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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。 

• Powered by JBlend™, (C)1997-2009 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。 

• Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun 

Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。 

• 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。 

 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 3 of 236 
複製転載禁止 

 

0. イントロダクション ............................................................................................................ 8 

0.1. 目的 ................................................................................................................................ 8 
0.2. 前提 ................................................................................................................................ 8 
0.3. ガイドの構成.................................................................................................................. 9 
0.4. 表記 ................................................................................................................................ 9 
0.5. 参考文献 ....................................................................................................................... 10 
0.6. 本書の構成 ................................................................................................................... 13 

1. 概要................................................................................................................................... 14 

1.1. ソフトバンク携帯電話向けXHTML ............................................................................ 14 
1.2. HTMLとの比較............................................................................................................ 16 

2. 拡張機能............................................................................................................................ 17 

2.1. ソフトバンク携帯電話向けCSS................................................................................... 18 
2.2. 属性の追加 ................................................................................................................... 19 

2.2.1. URI....................................................................................................................... 20 
2.3. ソフトバンク拡張モジュール ...................................................................................... 21 

2.3.1. 概要....................................................................................................................... 21 
2.3.2. soundモジュール.................................................................................................. 22 
2.3.3. ソフトバンクpresentationモジュール................................................................. 23 

3. 用語と定義 ........................................................................................................................ 24 

4. 準拠................................................................................................................................... 25 

5. 抽象モジュール定義 .......................................................................................................... 26 

5.1. 構文 .............................................................................................................................. 27 
5.2. 内容型........................................................................................................................... 28 
5.3. 属性型........................................................................................................................... 29 

5.3.1. Color..................................................................................................................... 31 
5.3.2. LinkTypes ............................................................................................................ 32 
5.3.3. MediaDesc ........................................................................................................... 33 

5.4. 文字の扱い ................................................................................................................... 34 
5.5. URI .............................................................................................................................. 35 

6. ソフトバンク携帯電話向けXHTML仕様........................................................................... 36 

6.1. 説明の構成 ................................................................................................................... 36 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 4 of 236 
複製転載禁止 

6.2. 要素の集合 ................................................................................................................... 38 
6.3. 共通属性 ....................................................................................................................... 39 

6.3.1. 共通属性一覧 ........................................................................................................ 39 
6.3.2. 共通属性集合 ........................................................................................................ 41 

6.4. 構造モジュール: STRUCTURE MODULE........................................................................ 42 
6.4.1. html...................................................................................................................... 42 
6.4.2. head...................................................................................................................... 44 
6.4.3. title ....................................................................................................................... 45 
6.4.4. body ...................................................................................................................... 46 

6.5. テキスト・モジュール: TEXT MODULE ....................................................................... 48 
6.5.1. address................................................................................................................. 48 
6.5.2. blockquote............................................................................................................ 49 
6.5.3. br .......................................................................................................................... 50 
6.5.4. cite........................................................................................................................ 52 
6.5.5. dfn ........................................................................................................................ 53 
6.5.6. div......................................................................................................................... 54 
6.5.7. em......................................................................................................................... 55 
6.5.8. h1, h2, h3, h4, h5, h6 .......................................................................................... 56 
6.5.9. kbd........................................................................................................................ 58 
6.5.10. p ........................................................................................................................ 59 
6.5.11. pre..................................................................................................................... 61 
6.5.12. q ........................................................................................................................ 63 
6.5.13. span .................................................................................................................. 64 
6.5.14. strong ............................................................................................................... 65 
6.5.15. var .................................................................................................................... 66 

6.6. ハイパーテキスト・モジュール: HYPERTEXT MODULE.............................................. 67 
6.6.1. a............................................................................................................................ 67 

6.7. リスト・モジュール: LISTS MODULE.......................................................................... 72 
6.7.1. dl........................................................................................................................... 73 
6.7.2. dt .......................................................................................................................... 74 
6.7.3. dd.......................................................................................................................... 75 
6.7.4. ol ........................................................................................................................... 76 
6.7.5. ul........................................................................................................................... 77 
6.7.6. li............................................................................................................................ 78 

6.8. プレゼンテーション・モジュール: PRESENTATION MODULE ............................................. 79 
6.8.1. b............................................................................................................................ 79 
6.8.2. big......................................................................................................................... 80 
6.8.3. hr .......................................................................................................................... 81 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 5 of 236 
複製転載禁止 

6.8.4. i............................................................................................................................. 83 
6.8.5. small..................................................................................................................... 84 

6.9. フォーム・モジュール: FORMS MODULE ................................................................... 85 
6.9.1. form...................................................................................................................... 86 
6.9.2. input..................................................................................................................... 88 
6.9.3. label...................................................................................................................... 92 
6.9.4. select .................................................................................................................... 93 
6.9.5. option ................................................................................................................... 94 
6.9.6. textarea................................................................................................................ 95 
6.9.7. fieldset.................................................................................................................. 97 
6.9.8. optgroup............................................................................................................... 98 

6.10. 基本表モジュール: BASIC TABLES MODULE ............................................................ 99 
6.10.1. table................................................................................................................ 100 
6.10.2. caption............................................................................................................ 102 
6.10.3. tr ..................................................................................................................... 103 
6.10.4. td..................................................................................................................... 104 
6.10.5. th .................................................................................................................... 106 

6.11. 画像モジュール: IMAGE MODULE.......................................................................... 108 
6.11.1. img.................................................................................................................. 108 

6.12. オブジェクト･モジュール: OBJECT MODULE........................................................ 110 
6.12.1. object .............................................................................................................. 110 
6.12.2. param ............................................................................................................. 113 

6.13. フレーム･モジュール: FRAME MODULE ................................................................ 117 
6.13.1. frameset ......................................................................................................... 117 
6.13.2. noframes ........................................................................................................ 119 
6.13.3. frame .............................................................................................................. 120 
6.13.4. iframe ............................................................................................................. 122 

6.14. メタ情報モジュール: METAINFORMATION MODULE.............................................. 124 
6.14.1. meta................................................................................................................ 124 

6.15. スタイル・シート・モジュール: STYLE SHEET MODULE..................................... 126 
6.15.1. style ................................................................................................................ 126 

6.16. リンク・モジュール: LINK MODULE .................................................................... 128 
6.16.1. link ................................................................................................................. 128 

6.17. ベース・モジュール: BASE MODULE..................................................................... 130 
6.17.1. base................................................................................................................. 130 

6.18. サウンド・モジュール: SOUND MODULE ............................................................. 132 
6.18.1. bgsound .......................................................................................................... 132 

6.19. ソフトバンク・プレゼンテーション・モジュール: SOFTBANK PRESENTATION 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 6 of 236 
複製転載禁止 

MODULE 134 
6.19.1. marquee ......................................................................................................... 134 
6.19.2. blink ............................................................................................................... 136 
6.19.3. center.............................................................................................................. 137 
6.19.4. font ................................................................................................................. 138 
6.19.5. menu............................................................................................................... 139 
6.19.6. dir ................................................................................................................... 140 
6.19.7. u...................................................................................................................... 141 

6.20. ソフトバンク携帯電話向けXHTMLにおける制限事項 ......................................... 142 
6.20.1. 個数制限.......................................................................................................... 142 
6.20.2. 同種の要素の入れ子制限 ................................................................................ 143 
6.20.3. 異種の要素の入れ子制限 ................................................................................ 144 

7. ソフトバンク携帯電話向けCSSの構文と基本データ型................................................... 145 

7.1. 構文 ............................................................................................................................ 145 
7.1.1. 字句解析 ............................................................................................................. 146 

7.2. 値の種類 ..................................................................................................................... 148 
7.2.1. 整数値と実数値 .................................................................................................. 148 
7.2.2. 長さ..................................................................................................................... 149 
7.2.3. パーセント値 ...................................................................................................... 150 

8. ソフトバンク携帯電話向けCSS仕様 ............................................................................... 151 

8.1. 説明の構成 ................................................................................................................. 151 
8.2. セレクタ:SELECTORS................................................................................................. 153 

8.2.1. 汎用セレクタ:Universal selector...................................................................... 154 
8.2.2. タイプセレクタ:Type selector........................................................................... 155 
8.2.3. 子孫セレクタ:Descendant selectors ................................................................. 156 
8.2.4. 子セレクタ:Child selectors ............................................................................... 157 
8.2.5. クラスセレクタ:Class selectors ........................................................................ 158 
8.2.6. IDセレクタ:ID selectors ................................................................................... 159 
8.2.7. リンク擬似セレクタ:The link pesudo-classes: :link and :visited.......................... 160 

8.3. マージンプロパティ: MARGIN PROPERTIES............................................................... 161 
8.3.1. Margin................................................................................................................ 161 

8.4. パディングプロパティ: PADDING PROPERTIES.......................................................... 163 
8.4.1. Padding .............................................................................................................. 163 

8.5. 境界線プロパティ: BORDER PROPERTIES.................................................................. 165 
8.5.1. Border width...................................................................................................... 165 
8.5.2. Border color ....................................................................................................... 167 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 7 of 236 
複製転載禁止 

8.5.3. Border style ....................................................................................................... 169 
8.5.4. Border shorthand proterties............................................................................. 171 

8.6. 表示プロパティ: THE 'DISPLAY' PROPERTY ................................................................ 172 
8.7. CONTENT WIDTH ........................................................................................................ 173 
8.8. CONTENT HEIGHT....................................................................................................... 174 
8.9. LINE HEIGHT CALCULATIONS...................................................................................... 175 

8.9.1. 'line-height' ........................................................................................................ 175 
8.9.2. 'vertical-align' .................................................................................................... 176 

