ol 要素を入れ子にした場合に

は、画面上では各レベルの li 要素内容をインデントして表示する。インデント量

は端末の実装依存である。

属性

---------------------------------------------------------------

start ::= “start” “=” NUMBER

start 属性は、ol 要素のみに指定可能である。順序付きリストにおける最初のリス

ト項目の開始番号を指定する。本属性が指定されない場合のデフォルト値は、1で

ある。

type ::= “type” “=” ( “disc” | “circle” | “square”

| “1” | “a” | “A” | “i” | “I”)

type 属性は、リストの各リスト項目の先頭に付加されるマークや番号などの種類

を指定する。属性値と意味は以下の通りである。
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表 3.7.1-1 type 属性値

type属性値 説明

disc 黒丸 (例: ●)

circle 白丸 (例: ○)

square 四角 (例: □)

1 算用数字 (例: 1,2,3,...)

a アルファベットの小文字 (例: a,b,c,...)

A アルファベットの大文字 (例: A,B,C,...)

i ローマ数字の小文字 (例: i,ii,iii,...)

I ローマ数字の大文字 (例: I,II,III,...)

ul 要素および ul 要素内の li 要素では、disc, circle, squre のいずれかのみ指定可能

である。

ol 要素および ol 要素内の li 要素では、1, a, A, i, I のいずれかのみが指定可能であ

る。

value ::= “value” “=” NUMBER

順序付きリスト(ol 要素)内の li 要素のみに指定できる属性である。当該リスト

項目の順番を指定する。以降のリスト項目は、本属性値で指定された値に続く番

号である。

制約

---------------------------------------------------------------

 ol 要素内の li 要素は 99 個まで

 ul 要素内の li 要素は端末のメモリの上限まで

 ol および ul 要素を組み合わせた入れ子は 3 個まで
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では li 要素内容に img, bgsound, br, input,

select, textarea 要素を与えることはできない。

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」のul, ol, li要素には compact, id, class, lang,

dir, title, style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.7.2. dl, dt, dd : 表題付きリスト

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT dl - - (dt|dd)+>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

dl block 必須 必須

<!ENTITY % list.exclusion
"img|bgsound|br|input|select|textarea">

<!ELEMENT (dt|dd) – O (%inline;)* -(%list.exclusion;)>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

dt | dd - 必須 省略可能

説明

---------------------------------------------------------------

dl 要素は「表題付きリスト」を表示する。リスト中の項目の表題は dt 要素内容に

与え、項目の説明は dd 要素内容に与える。dd 要素内容が画面の表示幅に収まら

ない場合には、画面の右端で改行し、改行後の左端は改行前の行の左端にあわせ

る。

例外

---------------------------------------------------------------

dd 要素内容が画面の表示幅に収まらない場合には、画面の右端で改行し、改行後

の左端は改行前の行の左端にあわせる。

制約

---------------------------------------------------------------

dt, dd 要素内容に ul, ol, li, dl, dt, dd 要素を入れ子にした場合の動作は不定である。
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では dt, dd 要素内容に img, bgsound, br,

input, select, textarea 要素を与えることはできない。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の dl, dt, dd 要素には id, class, lang, dir,

title, style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.7.3. menu

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT menu – - (li)+>
<!ATTLIST menu
type (disc|circle|square) #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

menu block 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CI
type※1

リスト項目のスタイルを指定する。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

ul 要素と同様「順序無しリスト」を表示する。リスト中の個々の項目は li 要素内

容に与える。

属性

---------------------------------------------------------------

type ::= “type” “=” ( “disc” | “circle” | “square” )

type 属性は、リストの各リスト項目の先頭に付加されるマークや番号などの種類

を指定する。属性値と意味は以下の通りである。

表 3.7.3-1 type 属性値

type属性値 説明

disc 黒丸 (例: ●)

circle 白丸 (例: ○)

square 四角 (例: □)
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の menu 要素には compact, id, class, lang,

dir, title, style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。

HTML4.01 の menu 要素には type 属性は無い。
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3.7.4. dir

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT dir – - (li)+>
<!ATTLIST dir
type (disc|circle|square) #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

dir block 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CI
type※1

リスト項目のスタイルを指定する。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

ul 要素と同様「順序無しリスト」を表示する。リスト中の個々の項目は li 要素内

容に与える。

属性

---------------------------------------------------------------

type ::= “type” “=” ( “disc” | “circle” | “square” )

リストの各リスト項目の先頭に付加されるマークや番号などの種類を指定する。

属性値と意味は以下の通りである。

表 3.7.4-1 type 属性値

type属性値 説明

disc 黒丸 (例: ●)

circle 白丸 (例: ○)

square 四角 (例: □)



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 106 of 213
複製転載禁止

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の dir要素には compact, id, class, lang, dir,

title, style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。

HTML4.01 の dir 要素には type 属性は無い。
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3.8. 表の表示

表は表題(caption)と表本体(table body)で構成する。表題は表本体の直上もしくは

直下に配置することができる。表題が不要であれば省略することも可能である。

表本体は１つ以上の行(row)で構成し、行は 1 つ以上の列(column)で構成する。行

と列で特定される項目をセル(cell)と呼ぶ。1 つのセルの中をさらに行や列で分割

することも可能である。表の実現例を以下に示す。

サイズ

高さ 幅

重量

甲 20 10 3000

乙 30 12 4500

＊＊の一覧

甲 20 10 3000

↑これは上の表から行を括り出した一例である。

重量

3000

4500

↑これは上の表から列を括り出した一例である。

30

↑これは上の表からセルを括り出した一例である。
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3.8.1. table : 表

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT table - - (caption?, tr+)>
<!ATTLIST table
border %Pixels; #IMPLIED
bordercolor %Color; Black
bgcolor %Color; #IMPLIED
width %Length; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

table block 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CN
border※1

枠線を表示するよう指定する。

× CI Black
bordercolor※1

枠線の色を指定する。

× CI
bgcolor※1

各セルの背景色を指定する。

× CN
width※1

表を表示する幅を指定する。

※1: 一部の端末のみ
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説明

---------------------------------------------------------------

表を構成する「caption 要素」と「tr 要素」を記載する。

表の横幅が画面の横幅を超える場合には、画面サイズに縮小して折り返し表示を

行う。一部端末では、縮小されずに横スクロールにて閲覧となる。

表の縦幅が画面の縦幅を超える場合には、縦スクロールして表を閲覧する。

属性

---------------------------------------------------------------

border ::= “border” “=” Pixels

本属性を指定すると枠線付きの表を表示する。本属性を指定しないと枠線無しの

表を表示する。

bordercolor ::= “borderColor” “=” color

枠線の色を指定する。

bgcolor ::= “bgcolor” “=” color

各セルの背景色を指定する。

width ::= “width” “=” Length

表を表示する幅を「ピクセル数」または「%」で指定する。横方向にスクロール可

能な最大幅を 100%とする。

制約

---------------------------------------------------------------

table 要素内の table 要素の入れ子は 5 個までである。
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では table 要素内容に col, colgroup, thead,

tfoot, tbody を与えることはできない。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の table 要素には summary, align, frame,

rules, cellspacing, cellpadding, id, class, lang, dir, title, style, onclick,

ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove,

onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。

HTML4.01 の table 要素には bordercolor 属性は無い。
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3.8.2. caption : 表題

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % caption.exclusion "img|bgsound|br|input|select|textarea">
<!ENTITY % Calign "(top|bottom)">

<!ELEMENT caption - - (%inline;)* -(caption.exclusion;)>
<!ATTLIST caption
align %Calign; top

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

caption - 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CI top
align※1

表題の位置を指定する。

※1: 一部の端末のみ
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説明

---------------------------------------------------------------

表の表題として表示する。画面上で表題を表の上に置くか、表の下に置くかは、

caption 要素の align 属性で指定する。

caption 要素内容の表示は以下の規則に従う。

「caption 要素内容の幅」≦「画面の幅」

caption 要素内容を画面に対して中央揃えする。

「caption 要素内容の幅」＞「画面の幅」

「表の幅」≦「画面の幅」

表の幅の範囲で caption 要素内容を折り返し、表および caption 要素内

容を画面に対して中央揃えする。

「表の幅」＞「画面の幅」

「caption 要素内容の幅」≦「表の幅」

caption 要素内容を表に対して左揃えする。

「caption 要素内容の幅」＞「表の幅」

表の幅で caption 要素内容を折り返す。折り返した残りの部分につ

いては機種毎に異なる表示を行う。(甲),(乙)の 2 つの実装がある。

(甲) 残りの部分を画面に対して中央揃えする。

(乙) 残りの部分を表に対して中央揃えする。

属性

---------------------------------------------------------------

align ::= “align” “=” ( “top” | “bottom” )

表題の位置を指定する。

“top”の場合には表の直上に表題を置く。

“bottom”の場合には表の直下に表題を置く。

デフォルト値は“top”である。

制約

---------------------------------------------------------------

caption 要素は table 要素内容の先頭に置かなければならない。
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の caption要素には id, class, lang, dir, title,

style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の caption 要素の align 属性の値として left,

right を指定することはできない。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では caption 要素内容に img, bgsound, br,

input, select, textarea 要素を与えることはできない。
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3.8.3. tr : 表の行(table rows)

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % align "left|center|right">
<!ENTITY % valign "top|middle|bottom">

<!ELEMENT tr – O ( th | td )+>
<!ATTLIST tr
align %align; (left | center)
valign %valign; middle

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

tr - 必須 省略可能

属性名 必須 case デフォルト値

× CI
left(子要素が td 要素)

center(子要素が th 要素)align※1

行揃えを指定する。

× CI middle
valign※1

縦方向の配置位置を指定する

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

表の行に対応する。
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属性

---------------------------------------------------------------

align ::= “align” “=” ( “left” | “center” | “right” )

本要素に含まれる各セル内のデータの行揃えを指定する。デフォルト値は、子要

素が td 要素の場合は left、th 要素の場合は center である。

valign ::= “valign” “=” ( “top” | “middle” | “bottom” )

本要素に含まれる各セル内のデータの縦方向の配置位置を指定する。デフォルト

値は middle である。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の tr要素には id, class, lang, dir, title, style,

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove,

onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, bgcolor, char, charoff 属性は無

い。
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3.8.4. th, td : 表の項目(table cells)

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % tablecells.exclusion "img|bgsound|br|input|select|textarea">
<!ENTITY % align "left|center|right">
<!ENTITY % valign "top|middle|bottom">

<!ELEMENT ( th | td ) – O (%inline;)* -(%tablecells.exclusion;)>

<!ATTLIST th
rowspan NUMBER 1
colspan NUMBER 1
nowrap (nowrap) #IMPLIED
bgcolor %Color; White
align %align; center
valign %valign; middle

>

<!ATTLIST td
rowspan NUMBER 1
colspan NUMBER 1
nowrap (nowrap) #IMPLIED
bgcolor %Color; White
align %align; left
valign %valign; middle

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

th - 必須 省略可能

td - 必須 省略可能
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属性名 必須 case デフォルト値

× CN 1
rowspan

複数行にまたがるセルを生成する。

× CN 1
colspan

複数列にまたがるセルを生成する。

× CI
nowrap※1

ワードラップを行わない。

× CI White
bgcolor※1

背景色を指定する。

× CI
center(th 要素)

left(td 要素)align※1

セル内の行揃えを指定する。

× CI middle
valign※1

セル内の縦方向の配置位置を指定する。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

th, td 要素は表のセルを規定する。

th 要素にはヘッダ情報を記載する。

td 要素にはデータを記載する。

各セルは空でも良い。

属性

---------------------------------------------------------------

rowspan ::= “rowspan” “=” 1*DIGIT

複数行にまたがるセルを生成する場合に、rowspan にまたがる行数を与える。属

性値の最大値は 5 である。

colspan ::= “colspan” “=” 1*DIGIT

複数列にまたがるセルを生成する。colspan にまたがる行数を与える。属性値の最

大値は 5 である。
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nowrap ::= “nowrap”

ワードラップを行わない。

bgcolor ::= “bgcolor” “=” color

背景色を指定する。

align ::= “align” “=” ( “left” | “center” | “right” )

セル内のデータの行揃えを指定する。デフォルト値は、td 要素の場合は left、th

要素の場合は center である。

valign ::= “valign” “=” ( “top” | “middle” | “bottom” )

セル内のデータの縦方向の配置位置を指定する。デフォルト値は middle である。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では th, td 要素内容に block-level 要素を記

述することはできない。

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の th, td要素にはheaders, scope, abbr, axis,

width, height, id, class, lang, dir, title, style, onclick, ondblclick, onmousedown,

onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress,

onkeydown, onkeyup, char, charoff 属性は無い。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では th, td 要素内容に img, bgsound, br,

input, select, textarea 要素を与えることはできない。
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3.9. リンク

リンクは２つの「アンカー」と「方向」で定義する。アンカーには「ソース」ア

ンカーと「デスティネーション」アンカーがあり、リンクはソースからデスティ

ネーションへの遷移を指定する。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では空以外の内容を持った a 要素の href

属性にデスティネーションアンカーを記述した場合、その a 要素はソースアンカ

ーとして機能する。デスティネーションアンカーには、電子メール処理(の起動)、

発呼処理(の起動)、画像リソース(の閲覧)、音曲リソース(の再生)を指定できる。
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3.9.1. a : アンカー

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % Event "(select|focus)">
<!ENTITY % Loop "NUMBER|infinite">
<!ENTITY % Volume "(high|middle|low)">
<!ENTITY % anchor.exclusion "a|br|input|select|textarea">

<!ELEMENT a - - (%inline;)* -(%anchor.exclusion;)>
<!ATTLIST a
name CDATA #IMPLIED
href %URI; #IMPLIED
directkey %Character; #IMPLIED
accesskey %Character; #IMPLIED
memoryname CDATA #IMPLIED
src %URI; #IMPLIED
soundstart %Event; select
loop %Loop; 1
volume %Volume; #IMPLIED
vibration %Event; #IMPLIED
viblength NUMBER #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

a inline 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CS
name

a要素に名前を付ける。

× CT
href

ウェブ上のリソースの URIを与える。

× CN
directkey※1

ショートカットキーを指定する。

× CN
accesskey

ショートカットキーを指定する。

× CS

memoryname※1
href 属性値をメモリに保存する場合の名前と読みを記載

する。

src※1 × CT
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ウェブ上の音曲リソースの URIを与える。

× CI select

soundstart※1 音曲を再生する契機を指定する。必ず、src属性と併用す

る。a要素に src属性が無い場合には、soundstart属性

は記載できない。

× CI 1

loop※1 音曲を再生する繰り返し回数を指定する。必ず、src属性

と併用する。a 要素に src 属性が無い場合には、loop 属

性は記載できない。

× CI

volume※1 音曲を再生する際の音量を指定する。必ず、src属性と併

用する。a要素に src属性が無い場合には、volume属性

も記載できない。

× CI
vibration※1

バイブレーション機能の起動方法を指定する。

× CN

viblength※1 バイブレーション機能の実行回数を指定する。必ず、

vibration属性と併用する。a要素に vibration属性が

無い場合には、viblength属性も記載できない。

※1：一部の端末で利用不可
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説明

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」ではソースアンカーを a 要素で記述する。

デスティネーションアンカーは a 要素の href 属性に記載する。

href 属性値としては電子メール処理、発呼処理、画像リソース、音曲リソースを

指定できる。

href 属性値として電子メール処理を指定すると、電子メール処理を起動する。発

呼処理を指定すると、発呼処理を起動する。画像リソースを指定すると、画像リ

ソースを表示する。音曲リソースを指定すると、音曲リソースを再生する。

属性

---------------------------------------------------------------

name ::= “name” “=” 1*( ALPHA | DIGIT )

a要素に name属性値で与えられた名前を付ける。他のアンカーが本要素をデステ

ィネーションアンカーとする際に、この name属性値で与えた名前で参照する。す

なわち、他の a 要素(の href 属性)から本 a要素へのリンクを定義することがで

きる。

href ::= “href” “=” %URI

ソフトバンク携帯電話向けウェブ上のリソースについて、デスティネーションア

ンカーとするリソースを hrefの属性値に与える。デスティネーションアンカーに

は通常の URI 表記ができる。URI に加えソフトバンク携帯電話固有の表記を行う

ことで、電子メールの送付、発呼処理、位置情報の送出を行うことができる。

[ページ内ラベルを指定する場合]

「<a name=#label>～</a>」で指定した位置へ遷移するには、同一ページ(フ

ァイル)内であるならば、「<a href=#label>」と定義したアンカーを用い、別

ページ(ファイル)の場合には、「<a href=(当該ページへの URI)#label>」と

定義したアンカーを用いる。
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[電子メールの場合]

href ::= “href” “=” “mailto:” mailAddr ( “?” param )

mailAddr ::= usrName “@” FQDN // 電子メールアドレス

usrName ::= 1*TEXT

FQDN ::= 1*TEXT *(“.” 1*TEXT)

param ::= toParam “&” subParam “&” bodyParam

toParam ::= “to” “=” 1*TEXT

subParam ::= “subject” “=” 1*TEXT

bodyParam ::= “body” “=” 1*TEXT

利用者が本アンカーを選択すると、送付先(TO:)に mailAddr を記述した状態の

メール作成画面に遷移する。遷移後は通常のメール送付手順に従って、メールを

送付することができる。ここに記述できる電子メールのアドレスは 3 バイト以上

60 バイト以下でなければならない。また、mailAddr に続けるパラメータ

(toParam, subParam)でも指定可能である。ただし、送付先として記述可能な

最大数は 5個である。

送付するメールの本体(body)の記述は、mailAddrに続けるパラメータ指定で可

能である。ただし、指定可能なメール本体の最大長は 1kbytesである。

toParam, subParam, bodyParam に多バイト文字を記述する場合、UTF-8 で

escaped encoding によるコード化を行い記述すること。ただし、一部の端末には

制限がある。

「例.

<a href=”mailto:help@foo.bar?subject=%E6%A8%99%E9%A1%8C

&body=%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%9C%AC%E6%96%87”>

お問い合わせ先

</a>

※アンカーを押下するとメール編集画面になる。」
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[音声発呼の場合]

href ::= “href” “=” “tel:” accessNum

accessNum ::= telNum *1(pause accessChar)

telNum ::= 1*(DIGIT)

pause ::= 1*(“,”|“p”)

accessChar ::= (DIGIT|“*”|“#”)

利用者が本アンカーを選択すると、発呼先に telNum を記述した状態で発呼を要

求する画面に遷移する。回線を切断すると元の画面に戻る。

発呼の際に電話番号(telNum)に続けて、ポーズを置いて「0～9,*,#」の文字を

送ることができる。ポーズの長さはカンマの個数で制御する。1個目のカンマは約

1 秒のポーズとなり、以降、カンマが 1 個づつ増えるごとに約 1 秒づつポーズが

長くなる。ポーズ後はカンマに続く数字もしくは記号(0～9,*,#)を送信する。p

についてはカンマと同様の動作となるが、一部端末では使用できない。

「例. <a href=”tel:0123456789,#”>

※「0123456789」で発呼後、1秒ポーズを置いて「#」を送信する。」

[位置情報を送出する場合]

href ::= “href” “=” “location:” LocationURI

LocationURI ::= Method “?” ContentsURI

Method ::= ( “Cell” | “GPS” | “Auto” )

ContentsURI ::= “URI” “=” %URI

端末の現在位置についての情報を PULL-HTTP リクエストの RequestURI に載

せて Web サーバに送出する。位置情報パラメータ(pos,geo,x-acr)の詳細につ

いては、本稿の「2.6 位置情報」の該当ページを参照のこと。

尚、%URI内の最初の“?”は“&”に修正すること。

[その他の URI の場合]

URI の表記については「2.5 URI」を参照のこと。なお、「ソフトバンク携帯電話向

け HTML」では幾つかの固有のスキームを用いている点に注意すること。
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accesskey ::= “accesskey” “=” DIGIT | “*” | “#”

ショートカットキーを指定する。accesskey属性で指定されたキーを押下すると、

当該アンカーへ遷移する。キーとして指定できる値は端末上のキー(“0”～“9”,

“*”,“#”)のうちいずれか一つである。単一のページ内で、同一の属性値を持つ

accesskey 属性を指定することはできない。directkey 属性と異なり、指定し

た値をショートカットキーとして表示しない。

directkey ::= “directkey” “=” DIGIT | “*” | “#”

ショートカットキーを指定する。directkey属性で指定されたキーを押下すると、

当該アンカーへ遷移する。キーとして指定できる値は端末上のキー(“0”～“9”,

“*”,“#”)のうちいずれか一つである。単一のページ内で、同一の属性値を持つ

directkey 属性を指定することはできない。accesskey 属性と異なり、指定し

た値をショートカットキーとして表示する。

memoryname ::= “memoryname” “=” name “-” kana

name ::= 1*( ひらがな | カタカナ | 漢字 )

kana ::= 1*(全角カタカナ)

href属性で電子メール(mailto:)、発呼(tel:)を与え、メモリダイアルに保存

する際の名前と読みを記述する。メモリダイアルに保存できる名前と読みの文字

列長は端末ごとに異なる。保存できるサイズを越えた場合には、越えた分は保存

しない。また、読みは全角カタカナで記載すること。

href属性で電子メール(mailto:)、発呼(tel:)のいずれも与えていない場合に

は、memoryname属性は記載できない。

src ::= “src” “=” %URI

音曲リソースの URI を与える。soundstart, loop, volume 属性に従って、

与えられた音曲リソースを演奏する。

soundstart ::= “soundstart” “=” ( “select” | “focus” )

音曲リソースを演奏する契機を指定する。「select」の場合には本アンカーを選

択した場合に音曲を再生する。「focus」の場合には本アンカーにカーソルを持っ

てきた場合に音曲を再生する。soundstart属性は必ず、src属性と併用する。a

要素に src属性が無い場合には、soundstart属性は記載できない。

「 soundstart=“select” 」 を 指 定 し た 際 に 、 ペ ー ジ 内 リ ン ク <a

href=#label>、テレフォンリンク<a href=“tel:電話番号”>、アドレスリン

ク<a href=“mailto:電子メールアドレス”>の場合には音曲リソースは演奏しな

い。
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loop ::= “loop” “=” ( 1*2DIGIT | “infinite” )

音曲リソースを再生する際の繰り返し回数を指定する。回数は“1”～ “50”の数値

もしくは“infinite”を与える、“infinite”を指定した場合には上限を定めず

繰り返し演奏する。loop属性は必ず、src属性と併用する。a要素に src属性が

無い場合には、loop属性は記載できない。

volume ::= “volume” “=” ( “high” | “middle” | “low” )

音曲リソースを再生する際の音量を指定する。volume属性は必ず、src属性と併

用する。a要素に src属性が無い場合には、volume属性も記載できない。

vibration ::= “vibration” “=” ( “select” | “focus” )

バイブレーション機能の起動方法を指定する。

viblength ::= “viblength” “=” “1”..“9”

バイブレーション機能の実行回数を指定する。必ず、vibration属性と併用する。

a要素に vibration属性が無い場合には、viblength属性も記載できない。

制約

---------------------------------------------------------------

１つの a 要素の中で href 属性と name 属性を併用することは出来ない。

一部の端末では、href 属性に tel:を利用した音声発呼時に、ポーズを置くことが

できない。
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」では a要素内容に br, input, select, textarea

要素を与えることはできない。

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の a要素には id, class, lang, dir, title, style,

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove,

onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, target, charset, type, hreflang,

rel, rev, shape, coords, tabindex, onfocus, onblur 属性は無い。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では１つの a 要素の中で href 属性と name

属性を併用できない。

HTML4.01のa要素にはdirectkey, memoryname, src, soundstart, loop, volume,

vibration, viblength 属性は無い。
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3.10.画像、音曲

弊社端末上ではテキストの表示に加えて、画像を表示したり、音曲を再生したり

することができる。表示する画像や再生する音曲は「ソフトバンク携帯電話向け

HTML」のドキュメント上に画像リソースや音曲リソースへの参照として記載す

る。ドキュメントから参照する画像リソースは、端末上でレンダリングした上で

端末の画面上に表示する。ドキュメントから参照する音曲リソースは、端末上で

再生(演奏)することができる。
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3.10.1. img : 画像

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % IAlign "(top|middle|bottom|left|right)">

<!ELEMENT img – F EMPTY>
<!ATTLIST img
src %URI; #REQUIRED
alt %Text; #REQUIRED
align %IAlign; bottom
height %Length; #IMPLIED
hspace %Pixels; #IMPLIED
vspace %Pixels; #IMPLIED
width %Length; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

img inline 必須 不要

属性名 必須 case デフォルト値

○ CT
src

画像リソースの在り処を URIで与える。

○ CS

alt 画像リソースが表示できない場合に、画像に代わって表示す

る文字列を与える。

× CI bottom
align※1

img要素の後に続く文字列の画像に対しての配置を指定する。

× CＮ
height※1

画像の高さを指定する。

× CＮ
hspace※1

画像の左右に表示される空間の幅を指定する。

× CＮ
vspace※1

画像の上下に表示される空間の高さを指定する。

× CＮ
width※1

画像の幅を指定する。

※1: 一部の端末のみ
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説明

---------------------------------------------------------------

ドキュメント中に img 要素を記載すると、ドキュメント中で img 要素を記載した

位置に画像を挿し込む。

img 要素には src 属性を指定しなければならない。src 属性は img 要素の中で１つ

だけ指定することができる。

img 要素で挿入できる画像リソースは、PNG、JPEG、GIF、AnimatedGIF、WBMP

形式データである。ただし、端末によっては一部形式のデータが挿入できない。

MP4 および Flash®データは img 要素で挿入することはできない。

属性

---------------------------------------------------------------

src ::= “src” “=” %URI

画像リソースの在り処を URI で指定する。指定できる画像リソースのフォーマッ

トは端末ごとに限定される。src 属性に与える URI に query トークンを与えた場

合の動作は保証しない。

alt ::= “alt” “=” 1*TEXT

画像リソースを表示できない場合に、画像に代わって表示する文字列を指定する。

align ::= “align” “=” ( “top” | “middle” | “bottom”

| “left” | “right”

)

img 要素以降に続く文字列について、画像との相対的な位置を指定する。文字を

１行に表示できない場合には、画像の下に回りこんで表示する。

表 3.10.1-1 align 値の一覧

属性値 文字の表示位置

top 文字と画像の上端を合わせて、文字を画像の右上に表示する

middle 文字と画像の中心を合わせて、文字を画像の右横に表示する

bottom 文字と画像の下端を合わせて、文字を画像の右下に表示する

left 画像を左に配置し、文字を画像の右側の回り込ませて表示する

right 画像を右に配置し、文字を画像の左側の回り込ませて表示する
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hspace ::= “hspace” “=” Pixels

vspace ::= “vspace” “=” Pixels

hsapce は画像の左右に表示する空間を、vspace は画像の上下に表示する空間を、

それぞれ、「ピクセル数」で指定する。

height ::= “height” “=” Length

width ::= “width” “=” Length

height および width は、それぞれ、表示する画像の高さおよび幅を、「ピクセル数」

または「%」で指定する。指定されたサイズが、元の画像のサイズよりも大きい場

合は画像を拡大して表示し、小さい場合は縮小して表示する。また、「%」指定時

の 100%は、画面サイズを表す。従って、width=100%と指定すると、どのような

画面サイズの端末においても、画像の幅は画面サイズの幅に合わせて表示される。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の img 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, ismap, usemap,

border, longdesc, name 属性は無い。
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3.10.2. bgsound : 音曲

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % Loop "NUMBER|infinite">
<!ENTITY % BGMVolume "(high|middle|low|0)">

<!ELEMENT bgsound – F EMPTY>
<!ATTLIST bgsound
src %URI; #REQUIRED
loop %Loop; infinite
volume %BGMVolume; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

bgsound inline 必須 不要

属性名 必須 case デフォルト値

○ CS
src※1

音曲リソースの在り処を URIで与える。

× CI infinite
loop※1

音曲リソースの再生を繰り返す回数を指定する。

× CI
volume※1

音曲リソースの再生時の音量を指定する。

※1: 一部の端末のみ
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説明

---------------------------------------------------------------

ドキュメント中に bgsound 要素を記載すると、要素を記載したドキュメントを表

示するとともに音曲を再生する。再生する音曲は SMAF、SMF および SP-MIDI

形式データを指定する。ただし、端末によっては一部形式のデータが指定できな

い。なお、MP4 ファイルを指定することはできない。

音曲リソースの詳細については「メディア編」を参照のこと。

属性

---------------------------------------------------------------

src ::= “src” “=” %URI

音曲リソースの在り処を URI で与える。

src 属性に与える URI に query トークンを与えた場合の動作は保証しない。

loop ::= “loop” “=” ( [1-50] | “infinite” )

音曲リソースの演奏を繰り返す回数(1～50)を指定する。loop 属性の値として

“infinite”を指定した場合には無限に繰り返す。

volume ::= “volume” “=” ( “high” | “middle” | “low” | “0”)

音曲リソースの再生時の音量を指定する。‘0’を指定すると BGM を自動再生しな

い。

制約

---------------------------------------------------------------

単一のページ内に２個以上の bgsound要素が存在した際の動作は不定である。

差異

---------------------------------------------------------------

HTML4.01 には bgsound 要素は無い。
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3.11.体裁

以降では表示上の体裁を整える際に用いる要素を説明する。

表、画像、パラグラフといった block-level 要素について、align 属性を用いて表

示上の配置を調整することができる。

font,u 要素はテキストの表示を修飾する。

hr 要素は画面上に水平線を表示する。
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3.11.1. b