8.10. LISTS PROPERTIES .................................................................................................. 177 
8.10.1. 'list-style-type'................................................................................................ 177 
8.10.2. 'list-style-image'............................................................................................. 179 
8.10.3. 'list-style-position'.......................................................................................... 180 
8.10.4. 'list-style' ........................................................................................................ 181 

8.11. COLORS AND BACKGROUNDS PROPERTIES .............................................................. 182 
8.11.1. 'color'............................................................................................................... 182 
8.11.2. 'background-color'.......................................................................................... 183 
8.11.3. 'background-image'........................................................................................ 184 
8.11.4. 'background-repeat' ....................................................................................... 185 
8.11.5. 'background-attachment' .............................................................................. 186 
8.11.6. 'background-position' .................................................................................... 187 
8.11.7. 'background' ................................................................................................... 189 

8.12. FONTS PROPERTIES................................................................................................. 190 
8.12.1. Font family..................................................................................................... 190 
8.12.2. Font styling.................................................................................................... 192 
8.12.3. Font size......................................................................................................... 194 
8.12.4. Shorthand font property ............................................................................... 196 

8.13. TEXT PROPERTIES ................................................................................................... 197 
8.13.1. Indentation .................................................................................................... 197 
8.13.2. Alignment ...................................................................................................... 198 
8.13.3. Underlining, overlining, striking, and blinking .......................................... 199 
8.13.4. Letter and word spacing ............................................................................... 200 
8.13.5. Capitalization ................................................................................................ 201 
8.13.6. Whitespace..................................................................................................... 202 

APPENDIX.A. ソフトバンク携帯電話向けXHTML要素および属性一覧 ......................... 203 

APPENDIX.B. ソフトバンク携帯電話向けCSSプロパティ一覧 ....................................... 212 

APPENDIX.C. 要素の入れ子 ............................................................................................ 219 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 8 of 236 
複製転載禁止 

 

0. イントロダクション 

 
 
 

0.1. 目的 

 
 
 
本書は情報提供者(以降、CP)様が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 XHTML および関連するモジュールについて説明する。 
 
 
 

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 

 XML: eXtensible Markup Language 

 XHTML: The eXtensible HyperText Markup Language 

 CSS2: Cascading Style Sheets, level 2 

 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 
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0.3. ガイドの構成 

 
 
 
弊社発行のウェブコンテンツ開発ガイドは以下で構成する。 
 
概要編 ソフトバンク携帯電話向けウェブの概要を説明する。 
HTTP 編 利用できる HTTP プロトコルについて説明する。 
HTML 編 ウェブコンテンツを記述するページ記述言語について説明する。 
XHTML 編 ウェブコンテンツを記述するページ記述言語について説明する。 
メディア編 ウェブコテンツに記載できる音曲、画像について説明する。 

 
 
 

0.4. 表記 

 
 
 
本書では以下の表記法を用いる。 
 

表 0.4-1 本書で用いる表記法 

表記 意味 
Courier New HTTP, XHTML, HTML, MML 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 

 
 
※ ”MML” と 命 名 さ れ た マ ー ク ア ッ プ 言 語 は 幾 つ か 存 在 す る ( 参 考 文

献:[MML*1],[MML*2],[MML*3])。本書では[MML*3]を参考に独自の拡張を施したもの

(「ウェブコンテンツ開発ガイド」参照のこと)を MML と呼称する。 
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0.6. 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の XHTML を概説する。 

2 章 拡張機能：ソフトバンク携帯電話向けに XHTML で拡張された機能を説明す

る。 

3 章 表記法： ソフトバンク携帯電話向け XHTML/CSS を表記する上で必要な定

義を説明する。 

4 章 XHTML の仕様： ソフトバンク携帯電話向け XHTML の仕様を詳説する。 

5 章 CSS の仕様：ソフトバンク携帯電話向け CSS の仕様を詳説する。 
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1. 概要 
 
 
 

1.1. ソフトバンク携帯電話向け XHTML 
 
 
 
３GC 型端末ではウェブコンテンツを作成するためのマークアップ言語として、従

来のソフトバンク携帯電話向けHTMLに加え、ソフトバンク携帯電話向けXHTML 
(eXtedable Hypertext Markup Language)を利用することが出来る。ソフトバンク

携帯電話向け XHTML とは XHTML Basic のサブセットに以下の拡張を施したも

のである。 
 

• CSS(Cascaded Style Sheet) level2 のサブセットの追加 

• *文字入力を指定する。 

• *電話帳を指定する。 

• *音曲を再生する。 

• *端末を振動させる。 

• 表示制御を行う。 

 
 
「文字入力の指定」と「電話帳の指定」は XHTML Basic で既存の要素(element)
に属性(attribute)を追加することで実現している。 
 
「ソフトバンク携帯電話向け CSS」は「CSS2 のサブセット＋ソフトバンク携帯

電話向けの拡張」である。「ソフトバンク携帯電話向け CSS」は追加モジュールで

実現している。「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」はそれ自身にデフォルトの

スタイルシートが定義されている。そのため、「ソフトバンク携帯電話向け

XHTML」で記載したページは「ソフトバンク携帯電話向け CSS」の機能を利用

しなくても、それなりの表示が可能である。 
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その他の機能もそれぞれ対応する追加モジュールにより実現している。 
 

 
ソフトバンク携帯電話向けHTMLおよびソフトバンク携帯電話向けMMLはC型、

P 型いずれの端末でも利用できる。 
 
以下本書では 2006 年 10 月以降に発売したソフトバンク 3G 携帯電話を 3GC2 型

端末、以前に発売した端末を 3GC1 型端末と呼称する。3GC2 型端末で解釈実行

できる XHTML は、OMA で規定される XHTML Mobile Profile[XHTMLMP12]
を基本に弊社向けにカスタマイズしたものとなる。また、特に記載の無い場合、

3GC1型端末および3GC2型端末は、本稿では3GCカテゴリに含めることとする。 
 
3GC2 型端末のうち、Flash Lite™ 2.0 以降に対応した端末を 3GC2F 型端末と呼

称する。また、特に記載の無い場合、3GC2F 型端末は、本稿では 3GC2 カテゴリ

に含めることとする。 
 

※尚、「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」は 3GC 型端末でのみ利用できる

ものであり、C 型および P 型端末では利用できない。 
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1.2. HTML との比較 
 
 

 
「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」は、機能の点からみると「ソフトバンク

携帯電話向け HTML」のスーパーセットである。今後、追加されてゆく機能は、

順次、「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」に盛り込まれてゆく。 
 
 

 
 

∴3GC 型端末向けには「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」でコンテン

ツを作成する方がより豊富な表現を利用することが可能となる。 
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2. 拡張機能 
 
 
 

XHTML Basic に対して拡張された「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」の機

能を説明する。「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」は「XHTML Basic」に「追

加属性」＋「ソフトバンク携帯電話向け CSS モジュール」＋「その他の拡張モジ

ュール」を追加した構成をとる。尚、「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」の

モジュール構成は固定的であり、情報提供者や利用者が任意に追加、変更、削除

することはできない。 
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2.1. ソフトバンク携帯電話向け CSS 
 
 
 

ソフトバンク携帯電話向け CSS により、画面上で以下の表示を制御することがで

きる。 

表 2.1-1 ソフトバンク携帯電話向け CSS の機能 

要素 項目 概説 
スタイル イタリック体を指定できる端末が存在する。 フォント 
太さ ボールド体を指定できる端末が存在する。 
装飾 下線/点滅/上線/打ち消し線を指定できる。 
水平位置 左揃え/右揃え/中央揃え/均等割付を指定できる。 
垂直位置 top/middle/bottom/baseline に合わせる。 
インデント インデントの大きさを指定できる。 

テキスト 

行送り 行送りの大きさを指定できる。 
マージン 要素内の文書について、上下左右のマージンを指定する。

幅 画像/object 要素の幅を指定する。 
高 画像/object 要素の高さを指定する。 
水平位置 画像/object 要素の左揃え/右揃えを指定できる。 
回りこみ 画像/object 要素への文字の回りこみを指定できる端末

が存在する。 

矩形 

枠線 要素の上下左右に枠線を引くことのできる端末が存在

する。 
文字色 要素内の文字色を指定できる。 
背景色 要素内の背景色を指定できる。 

色 
背景 

背景画像 要素内の背景画像を指定できる。 
表示 block-lebel,inline-level,list-item を指定できる端末が存

在する。 
空白 空白文字の扱いを指定する。 
マーカ型 リストマーカの形を指定する。 

分類 

マーカ位置 リストマーカの位置を指定する。 

上表に記載したプロパティには全機種で指定できるものと一部の機種でのみ指定

できるものとがある。また、プロパティの値についても全機種で指定できるもの

と一部の機種でのみ指定できるものとがある。詳細についてはソフトバンク携帯

電話向け CSS モジュールの説明において説明する。 
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2.2. 属性の追加 

 
 

 
ソフトバンク携帯電話向け XHTML では XHTML Basic を構成するモジュールの

一部について属性を追加している。加えて、URI の書式についても携帯電話固有

の拡張を施している。URI の書式についてはマークアップ言語の規定外ではある

が、特に留意すべき点としてここに記載する。 
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2.2.1. URI 
 
 

 
ソフトバンク拡張ではコンテンツを指定する URI に加え、以下のような専用の

URI を利用できる。 
 

• mailto ：電子メールのアドレスに加え、ボディとヘッダの一部を与え

ることが出来る。 

• tel ：与えられた電話番号への発呼を行う。 

 
通常、mailto スキームでは電子メールのアドレスだけが指定できる。ソフトバン

ク拡張ではアドレスに加え、下記の項目も指定できる。 
 

表 2.2.1-1 mailto で指定できるトークン 

トークン 説明 
to to トークンが存在すると mailto:直後のアドレスは無効になる。

cc cc(Carbon Copy) 
bcc bcc(Blind Carbon Copy) 
subject subject 
body 本文である。ISO-2022-JP を escaped encoding で表記すること。

 
mailto:直後のアドレスおよび to トークンのいずれも与えられていない場合には、

送信先が空欄のままでメール作成画面に遷移する。 
tel スキームには電話番号を指定可能であり、発呼に先立ち利用者への発呼を確認

する画面を表示する。下記の文字を tel スキームに記載できる。 
 

表 2.2.1-2 tel で指定できる文字 

指定できる文字 意味 
‘0’～‘9’,‘#’,‘*’ 電話番号を与える。 
‘p’,‘,’ １秒間のポーズを与える。 

 
なお、tel スキームは a 要素の href 属性にのみ記載することができる。これ以外の

要素、属性に記載した場合の動作は保証しない。 
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2.3. ソフトバンク拡張モジュール 
 

 
 
ソフトバンク携帯電話向け XHTML ではソフトバンク携帯電話固有の機能を提供

するために、XHTML Basic を構成するモジュールに加えソフトバンク携帯電話向

けのモジュールを追加している。 
 
 
 

2.3.1. 概要 

 
 
 
ソフトバンク拡張モジュール群では以下のモジュールを提供する。 
 

• sound モジュール 

• ソフトバンク presentation モジュール 

 
 

① sound モジュールでは、ページ取得後に音曲を再生する bgsound 要素を

提供する。 
② ソフトバンク presentation モジュールでは、画面表示を修飾する

marquee 要素と blink 要素、center 要素、dir 要素、font 要素、menu 要

素、u 要素を提供する。 
 
 
尚、ソフトバンク携帯電話向け XHTML は XHTML Basic に準拠しているとはい

え、DTD driver を変更することは出来ない。従って、新規のモジュールを追加す

る、既存のモジュールを変更する、不要なモジュールを削除する、ことで CP 様固

有の DTD driver を利用することは出来ない。ソフトバンク携帯電話向け XHTML
の DTD driver については後掲する。 
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2.3.2. sound モジュール 

 
 
 
sound モジュールでは bgsound 要素を提供する。bgsound 要素では src 属性で指

定した音曲を再生する。 
 
bgsound 要素では、繰り返し回数、音量、音曲リソースの在り処(URI)およびコン

テンツの再生方法を指定できる。 
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2.3.3. ソフトバンク presentation モジュール 

 
 
 

ソフトバンク presentation モジュールでは marquee 要素と blink 要素、center
要素、dir 要素、font 要素、menu 要素、u 要素を与える。marquee 要素はコンテ

ントを横方向に移動する。blink 要素はコンテントを明滅する。center 要素はコン

テント中央揃えで表示する。font 要素はコンテントの文字の色などを変更する。

dir 要素、menu 要素は順序無しリストを表示する。u 要素はコンテントの下線を

描画する。 
 
marquee 要素では、移動方向、振る舞い、移動粒度、繰り返し回数を指定できる。 
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3. 用語と定義 
 
 
 
 

本稿で用いる用語と[Modularization of XHTML]で定義した用語の対照表を示す。 
 

表 3-1 用語一覧 

本稿 Modularization of XHTML 
抽象モジュール abstruct module 

内容モデル content model 

文書モデル document model 

文書型 document type 

ドライバ driver 

要素 element 

要素型 element type 

エンティティ entity 

実体参照 entity reference 

汎識別子 generic identifier 

ハイブリッド文書 hybrid document 

インスタンス化 instantiate 

マークアップ宣言 markup declaration 

マークアップモデル markup model 

モジュール module 

モジュール化 modularization 

モジュール化モデル modularization model 

パラメータ参照 parameter entity 

 
 

用語の定義については[Modularization of XHTML]を参照のこと。 
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4. 準拠 
 
 
 

CP 様が作成するソフトバンク携帯電話向け XHTML に準拠したドキュメントは、

下記を満足しなければならない。 
 

① ルート要素が１つだけ存在し、かつ、ルート要素は<html>であること。 

② ルート要素のデフォルト名前空間の名前は XHTML 名前空間の名前であ

ること。 

③ ルート要素に先立ち「XML 宣言」と「DOCTYPE 宣言」があること。 

・ XML 宣言 

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?> 

・ DOCTYPE 宣言 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//J-PHONE//DTD XHTML Basic 1.0 
Plus//EN" "xhtml-basic10-plus.dtd"> 
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5. 抽象モジュール定義 
 
 
 

ソフトバンク携帯電話向け XHTML 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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5.1. 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。 

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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5.2. 内容型 

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

(atomic)な内容モデルを定義している。この 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。これは XML 1.0 で定義されている。 
 

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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5.3. 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 5.3-1 属性型 

属性型 定義 
CDATA 文字データ 
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 
NMTOKEN XML 1.0 で定義された名前トークン 
NMTOKENS １個以上の空白で区切った NMTOKEN の並び 
PCDATA 5.2 参照 

 
 
ソフトバンク携帯電話向け XHTML では上記に加え、以下のデータ型を定義する。 
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表 5.3-2 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 
Coords カンマで区切った座標 
Datetime 日時 
FPI SGML Formal Public Identifier を表す文字 
FrameTarget ある動作の結果によるフレーム名 
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 
MultiLength 長さ、もしくは、相対長 
MultiLengths カンマで区切った MultiLength の並び 
Number １桁以上の数値 
Pixels 描画面上のピクセル数 
Script script 要素の内容となり得るスクリプトデータ 
Shape 領域の形状 
Text テキストデータ 
URI [RFC2396]に基づく Uniform Resource Identifier 
URIs 空白で区切った URI の並び 

 
 
Color, LinkTypes, MediaDesc について更に詳しく説明する。 
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5.3.1. 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 5.3.1-1 Color の属性値 

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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5.3.2. 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 5.3.2-1 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 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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5.3.3. 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 5.3.3-1 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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5.4. 文字の扱い 
 
 
 

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

携帯電話向け HTML と同様、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つのドキュメントを複数個の文字エンコーディングで記述するこ

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。 
 
詳細は、ソフトバンク携帯電話向けウェブコンテンツ開発ガイド[HTML 編]を参

照のこと。 
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5.5. URI 
 
 

 
ソフトバンク携帯電話向け XHTML で利用できる URI は、ソフトバンク携帯電話

向け HTML で利用できる URI と同一である。 
 
詳細は、「ウェブコンテンツ開発ガイド[HTML 編]」を参照のこと。 
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6. ソフトバンク携帯電話向け XHTML 仕様 
 
 
 

ソフトバンク携帯電話向け XHTML の抽象モジュールの仕様を説明する。 
 

 
 

6.1. 説明の構成 

 
 

 
以降、「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」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 差異：ソフトバンク携帯電話向け HTML との間で差異があれば説明する。 

⑥ その他：その他補足説明の必要があれば記載する。 

 
尚、③～⑥について特に記載する事項が無ければ省略する。 
また、ソフトバンク携帯電話向けHTMLと同等の振る舞いをする場合も省略する。 
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定義では DTD 定義に加え要素ごとに下記一覧表で説明する。 
 

要素 属性 小内容モデル 
   

 
属性名 必須 case デフォルト値 

    

 

    

 
    

 
 
 

• 属性欄では当該要素に記載可能な属性を表す。 

• 小内容モデル欄では当該要素の内容モデルに必ず含まれなければなら

ない要素を記載する。 

• 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 6.1-1 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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6.2. 要素の集合 
 
 

ソフトバンク携帯電話向け XHTML の要素を下記の種類に分類する。 
 

要素の集合 要素 
%HeadOpts.mix meta, link, style 
%Heading.class h1, h2, h3, h4, h5, h6 
%InlStruct.class br, span 
%InlPhras.class em, strong, dfn, kbd, var, cite, q 
%InlPres.class i, b, big, small, blink, u, font 
%Anchor.class a 
%InlSpecial.class img, object, bgsound 
%InlForm.class input, select, textarea, label 
%Inline.class %InlStruct.class, %InlPhras.class, %InlPres.clas

s, %Anchor.class, %InlSpecial.class, %InlForm.cl
ass 

%Inline.mix %Inline.class 
%InlNoAnchor.class %InlStruct.class, %InlPhras.class, %InlPres.clas

s, %InlSpecial.class, %InlForm.class 
%InlNoAnchor.mix %InlNoAnchor.class 
%List.class ul, ol, dl, dir, menu 
%Fieldset.class fieldset 
%Form.class form 
%Table.class table 
%BlkSpecial.class %Table.class, %Form.class, %Fieldset.class 
%BlkPhras.class pre, blockquote, address 
%BlkPres.class hr, marquee, center 
%BlkStruct.class p, div 
%Block.class %BlkStruct.class, %BlkPhras.class, %BlkPres.cl

ass, %BlkSpecial.class 
%Block.mix %Heading.class, %List.class, %Block.class 
%BlkNoForm.mix %Heading.class, %List.class, %BlkStruct.class, 

%BlkPhras.class, %BlkPres.class, %Table.class 
%Flow.mix %Heading.class, %List.class, %Block.class, %Inli

ne.class 
%FlowNoTable.mix %Heading.class, %List.class, %BlkStruct.class, 

%BlkPhras.class, %Form.class, %Inline.class 
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6.3. 共通属性 
 
 

 
ソフトバンク携帯電話向け XHTML のほぼすべての要素で利用可能な属性を定義

する。 
 
 
 