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT b – - (%inline;)*>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

b inline 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

太字表示される内容であることを示し、一部の機種においては、ボールドで表現

される。

制約

---------------------------------------------------------------

ボールドで表現される機種は、一部の端末に限られる。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の b要素には id, class, lang, dir, title, style,

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove,

onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.11.2. center : 中央揃え

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % flow "%inline; | %block;">
<!ENTITY % center.exclusion
"bgsound|ul|ol|pre|dl|div|center|marquee">

<!ELEMENT center – - (%flow;) –(%center.exclusion;)>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

center block 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

div 要素で align 属性に center 値を与えた場合と等価である。center 要素内容を

中央揃えして表示する。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では center 要素内容に ul, ol, pre, dl, div,

center 要素を与えることはできない。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の center 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.11.3. font

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % font.exclusion "img|bgsound|br">

<!ELEMENT font - - (%inline;)* -(%font.exclusion;)>
<!ATTLIST font
color %Color; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

font inline 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

○ CI
color

font 要素内容の文字列の色を指定する。

説明

---------------------------------------------------------------

文字列の色を変更する。

属性

---------------------------------------------------------------

color = “color” “=” color

font 要素内容の文字列の色を指定する。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では font 要素内容に img, br 要素を与える

ことはできない。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の font 要素には id, class, lang, dir, title,

style, size, face 属性は無い。
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3.11.4. i

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT i – - (%inline;)*>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

i inline 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

斜体表示される内容であることを示し、一部の機種においては、イタリックで表

現される。

制約

---------------------------------------------------------------

イタリックで表現される機種は、一部の端末に限られる。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の i 要素には id, class, lang, dir, title, style,

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove,

onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.11.5. u : under line

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % u.exclusion "img|bgsound|br">

<!ELEMENT u - - (%inline;) -(%u.exclusion;)>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

u inline 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

要素内容に下線を引く。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では u 要素内容に img, br 要素を与えるこ

とはできない。

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」のu要素には id, class, lang, dir, title, style,

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove,

onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.11.6. hr : horizontal rule

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY % align "(left|center|right)">

<!ELEMENT hr – F EMPTY>
<!ATTLIST hr
noshade (noshade) #IMPLIED
color %Color; Black
align %align; center
size %Pixels; #IMPLIED
width %Length; 100%

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

hr block 必須 不要

属性名 必須 case デフォルト値

× CI
noshade※1

水平線に影をつけない。

× CI Black
color※1

水平線の色を指定する。

× CI center
align※1

横方向の配置位置を指定する。

× CN
size※1

水平線の太さを指定する。

× CN 100%
width※1

水平線の長さを指定する。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

端末に影付きの水平線を表示する。水平線が画面の縦方向について占有する Pixel

数は端末毎に異なるため、水平線で視覚上の効果を期待する場合は実機にて表示

確認すること。



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 141 of 213
複製転載禁止

属性

---------------------------------------------------------------

noshade = “noshade”

水平線に影をつけない。

color = “color” “=” color

水平線の色を指定する。

align ::= “align” “=” ( “left” | “center” | “right” )

横方向の配置位置を指定する。本属性を指定しない場合のデフォルト値は、center

である。

size ::= “size” “=” Pixels

水平線の太さを「ピクセル数」で指定する。

width ::= “width” “=” Length

水平線の長さを「ピクセル数」または「%」で指定する。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の hr 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。

HTML4.01 の hr 要素には color 属性は無い。
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3.11.7. blink : 明滅

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT blink - - (#PCDATA)>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

blink inline 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

blink 要素内容を明滅する。

差異

---------------------------------------------------------------

HTML4.01 には blink 要素は無い。
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3.11.8. marquee

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT marquee - - (#PCDATA)*>
<!ATTLIST marquee
direction (left|right) left
behavior (scroll|slilde|altenate) scroll
scrolldelay DIGIT #IMPLIED
scrollamount DIGIT #IMPLIED
loop DIGIT 0
bgcolor %Color; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

marquee block 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CI left
direction※1

スクロール方向を指定する

× CI scroll
behavior※1

スクロール画面終端での振る舞いを指定する。

× CN
scrolldelay※1

スクロール移動間隔を msecで与える。

× CN
scrollamount※1

一度にスクロールする幅を pixelで与える。

× CN 0
loop※1

スクロールを繰り返す回数を与える。

× CI

bgcolor※1 marquee 要素が指定されている文字列の行(1 行)の背景色

を指定する。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

要素内容を画面の横方向に自動的にスクロールさせる。
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属性

---------------------------------------------------------------

direction = “direction” “=” (“left”|“right”)

テキストの移動方向を指定する。例えば、behavior=scroll かつ direction 属性値

として“left”を指定した場合は、指定された要素の左端が画面上の右端から出現し、

左向きへと画面を横切るように移動してゆき、要素の末尾が左端に到達すると、

再び、要素の先頭から画面上を移動してゆく動作を繰り返す。属性値として“right”

を指定した場合は、“left”の場合と逆向きに画面を横切るように移動してゆく動作

を繰り返す。

behavior = “behavior” “=” (“scroll”|“slide”|“alternate”)

移動するテキストが画面の端に達した際の振る舞いを指定する。属性値として

“scroll”を指定した場合は、direction=“left”ならば、テキストの左端が画面上の右

端から出現し左向きへと画面を横切るように移動し、direction=“right”ならば、テ

キストの右端が画面上の左端から出現し右向きへと画面を横切るように移動して

ゆく。属性値として“slide”を指定した場合は、direction=“left”ならば、テキスト

の左端が画面上の右端から左端まで横切り左端に到達した時点で停止し、

direction=“right”ならば、テキストの左端が画面上の左端から右端まで横切り右端

に到達した時点で停止する。属性値として“alternate”を指定した場合は、テキス

トが画面上の右端から左端の間を往復する。

なお、loop 属性が同時にしていされていない場合は、loop=0 と解釈するため、画

面端にて停止することはない。例えば、属性値として“slide”を指定し、画面端で

停止させたい場合は、同時に loop=1 を指定する必要がある。

scrolldelay = “scrolldelay” “=” DIGIT

移動の粒度あたりの時間間隔を msec で与える。デフォルト値は端末の実装に依存

する。

scrollamount = “scrollamount” “=” DIGIT

移動の粒度あたりの移動距離を pixel で与える。デフォルト値は端末の実装に依存

する。

loop = “loop” “=” DIGIT

移動を繰り返す回数を与える。画面の終端に到達する都度、回数を１づつ増加さ

せてゆく。0 が指定されている場合には移動を無限に繰り返す。
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制約

---------------------------------------------------------------

スクロール対象はテキストのみである。その他、画像などのスクロールは保証し

ない。

scrolldelay については 0 を与えることは出来ない。また、微小な値を与えた場合

もハードウェア上の制約により与えられた値より大きな値で動作する場合がある。

scrollamount については 0 を与えることは出来ない。

差異

---------------------------------------------------------------

HTML4.01 には marquee 要素は無い。
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3.12.フォーム

form 要素は端末の利用者から Web サーバへと情報を伝達する手段を提供する。

form 要素上にはコントロール(チェックボックス、ラヂヲボタン、メニュー、等)

を定義する。端末の利用者は端末上に表示されたコントロールを操作することで、

Web サーバへと情報を伝達する。

各々のコントロールには名前と現在値を与える。コントロールの名前はコンテン

ツ作成者が与えるものであり、コントロールの現在値は端末利用者がコントロー

ルを操作することで与えるものである。但し、利用者が与えることができる現在

値の範囲はコンテンツ作成者が予め定めておく。

利用者がコントロールに現在値を与え、承認(submit)すると名前と現在値の組が

Web サーバに送出される。

コントロールの名前は name 属性で与えるが、name 属性の名前空間のスコープは

form 要素の中に閉じている。

コントロールには現在値に加え初期値があり、いずれも文字列で与える。コント

ロールを最初に表示する際には現在値として初期値を与えている。コントロール

の現在値は保存されないため、form を表示し直す度に現在値として初期値を与え

ている。
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「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では以下のコントロールを利用できる。

表 3.12-1 コントロールの一覧

コントロール 説明

ボタン submit および reset を利用できる。

チェックボックス 利用者がトグルする on/off スイッチである。

ラヂヲボタン

複数個の on/off スイッチの組について排他制御を行

う。常にいずれか一つのスイッチだけが on であり、

その他のスイッチは off となる。

メニュー プルダウンメニューである。

テキスト入力 input 要素と textarea 要素の２種類がある。

ファイル選択 ファイルの内容をフォームで送信する。

隠蔽コントロール 画面描画を行わないが、値を持つ。

一般にコントロールは form 要素の中に作成する。
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3.12.1. form : フォーム

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITIY % Enctype

"application/x-form-url-encoded | multipart/form-data">

<!ELEMENT form - - (%block;) –(form|table)>
<!ATTLIST form
action %URI; #REQUIRED
method (GET|POST) GET
enctype %Enctype; application/x-form-url-encoded

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

form block 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

○ CT
action

フォームを処理するエージェント(プログラム)を与える。

× CI GET

method 利用者が form 要素の内容を承認した際に、端末から Web サ

ーバに送出する PULL-HTTP メソッドを指定する。

× CI application/x-form-url-encoded

enctype※1 端末から Web サーバに送出するデータのエンコード形式を指

定できる。

※1：一部の端末のみ
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説明

---------------------------------------------------------------

form 要素はコントロールを収納する容器である。form 要素内容に記述できるコン

トロールは input 要素、select 要素、textarea 要素である。form 要素内容にはコ

ントロールに加え、その他のテキストやマークアップも記載できる。

属性

---------------------------------------------------------------

action = “action” “=” %URI

フォームを処理するエージェント(プログラム)をURIで与える。action属性のURI

に記載した query string の扱いは、端末の実装依存となる。

action 属性で与えた URI に query string を付加するには、GET メソッドを用い

パラメータを input 要素に載せることで実現することができる。パラメータは

input 要素の type 属性を‘hidden’として、name 属性と value 属性の組み合わせで

与える。詳細は次節の input 要素の説明を参照のこと。

method ::= “method” “=” ( “GET” | “POST” )

利用者が form要素の内容を承認した際のPULL-HTTPメソッドとしてGETメソ

ッドもしくは POST メソッドを指定できる。GET,POST 以外のメソッドを指定す

ることはできない。

enctype = “enctype” “=” ( “application/x-form-urlencoded”

| “multipart/form-data” )

端末から Web サーバに送出するデータのエンコード形式を指定できる。INPUT

要素で type="file"のものと組み合わせる場合は、この値に"multipart/form-data"

を指定する必要がある。

制約

---------------------------------------------------------------

form 要素から Web サーバへ送信する CGI パラメータ(URI の query トークン)に

記載する文字の一部は符号化して送信する。符号化の詳細については「2.4.2.2 端

末⇒Web サーバ」を参照のこと。
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の form 要素には id, class, lang, dir, title,

style, target, onsubmit, onrset, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup,

onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup,

accept-charset, accept, name 属性は無い。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では form 要素内容に table 要素を与えるこ

とはできない。
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3.12.2. input : 入力

定義

---------------------------------------------------------------
<!ENTITY %InputType
"( text | password | checkbox | radio | submit | reset | hidden | file )"

>
<!ENTITY %CMode
"( hiragana | katakana | hankakukana | alphabet | numeric )"

>
<!ENTITY % Event "(select|focus)">
<!ENTITY % Loop "NUMBER|infinite">
<!ENTITY % Volume "(high|middle|low)">

<!ELEMENT input – F EMPTY>
<!ATTLIST input
type %InputType; TEXT
name CDATA #IMPLIED
value CDATA #IMPLIED
checked (checked) #IMPLIED
size NUMBER #IMPLIED
maxlength NUMBER 5000
mode %CMode; ( hiragana | alphabet )
istyle NUMBER #IMPLIED
accesskey %Character; #IMPLIED
directkey %Character; #IMPLIED
src %URI; #IMPLIED
soundstart %Event; select
loop %Loop; 1
volume %Volume; #IMPLIED
vibration %Event; #IMPLIED
viblength NUMBER #IMPLIED
id ID #IMPLIED
width %Length; #IMPLIED
height %Length; #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

input inline 必須 不要
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属性名 必須 case デフォルト値

○ CI text
type

コントロールの種類を指定する。

× CI
name

コントロールに名前を与える。

× CA
value

コントロールの値を与える。

× CI

checked ラヂヲボタン/チェックボックスで最初に選択されている

要素を指定する。

× CN

size コントロールが textもしくは passwordの場合に表示領

域の幅を文字数で与える。

× CN 5000

maxlength コントロールが textもしくは passwordの場合に入力デ

ータ長の上限を与える。

× CI hiragana │ alphabet

mode※1
コントロールが textもしくは passwordの場合に入力す

る文字種の初期値を指定する。

× CN

istyle※1
コントロールが textもしくは passwordの場合に入力す

る文字種の初期値を指定する。

× CN
accesskey

コントロールへのショートカットとなるキーを指定する。

× CN
directkey※1

コントロールへのショートカットとなるキーを指定する。

× CT
src※1

音曲リソースの在り処を URIで与える。

× CI select

soundstart※1 音曲を再生する契機を指定する。必ず、src属性と併用す

る。src属性が無い場合には、soundstart属性は記載で

きない。

× CI 1

loop※1 音曲を再生する繰り返し回数を指定する。必ず、src属性

と併用する。src 属性が無い場合には、loop 属性は記載

できない。

volume※1 × CI
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音曲を再生する際の音量を指定する。必ず、src属性と併

用する。src 属性が無い場合には、volume 属性も記載で

きない。

× CI
vibration※1

バイブレーション機能の起動方法を指定する。

× CN

viblength※1 バイブレーション機能の実行回数を指定する。必ず、

vibration属性と併用する。a要素に vibration属性が

無い場合には、viblength属性も記載できない。

× CS
id

コントロールに与える名前を指定する。

× CN
width※1

コントロールの幅を指定する。

× CN
height※1

コントロールの高さを指定する。

※1: 一部の端末のみ
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説明

---------------------------------------------------------------

コントロールを作成する。input 要素は form 要素内容に記述する。input 要素は

form 要素内容以外には記述できない。input 要素で記述できるコントロールを以

下に一覧する。

表 3.12.2-1 type 属性の振るまい一覧

type 属性 表示および動作

text 文字列を入力する領域を表示する(デフォルト)。

password text と同じ、入力した文字列は伏字になる。

radio ラヂヲボタンを表示する。

checkbox チェックボックスを表示する。

hidden 何も表示しないが、submit 時に value を送信する。

reset ボタンの選択値を初期化する。

submit 入力データを送信する。

file※ 転送可能なファイルを一覧し、選択されたファイルを送信する。

※：一部の端末でのみ指定可能

属性

---------------------------------------------------------------

type = “type” “=”