6.3.1. 共通属性一覧 

 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % id.attrib 
 “id  ID   #IMPLIED” 
> 
<!ENTITY % class.attrib 
 “class  NMTOKENS  #IMPLIED” 
> 
<!ENTITY % style.attrib 
 “style  CDATA   #IMPLIED” 
> 
 

属性名 必須 3GC case デフォルト値 
× ○ CS  id 

文書中のユニークな IDを指定する 
× ○ CS  class 

クラス名を指定する 
× ○ CS  style 

スタイルプロパティを指定する 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け XHTML のほぼすべての要素で利用可能な属性を定義

する。 
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属性 
--------------------------------------------------------------- 
id ::= “id” “=” NAME 

要素に対して与える文書中で一意な名前を指定する。 
id 属性は、 

・ アンカー識別子 
・ スタイルシートの選択子 

として利用できる。アンカー識別子とは、a 要素の name 属性と同等であるので、

本属性値は URI のフラグメントとして指定できる。 
 
class ::= “class” “=” CDATA 

class 属性は、スタイルシートの選択子として利用する。ある要素についてクラス

名を割り当て、この要素が当該クラスに属することを示す。複数のクラスを指定

することはできない。 
 
style ::= “style” “=” %stylesheet 

style 属性は、当該要素のスタイル情報を直接指定する。 
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6.3.2. 共通属性集合 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % Common.attrib 
 “%Core.attrib; 

%style.attrib;” 
> 
<!ENTITY % Core.attrib 
 “%id.attrib; 

%class.attrib;“ 
> 
 

属性集合名 集合に含まれる属性 
Common Core, style 
Core class, id 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け XHTML のほぼすべての要素で利用可能な属性集合を

定義する。 
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6.4. 構造モジュール: Structure Module 
 

 
 
Structure Module は、ソフトバンク携帯電話向け XHTML の主要な構造上の要素

であり、すべての文書において必ず一度だけ使用されなければならない。 
 
 
 

6.4.1. html 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % html.element  "INCLUDE" > 
<![%html.element;[ 
<!ENTITY % html.content   

"( %head.qname;, ( %body.qname; | %frameset.qname; ))"  
> 
<!ENTITY % html.qname  "html" > 
<!ELEMENT %html.qname;  %html.content; > 
<!-- end of html.element -->]]> 
 
<!ENTITY % html.attlist  "INCLUDE" > 
<![%html.attlist;[ 
<!ENTITY % XHTML.version.attrib 
 "version %FPI.datatype; #FIXED '%XHTML.version;'" 
> 
 
<!ATTLIST %html.qname; 
 %XHTML.version.attrib;> 
<!-- end of html.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

html version head, ( body | frameset ) 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 
× △ ○ CN  version

文書に使用される DTD のバージョンを表す。 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
「ソフトバンク携帯電話向け HTML」で 上位階層の要素である。 
 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
version ::= “version” “=” CDATA 

文書で使用されている DTD のバージョンを指定する。本属性を受信した際の動作

を弊社では規定しない。 
 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
ルート要素であること。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
html 要素の内容モデルには、head 要素と body 要素あるいは frameset 要素がこ

の順番で記述されなければならない。 
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6.4.2. head 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % head.element  "INCLUDE" > 
<![%head.element;[ 
<!ENTITY % head.content 
    "( %HeadOpts.mix;, %title.qname;, %HeadOpts.mix; )" 
> 
<!ENTITY % head.qname  "head" > 
<!ELEMENT %head.qname;  %head.content; > 
<!-- end of head.element -->]]> 
 
<!ENTITY % head.attlist  "INCLUDE" > 
<![%head.attlist;[ 
<!ATTLIST %head.qname; 

profile   %URI.datatype; #IMPLIED 
> 
<!-- end of head.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

head profile title 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 
× △ × CT  profile 

メタデータプロファイルを記述した URI を表す。 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
head 要素にはドキュメントの情報を記述する。 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
profile ::= “profile” “=” %URI 

メタデータプロファイルを記述した URI を指定する。本属性を受信した際の動作

を弊社では規定しない。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
head 要素は html 要素の内容モデルの第一要素として存在しなければならない。

また、head 要素の内容モデルには title 要素が含まれていなければならない。 
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6.4.3. title 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % title.element  "INCLUDE" > 
<![%title.element;[ 
<!ENTITY % title.content  "( #PCDATA )" > 
<!ENTITY % title.qname  "title" > 
<!ELEMENT %title.qname;  %title.content; > 
<!-- end of title.element -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

title  PCDATA 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
title コンテントは端末でマイリンク・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。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
title 要素は head 要素の内容モデル内に必ず存在しなければならない。 
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6.4.4. body 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % body.element  "INCLUDE" > 
<![%body.element;[ 
<!ENTITY % body.content 
     "( %Block.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % body.qname  "body" > 
<!ELEMENT %body.qname;  %body.content; > 
<!-- end of body.element -->]]> 
 
<!ENTITY % body.attlist  "INCLUDE" > 
<![%body.attlist;[ 
<!ATTLIST %body.qname; 

%Common.attrib; 
background  %URI.datatype;  #IMPLIED 
bgcolor   %Color.datatype; 'white' 
text   %Color.datatype; 'black' 
link   %Color.datatype; 'blue' 
vlink   %Color.datatype; 'purple' 

> 
<!-- end of body.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

body Common, background, bgcolor, 
text, link, vlink 

(Heading | Block | List)* 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× ○ ○ CT  background※ 

背景に敷き詰める画像の URI を指定する。 
× △ ○ CI white bgcolor※ 

ドキュメントボディの背景色を指定する。 
× △ ○ CI black text※ 

テキストの前景色を指定する。 
× △ ○ CI blue link※ 

リンクに対応するテキストの前景色を指定する。 
× △ ○ CI purple vlink※ 

キャッシュ済みリンクに対応するテキストの前景色を指定す

る。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
body 要素はドキュメントの内容を記述する。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
body 要素あるいは frameset要素は html 要素の内容モデル内に必ず存在しなけれ

ばならない。 
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6.5. テキスト・モジュール: Text Module 
 
 

 
Text Module は、全ての基礎的なテキスト・コンテナ要素、属性、その内容モデ

ルである。 
 
 
 

6.5.1. address 
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % address.element  "INCLUDE" > 
<![%address.element;[ 
<!ENTITY % address.content 
     "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" > 
<!ENTITY % address.qname  "address" > 
<!ELEMENT %address.qname;  %address.content; > 
<!-- end of address.element -->]]> 
 
<!ENTITY % address.attlist  "INCLUDE" > 
<![%address.attlist;[ 
<!ATTLIST %address.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of address.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

address Common ( PCDATA | Inline )* 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
address 要素は、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。 
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6.5.2. blockquote 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % blockquote.element  "INCLUDE" > 
<![%blockquote.element;[ 
<!ENTITY % blockquote.content 
     "( %Block.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % blockquote.qname  "blockquote" > 
<!ELEMENT %blockquote.qname;  %blockquote.content; > 
<!-- end of blockquote.element -->]]> 
 
<!ENTITY % blockquote.attlist  "INCLUDE" > 
<![%blockquote.attlist;[ 
<!ATTLIST %blockquote.qname; 
 %Common.attrib; 
 cite  %URI.datatype;  #IMPLIED 
> 
<!-- end of blockquote.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

blockquote Common, cite ( Block )* 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 
× △ ○ CT  cite 

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。 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
blockquote 要素は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。 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
cite ::= “cite” “=” %URI 

一部の端末において 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。3GC2 型端末において本属性を受信した際の動作を弊社では規定しない。 
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6.5.3. br 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % br.element  "INCLUDE" > 
<![%br.element;[ 
 
<!ENTITY % br.content  "EMPTY" > 
<!ENTITY % br.qname  "br" > 
<!ELEMENT %br.qname;  %br.content; > 
 
<!-- end of br.element -->]]> 
 
<!ENTITY % br.attlist  "INCLUDE" > 
<![%br.attlist;[ 
<!ATTLIST %br.qname; 
 %Core.attrib; 
 clear ( none | left | right | all ) 'none' 
> 
<!-- end of br.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

br clear, Core EMPTY 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 
× △ ○ CS none clear※ 

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。

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
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。 
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属性 
--------------------------------------------------------------- 
clear ::= “clear” “=” ( “none” | “left” | “right” | “all” ) 

 
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。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
br 要素の内容モデルは EMPTY であるため、XHTML では、<br/>と記載しなけ

ればならない。 
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6.5.4. cite 
 

 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % cite.element  "INCLUDE" > 
<![%cite.element;[ 
<!ENTITY % cite.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % cite.qname  "cite" > 
<!ELEMENT %cite.qname;  %cite.content; > 
<!-- end of cite.element -->]]> 
 
<!ENTITY % cite.attlist  "INCLUDE" > 
<![%cite.attlist;[ 
<!ATTLIST %cite.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of cite.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

cite Common ( PCDATA | Inline )* 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
cite 要素は、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。 
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6.5.5. dfn 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % dfn.element  "INCLUDE" > 
<![%dfn.element;[ 
<!ENTITY % dfn.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % dfn.qname  "dfn" > 
<!ELEMENT %dfn.qname;  %dfn.content; > 
<!-- end of dfn.element -->]]> 
 
<!ENTITY % dfn.attlist  "INCLUDE" > 
<![%dfn.attlist;[ 
<!ATTLIST %dfn.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of dfn.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

dfn Common ( PCDATA | Inline )* 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
dfn 要素は、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。 
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6.5.6. div 
 
 
 

定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % div.element  "INCLUDE" > 
<![%div.element;[ 
<!ENTITY % div.content 
 "( #PCDATA | %Flow.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % div.qname  "div" > 
<!ELEMENT %div.qname;  %div.content; > 
<!-- end of div.element -->]]> 
 