( “text” | “password”

| “checkbox” | “radio”

| “submit” | “reset”

| “hidden” | “file”

)

コントロールの種類を指定する。属性値ごとの詳細は後述する。

name = “name” “=” TEXT

コントロールに名前を与える。



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 155 of 213
複製転載禁止

value = “value” “=” TEXT

コントロールの値を与える。ラヂヲボタンおよびチェックボックスでは必ず与え

なければならない。value属性を与えるには、name属性も与えなければならない。

name 属性を与えていない、name 属性に値を与えていない、name 属性値にヌル

文字列を与えた、value 属性に値を与えていない、もしくは、value 属性値にヌル

文字列を与えた際にサーバへ送付する query string については保証しない。

checked = “checked”

最初に選択されているコントロールを与える。ラヂヲボタンおよびチェックボッ

クスでのみ機能する。

size = “size” “=” 1*2DIGIT

[最小値：2]

コントロールの種類が text もしくは password の場合に、画面上で入力領域を

表示する領域の幅を半角文字の文字数で与える。画面の幅を超える大きさを与え

ても、画面の幅に合わせた領域を表示する。なお、size属性を与えない場合にデ

フォルトでは画面幅に合わせた幅を表示する。

端末の表示に用いるフォントは固定幅であり、全角文字は半角文字の２倍の幅で

あることに注意せよ。

type属性で textもしくは passwordを指定していない場合には size属性を与

えてはいけない。

maxlength = “maxlength” “=” 1*4DIGIT

[値の範囲：最大 5000]

コントロールの種類が text もしくは password の場合に、コントロールに入力

できるデータ長を与える。

maxlength 属性に範囲外の値を与えた場合の動作は保証しない。type 属性で

textもしくはpasswordを指定していない場合にはmaxlength属性を与えては

いけない。
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mode = “mode” “=”

( “hiragana” | “katakana” | “hankakukana”

| “alphabet” | “numeric”

)

コントロールの種類が text もしくは password の場合の入力モードの初期値を

指定する。

制約

---------------------------------------------------------------

一部の端末では、type 属性に file を指定した場合でもファイルを送信することは

出来ない。

表 3.12.2-2 デフォルト入力モードの一覧

mode 文字種 text password

hiragana 全角ひらがな ◎ ×

katakana 全角カタカナ △ ×

hankakukana 半角ｶﾀｶﾅ △ ×

alphabet 半角英字,半角記号 ○ ◎

numeric 半角数字 ○ △

・ ◎：デフォルト

・ ○：指定可能

・ △：本モードの無い端末がある

・ ×：無効(デフォルト値になる)

textの場合のデフォルト値は hiragana「全角ひらがな」であり、passwordの

場合のデフォルト値は alphabet「半角英字、半角記号」である。「全角カタカナ」

を実装しない端末では、katakanaも「全角ひらがな」として扱う。type属性値

が password の場合には、mode 属性の値として hiragana, katakana,

hankaukanaを指定してはいけない。
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istyle = “istyle” “=” ( “1” | “2” | “3” | “4” )

コントロールの種類が text もしくは password の場合の入力モードの初期値を

指定する。

表 3.12.2-3 デフォルト入力モードの一覧

istyle 文字種 text password

1 全角ひらがな ◎ ×

2 半角ｶﾀｶﾅ ○ ×

3 半角英字,半角記号 ○ ◎

4 半角数字 ○ △

上記以外の値 × ×

・ ◎：デフォルト

・ ○：指定可能

・ △：本モードの無い端末がある

・ ×：無効(デフォルト値とみなす)

textの場合のデフォルト値は“1”「全角ひらがな」であり、passwordの場合の

デフォルト値は“3”「半角英字、半角記号」である。

accesskey = “accesskey” “=” DIGIT | “*” | “#”

コントロールへのショートカットとなるキーを指定する。指定したキーは INPUT

要素の先頭に表示する。type=“submit”の場合にのみ accesskey属性は有効で

あり、かつ、value属性についても併用しなければならない。

directkey = “directkey” “=” DIGIT | “*” | “#”

コントロールへのショートカットとなるキーを指定する。指定したキーは input

要素の先頭に表示する。type=“submit”の場合にのみ directkey属性は有効で

あり、かつ、value属性についても併用しなければならない。

src = “src” “=” %URI

src属性では SMAFデータを URIで与える。
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soundstart = “soundstart” “=” ( “select” | “focus” )

音曲リソースを再生する契機を指定する。値が“select”の場合はコントロールを

選択(押下)した場合に音曲リソースを再生する。値が“focus”の場合はコントロ

ールにカーソルを持ってきた場合に音曲リソースを再生する。src 属性で音曲リ

ソースを与えていない場合には soundstart属性を指定してはいけない。

loop = “loop” “=” ( 1*2DIGIT | “infinite” )

[数値の範囲：1～50]

音曲リソースを再生する回数を指定する。src 属性で音曲リソースを与えていな

い場合には loop属性を指定してはいけない。

volume = “volume” “=” ( “high” | “middle” | “low” )

音曲リソースを再生する際の音量を指定する。src 属性で音曲リソースを与えて

いない場合には volume属性を指定してはいけない。

vibration = “vibration” “=” ( “select” | “focus” )

バイブレータを起動する契機を指定する。値が“select”の場合はコントロールを

選択(押下)した場合にバイブレータを起動する。値が“focus”の場合はコントロ

ールにカーソルを持ってきた場合にバイブレータを起動する。Vibration属性を

指定しない場合にはバイブレータを起動しない。

viblength = “viblength” “=” 1DIGIT

バイブレータの振動する時間を指定する。Vibration属性を指定していない場合

には viblength属性を指定してはいけない。

width ::= “width” “=” Length

コントロールの幅を「ピクセル数」または「%」で指定する。

height ::= “height” “=” Length

コントロールの高さを「ピクセル数」または「%」で指定する。
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制約

---------------------------------------------------------------

 type 属性の値として image および button を指定することはできない。

 type 属性の値として text および password を指定した場合を除いて、size 属

性を与えることはできない。

 type属性の値として radioおよび checkbox を指定した場合、必ず value値(空

文字列は不可)を与えなければならない。与えない場合の動作は保証しない。

 src 属性には音曲リソースの URI を指定する。

 accesskey, directkey 属性は type=submit の場合のみ指定できる。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の input 要素には class, lang, dir, title,

style, alt, align, accept, readonly, disabled, tableindex, usemap, ismap, onfocus,

onblur, onselect, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup,

onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属

性は無い。

HTML4.01 の input 要素には directkey, mode, istyle, soundstart, loop, volume,

vibration, viblength, width, height 属性は無い。

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の type属性の値として imageおよびbutton

を指定することはできない。「ソフトバンク携帯電話向け HTML」では type 属性

の値として text および password を指定した場合を除いて、size 属性を与えるこ

とはできない。「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の src 属性には音曲リソース

の URI を指定する。
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その他

---------------------------------------------------------------

type 属性値ごとにコントロールの機能を整理する。

text

文字列の入力領域(1行)を表示する。利用者が本領域に文字列を入力し、submit

ボタンを押下すると、name 属性の値と領域に表示した値の組が Web サーバ

に送信する。

name

本要素の名前。

value

入力領域に与える初期状態の文字列。

maxlength

入力可能な最大データ長。

size

入力領域の表示幅に相当する半角文字数。

mode

属

性

文字の入力モードの初期値。

password

type=“text”の場合と同じ機能を提供する。但し、入力領域に入力する文字は

伏字で表示する。

name

本要素の名前。

value

入力領域に与える初期状態の文字列。

maxlength

入力可能な最大データ長。

size

入力領域の表示幅に相当する半角文字数。

mode

属

性

文字の入力モードの初期値。
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radio

複数個のラヂヲボタンを表示し、利用者は排他的に一つのボタンだけを選択す

ることができる。一つのボタンを選択し、submit ボタンを押下すると、選択

したボタンの name 属性と value 属性の値の組を Web サーバに送信する。

name

ラヂヲボタンの名前。排他制御するラヂヲボタンの組の間では、name

属性には全て同じ名前を与えなければならない。

value

当該ラヂヲボタンを選択した際の値、必ず文字列を与えること。

checked

属

性

初期状態で選択されているラヂヲボタンを指定する。排他制御するラ

ヂヲボタンの組について、2 個以上のラヂヲボタンで checked 属性を

指定することはできない。

checkbox

１個以上のチェックボックスを表示し、利用者は任意のチェックボックスを選

択することができる。チェックボックスを選択し、submit ボタンを押下する

と、選択したチェックボックスの name 属性と value 属性の値の組の並びを

Web サーバに送信する。

name

チェックボックスの名前。

value

当該チェックボックスを選択した際の値、必ず文字列を与えること。

checked

属

性

初期状態で選択されているチェックボックスを指定する。

hidden

type=“hidden”と指定した input 要素については画面上には何も表示しない。

画面上の表示は無いが、submit ボタンを押下すると、name 属性と value 属

性の値の組を Web サーバに送信する。

name

本要素の名前。

value

属

性

submit した際の値。
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reset

ボタンを表示する。このボタンを押下すると、このボタンと共に form 要素に

含まれる他の input 要素の値を初期値に戻す。

value
属

性 ボタンのラベル。属性値を明示しない場合のデフォルト値は「リセッ

ト」

submit

ボタンを表示する。このボタンを押下すると、このボタンおよび form 要素に

含まれる他の input 要素について、name 属性値と value 属性値の組の並びを

Web サーバに送信する。submit を指定した場合には name,value 属性を必ず

与えなければならない。

name

本要素の名前。

value

ボタンのラベル。

src

属

性

ボタンを押下した際に音曲を再生する場合の SMAF データを URI で

与える。

file

端末から転送可能なファイルの一覧を表示する。利用者は１個のファイルを選

択すると、選択したファイル名が read onlyのテキストボックスに表示される。

submit ボタンを押下すると method 属性で指定した方法でファイルを送出す

る。

value属

性 ファイル名の初期値



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 163 of 213
複製転載禁止

3.12.3. select, option : スクロールリストボックス

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT select - - ( option

| optgroup
)+>

<!ATTLIST select
name CDATA #IMPLIED
size NUMBER #IMPLIED
multiple (multiple) #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

select inline 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CI
name

メニューに名前を与える。

× CN
size※1

スクロールリストボックスを表示する際の行数を指定する。

× CI

multiple リストボックス内で複数個の選択を行うことができるか否か

を指定する。

※1: 一部の端末のみ

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT option – O (#PCDATA)>
<!ATTLIST option
selected (selected) #IMPLIED
value CDATA #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

option - 必須 省略可能



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 164 of 213
複製転載禁止

属性名 必須 case デフォルト値

× CI
selected

このメニュー項目は選択済みであることを指定する。

× CS
value

メニュー項目に記載する文字列を与える。

説明

---------------------------------------------------------------

[select 要素]

リストメニューを作成する。メニュー項目は option 要素で作成する。select 要素

には少なくとも一つの option 要素が必要である。

[option 要素]

メニュー項目を作成する。メニュー項目に記載する文字列は value 属性で与える。

value 属性が無い場合は、option 要素の内容をメニュー項目に載せる。

属性

---------------------------------------------------------------

[select 要素]

name ::= “name” “=” TEXT

メニューに名前を与える。

size ::= “size” “=” 1*DIGIT

リストボックスを表示する際の行数を与える。デフォルト値は option 要素のう

ち、最長の行数に設定する。

multiple ::= “muliple”

リストボックスの中で複数個の選択を行うことができるか否かを指定する。

multiple 属性がある場合は、複数個の項目を選択することができる。
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[option 要素]

selected ::= “selected”

selected属性を与えたメニュー項目は選択済みであることを指定する。select

要素の中にある option要素のうち必ず１つの要素には selected属性を与えな

ければならない。

value ::= “value” “=” 1*TEXT

メニュー項目に記載する文字列を与える。

制約

---------------------------------------------------------------

 select 要素内の option 要素は 50 個まで

 option 要素に必ず value 値(空文字列は不可)を与えなければならない。与えな

い場合の動作は保証しない。

差異

---------------------------------------------------------------

[select 要素]

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の select 要素には id, class, lang, dir, title,

style, disabled, tabindex, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup,

onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属

性は無い。

[option 要素]

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の option 要素には id, class, lang, title,

style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, label 属性は無

い。
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3.12.4. optgroup

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT optgroup – - (option)+>
<!ATTLIST optgroup
label CDATA #REQUIRED
disabled (disabled) #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

optgroup - 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

○ CS
label※1

グループ化する option要素のラベルを指定する。

× CI
disabled※1

コントロールの無効化を指定する。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

スクロールリストボックスのメニュー項目をグループ化する場合に使用する。

属性

---------------------------------------------------------------

label ::= “label” “=” CDATA

グループ化する option 要素のラベルを指定する。

disabled ::= “disabled”

コントロールにフォーカスを当てたく無い場合に使用する。disabled 属性が指定

されているコントロールのデータは端末から送信されない。
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の optgroup 要素には id, class, lang, dir,

title, style, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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3.12.5. textarea : 文書入力

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT textarea - - (#PCDATA)>
<!ATTLIST textarea
name CDATA #IMPLIED
rows NUMBER #REQUIRED
cols NUMBER #REQUIRED
istyle NUMBER #IMPLIED
maxlength NUMBER 5000
mode %CMode; ( hiragana | alphabet )

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

textarea inline 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CI
name

コントロールに名前を与える。

○ CN
rows

画面に表示するテキスト行数を与える。

○ CN
cols

画面に表示するテキスト行あたりの文字数を与える。

× CN
istyle※1

入力する文字種の初期値を指定する。

× CN 5000
maxlength※1

入力データ長の上限を指定する。

× CI hiragana | alphabet
mode※1

入力する文字種の初期値を指定する。

※1: 一部の端末のみ
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説明

---------------------------------------------------------------

複数行にわたるテキストを入力できる領域を表示する。rows, cols で与えられた大

きさを持つ文字入力領域である。

textarea 要素を含む form 要素には type=“submit”である input 要素および

type=“reset”である input 要素が必要である。submit ボタンを押下すると、name

属性値と領域に表示した文字列の組が Web サーバに送信される。

属性

---------------------------------------------------------------

name ::= “name” “=” 1*TEXT

コントロールに名前を与える。

rows ::= “rows” “=” 1*DIGIT

文字入力領域に表示できるテキスト行数を与える。

cols ::= “cols” “=” 1*DIGIT

文字入力領域に表示できる 1 行あたりの半角文字数を与える。

istyle = “istyle” “=” ( “1” | “2” | “3” | “4” )

文字入力領域の入力モードの初期値を指定する。

表 3.12.5-1 入力モードの一覧(◎：デフォルト、○：指定可能)

istyle 文字種 textarea

1 全角ひらがな ◎

2 半角ｶﾀｶﾅ ○

3 半角英字,半角記号 ○

4 半角数字 ○

上記以外の値 デフォルトと同じ

デフォルト値は“1”「全角ひらがな」である。
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maxlength ::= “maxlength” “=” NUMBER