<!ENTITY % DivAlign.attrib 
 "align ( left 
  | right 
  | center ) 'left'" 
> 
 
<!ENTITY % div.attlist  "INCLUDE" > 
<![%div.attlist;[ 
<!ATTLIST %div.qname; 
 %Common.attrib; 
 %DivAlign.attrib; 
> 
<!-- end of div.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

div Common, align ( PCDATA | Flow )* 
 

属性名 必須 3GC case デフォルト値 
× ○ CS 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。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
align 属性で div コンテントについて LCD 上での表示位置を制御する。 
なお、3GC 型端末では、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。 
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6.5.7. em 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % em.element  "INCLUDE" > 
<![%em.element;[ 
<!ENTITY % em.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % em.qname  "em" > 
<!ELEMENT %em.qname;  %em.content; > 
<!-- end of em.element -->]]> 
 
<!ENTITY % em.attlist  "INCLUDE" > 
<![%em.attlist;[ 
<!ATTLIST %em.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of em.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

em Common ( PCDATA | Inline )* 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
em 要素は、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。 
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6.5.8. h1, h2, h3, h4, h5, h6 
 
 

定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % Heading.content  "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" > 
<!ENTITY % h1.element  "INCLUDE" > 
<![%h1.element;[ 
<!ENTITY % h1.qname  "h1" > 
<!ELEMENT %h1.qname;  %Heading.content; >]]> 
<!ENTITY % h1.attlist  "INCLUDE" > 
<![%h1.attlist;[ 
<!ATTLIST %h1.qname; 
 %Common.attrib; 
 align  ( left | center | right ) 'left' 
>]]> 
<!ENTITY % h2.element  "INCLUDE" > 
<![%h2.element;[ 
<!ENTITY % h2.qname  "h2" > 
<!ELEMENT %h2.qname;  %Heading.content; >]]> 
<!ENTITY % h2.attlist  "INCLUDE" > 
<![%h2.attlist;[ 
<!ATTLIST %h2.qname; 
 %Common.attrib; 
 align  ( left | center | right ) 'left' 
>]]> 
<!ENTITY % h3.element  "INCLUDE" > 
<![%h3.element;[ 
<!ENTITY % h3.qname  "h3" > 
<!ELEMENT %h3.qname;  %Heading.content; >]]> 
<!ENTITY % h3.attlist  "INCLUDE" > 
<![%h3.attlist;[ 
<!ATTLIST %h3.qname; 
 %Common.attrib; 
 align  ( left | center | right ) 'left' 
>]]> 
<!ENTITY % h4.element  "INCLUDE" > 
<![%h4.element;[ 
<!ENTITY % h4.qname  "h4" > 
<!ELEMENT %h4.qname;  %Heading.content; >]]> 
<!ENTITY % h4.attlist  "INCLUDE" > 
<![%h4.attlist;[ 
<!ATTLIST %h4.qname; 
 %Common.attrib; 
 align  ( left | center | right ) 'left' 
>]]> 
<!ENTITY % h5.element  "INCLUDE" > 
<![%h5.element;[ 
<!ENTITY % h5.qname  "h5" > 
<!ELEMENT %h5.qname;  %Heading.content; >]]> 
<!ENTITY % h5.attlist  "INCLUDE" > 
<![%h5.attlist;[ 
<!ATTLIST %h5.qname; 
 %Common.attrib; 
 align  ( left | center | right ) 'left' 
>]]> 
<!ENTITY % h6.element  "INCLUDE" > 
<![%h6.element;[ 
<!ENTITY % h6.qname  "h6" > 
<!ELEMENT %h6.qname;  %Heading.content; >]]> 
<!ENTITY % h6.attlist  "INCLUDE" > 
<![%h6.attlist;[ 
<!ATTLIST %h6.qname; 
 %Common.attrib; 
 align  ( left | center | right ) 'left' 
>]]> 
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要素 属性 小内容モデル 

h1 Common, align ( PCDATA | Inline )* 
h2 Common, align ( PCDATA | Inline )* 
h3 Common, align ( PCDATA | Inline )* 
h4 Common, align ( PCDATA | Inline )* 
h5 Common, align ( PCDATA | Inline )* 
h6 Common, align ( PCDATA | Inline )* 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× △ ○ CS 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。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
h1,h2,h3,h4,h5,h6 要素は、文書の見出しであることを示す。h1 が 上位レベル

であり h6 が 下位レベルである。一部の機種においてのみ、より上位の見出しを

大きいフォントで、より下位の見出しを小さいフォントで表現される。 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
align ::= “align” “=” ( “left” | “center” | “right” ) 

見出し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。 

 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
見出しのレベルとフォントの大きさは端末の実装に依存する。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け HTML では利用できない。 
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6.5.9. kbd 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % kbd.element  "INCLUDE" > 
<![%kbd.element;[ 
<!ENTITY % kbd.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % kbd.qname  "kbd" > 
<!ELEMENT %kbd.qname;  %kbd.content; > 
<!-- end of kbd.element -->]]> 
 
<!ENTITY % kbd.attlist  "INCLUDE" > 
<![%kbd.attlist;[ 
<!ATTLIST %kbd.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of kbd.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

kbd Common ( PCDATA | Inline )* 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
kbd 要素は、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。 
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6.5.10. p 
 

 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % p.element  "INCLUDE" > 
<![%p.element;[ 
<!ENTITY % p.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % p.qname  "p" > 
<!ELEMENT %p.qname;  %p.content; > 
<!-- end of p.element -->]]> 
 
<!ENTITY % p.attlist  "INCLUDE" > 
<![%p.attlist;[ 
<!ATTLIST %p.qname; 
 %Common.attrib; 
 align ( left | right | center ) 'left' 
> 
<!-- end of p.attlist -->]]> 

 
要素 属性 小内容モデル 

p Common, align ( PCDATA | Inline )* 
 

属性名 必須 3GC case デフォルト値 
× ○ CS 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。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
p 要素は段落を明示的に指定する。ｐ要素の開始タグおよび終了タグ直前にそれぞ

れ空行が１行ずつ挿入される。3GC 型端末では、空行の挿入は実装に依存し弊社

では規定しない。 
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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。 

 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
align 属性は、3GC 型端末の一部で利用可能な要素である。 
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6.5.11. pre 
 
 
 

定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % pre.element  "INCLUDE" > 
<![%pre.element;[ 
<!ENTITY % pre.content 
 "( #PCDATA 
 | %InlStruct.class; 
 %InlPhras.class; 
 | %i.qname; | %b.qname; 
 %Anchor.class; )*" 
> 
<!ENTITY % pre.qname  "pre" > 
<!ELEMENT %pre.qname;  %pre.content; > 
<!-- end of pre.element -->]]> 
 
<!ENTITY % pre.attlist  "INCLUDE" > 
<![%pre.attlist;[ 
<!ATTLIST %pre.qname; 
 %Common.attrib; 
 xml:space ( preserve )  #FIXED 'preserve' 
> 
<!-- end of pre.attlist -->]]> 

 
 

要素 属性 小内容モデル 
pre xml:space=”preserve”, 

Common 
( PCDATA | Inline )* 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× △ × CT preserve xml:space 

空白文字や改行などをそのまま表示する場合に指定する。 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
pre 要素に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。要素内に含

まれる要素も解釈せずそのまま表示する。 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
xml:space ::= “xml:space” “=” ( “preserve” ) 

空白や改行などをそのまま表示したい場合に指定する。属性値は“preserve”に固定

されている。本属性を受信した際の動作を弊社では規定しない。 
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制約 
--------------------------------------------------------------- 
以下の要素は、解釈後表示する。 
br, cite, dfn, em, kbd, q, strong, var, a, location, sound, vibration, font, blink 
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6.5.12. q 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % q.element  "INCLUDE" > 
<![%q.element;[ 
<!ENTITY % q.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % q.qname  "q" > 
<!ELEMENT %q.qname;  %q.content; > 
<!-- end of q.element -->]]> 
 
<!ENTITY % q.attlist  "INCLUDE" > 
<![%q.attlist;[ 
<!ATTLIST %q.qname; 
 %Common.attrib; 
 cite  %URI.datatype;  #IMPLIED 
> 
<!-- end of q.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

q cite, Common ( PCDATA | Inline )* 
 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× △ ○ CT  cite 

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。 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
q 要素は、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。 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
cite ::= “cite” “=” %URI 

一部の端末において 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。3GC2 型端末において本属性を受信した際の動作を弊社では規定しない。 
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6.5.13. span 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % span.element  "INCLUDE" > 
<![%span.element;[ 
<!ENTITY % span.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % span.qname  "span" > 
<!ELEMENT %span.qname;  %span.content; > 
<!-- end of span.element -->]]> 
 
<!ENTITY % span.attlist  "INCLUDE" > 
<![%span.attlist;[ 
<!ATTLIST %span.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of span.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

span Common ( PCDATA | Inline )* 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
span 要素は、内容にスタイルなどを指定する場合に使用する。 
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6.5.14. strong 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % strong.element  "INCLUDE" > 
<![%strong.element;[ 
<!ENTITY % strong.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % strong.qname  "strong" > 
<!ELEMENT %strong.qname;  %strong.content; > 
<!-- end of strong.element -->]]> 
 
<!ENTITY % strong.attlist  "INCLUDE" > 
<![%strong.attlist;[ 
<!ATTLIST %strong.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of strong.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

strong Common ( PCDATA | Inline )* 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
strong 要素は、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。 
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6.5.15. var 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % var.element  "INCLUDE" > 
<![% var.element;[ 
<!ENTITY % var.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % var.qname  "var" > 
<!ELEMENT %var.qname;  %var.content; > 
<!-- end of var.element -->]]> 
 