入力データ長の上限を文字数で指定する。

mode = “mode” “=”

( “hiragana” | “katakana” | “hankakukana”

| “alphabet” | “numeric”

)

入力モードの初期値を指定する。

表 3.12.5-2 入力モードの一覧

mode 文字種 text password

hiragana 全角ひらがな ◎ ×

katakana 全角カタカナ △ ×

hankakukana 半角ｶﾀｶﾅ △ ×

alphabet 半角英字,半角記号 ○ ◎

numeric 半角数字 ○ △

・ ◎：デフォルト

・ ○：指定可能

・ △：本モードの無い端末がある

・ ×：無効(デフォルト値になる)

デフォルト値は hiragana「全角ひらがな」である。「全角カタカナ」を実装しな

い端末では、katakanaも「全角ひらがな」として扱う。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の textarea 要素には id, class, lang, dir,

title, style, readonly, disabled, tabindex, onclick, ondblclick, onmousedown,

onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress,

onkeydown, onkeyup, accesskey, onfocus, onblur, onselect, onchange 属性は無

い。

HTML4.01 の textarea 要素には istyle, maxlength, mode 属性は無い。
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3.12.6. label

定義

---------------------------------------------------------------
<!ELEMENT label – - (%inline)* -(label)>
<!ATTLIST label
accesskey %Character #IMPLIED
for IDREF #IMPLIED

>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

label inline 必須 必須

属性名 必須 case デフォルト値

× CNaccesskey
※1

指定されたラベルへのショートカットとなるキーを指定する。

× CS
for※1

他のコントロールと関連付けるときのラベルを指定する。

※1: 一部の端末のみ

説明

---------------------------------------------------------------

label 要素は、input, select, textarea 要素のコントロールに対するラベルを指定す

る。

属性

---------------------------------------------------------------

accesskey ::= “accesskey” “=” DIGIT | “#” | “*”

指定されたラベルへのショートカットとなるキーを指定する。

for ::= “for” “=” TEXT

他のコントロールと関連付けるときのラベルを指定する。当該ドキュメント中の

他のコントロールの id 属性値と同値であること。
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差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」の label 要素には id, class, lang, dir, title,

style, onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup,

onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属

性は無い。
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3.12.7. fieldset

定義

---------------------------------------------------------------

<!ELEMENT fieldset – - (#PCDATA, (%flow;)*)>

要素 種類 開始タグ 終了タグ

fieldset block 必須 必須

説明

---------------------------------------------------------------

関連するコントロールやラベルをグループ化する。本要素に含まれる要素の周囲

にボックスが表示される。

差異

---------------------------------------------------------------

「ソフトバンク携帯電話向けHTML」の fieldset要素には id, class, lang, dir, title,

style, accesskey, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,

onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup 属性は無い。
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4. 制限

4.1. 個数制限

表やリストのように親要素の中に子要素を繰り返し配置できるものは、基本的に

は端末のハードウェア資源が許す限り、子要素の繰り返しを配置することが可能

である。しかしながら一部の要素については制限がある。以下に制限を一覧する。

 ol 要素内の li 要素は 99 個まで

 ol 要素および ul 要素を組み合わせた入れ子は 3 個まで

 select 要素内の option 要素は 50 個まで

上記に加え、一部の端末には、以下の制限がある。

 1 ページに配置可能な要素は 520 個まで

 1 ページに配置可能な a 要素、input 要素、option 要素などフォーカスの

あたる要素は 50 個まで

 1 ページに配置可能な form 要素は 4 個まで

 form 要素内に配置可能な要素の数は 30 個まで
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4.2. 同種の要素の入れ子制限

 ol 要素の入れ子は 3 個まで

 ul 要素の入れ子は 3 個まで

 table 要素の入れ子は 5 個まで
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4.3. 異種の要素の入れ子制限

「[HTML]の 7.5.3.Block-level and inline elements」に説明されているように、

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」でも「block-level」要素と「inline」要素が

ある。「inline」要素の要素内容として「block-level」要素を置くことは出来ない。

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」で規定する block-level 要素、inline 要素、

その他の要素を以下に示す。

表 4.3-1 要素の一覧

inline block-level その他

i p html

b ul head

em ol base

strong pre title

dfn dl meta

kbd div body

var blockquote li

cite form dt

a hr dd

img table caption

br fieldset tr

q address th

input menu td

select dir option

textarea center optgroup

label marquee

bgsound

font

u

blink

Inline 要素に block-level 要素を入れ込むことは不可である。inline 要

素に block-level 要素を入れ子にした記述は「ソフトバンク携帯電話向け HTML」

の規定外であり、端末上での動作は保証しない。

個別の要素入れ子可否については「Appendix.C 要素の入れ子」を参照すること。
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4.4. その他の制限

要素の種類に関わらず、要素を互い違いに組み合わせることはできない。例えば、

「甲」要素と「乙」要素があった場合に以下の記述は「ソフトバンク携帯電話向

け HTML」の規定外であり、端末上での動作は保証しない。

<甲> ↑

<乙> 「甲」要素 ↑

</甲> ↓ 「乙」要素

</乙> ↓
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Appendix.A. 文字参照

以下に、ソフトバンク携帯電話向け HTML において利用できる文字参照を一覧する。

表 A-1 ISO-8859-1 Latin-1

数値文字参照
文字 名称 文字実体参照

10 進 16 進

備考

no-break space = non-breaking space &nbsp; &#160; &#xA0; 半角ｽﾍﾟｰｽ

¡ inverted exclamation mark &iexcl; &#161; &#xA1; 半角!

¢ cent sign &cent; &#162; &#xA2;

£ pound sign &pound; &#163; &#xA3;

¥ yen sign &yen; &#165; &#xA5; 半角\

¦ broken bar &brvbar; &#166; &#xA6; 半角|

§ section sign &sect; &#167; &#xA7;

¨ Diaeresis &uml; &#168; &#xA8;

© copyright sign &copy; &#169; &#xA9; 絵文字

ª feminine ordinal indicator &ordf; &#170; &#xAA; 半角 a

«
left-pointing double angle quotation mark = left
pointing guillemet

&laquo; &#171; &#xAB;

¬ not sign &not; &#172; &#xAC;

® registered sign = registered trade mark sign &reg; &#174; &#xAE; 絵文字

¯ macron &macr; &#175; &#xAF;

° degree sign &deg; &#176; &#xB0;

± plus-minus sign = plus-or-minus sign &plusmn; &#177; &#xB1;

² superscript two = superscript digit two = squared &sup2; &#178; &#xB2; 半角 2

³
superscript three = superscript digit three =
cubed

&sup3; &#179; &#xB3; 半角 3

´ acute accent = spacing acute &acute; &#180; &#xB4;

µ micro sign &micro; &#181; &#xB5;

¶ pilcrow sign = paragraph sign &para; &#182; &#xB6;

·
middle dot = Georgian comma = Greek middle
dot

&middot; &#183; &#xB7;

¸ cedilla = spacing cedilla &cedil; &#184; &#xB8;
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¹ superscript one = superscript digit one &sup1; &#185; &#xB9; 半角 1

º masculine ordinal indicator &ordm; &#186; &#xBA; 半角 o

»
right-pointing double angle quotation mark =
right pointing guillemet

&raquo; &#187; &#xBB;

À
latin capital letter A with grave = latin capital
letter A grave

&Agrave; &#192; &#xC0; 半角 A

Á latin capital letter A with acute &Aacute; &#193; &#xC1; 半角 A

Â latin capital letter A with circumflex &Acirc; &#194; &#xC2; 半角 A

Ã latin capital letter A with tilde &Atilde; &#195; &#xC3; 半角 A

Ä latin capital letter A with diaeresis &Auml; &#196; &#xC4; 半角 A

Å
latin capital letter A with ring above = latin
capital letter A ring

&Aring; &#197; &#xC5; 半角 A

Æ
latin capital letter AE
= latin capital ligature AE

&AElig; &#198; &#xC6; 半角 A

Ç latin capital letter C with cedilla &Ccedil; &#199; &#xC7; 半角 C

È latin capital letter E with grave &Egrave; &#200; &#xC8; 半角 E

É latin capital letter E with acute &Eacute; &#201; &#xC9; 半角 E

Ê latin capital letter E with circumflex &Ecirc; &#202; &#xCA; 半角 E

Ë latin capital letter E with diaeresis &Euml; &#203; &#xCB; 半角 E

Ì latin capital letter I with grave &Igrave; &#204; &#xCC; 半角 I

Í latin capital letter I with acute &Iacute; &#205; &#xCD; 半角 I

Î latin capital letter I with circumflex &Icirc; &#206; &#xCE; 半角 I

Ï latin capital letter I with diaeresis &Iuml; &#207; &#xCF; 半角 I

Ð latin capital letter ETH &ETH; &#208; &#xD0; 半角 D

Ñ latin capital letter N with tilde &Ntilde; &#209; &#xD1; 半角 N

Ò latin capital letter O with grave &Ograve; &#210; &#xD2; 半角 O

Ó latin capital letter O with acute &Oacute; &#211; &#xD3; 半角 O

Ô latin capital letter O with circumflex &Ocirc; &#212; &#xD4; 半角 O

Õ latin capital letter O with tilde &Otilde; &#213; &#xD5; 半角 O

Ö latin capital letter O with diaeresis &Ouml; &#214; &#xD6; 半角 O

× multiplication sign &times; &#215; &#xD7;

Ø
latin capital letter O with stroke = latin capital
letter O slash

&Oslash; &#216; &#xD8; 半角 O

Ù latin capital letter U with grave &Ugrave; &#217; &#xD9; 半角 U

Ú latin capital letter U with acute &Uacute; &#218; &#xDA; 半角 U

Û latin capital letter U with circumflex &Ucirc; &#219; &#xDB; 半角 U

Ü latin capital letter U with diaeresis &Uuml; &#220; &#xDC; 半角 U

Ý latin capital letter Y with acute &Yacute; &#221; &#xDD; 半角 Y

Þ latin capital letter THORN &THORN; &#222; &#xDE; 半角 T

ß latin small letter sharp s = ess-zed &szlig; &#223; &#xDF; 半角 s

à latin small letter a with grave = latin small &agrave; &#224; &#xE0; 半角 a
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letter a grave

á latin small letter a with acute &aacute; &#225; &#xE1; 半角 a

â latin small letter a with circumflex &acirc; &#226; &#xE2; 半角 a

ã latin small letter a with tilde &atilde; &#227; &#xE3; 半角 a

ä latin small letter a with diaeresis &auml; &#228; &#xE4; 半角 a

å
latin small letter a with ring above
= latin small letter a ring

&aring; &#229; &#xE5; 半角 a

æ latin small letter ae = latin small ligature ae &aelig; &#230; &#xE6; 半角 a

ç latin small letter c with cedilla &ccedil; &#231; &#xE7; 半角 c

è latin small letter e with grave &egrave; &#232; &#xE8; 半角 e

é latin small letter e with acute &eacute; &#233; &#xE9; 半角 e

ê latin small letter e with circumflex &ecirc; &#234; &#xEA; 半角 e

ë latin small letter e with diaeresis &euml; &#235; &#xEB; 半角 e

ì latin small letter i with grave &igrave; &#236; &#xEC; 半角 i

í latin small letter i with acute &iacute; &#237; &#xED; 半角 i

î latin small letter i with circumflex &icirc; &#238; &#xEE; 半角 i

ï latin small letter i with diaeresis &iuml; &#239; &#xEF; 半角 i

ð latin small letter eth &eth; &#240; &#xF0; 半角 d

ñ latin small letter n with tilde &ntilde; &#241; &#xF1; 半角 n

ò latin small letter o with grave &ograve; &#242; &#xF2; 半角 o

ó latin small letter o with acute &oacute; &#243; &#xF3; 半角 o

ô latin small letter o with circumflex &ocirc; &#244; &#xF4; 半角 o

õ latin small letter o with tilde &otilde; &#245; &#xF5; 半角 o

ö latin small letter o with diaeresis &ouml; &#246; &#xF6; 半角 o

÷ division sign &divide; &#247; &#xF7;

ø
latin small letter o with stroke, = latin small
letter o slash

&oslash; &#248; &#xF8; 半角 o

ù latin small letter u with grave &ugrave; &#249; &#xF9; 半角 u

ú latin small letter u with acute &uacute; &#250; &#xFA; 半角 u

û latin small letter u with circumflex &ucirc; &#251; &#xFB; 半角 u

ü latin small letter u with diaeresis &uuml; &#252; &#xFC; 半角 u

ý latin small letter y with acute &yacute; &#253; &#xFD; 半角 y

þ latin small letter thorn &thorn; &#254; &#xFE; 半角 t

ÿ latin small letter y with diaeresis &yuml; &#255; &#xFF; 半角 y
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表 A-2 ギリシア文字

数値文字参照
文字 名称 文字実体参照

10 進 16 進

備考

Α greek capital letter alpha &Alpha; &#913; &#x391;

Β greek capital letter beta &Beta; &#914; &#x392;

Γ greek capital letter gamma &Gamma; &#915; &#x393;

Δ greek capital letter Delta &Delta; &#916; &#x394;

Ε greek capital letter epsilon &Epsilon; &#917; &#x395;

Ζ greek capital letter zeta &Zeta; &#918; &#x396;

Η greek capital letter eta &Eta; &#919; &#x397;

Θ greek capital letter theta &Theta; &#920; &#x398;

Ι greek capital letter iota &Iota; &#921; &#x399;

Κ greek capital letter kappa &Kappa; &#922; &#x39A;

Λ greek capital letter lambda &Lambda; &#923; &#x39B;

Μ greek capital letter mu &Mu; &#924; &#x39C;

Ν greek capital letter nu &Nu; &#925; &#x39D;

Ξ greek capital letter xi &Xi; &#926; &#x39E;

Ο greek capital letter omicron &Omicron; &#927; &#x39F;

Π greek capital letter pi &Pi; &#928; &#x3A0;

Ρ greek capital letter rho &Rho; &#929; &#x3A1;

Σ greek capital letter sigma &Sigma; &#931; &#x3A3;

Τ greek capital letter tau &Tau; &#932; &#x3A4;

Υ greek capital letter upsilon &Upsilon; &#933; &#x3A5;

Φ greek capital letter phi &Phi; &#934; &#x3A6;

Χ greek capital letter chi &Chi; &#935; &#x3A7;

Ψ greek capital letter psi &Psi; &#936; &#x3A8;

Ω greek capital letter omega &Omega; &#937; &#x3A9;

α greek small letter alpha &alpha; &#945; &#x3B1;

β greek small letter beta &beta; &#946; &#x3B2;

γ greek small letter gamma &gamma; &#947; &#x3B3;

δ greek small letter Delta &delta; &#948; &#x3B4;