<!ENTITY % var.attlist  "INCLUDE" > 
<![%var.attlist;[ 
<!ATTLIST %var.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of var.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

var Common ( PCDATA | Inline )* 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
var 要素は、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。 
 
 
 

 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 67 of 236 
複製転載禁止 

 

6.6. ハイパーテキスト・モジュール: Hypertext Module 
 
 

 
Hypertext Module は、ハイパーテキスト・リンクを定義するするために使用され

る要素を提供する。 
 
 
 

6.6.1. a 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % a.element  "INCLUDE" > 
<![%a.element;[ 
<!ENTITY % a.content 
 "( #PCDATA | %InlNoAnchor.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % a.qname  "a" > 
<!ELEMENT %a.qname;  %a.content; > 
<!-- end of a.element -->]]> 
 
<!ENTITY % a.attlist  "INCLUDE" > 
<![%a.attlist;[ 
<!ATTLIST %a.qname; 
 %Common.attrib; 
 accesskey %Character.datatype;  #IMPLIED 
 directkey %Character.datatype;  #IMPLIED 
 href  %URI.datatype;   #IMPLIED 
 loop  ( %Number.datatype | infinite ) '1' 
 memoryname CDATA    #IMPLIED 
 name  ID    #IMPLIED 
 soundstart ( select | focus )  'select' 
 src  %URI.datatype;   #IMPLIED 
 volume  ( high | middle | low )  #IMPLIED 
 vibration ( select | focus )  #IMPLIED 
 viblength %Number.datatype;  #IMPLIED 
 target  ( _self | _parent | _blank | _top | CDATA ) 

'_self' 
> 
<!-- end of a.attlist -->]]> 
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要素 属性 小内容モデル 
a Common, accesskey, directkey, 

href, loop, memoryname, name, 
soundstart, src, volume, vibration, 
viblength, target 

(PCDATA | Inline - 
a)* 

 
属性名 必須 3GC1 3GC2 3GC2F case デフォルト値

× ○ ○ ○ CN  accesskey 
ショートカットキーを指定する。 

× △ △ ○ CN  directkey※ 
ショートカットキーを指定する。ただし、ショートカット
キーは表示しない。 

× ○ ○ ○ CT  href 
ウェブ上のリソースの URI を与える。 

× △ △ ○ CS 1 loop※ 
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 タグに src 属性が無い場合には、loop 属性は記
載できない。 

× △ △ ○ CS  memoryname※ 
href 属性値で指定したメールアドレスや電話番号をメモリ
に保存する場合の名前と読みを記載する。 

× ○ ○ ○ CS  name※ 
a コンテントに名前を付ける。ID 属性と同等である。 

× △ △ ○ CS select soundstart※ 
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 タグに src 属性が無い場合には、soundstart 属性は記載で
きない。 

× △ △ ○ CT  src※ 
ウェブ上の音曲ファイルの URI を与える。 

× △ △ ○ CS  volume※ 
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 タグに src 属性が無い場合には、volume 属性も記
載できない。 

× △ △ ○ CS  vibration※ 
バイブレーション機能の起動方法を指定する。 

× △ △ ○ CN  viblength※ 
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 タグに vibration 属性が無い
場合には、viblength 属性も記載できない。 

× × △ ○ CS _self target※ 
フレーム操作を行う。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
「ソフトバンク携帯電話向けXHTML」ではソースアンカーを a要素に記載する。 
デスティネーションアンカーを a タグの 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、画像ファイル、音曲ファイル、

動画ファイルを指定できる。 
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。画像ファイルを指定すると、画像フ

ァイルを表示する。音曲ファイルを指定すると、音曲ファイルを再生する。 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
href ::= “href” “=” %URI 
ウェブ上のリソースについて、本アンカー要素をデスティネーションアンカーと

して 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で使用できるスキームは http, https, rtspである。rtspは

ストリーミングを起動する場合に使用できる。また、URI に加え弊社固有の表記

を行うことで、電子メールの送付、発呼処理、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=(当該ファイルへの URI)#label>」

と定義したアンカーを用いる。 

 

[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 
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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指定で

も可能である。ただし、送付先として記述可能な 大数は 5個である。 

 
送付するメールの本体(body)を 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 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。」 
 
[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

2 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。 
 
「例. <a href=”tel:0123456789,#”> 

※「0123456789」で発呼後、2秒ポーズを置いて「#」を送信する。」 
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[その他の URI の場合] 
URI の表記については「ウェブコンテンツ開発ガイド[HTML 編]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。 
 
target ::= “target” “=” (  “_self” | “_parent” | “_blank” |  

“_top” | CDATA ) 
対象となるフレームの名前を指定する。指定した名前のフレームが存在しない場

合は、新しいフレームウィンドウにて表示を行う。複数のウィンドウを同時に表

示できない場合は、次ページ扱いとして表示を行う。また、[HTML]にて規定され

る予約フレーム名称もサポートする。 

 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
１つの a タグの中で href 属性と name 属性を併用することは出来ない。 
 
一部の 3GC1 型端末では、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。 
 
directkey 属性は一部の端末でのみ利用可能となる。directkey 属性と同等の機能

は ol 要素と accesskey 属性を組み合わせる必要がある。 
 
name 属性は一部の端末でのみ利用可能となる。id 属性を利用することが望まし

い。 
 
target 属性は、フレーム対応端末のみフレーム操作を行う。 
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6.7. リスト・モジュール: Lists Module 
 
 

 
「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」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 
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6.7.1. dl 
 

 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % dl.qname  "dl" > 
<!ENTITY % dl.element  "INCLUDE" > 
<![%dl.element;[ 
<!ENTITY % dl.content  "( %dt.qname; | %dd.qname; )+" > 
<!ELEMENT %dl.qname;  %dl.content; > 
<!-- end of dl.element -->]]> 
 
<!ENTITY % dl.attlist  "INCLUDE" > 
<![%dl.attlist;[ 
<!ATTLIST %dl.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of dl.attlist -->]]> 

 
 

要素 属性 小内容モデル 
dl Common ( dt | dd ) + 

 
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 要素で与え、

項目の説明は dd 要素で与える。 
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6.7.2. dt 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % dt.qname  "dt" > 
 
<!ENTITY % dt.element  "INCLUDE" > 
<![%dt.element;[ 
<!ENTITY % dt.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ELEMENT %dt.qname;  %dt.content; > 
<!-- end of dt.element -->]]> 
 
<!ENTITY % dt.attlist  "INCLUDE" > 
<![%dt.attlist;[ 
<!ATTLIST %dt.qname; 
 %Common.attrib; 
> 

 
 

要素 属性 小内容モデル 
dt Common ( PCDATA | Inline ) * 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
dt 要素は、dl 要素で指定する「表題付きリスト」中の項目の表題を与える。 
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6.7.3. dd 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % dd.qname  "dd" > 
 
<!ENTITY % dd.element  "INCLUDE" > 
<![%dd.element;[ 
<!ENTITY % dd.content 
 "( #PCDATA | %Flow.mix; )*" 
> 
<!ELEMENT %dd.qname;  %dd.content; > 
<!-- end of dd.element -->]]> 
 
<!ENTITY % dd.attlist  "INCLUDE" > 
<![%dd.attlist;[ 
<!ATTLIST %dd.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of dd.attlist -->]]> 

 
 

要素 属性 小内容モデル 
dd Common ( PCDATA | Flow ) * 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
dd 要素は、dl 要素で指定する「表題付きリスト」中の項目の説明を与える。 
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6.7.4. ol 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % ol.qname  "ol" > 
 
<!ENTITY % ol.element  "INCLUDE" > 
<![%ol.element;[ 
<!ENTITY % ol.content  "( %li.qname; )+" > 
<!ELEMENT %ol.qname;  %ol.content; > 
<!-- end of ol.element -->]]> 
 
<!ENTITY % ol.attlist  "INCLUDE" > 
<![%ol.attlist;[ 
<!ATTLIST %ol.qname; 
 %Common.attrib; 
 start  %Number.datatype;  '1' 
 type  ( 1 | a | A | i | I )  '1' 
> 
<!-- end of ol.attlist -->]]> 

 
 

要素 属性 小内容モデル 
ol Common, start, type li + 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× ○ ○ CN 1 start※ 

順序付きリストにおける 初の項目リストの開始番号を指定する。

× △ ○ CS 1 type※ 

リスト項目のスタイルを指定する。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
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 要素で与え

る。 
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6.7.5. ul 
 
 
 

定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % ol.qname  "ul" > 
 
<!ENTITY % ul.element  "INCLUDE" > 
<![%ul.element;[ 
<!ENTITY % ul.content  "( %li.qname; )+" > 
<!ELEMENT %ul.qname;  %ul.content; > 
<!-- end of ul.element -->]]> 
 
<!ENTITY % ul.attlist  "INCLUDE" > 
<![%ul.attlist;[ 
<!ATTLIST %ul.qname; 
 %Common.attrib; 
 type  ( disc | circle | square ) 'disc' 
> 
<!-- end of ul.attlist -->]]> 

 
 

要素 属性 小内容モデル 
ul Common, type li + 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× △ ○ CS disc type※ 

リスト項目のスタイルを指定する。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
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 要素で与え

る。 
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6.7.6. li 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % li.qname  "li" > 
 
<!ENTITY % li.element  "INCLUDE" > 
<![%li.element;[ 
<!ENTITY % li.content 
 "( #PCDATA | %Flow.mix; )*" 
> 
<!ELEMENT %li.qname;  %li.content; > 
<!-- end of li.element -->]]> 
 