ε greek small letter epsilon &epsilon; &#949; &#x3B5;

ζ greek small letter zeta &zeta; &#950; &#x3B6;

η greek small letter eta &eta; &#951; &#x3B7;
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θ greek small letter theta &theta; &#952; &#x3B8;

ι greek small letter iota &iota; &#953; &#x3B9;

κ greek small letter kappa &kappa; &#954; &#x3BA;

λ greek small letter lambda &lambda; &#955; &#x3BB;

μ greek small letter mu &mu; &#956; &#x3BC;

ν greek small letter nu &nu; &#957; &#x3BD;

ξ greek small letter xi &xi; &#958; &#x3BE;

ο greek small letter omicron &omicron; &#959; &#x3BF;

π greek small letter pi &pi; &#960; &#x3C0;

ρ greek small letter rho &rho; &#961; &#x3C1;

σ greek small letter sigma &sigma; &#963; &#x3C3;

τ greek small letter tau &tau; &#964; &#x3C4;

υ greek small letter upsilon &upsilon; &#965; &#x3C5;

φ greek small letter phi &phi; &#966; &#x3C6;

χ greek small letter chi &chi; &#967; &#x3C7;

ψ greek small letter psi &psi; &#968; &#x3C8;

ω greek small letter omega &omega; &#969; &#x3C9;
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表 A-3 一般記号および国際化記号

数値文字参照
文字 名称 文字実体参照

10 進 16 進

備考

— mdash &mdash; &#8212; &#x2014;

‘ left single quotation mark &lsquo; &#8216; &#x2018;

’ right single quotation mark &rsquo; &#8217; &#x2019;

‚ single low-9 quotation mark &sbquo; &#8218; &#x201A;

“ left double quotation mark &ldquo; &#8220; &#x201C;

” right double quotation mark &rdquo; &#8221; &#x201D;

† dagger &dagger; &#8224; &#x2020;

‡ double dagger &Dagger; &#8225; &#x2021;

… horizontal ellipsis = three dot leader &hellip; &#8230; &#x2026;

‰ per mille sign &permil; &#8240; &#x2030;

′ prime = minutes = feet &prime; &#8242; &#x2032;

″ double prime = seconds = inches &Prime; &#8243; &#x2033;

™ trade mark sign &trade; &#8482; &#x2122; 絵文字

← leftwards arrow &larr; &#8592; &#x2190;

↑ uowards arrow &uarr; &#8593; &#x2191;

→ rightwards arrow &rarr; &#8594; &#x2192;

↓ downwards arrow &darr; &#8595; &#x2193;

⇒ rightwards double arrow &rArr; &#8658; &#x21D2;

⇔ left right double arrow &hArr; &#8660; &#x21D4;
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表 A-4 数学記号

数値文字参照
文字 名称 文字実体参照

10 進 16 進

備考

∀ For all &forall; &#8704; &#x2200;

∂ partial differential &part; &#8706; &#x2202;

∃ there exists &exist; &#8707; &#x2203;

∇ nabla = backward difference &nabla; &#8711; &#x2207;

∈ element of &isin; &#8712; &#x2208;

∋ contains as member &ni; &#8715; &#x220B;

∑ n-ary sumation &sum; &#8721; &#x2211;

√ square root = radical sign &radic; &#8730; &#x221A;

∝ proportional to &prop; &#8733; &#x221D;

∞ infinity &infin; &#8734; &#x221E;

∠ angle &ang; &#8736; &#x2220;

∧ logical and = wedge &and; &#8743; &#x2227;

∨ logical or = vee &or; &#8744; &#x2228;

∩ intersection = cap &cap; &#8745; &#x2229;

∪ union = cup &cup; &#8746; &#x222A;

∫ integral &int; &#8747; &#x222B;

∴ therefore &there4; &#8756; &#x2234;

≠ Not equal to &ne; &#8800; &#x2260;

≡ identical to &equiv; &#8801; &#x2261;

⊂ subset of &sub; &#8834; &#x2282;

⊃ superset of &sup; &#8835; &#x2283;

⊆ subset of or equal to &sube; &#8838; &#x2286;

⊇ superset of or equal to &supe; &#8839; &#x2287;

⊥ up tack = orthogonal to = perpendicular &perp; &#8869; &#x22A5;
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表 A-5 マーク付け記号

数値文字参照
文字 名称 文字実体参照

10 進 16 進

備考

" quotation mark &quot; &#34; &#x22;

& Ampersand &amp; &#38; &#x26;

< less-than sign &lt; &#60; &#x3C;

> greater-than sign &gt; &#62; &#x3E;
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表 A-6 絵文字#1

数値文字参照 数値文字参照
Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

Code
(Hex)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

50 &#57392; &#xE030; EE80B0 F970

21 &#57345; &#xE001; EE8081 F941 51 &#57393; &#xE031; EE80B1 F971

22 &#57346; &#xE002; EE8082 F942 52 &#57394; &#xE032; EE80B2 F972

23 &#57347; &#xE003; EE8083 F943 53 &#57395; &#xE033; EE80B3 F973

24 &#57348; &#xE004; EE8084 F944 54 &#57396; &#xE034; EE80B4 F974

25 &#57349; &#xE005; EE8085 F945 55 &#57397; &#xE035; EE80B5 F975

26 &#57350; &#xE006; EE8086 F946 56 &#57398; &#xE036; EE80B6 F976

27 &#57351; &#xE007; EE8087 F947 57 &#57399; &#xE037; EE80B7 F977

28 &#57352; &#xE008; EE8088 F948 58 &#57400; &#xE038; EE80B8 F978

29 &#57353; &#xE009; EE8089 F949 59 &#57401; &#xE039; EE80B9 F979

2A &#57354; &#xE00A; EE808A F94A 5A &#57402; &#xE03A; EE80BA F97A

2B &#57355; &#xE00B; EE808B F94B 5B &#57403; &#xE03B; EE80BB F97B

2C &#57356; &#xE00C; EE808C F94C 5C &#57404; &#xE03C; EE80BC F97C

2D &#57357; &#xE00D; EE808D F94D 5D &#57405; &#xE03D; EE80BD F97D

2E &#57358; &#xE00E; EE808E F94E 5E &#57406; &#xE03E; EE80BE F97E

2F &#57359; &#xE00F; EE808F F94F 5F &#57407; &#xE03F; EE80BF F980

30 &#57360; &#xE010; EE8090 F950 60 &#57408; &#xE040; EE8180 F981

31 &#57361; &#xE011; EE8091 F951 61 &#57409; &#xE041; EE8181 F982

32 &#57362; &#xE012; EE8092 F952 62 &#57410; &#xE042; EE8182 F983

33 &#57363; &#xE013; EE8093 F953 63 &#57411; &#xE043; EE8183 F984

34 &#57364; &#xE014; EE8094 F954 64 &#57412; &#xE044; EE8184 F985

35 &#57365; &#xE015; EE8095 F955 65 &#57413; &#xE045; EE8185 F986

36 &#57366; &#xE016; EE8096 F956 66 &#57414; &#xE046; EE8186 F987

37 &#57367; &#xE017; EE8097 F957 67 &#57415; &#xE047; EE8187 F988

38 &#57368; &#xE018; EE8098 F958 68 &#57416; &#xE048; EE8188 F989

39 &#57369; &#xE019; EE8099 F959 69 &#57417; &#xE049; EE8189 F98A

3A &#57370; &#xE01A; EE809A F95A 6A &#57418; &#xE04A; EE818A F98B

3B &#57371; &#xE01B; EE809B F95B 6B &#57419; &#xE04B; EE818B F98C

3C &#57372; &#xE01C; EE809C F95C 6C &#57420; &#xE04C; EE818C F98D

3D &#57373; &#xE01D; EE809D F95D 6D &#57421; &#xE04D; EE818D F98E

3E &#57374; &#xE01E; EE809E F95E 6E &#57422; &#xE04E; EE818E F98F

3F &#57375; &#xE01F; EE809F F95F 6F &#57423; &#xE04F; EE818F F990

40 &#57376; &#xE020; EE80A0 F960 70 &#57424; &#xE050; EE8190 F991
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41 &#57377; &#xE021; EE80A1 F961 71 &#57425; &#xE051; EE8191 F992

42 &#57378; &#xE022; EE80A2 F962 72 &#57426; &#xE052; EE8192 F993

43 &#57379; &#xE023; EE80A3 F963 73 &#57427; &#xE053; EE8193 F994

44 &#57380; &#xE024; EE80A4 F964 74 &#57428; &#xE054; EE8194 F995

45 &#57381; &#xE025; EE80A5 F965 75 &#57429; &#xE055; EE8195 F996

46 &#57382; &#xE026; EE80A6 F966 76 &#57430; &#xE056; EE8196 F997

47 &#57383; &#xE027; EE80A7 F967 77 &#57431; &#xE057; EE8197 F998

48 &#57384; &#xE028; EE80A8 F968 78 &#57432; &#xE058; EE8198 F999

49 &#57385; &#xE029; EE80A9 F969 79 &#57433; &#xE059; EE8199 F99A

4A &#57386; &#xE02A; EE80AA F96A 7A &#57434; &#xE05A; EE819A F99B

4B &#57387; &#xE02B; EE80AB F96B 7B N/A N/A N/A N/A N/A

4C &#57388; &#xE02C; EE80AC F96C 7C N/A N/A N/A N/A N/A

4D &#57389; &#xE02D; EE80AD F96D 7D N/A N/A N/A N/A N/A

4E &#57390; &#xE02E; EE80AE F96E 7E N/A N/A N/A N/A N/A

4F &#57391; &#xE02F; EE80AF F96F
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表 A-7 絵文字#2

数値文字参照 数値文字参照
Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

50 &#57648; &#xE130; EE84B0 F770

21 &#57601; &#xE101; EE8481 F741 51 &#57649; &#xE131; EE84B1 F771

22 &#57602; &#xE102; EE8482 F742 52 &#57650; &#xE132; EE84B2 F772

23 &#57603; &#xE103; EE8483 F743 53 &#57651; &#xE133; EE84B3 F773

24 &#57604; &#xE104; EE8484 F744 54 &#57652; &#xE134; EE84B4 F774

25 &#57605; &#xE105; EE8485 F745 55 &#57653; &#xE135; EE84B5 F775

26 &#57606; &#xE106; EE8486 F746 56 &#57654; &#xE136; EE84B6 F776

27 &#57607; &#xE107; EE8487 F747 57 &#57655; &#xE137; EE84B7 F777

28 &#57608; &#xE108; EE8488 F748 58 &#57656; &#xE138; EE84B8 F778

29 &#57609; &#xE109; EE8489 F749 59 &#57657; &#xE139; EE84B9 F779

2A &#57610; &#xE10A; EE848A F74A 5A &#57658; &#xE13A; EE84BA F77A

2B &#57611; &#xE10B; EE848B F74B 5B &#57659; &#xE13B; EE84BB F77B

2C &#57612; &#xE10C; EE848C F74C 5C &#57660; &#xE13C; EE84BC F77C

2D &#57613; &#xE10D; EE848D F74D 5D &#57661; &#xE13D; EE84BD F77D

2E &#57614; &#xE10E; EE848E F74E 5E &#57662; &#xE13E; EE84BE F77E

2F &#57615; &#xE10F; EE848F F74F 5F &#57663; &#xE13F; EE84BF F780

30 &#57616; &#xE110; EE8490 F750 60 &#57664; &#xE140; EE8580 F781

31 &#57617; &#xE111; EE8491 F751 61 &#57665; &#xE141; EE8581 F782

32 &#57618; &#xE112; EE8492 F752 62 &#57666; &#xE142; EE8582 F783

33 &#57619; &#xE113; EE8493 F753 63 &#57667; &#xE143; EE8583 F784

34 &#57620; &#xE114; EE8494 F754 64 &#57668; &#xE144; EE8584 F785

35 &#57621; &#xE115; EE8495 F755 65 &#57669; &#xE145; EE8585 F786

36 &#57622; &#xE116; EE8496 F756 66 &#57670; &#xE146; EE8586 F787

37 &#57623; &#xE117; EE8497 F757 67 &#57671; &#xE147; EE8587 F788

38 &#57624; &#xE118; EE8498 F758 68 &#57672; &#xE148; EE8588 F789

39 &#57625; &#xE119; EE8499 F759 69 &#57673; &#xE149; EE8589 F78A

3A &#57626; &#xE11A; EE849A F75A 6A &#57674; &#xE14A; EE858A F78B

3B &#57627; &#xE11B; EE849B F75B 6B &#57675; &#xE14B; EE858B F78C

3C &#57628; &#xE11C; EE849C F75C 6C &#57676; &#xE14C; EE858C F78D

3D &#57629; &#xE11D; EE849D F75D 6D &#57677; &#xE14D; EE858D F78E

3E &#57630; &#xE11E; EE849E F75E 6E &#57678; &#xE14E; EE858E F78F

3F &#57631; &#xE11F; EE849F F75F 6F &#57679; &#xE14F; EE858F F790

40 &#57632; &#xE120; EE84A0 F760 70 &#57680; &#xE150; EE8590 F791
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41 &#57633; &#xE121; EE84A1 F761 71 &#57681; &#xE151; EE8591 F792

42 &#57634; &#xE122; EE84A2 F762 72 &#57682; &#xE152; EE8592 F793

43 &#57635; &#xE123; EE84A3 F763 73 &#57683; &#xE153; EE8593 F794

44 &#57636; &#xE124; EE84A4 F764 74 &#57684; &#xE154; EE8594 F795

45 &#57637; &#xE125; EE84A5 F765 75 &#57685; &#xE155; EE8595 F796

46 &#57638; &#xE126; EE84A6 F766 76 &#57686; &#xE156; EE8596 F797

47 &#57639; &#xE127; EE84A7 F767 77 &#57687; &#xE157; EE8597 F798

48 &#57640; &#xE128; EE84A8 F768 78 &#57688; &#xE158; EE8598 F799

49 &#57641; &#xE129; EE84A9 F769 79 &#57689; &#xE159; EE8599 F79A

4A &#57642; &#xE12A; EE84AA F76A 7A &#57690; &#xE15A; EE859A F79B

4B &#57643; &#xE12B; EE84AB F76B 7B N/A N/A N/A N/A N/A

4C &#57644; &#xE12C; EE84AC F76C 7C N/A N/A N/A N/A N/A

4D &#57645; &#xE12D; EE84AD F76D 7D N/A N/A N/A N/A N/A

4E &#57646; &#xE12E; EE84AE F76E 7E N/A N/A N/A N/A N/A

4F &#57647; &#xE12F; EE84AF F76F
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表 A-8 絵文字#3