<!ENTITY % li.attlist  "INCLUDE" > 
<![%li.attlist;[ 
<!ATTLIST %li.qname; 
 %Common.attrib; 
 type  ( 1 | a | A | i | I |  
   disc | circle | square ) ( 1 | disc ) 
 value  %Number.datatype;  #IMPLIED 
> 
<!-- end of li.attlist -->]]> 

 
要素 属性 小内容モデル 

li Common, type, value ( PCDATA | Flow ) * 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× △ ○ CS ol 要素内: 1 
ul 要素内: disc 

type※ 

リスト項目のスタイルを指定する。 
× ○ ○ CN 1 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。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
li 要素は、ol 要素および、ul 要素で指定するリスト中の個々の項目を与える。 
 
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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6.8. プレゼンテーション・モジュール: Presentation Module 
 
 
 
Presentation Module は、単純なプレゼンテーション関係のマークアップのための

要素、属性、 小内容モデルで構成される。 
 
 
 

6.8.1. b 
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % b.element  "INCLUDE" > 
<![%b.element;[ 
<!ENTITY % b.content 
     "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % b.qname  "b" > 
<!ELEMENT %b.qname;  %b.content; > 
<!-- end of b.element -->]]> 
 
<!ENTITY % b.attlist  "INCLUDE" > 
<![%b.attlist;[ 
<!ATTLIST %b.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of b.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

b Common ( PCDATA | Inline ) * 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
b 要素は、太字表示される内容であることを示し、ボールドで表現される。ただし、

本要素は一部の機種においてのみ有効である。 
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6.8.2. big 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % big.element  "INCLUDE" > 
<![%big.element;[ 
<!ENTITY % big.content 
     "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % big.qname  "big" > 
<!ELEMENT %big.qname;  %big.content; > 
<!-- end of big.element -->]]> 
 
<!ENTITY % big.attlist  "INCLUDE" > 
<![%big.attlist;[ 
<!ATTLIST %big.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of big.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

big Common ( PCDATA | Inline )* 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
big 要素は、大きい文字で表示される内容であることを示す。ただし、本要素は一

部の機種においてのみ有効である。 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
フォントの大きさは端末の実装に依存する。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け HTML では利用できない。 
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6.8.3. hr 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % hr.element  "INCLUDE" > 
<![%hr.element;[ 
<!ENTITY % hr.content  "EMPTY" > 
<!ENTITY % hr.qname  "hr" > 
<!ELEMENT %hr.qname;  %hr.content; > 
<!-- end of hr.element -->]]> 
 
<!ENTITY % hr.attlist  "INCLUDE" > 
<![%hr.attlist;[ 
<!ATTLIST %hr.qname; 
 %Common.attrib; 
 align  ( left | center | right ) 'center' 
 color  %Color.datatype   'black' 
 noshade  (noshade)   #IMPLIED 
 size  %Pixels.datatype  #IMPLIED 
 width  %Length.datatype  '100%' 
> 
<!-- end of hr.attlist -->]]> 

 
要素 属性 小内容モデル 

hr Common, align, color, 
noshade, size, width 

EMPTY 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× ○ ○ CS center align※ 

横方向の配置位置を指定する。 
× △ ○ CI black color※ 

水平線の色を指定する。 
× △ ○ CS  noshade※ 

水平線に影をつけない。 
× △ ○ CN  size※ 

水平線の太さを指定する。 
× △ ○ CN 100% width※ 

水平線の長さを指定する。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
端末に影付きの水平線を表示する。水平線がLCD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。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
hr 要素の内容モデルは EMPTY であるため、ソフトバンク携帯電話向け XHTML
では、<hr/>と記載しなければならない。 
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6.8.4. i 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % i.element  "INCLUDE" > 
<![%i.element;[ 
<!ENTITY % i.content 
     "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % i.qname  "i" > 
<!ELEMENT %i.qname;  %i.content; > 
<!-- end of i.element -->]]> 
 
<!ENTITY % i.attlist  "INCLUDE" > 
<![%i.attlist;[ 
<!ATTLIST %i.qname; 
      %Common.attrib; 
> 
<!-- end of i.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

i Common ( PCDATA | Inline ) * 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
i 要素は、斜体表示される内容であることを示し、イタリックで表現される。ただ

し、本要素は一部の機種においてのみ有効である。 
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6.8.5. small 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % small.element  "INCLUDE" > 
<![%small.element;[ 
<!ENTITY % small.content 
     "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ENTITY % small.qname  "small" > 
<!ELEMENT %small.qname;  %small.content; > 
<!-- end of small.element -->]]> 
 
<!ENTITY % small.attlist  "INCLUDE" > 
<![%small.attlist;[ 
<!ATTLIST %small.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of small.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

small Common ( PCDATA | Inline )* 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
small 要素は、小さい文字で表示される内容であることを示す。ただし、本要素は

一部の機種においてのみ有効である。 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
フォントの大きさは端末の実装に依存する。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け HTML では利用できない。 
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6.9. フォーム・モジュール: Forms Module 
 

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

表 6.9-1 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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6.9.1. form 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % form.qname  "form" > 
<!ENTITY % form.element  "INCLUDE" > 
<![%form.element;[ 
<!ENTITY % form.content 
 "( %BlkNoForm.mix; 
 | %fieldset.qname; )+" 
> 
<!ELEMENT %form.qname;  %form.content; > 
<!-- end of form.element -->]]> 
 
<!ENTITY % form.attlist  "INCLUDE" > 
<![%form.attlist;[ 
<!ATTLIST %form.qname; 
 %Common.attrib; 
 action  %URI.datatype;  #REQUIRED 
 enctype  %ContentType.datatype; 
    'application/x-www-form-urlencoded' 
 method  ( get | post )  'get' 
 target  ( _self | _parent | _blank | _top | CDATA ) 

'_self' 
> 
<!-- end of form.attlist -->]]> 
 
 

要素 属性 小内容モデル 
form Common, action, enctype, 

method, target 
( List | Block - form ) * 

 
属性名 必須 3GC1 3GC2 3GC2F 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。 

× △ ○ ○ CS application/x-form-url-encodedenctype 
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す
る。 

× ○ ○ ○ CS 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。 

× × △ ○ CS _self target※ 
フレーム操作を行う。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
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属性 
target ::= “target” “=” (  “_self” | “_parent” | “_blank” |  

“_top” | CDATA ) 
対象となるフレームの名前を指定する。指定した名前のフレームが存在しない場

合は、新しいフレームウィンドウにて表示を行う。複数のウィンドウを同時に表

示できない場合は、次ページ扱いとして表示を行う。また、[HTML]にて規定され

る予約フレーム名称もサポートする。 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
form 要素はコントロールを収納する容器である。form コンテントに記述できるコ

ントロールは input 要素、select 要素、textarea 要素である。form コンテントに

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。 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
target 属性は、フレーム対応端末のみフレーム操作を行う。 
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6.9.2. input 
 
 
 

定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % input.qname  "input" > 
<!ENTITY % input.element  "INCLUDE" > 
<![%input.element;[ 
<!ENTITY % input.content  "EMPTY" > 
<!ELEMENT %input.qname;  %input.content; > 
<!-- end of input.element -->]]> 
 
<!ENTITY % input.attlist  "INCLUDE" > 
<![%input.attlist;[ 
<!ENTITY % InputType.class 
 "( text | password | checkbox | radio | submit 
 | reset | file | hidden )" 
> 
<!ENTITY % ModeType.class 
 "( hiragana | katakana | hankakukana | alphabet | numeric )" 
> 
<!-- attribute 'name' required for all but submit & reset 
--> 
<!ATTLIST %input.qname; 
 %Common.attrib; 
 type  %InputType.class; 'text' 
 name  CDATA   #IMPLIED 
 value  CDATA   #IMPLIED 
 checked  ( checked )  #IMPLIED 
 size  %Number.datatype; #IMPLIED 
 maxlength %Number.datatype; '5000' 
 src  %URI.datatype;  #IMPLIED 
 accesskey %Number.datatype; #IMPLIED 
 directkey %Number.datatype; #IMPLIED 
 mode  %ModeType.class; ('hiragana'|'alphabet') 
 istyle  %Number.datatype; #IMPLIED 
 src  %URI.datatype;  #IMPLIED 
 soundstart ( select | focus ) 'select' 
 loop  ( %Number.datatype | infinite ) '1' 
 volume  ( high | middle | low ) #IMPLIED 
 vibration ( select | focus ) #IMPLIED 
 viblength %Number.datatype; #IMPLIED 
 width  %Length.datatype #IMPLIED 
 height  %Length.datatype #IMPLIED 
> 
<!-- end of input.attlist -->]]> 
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要素 属性 小内容モデル 
input Common, type, name, value, checked, 

size, maxlength, src, accesskey, directkey, 
mode, istyle, soundstart, src, volume, 
vibration, viblength, width, height 

EMPTY 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

○ ○ ○ CS text type 

コントロールの種類を指定する。 
× ○ ○ CS  name 

コントロールに名前を与える。 
× ○ ○ CS  value 

コントロールの値を与える。 
× ○ ○ CS  checked 

ラヂヲボタン/チェックボックスで 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。 

× △ ○ CS text: hiragana 
password: alphabet

mode※ 

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※ 

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※ 

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 

音曲ファイルの在り処を URIで与える。 
× △ ○ CS select soundstart※ 

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。

loop※ × △ ○ CN 1 
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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。 
× △ ○ CS  volume※ 

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。 
× △ ○ CS  vibration※ 

バイブレーション機能の起動方法を指定する。 
× △ ○ CN  viblength※ 

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タグに vibration属性が無

い場合には、viblength属性も記載できない。 
× △ ○ CS  width※ 

コントロールの幅を指定する。 
× △ ○ CS  height※ 

コントロールの高さを指定する。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
コントロールを作成する。input 要素は form コンテントに記述する。input 要素