数値文字参照 数値文字参照
Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

50 &#57904; &#xE230; EE88B0 F7D0

21 &#57857; &#xE201; EE8881 F7A1 51 &#57905; &#xE231; EE88B1 F7D1

22 &#57858; &#xE202; EE8882 F7A2 52 &#57906; &#xE232; EE88B2 F7D2

23 &#57859; &#xE203; EE8883 F7A3 53 &#57907; &#xE233; EE88B3 F7D3

24 &#57860; &#xE204; EE8884 F7A4 54 &#57908; &#xE234; EE88B4 F7D4

25 &#57861; &#xE205; EE8885 F7A5 55 &#57909; &#xE235; EE88B5 F7D5

26 &#57862; &#xE206; EE8886 F7A6 56 &#57910; &#xE236; EE88B6 F7D6

27 &#57863; &#xE207; EE8887 F7A7 57 &#57911; &#xE237; EE88B7 F7D7

28 &#57864; &#xE208; EE8888 F7A8 58 &#57912; &#xE238; EE88B8 F7D8

29 &#57865; &#xE209; EE8889 F7A9 59 &#57913; &#xE239; EE88B9 F7D9

2A &#57866; &#xE20A; EE888A F7AA 5A &#57914; &#xE23A; EE88BA F7DA

2B &#57867; &#xE20B; EE888B F7AB 5B &#57915; &#xE23B; EE88BB F7DB

2C &#57868; &#xE20C; EE888C F7AC 5C &#57916; &#xE23C; EE88BC F7DC

2D &#57869; &#xE20D; EE888D F7AD 5D &#57917; &#xE23D; EE88BD F7DD

2E &#57870; &#xE20E; EE888E F7AE 5E &#57918; &#xE23E; EE88BE F7DE

2F &#57871; &#xE20F; EE888F F7AF 5F &#57919; &#xE23F; EE88BF F7DF

30 &#57872; &#xE210; EE8890 F7B0 60 &#57920; &#xE240; EE8980 F7E0

31 &#57873; &#xE211; EE8891 F7B1 61 &#57921; &#xE241; EE8981 F7E1

32 &#57874; &#xE212; EE8892 F7B2 62 &#57922; &#xE242; EE8982 F7E2

33 &#57875; &#xE213; EE8893 F7B3 63 &#57923; &#xE243; EE8983 F7E3

34 &#57876; &#xE214; EE8894 F7B4 64 &#57924; &#xE244; EE8984 F7E4

35 &#57877; &#xE215; EE8895 F7B5 65 &#57925; &#xE245; EE8985 F7E5

36 &#57878; &#xE216; EE8896 F7B6 66 &#57926; &#xE246; EE8986 F7E6

37 &#57879; &#xE217; EE8897 F7B7 67 &#57927; &#xE247; EE8987 F7E7

38 &#57880; &#xE218; EE8898 F7B8 68 &#57928; &#xE248; EE8988 F7E8

39 &#57881; &#xE219; EE8899 F7B9 69 &#57929; &#xE249; EE8989 F7E9

3A &#57882; &#xE21A; EE889A F7BA 6A &#57930; &#xE24A; EE898A F7EA

3B &#57883; &#xE21B; EE889B F7BB 6B &#57931; &#xE24B; EE898B F7EB

3C &#57884; &#xE21C; EE889C F7BC 6C &#57932; &#xE24C; EE898C F7EC

3D &#57885; &#xE21D; EE889D F7BD 6D &#57933; &#xE24D; EE898D F7ED

3E &#57886; &#xE21E; EE889E F7BE 6E &#57934; &#xE24E; EE898E F7EE

3F &#57887; &#xE21F; EE889F F7BF 6F &#57935; &#xE24F; EE898F F7EF

40 &#57888; &#xE220; EE88A0 F7C0 70 &#57936; &#xE250; EE8990 F7F0



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 191 of 213
複製転載禁止

41 &#57889; &#xE221; EE88A1 F7C1 71 &#57937; &#xE251; EE8991 F7F1

42 &#57890; &#xE222; EE88A2 F7C2 72 &#57938; &#xE252; EE8992 F7F2

43 &#57891; &#xE223; EE88A3 F7C3 73 &#57939; &#xE253; EE8993 F7F3

44 &#57892; &#xE224; EE88A4 F7C4 74 N/A N/A N/A N/A N/A

45 &#57893; &#xE225; EE88A5 F7C5 75 N/A N/A N/A N/A N/A

46 &#57894; &#xE226; EE88A6 F7C6 76 N/A N/A N/A N/A N/A

47 &#57895; &#xE227; EE88A7 F7C7 77 N/A N/A N/A N/A N/A

48 &#57896; &#xE228; EE88A8 F7C8 78 N/A N/A N/A N/A N/A

49 &#57897; &#xE229; EE88A9 F7C9 79 N/A N/A N/A N/A N/A

4A &#57898; &#xE22A; EE88AA F7CA 7A N/A N/A N/A N/A N/A

4B &#57899; &#xE22B; EE88AB F7CB 7B N/A N/A N/A N/A N/A

4C &#57900; &#xE22C; EE88AC F7CC 7C N/A N/A N/A N/A N/A

4D &#57901; &#xE22D; EE88AD F7CD 7D N/A N/A N/A N/A N/A

4E &#57902; &#xE22E; EE88AE F7CE 7E N/A N/A N/A N/A N/A

4F &#57903; &#xE22F; EE88AF F7CF
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表 A-9 絵文字#4

数値文字参照 数値文字参照
Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

50 &#58160; &#xE330; EE8CB0 F9D0

21 &#58113; &#xE301; EE8C81 F9A1 51 &#58161; &#xE331; EE8CB1 F9D1

22 &#58114; &#xE302; EE8C82 F9A2 52 &#58162; &#xE332; EE8CB2 F9D2

23 &#58115; &#xE303; EE8C83 F9A3 53 &#58163; &#xE333; EE8CB3 F9D3

24 &#58116; &#xE304; EE8C84 F9A4 54 &#58164; &#xE334; EE8CB4 F9D4

25 &#58117; &#xE305; EE8C85 F9A5 55 &#58165; &#xE335; EE8CB5 F9D5

26 &#58118; &#xE306; EE8C86 F9A6 56 &#58166; &#xE336; EE8CB6 F9D6

27 &#58119; &#xE307; EE8C87 F9A7 57 &#58167; &#xE337; EE8CB7 F9D7

28 &#58120; &#xE308; EE8C88 F9A8 58 &#58168; &#xE338; EE8CB8 F9D8

29 &#58121; &#xE309; EE8C89 F9A9 59 &#58169; &#xE339; EE8CB9 F9D9

2A &#58122; &#xE30A; EE8C8A F9AA 5A &#58170; &#xE33A; EE8CBA F9DA

2B &#58123; &#xE30B; EE8C8B F9AB 5B &#58171; &#xE33B; EE8CBB F9DB

2C &#58124; &#xE30C; EE8C8C F9AC 5C &#58172; &#xE33C; EE8CBC F9DC

2D &#58125; &#xE30D; EE8C8D F9AD 5D &#58173; &#xE33D; EE8CBD F9DD

2E &#58126; &#xE30E; EE8C8E F9AE 5E &#58174; &#xE33E; EE8CBE F9DE

2F &#58127; &#xE30F; EE8C8F F9AF 5F &#58175; &#xE33F; EE8CBF F9DF

30 &#58128; &#xE310; EE8C90 F9B0 60 &#58176; &#xE340; EE8D80 F9E0

31 &#58129; &#xE311; EE8C91 F9B1 61 &#58177; &#xE341; EE8D81 F9E1

32 &#58130; &#xE312; EE8C92 F9B2 62 &#58178; &#xE342; EE8D82 F9E2

33 &#58131; &#xE313; EE8C93 F9B3 63 &#58179; &#xE343; EE8D83 F9E3

34 &#58132; &#xE314; EE8C94 F9B4 64 &#58180; &#xE344; EE8D84 F9E4

35 &#58133; &#xE315; EE8C95 F9B5 65 &#58181; &#xE345; EE8D85 F9E5

36 &#58134; &#xE316; EE8C96 F9B6 66 &#58182; &#xE346; EE8D86 F9E6

37 &#58135; &#xE317; EE8C97 F9B7 67 &#58183; &#xE347; EE8D87 F9E7

38 &#58136; &#xE318; EE8C98 F9B8 68 &#58184; &#xE348; EE8D88 F9E8

39 &#58137; &#xE319; EE8C99 F9B9 69 &#58185; &#xE349; EE8D89 F9E9

3A &#58138; &#xE31A; EE8C9A F9BA 6A &#58186; &#xE34A; EE8D8A F9EA

3B &#58139; &#xE31B; EE8C9B F9BB 6B &#58187; &#xE34B; EE8D8B F9EB

3C &#58140; &#xE31C; EE8C9C F9BC 6C &#58188; &#xE34C; EE8D8C F9EC

3D &#58141; &#xE31D; EE8C9D F9BD 6D &#58189; &#xE34D; EE8D8D F9ED

3E &#58142; &#xE31E; EE8C9E F9BE 6E N/A N/A N/A N/A N/A

3F &#58143; &#xE31F; EE8C9F F9BF 6F N/A N/A N/A N/A N/A

40 &#58144; &#xE320; EE8CA0 F9C0 70 N/A N/A N/A N/A N/A
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41 &#58145; &#xE321; EE8CA1 F9C1 71 N/A N/A N/A N/A N/A

42 &#58146; &#xE322; EE8CA2 F9C2 72 N/A N/A N/A N/A N/A

43 &#58147; &#xE323; EE8CA3 F9C3 73 N/A N/A N/A N/A N/A

44 &#58148; &#xE324; EE8CA4 F9C4 74 N/A N/A N/A N/A N/A

45 &#58149; &#xE325; EE8CA5 F9C5 75 N/A N/A N/A N/A N/A

46 &#58150; &#xE326; EE8CA6 F9C6 76 N/A N/A N/A N/A N/A

47 &#58151; &#xE327; EE8CA7 F9C7 77 N/A N/A N/A N/A N/A

48 &#58152; &#xE328; EE8CA8 F9C8 78 N/A N/A N/A N/A N/A

49 &#58153; &#xE329; EE8CA9 F9C9 79 N/A N/A N/A N/A N/A

4A &#58154; &#xE32A; EE8CAA F9CA 7A N/A N/A N/A N/A N/A

4B &#58155; &#xE32B; EE8CAB F9CB 7B N/A N/A N/A N/A N/A

4C &#58156; &#xE32C; EE8CAC F9CC 7C N/A N/A N/A N/A N/A

4D &#58157; &#xE32D; EE8CAD F9CD 7D N/A N/A N/A N/A N/A

4E &#58158; &#xE32E; EE8CAE F9CE 7E N/A N/A N/A N/A N/A

4F &#58159; &#xE32F; EE8CAF F9CF
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表 A-10 絵文字#5

数値文字参照 数値文字参照
Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

50 &#58416; &#xE430; EE90B0 FB70

21 &#58369; &#xE401; EE9081 FB41 51 &#58417; &#xE431; EE90B1 FB71

22 &#58370; &#xE402; EE9082 FB42 52 &#58418; &#xE432; EE90B2 FB72

23 &#58371; &#xE403; EE9083 FB43 53 &#58419; &#xE433; EE90B3 FB73

24 &#58372; &#xE404; EE9084 FB44 54 &#58420; &#xE434; EE90B4 FB74

25 &#58373; &#xE405; EE9085 FB45 55 &#58421; &#xE435; EE90B5 FB75

26 &#58374; &#xE406; EE9086 FB46 56 &#58422; &#xE436; EE90B6 FB76

27 &#58375; &#xE407; EE9087 FB47 57 &#58423; &#xE437; EE90B7 FB77

28 &#58376; &#xE408; EE9088 FB48 58 &#58424; &#xE438; EE90B8 FB78

29 &#58377; &#xE409; EE9089 FB49 59 &#58425; &#xE439; EE90B9 FB79

2A &#58378; &#xE40A; EE908A FB4A 5A &#58426; &#xE43A; EE90BA FB7A

2B &#58379; &#xE40B; EE908B FB4B 5B &#58427; &#xE43B; EE90BB FB7B

2C &#58380; &#xE40C; EE908C FB4C 5C &#58428; &#xE43C; EE90BC FB7C

2D &#58381; &#xE40D; EE908D FB4D 5D &#58429; &#xE43D; EE90BD FB7D

2E &#58382; &#xE40E; EE908E FB4E 5E &#58430; &#xE43E; EE90BE FB7E

2F &#58383; &#xE40F; EE908F FB4F 5F &#58431; &#xE43F; EE90BF FB80

30 &#58384; &#xE410; EE9090 FB50 60 &#58432; &#xE440; EE9180 FB81

31 &#58385; &#xE411; EE9091 FB51 61 &#58433; &#xE441; EE9181 FB82

32 &#58386; &#xE412; EE9092 FB52 62 &#58434; &#xE442; EE9182 FB83

33 &#58387; &#xE413; EE9093 FB53 63 &#58435; &#xE443; EE9183 FB84

34 &#58388; &#xE414; EE9094 FB54 64 &#58436; &#xE444; EE9184 FB85

35 &#58389; &#xE415; EE9095 FB55 65 &#58437; &#xE445; EE9185 FB86

36 &#58390; &#xE416; EE9096 FB56 66 &#58438; &#xE446; EE9186 FB87

37 &#58391; &#xE417; EE9097 FB57 67 &#58439; &#xE447; EE9187 FB88

38 &#58392; &#xE418; EE9098 FB58 68 &#58440; &#xE448; EE9188 FB89

39 &#58393; &#xE419; EE9099 FB59 69 &#58441; &#xE449; EE9189 FB8A

3A &#58394; &#xE41A; EE909A FB5A 6A &#58442; &#xE44A; EE918A FB8B

3B &#58395; &#xE41B; EE909B FB5B 6B &#58443; &#xE44B; EE918B FB8C

3C &#58396; &#xE41C; EE909C FB5C 6C &#58444; &#xE44C; EE918C FB8D

3D &#58397; &#xE41D; EE909D FB5D 6D N/A N/A N/A N/A N/A

3E &#58398; &#xE41E; EE909E FB5E 6E N/A N/A N/A N/A N/A

3F &#58399; &#xE41F; EE909F FB5F 6F N/A N/A N/A N/A N/A

40 &#58400; &#xE420; EE90A0 FB60 70 N/A N/A N/A N/A N/A
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41 &#58401; &#xE421; EE90A1 FB61 71 N/A N/A N/A N/A N/A

42 &#58402; &#xE422; EE90A2 FB62 72 N/A N/A N/A N/A N/A

43 &#58403; &#xE423; EE90A3 FB63 73 N/A N/A N/A N/A N/A

44 &#58404; &#xE424; EE90A4 FB64 74 N/A N/A N/A N/A N/A

45 &#58405; &#xE425; EE90A5 FB65 75 N/A N/A N/A N/A N/A

46 &#58406; &#xE426; EE90A6 FB66 76 N/A N/A N/A N/A N/A

47 &#58407; &#xE427; EE90A7 FB67 77 N/A N/A N/A N/A N/A

48 &#58408; &#xE428; EE90A8 FB68 78 N/A N/A N/A N/A N/A

49 &#58409; &#xE429; EE90A9 FB69 79 N/A N/A N/A N/A N/A

4A &#58410; &#xE42A; EE90AA FB6A 7A N/A N/A N/A N/A N/A

4B &#58411; &#xE42B; EE90AB FB6B 7B N/A N/A N/A N/A N/A

4C &#58412; &#xE42C; EE90AC FB6C 7C N/A N/A N/A N/A N/A

4D &#58413; &#xE42D; EE90AD FB6D 7D N/A N/A N/A N/A N/A

4E &#58414; &#xE42E; EE90AE FB6E 7E N/A N/A N/A N/A N/A

4F &#58415; &#xE42F; EE90AF FB6F
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表 A-11 絵文字#6

数値文字参照 数値文字参照
Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

Code
(Hex.)

Dec. Hex.

UTF-8
(Hex.)

Shift_JIS
(Hex.)

50 &#58672; &#xE530; EE94B0 FBD0

21 &#58625; &#xE501; EE9481 FBA1 51 &#58673; &#xE531; EE94B1 FBD1

22 &#58626; &#xE502; EE9482 FBA2 52 &#58674; &#xE532; EE94B2 FBD2

23 &#58627; &#xE503; EE9483 FBA3 53 &#58675; &#xE533; EE94B3 FBD3

24 &#58628; &#xE504; EE9484 FBA4 54 &#58676; &#xE534; EE94B4 FBD4

25 &#58629; &#xE505; EE9485 FBA5 55 &#58677; &#xE535; EE94B5 FBD5

26 &#58630; &#xE506; EE9486 FBA6 56 &#58678; &#xE536; EE94B6 FBD6

27 &#58631; &#xE507; EE9487 FBA7 57 &#58679; &#xE537; EE94B7 FBD7

28 &#58632; &#xE508; EE9488 FBA8 58 N/A N/A N/A N/A N/A

29 &#58633; &#xE509; EE9489 FBA9 59 N/A N/A N/A N/A N/A

2A &#58634; &#xE50A; EE948A FBAA 5A N/A N/A N/A N/A N/A

2B &#58635; &#xE50B; EE948B FBAB 5B N/A N/A N/A N/A N/A

2C &#58636; &#xE50C; EE948C FBAC 5C N/A N/A N/A N/A N/A

2D &#58637; &#xE50D; EE948D FBAD 5D N/A N/A N/A N/A N/A

2E &#58638; &#xE50E; EE948E FBAE 5E N/A N/A N/A N/A N/A

2F &#58639; &#xE50F; EE948F FBAF 5F N/A N/A N/A N/A N/A

30 &#58640; &#xE510; EE9490 FBB0 60 N/A N/A N/A N/A N/A

31 &#58641; &#xE511; EE9491 FBB1 61 N/A N/A N/A N/A N/A

32 &#58642; &#xE512; EE9492 FBB2 62 N/A N/A N/A N/A N/A

33 &#58643; &#xE513; EE9493 FBB3 63 N/A N/A N/A N/A N/A

34 &#58644; &#xE514; EE9494 FBB4 64 N/A N/A N/A N/A N/A

35 &#58645; &#xE515; EE9495 FBB5 65 N/A N/A N/A N/A N/A

36 &#58646; &#xE516; EE9496 FBB6 66 N/A N/A N/A N/A N/A

37 &#58647; &#xE517; EE9497 FBB7 67 N/A N/A N/A N/A N/A

38 &#58648; &#xE518; EE9498 FBB8 68 N/A N/A N/A N/A N/A

39 &#58649; &#xE519; EE9499 FBB9 69 N/A N/A N/A N/A N/A

3A &#58650; &#xE51A; EE949A FBBA 6A N/A N/A N/A N/A N/A

3B &#58651; &#xE51B; EE949B FBBB 6B N/A N/A N/A N/A N/A

3C &#58652; &#xE51C; EE949C FBBC 6C N/A N/A N/A N/A N/A

3D &#58653; &#xE51D; EE949D FBBD 6D N/A N/A N/A N/A N/A

3E &#58654; &#xE51E; EE949E FBBE 6E N/A N/A N/A N/A N/A

3F &#58655; &#xE51F; EE949F FBBF 6F N/A N/A N/A N/A N/A

40 &#58656; &#xE520; EE94A0 FBC0 70 N/A N/A N/A N/A N/A
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41 &#58657; &#xE521; EE94A1 FBC1 71 N/A N/A N/A N/A N/A

42 &#58658; &#xE522; EE94A2 FBC2 72 N/A N/A N/A N/A N/A

43 &#58659; &#xE523; EE94A3 FBC3 73 N/A N/A N/A N/A N/A

44 &#58660; &#xE524; EE94A4 FBC4 74 N/A N/A N/A N/A N/A

45 &#58661; &#xE525; EE94A5 FBC5 75 N/A N/A N/A N/A N/A

46 &#58662; &#xE526; EE94A6 FBC6 76 N/A N/A N/A N/A N/A

47 &#58663; &#xE527; EE94A7 FBC7 77 N/A N/A N/A N/A N/A

48 &#58664; &#xE528; EE94A8 FBC8 78 N/A N/A N/A N/A N/A

49 &#58665; &#xE529; EE94A9 FBC9 79 N/A N/A N/A N/A N/A

4A &#58666; &#xE52A; EE94AA FBCA 7A N/A N/A N/A N/A N/A

4B &#58667; &#xE52B; EE94AB FBCB 7B N/A N/A N/A N/A N/A

4C &#58668; &#xE52C; EE94AC FBCC 7C N/A N/A N/A N/A N/A

4D &#58669; &#xE52D; EE94AD FBCD 7D N/A N/A N/A N/A N/A

4E &#58670; &#xE52E; EE94AE FBCE 7E N/A N/A N/A N/A N/A

4F &#58671; &#xE52F; EE94AF FBCF
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Appendix.B. ソフトバンク携帯電話向け HTML 互換

表

以下にソフトバンク携帯電話向け HTML の対照表を掲げる。端末での対応状況を右欄

に○×で表す。△は一部の端末でのみ利用可能であることを表す。

表 B-1 互換表

Module 要素名 属性名[デフォルト値] 属性値 対応

html ○

head ○

title ○

○

background %URI △

bgcolor[White] %Color △

text[Black] %Color △

link[Blue] %Color △

構造モジュー

ル

body

vlink[Purple] %Color △

address ○

○blockquote

cite %URI △

○

"none" △

"left" △

"right" △

br

clear[none]

"all" △

cite △

dfn ○

○

"left" ○

"center" ○

div

align[left]

"right" ○

テキスト・モジ

ュール

em ○
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kbd ○

○

"left" ○

"center" ○

p

align[left]

"right" ○

pre ○

△q

cite %URI △

strong △

var ○

○

accesskey %Character ○

directkey %Character △

%URI ○

"mailto:" ○

href

"tel:" ○

NUMBER △loop[1]

"infinite" △

memoryname %Name △

name CDATA ○

"select" △soundstart[select]

"focus" △

src %URI △

"high" △

"middle" △

volume

"low" △

viblength "1..9" △

"select" △

ハイパーテキ

スト・モジュー

ル

a

vibration

"focus" △

dl ○

dt ○

dd ○

○

start[1] NUMBER ○

"1" △

"a" △

"A" △

リスト・モジュ

ール

ol

type

"i" △
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"I" △

○

"disc" △

"circle" △

ul

type

"square" △

○

"disc" △

"circle" △

"square" △

"1" △

"a" △

"A" △

"i" △

type

"I" △

li

value NUMBER ○

b △

○

"left" △

"center" △

align[center]

"right" △

color[Black] %Color △

noshade △

size %Pixels △

hr

width[100%] %Length △

プレゼンテー

ションモジュ

ール

i △

○

action %URI ○

"GET" ○method[GET]

"POST" ○

"application/x-w
ww-url-encoded" △

form

enctype[application/x-www-
url-encoded]

"multipart/form-
data" △

○

"text" ○

"password" ○

"checkbox" ○

"radio" ○

フォーム・モジ

ュール

input

type[text]

"submit" ○
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"reset" ○

"hidden" ○

"file" ○

name CDATA ○

value CDATA ○

checked ○

size NUMBER ○

maxlegth[5000] NUMBER ○

accesskey %Character ○

directkey %Character △

"hiragana" △

"katakana" △

"hankakukana" △

"alphabet" △

mode

"numeric" △

1 △

2 △

3 △

istyle

4 △

"select" △soundstart[select]

"focus" △

src %URI △

NUMBER △loop[1]

"infinite" △

"high" △

"middle" △

volume

"low" △

viblength "1..9" △

"select" △vibration

"focus" △

width Length △

height Length △

○

accesskey %Character △

label

for IDREF △

○

name CDATA ○

select

size NUMBER △
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multiple ○

○

value CDATA ○

option

selected ○

○

name CDATA ○

rows NUMBER ○

cols NUMBER ○

maxlength NUMBER △

"hiragana" △

"katakana" △

"hankakukana" △

"alphabet" △

mode

"numeric" △

1 △

2 △

3 △

textarea

istyle

4 △

fieldset ○

△

disabled △

optgroup

label CDATA △

○

border %Pixels △

bordercolor[Black] %Color △

bgcolor Color △

table

width Length △

○

"top" △

caption

align[top]

"bottom" △

○

"left" △

"center" △

align

"right" △

"top" △

"middle" △

tr

valign[middle]

"bottom" △

基本表モジュ

ール

td ○
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rowspan[1] NUMBER ○

colspan[1] NUMBER ○

nowrap △

bgcolor[White] %Color △

"left" △

"center" △

align[left]

"right" △

"top" △

"middle" △

valign[middle]

"bottom" △

○

rowspan[1] NUMBER ○

colspan[1] NUMBER ○

nowrap △

bgcolor[White] %Color △

"left" △

"center" △

align[center]

"right" △

"top" △

"middle" △

th

valign[middle]

"bottom" △

○

src %URI ○

alt %Text ○

height %Length △

width %Length △

"top" △

"middle" △

"bottom" △

"right" △

align[bottom]

"left" △

hspace %Pixels △

画像モジュー

ル

img

vspace %Pixels △

○

"content-type" ○

"expires" ○

http-equiv

"cache-control" △

メタ情報モジ

ュール

meta

content HTTP-Date △
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"no-cache" ○

"no-store" △

"max-age" △

△ベース・モジュ

ール

base

href %URI ○

△

src %URI △

NUMBER △loop[infinite]

"infinite" △

"high" △

"middle" △

"low" △

サウンド・モジ

ュール

bgsound

volume

"0" △

△

"left" △direction[left]

"right" △

"scroll" △

"slide" △

behavior[scroll]

"alternate" △

scrolldelay DIGIT △

scrollamount DIGIT △

loop[0] DIGIT △

marquee

bgcolor %Color △

blink ○

center ○

○font

color[Black] %Color ○

△

"disc" △

"circle" △

menu

type

"square" △

△

"disc" △

"circle" △

dir

type

"square" △

ソフトバンク

プレゼンテー

ション モジュ

ール

u △



Web Content Development Guide

Copyright© 2011 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved Page 205 of 213
複製転載禁止

Appendix.C. 要素の入れ子

「ソフトバンク携帯電話向け HTML」で可能な「親要素→子要素」の組み合わせを一

覧する。

以下で「子要素」とは「親要素」の中に入れ子にできる要素である。以下では親と「子

の子孫」、即ち親要素と孫(およびその子孫)要素の関係は規定しない。

「下表に無い組み合わせ」および「下表で網掛けを施した組み合わせ」は「ソフトバン

ク携帯電話向け HTML」の規定外であり、そのような組み合わせの動作は保証しない。

表 C-1 要素の入れ子一覧

親要素 子要素 備考

head 必須html

body 必須

title 必須

base

head

meta

title #PCDATA 必須

p

ul

ol

dir

menu

pre

dl

div

blockquote

form

hr

table

fieldset ×

body

address
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marquee

center

p

ul ×

ol ×

dir

menu

pre ×

dl ×

div ×

blockquote

form

hr

table

fieldset

address

marquee ×

center ×

i

b

u

blink

em

strong

dfn

kbd

var

cite

a

img

br

q

bgsound ×

font

input

select

textarea

label

div
center

#PCDATA

address i
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b

u

blink

em

strong

dfn

kbd

var

cite

a

img

br

q

bgsound

font

input

select

textarea

label

cite
dfn
em
kbd
strong
var
q
p (*1)
b
i

*1:何らかの

子要素が必須

#PCDATA

p

ul

ol

dir

menu

pre

dl

div

blockquote

form

hr

table

fieldset

address

marquee

blockquote
(*1)

*1: 何らかの

子要素が必須

center

i

b

u

pre

blink
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em

strong

dfn

kbd

var

cite

a

br

q

font

input

select

textarea

label

#PCDATA

ul li 必須

ol li 必須

dir li 必須

menu li 必須

p

ul

ol

dir

menu

pre

dl

div

blockquote

form

hr

table

fieldset

address

marquee

center

i

b

u

blink

li
caption
th
td

em
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strong

dfn

kbd

var

cite

a

img ×

br ×

q

bgsound ×

font

input ×

select ×

textarea ×

label

#PCDATA

dt *2 少なくともいずれか一方必須dl

dd *2 少なくともいずれか一方必須

i

b

u

blink

em

strong

dfn

kbd

var

cite

a

img ×

br ×

q

bgsound ×

font

input ×

select ×

textarea ×

label

dt
dd

#PCDATA
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captiontable

tr 必須

th *2 少なくともいずれか一方必須tr

td *2 少なくともいずれか一方必須

i

b

u

blink

em

strong

dfn

kbd

var

cite

img

br ×

q

bgsound

font

input ×

select ×

textarea ×

label

a

#PCDATA

i

b

u

blink

em

strong

dfn

kbd

var

cite

a

img ×

br ×

q

bgsound ×

font
u (*1)

*1: 何らかの

子要素が必須

font
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input

select

textarea

label

#PCDATA

blink #PCDATA 必須

marquee #PCDATA

p

ul

ol

dir

menu

pre

dl

div

blockquote

hr

table ×

fieldset

address

marquee

form (*1)

*1: 何らかの

子要素が必須

center

optgroup *2 少なくともいずれか一方必須select

option *2 少なくともいずれか一方必須

option #PCDATA 必須

optgroup option 必須

textarea #PCDATA 必須

i

b

u

blink

em

strong

dfn

kbd

var

cite

a

img

label

br
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q

bgsound

font

input

select

textarea

#PCDATA

p

ul

ol

dir

menu

pre

dl

div

blockquote

form

hr

table

fieldset

address

marquee

center

i

b

u

blink

em

strong

dfn

kbd

var

cite

a

img

br

q

bgsound

font

fieldset

input
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select

textarea

label

#PCDATA 必須
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