は form コンテント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 6.9.2-1 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。
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差異 
--------------------------------------------------------------- 
input 要素の内容モデルは EMPTY であるため、ソフトバンク携帯電話向け

XHTML では、 
<input type=…… /> 

のように記載すること。 
 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
一部の 3GC1 型端末では、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。 
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6.9.3. label 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % label.qname  "label" > 
<!ENTITY % label.element  "INCLUDE" > 
<![%label.element;[ 
<!ENTITY % label.content 
 "( #PCDATA 
 | %input.qname; | %select.qname; | %textarea.qname; 
 | %InlStruct.class; 
 %InlPhras.class; 
 %InlPres.class; 
 %Anchor.class; 
 %InlSpecial.class; ) *" 
> 
<!ELEMENT %label.qname;  %label.content; > 
<!-- end of label.element -->]]> 
 
<!ENTITY % label.attlist  "INCLUDE" > 
<![%label.attlist;[ 
<!ATTLIST %label.qname; 
 %Common.attrib; 
 for  IDREF   #IMPLIED 
 accesskey %Number.datatype; #IMPLIED 
> 
<!-- end of label.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

label Common, for, accesskey ( PCDATA | Inline - label) * 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 
× △ ○ 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。 
× △ ○ CS  for 

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。 

 
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。 
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6.9.4. select 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % select.element  "INCLUDE" > 
<![%select.element;[ 
<!ENTITY % select.content 
 "( %optgroup.qname; | %option.qname; )+" 
> 
<!ELEMENT %select.qname;  %select.content; > 
<!-- end of select.element -->]]> 
 
<!ENTITY % select.attlist  "INCLUDE" > 
<![%select.attlist;[ 
<!ATTLIST %select.qname; 
 %Common.attrib; 
 name  CDATA   #IMPLIED 
 size  %Number.datatype; #IMPLIED 
 multiple ( multiple )  #IMPLIED 
> 
<!-- end of select.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

select Common, name, size, multiple ( optgroup | option ) + 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 
× ○ ○ CS  name 

コントロールに名前を与える。 
× △ ○ CN  size 

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。 
× ○ ○ CS  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。 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
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。 
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6.9.5. option 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % option.element  "INCLUDE" > 
<![%option.element;[ 
<!ENTITY % option.content  "( #PCDATA )" > 
<!ELEMENT %option.qname;  %option.content; > 
<!-- end of option.element -->]]> 
 
<!ENTITY % option.attlist  "INCLUDE" > 
<![%option.attlist;[ 
<!ATTLIST %option.qname; 
 %Common.attrib; 
 selected ( selected )  #IMPLIED 
 value  CDATA   #IMPLIED 
> 
<!-- end of option.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

option Common, selected, value PCDATA 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 
× ○ ○ CS  seleced 

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。 
× × ○ CS  value 

メニュー項目に記載する文字列を与える。 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
select 要素で生成するリストメニューにおける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。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け XHTML では、終了タグは記載しなければならない。 
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6.9.6. textarea 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % textarea.element  "INCLUDE" > 
<![%textarea.element;[ 
<!ENTITY % textarea.content  "( #PCDATA )" > 
<!ELEMENT %textarea.qname;  %textarea.content; > 
<!-- end of textarea.element -->]]> 
 
<!ENTITY % textarea.attlist  "INCLUDE" > 
<![%textarea.attlist;[ 
<!ATTLIST %textarea.qname; 
 %Common.attrib; 
 name  CDATA   #IMPLIED 
 rows  %Number.datatype; #REQUIRED 
 cols  %Number.datatype; #REQUIRED 
 accesskey %Character.datatype; #IMPLIED 
 mode  %ModeType.class; ('hiragana'|'alphabet') 
 istyle  %Number.datatype; #IMPLIED 
 maxlength %Number.datatype; '5000' 
> 
<!-- end of textarea.attlist -->]]> 
 

 
 

要素 属性 小内容モデル

textarea Common, name, rows, cols, accesskey, mode, 
istyle, maxlength 

PCDATA 
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属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× ○ ○ CS  name 

コントロールに名前を与える。 
○ ○ ○ CN  rows 

LCD に表示するテキスト行数を与える。 
○ ○ ○ CN  cols 

LCD に表示するテキスト行あたりの文字数を与える。 
× △ × 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。 

× △ ○ CS text: hiragana 
password: alphabet

mode※ 

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※ 

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。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
 
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 コンテントには 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。 
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6.9.7. fieldset 
 
 
 

定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % fieldset.qname  "fieldset" > 
<!ENTITY % fieldset.element  "INCLUDE" > 
<![%fieldset.element;[ 
<!ENTITY % fieldset.content 
     "( #PCDATA | %Flow.mix; )*" 
> 
<!ELEMENT %fieldset.qname;  %fieldset.content; > 
<!-- end of fieldset.element -->]]> 
 
<!ENTITY % fieldset.attlist  "INCLUDE" > 
<![%fieldset.attlist;[ 
<!ATTLIST %fieldset.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of fieldset.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

fieldset Common ( PCDATA | Flow ) * 
 
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。 
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6.9.8. optgroup 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % optgroup.qname  "optgroup" > 
<!ENTITY % optgroup.element  "INCLUDE" > 
<![%optgroup.element;[ 
<!ENTITY % optgroup.content  "( %option.qname; )+" > 
<!ELEMENT %optgroup.qname;  %optgroup.content; > 
<!-- end of optgroup.element -->]]> 
 
<!ENTITY % optgroup.attlist  "INCLUDE" > 
<![%optgroup.attlist;[ 
<!ATTLIST %optgroup.qname; 
 %Common.attrib; 
 disabled ( disabled )  #IMPLIED 
 label  %Text.datatype;  #REQUIRED 
> 
<!-- end of optgroup.attlist -->]]> 
 

 
要素 属性 小内容モデル 

optgroup Common, disabled, label option + 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値

○ △ ○ CS  label 

グループ化する option要素のラベルを指定する。 
× × ○ CS  disabled 

コントロールの無効化を指定する。 

 
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。 
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6.10. 基本表モジュール: Basic Tables Module 
 
 

 
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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6.10.1. table 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % table.qname  "table" > 
<!ENTITY % table.element  "INCLUDE" > 
<![%table.element;[ 
<!ENTITY % table.content 
     "( %caption.qname;?, %tr.qname;+ )" 
> 
<!ELEMENT %table.qname;  %table.content; > 
<!-- end of table.element -->]]> 
 
<!ENTITY % table.attlist  "INCLUDE" > 
<![%table.attlist;[ 
<!ATTLIST %table.qname; 
 %Common.attrib; 
 border  %Number.datatype; #IMPLIED 
 bordercolor %Color.datatype; 'black' 
 bgcolor  %Color.datatype; #IMPLIED 
 width  %Length.datatype #IMPLIED 
> 
<!-- end of table.attlist -->]]> 
 

 

 
要素 属性 小内容モデル 
table Common, border, bordercolor, bgcolor, width caption ?, tr + 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× △ ○ CN  border※ 

枠線を表示するよう指定する。 
× △ ○ CI black bordercolor※ 

枠線の色を指定する。 
× △ ○ CI  bgcolor※ 

各セルの背景色を指定する。 
× ○ ○ CN  width 

表を表示する幅を指定する。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
table (表)要素には表を構成する「caption (表題)要素」を記載する。 
 
表の横幅が LCD の横幅を超える場合には、折り返すことなく表示する。表を閲覧

する場合には横スクロールする。 
 
表の縦幅が LCD 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。 
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6.10.2. caption 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % caption.qname  "caption" > 
<!ENTITY % caption.element  "INCLUDE" > 
<![%caption.element;[ 
<!ENTITY % caption.content 
 "( #PCDATA | %Inline.mix; )*" 
> 
<!ELEMENT %caption.qname;  %caption.content; > 
<!-- end of caption.element -->]]> 
 
<!ENTITY % caption.attlist  "INCLUDE" > 
<![%caption.attlist;[ 
<!ATTLIST %caption.qname; 
 %Common.attrib; 
 align ( top | bottom | left | right )  'top' 
> 
<!-- end of caption.attlist -->]]> 
 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

caption Common, align ( PCDATA | Inline ) * 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 
× △ ○ CS top align※ 

表題の位置を指定する。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
caption コンテントを表の表題として表示する。LCD上で表題を表の上に置くか、

表の下に置くかは、caption タグの align 属性で指定する。 
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6.10.3. tr 
 

 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % tr.qname  "tr" > 
<!ENTITY % CellHAlign.attrib 
 "align  ( left 
   | center 
   | right )  ( 'left' | 'center' )" 
> 
<!ENTITY % CellVAlign.attrib 
 "valign  ( top 
   | middle 
   | bottom )  'middle'" 
><!ENTITY % tr.element  "INCLUDE" > 
<![%tr.element;[ 
<!ENTITY % tr.content  "( %th.qname; | %td.qname; )+" > 
<!ELEMENT %tr.qname;  %tr.content; > 
<!-- end of tr.element -->]]> 
 
<!ENTITY % tr.attlist  "INCLUDE" > 
<![%tr.attlist;[ 
<!ATTLIST %tr.qname; 
 %Common.attrib; 
 %CellHAlign.attrib; 
 %CellVAlign.attrib; 
> 
<!-- end of tr.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

tr Common, align, valign ( td | th ) + 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× ○ ○ CS 子要素が td: left 
子要素が th: center 

align 

行揃えを指定する。 
× △ ○ CS middle valign 

縦方向の配置位置を指定する。 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
tr コンテントは表の行に対応する。tr コンテント 1 行の横幅は 800Pixel まで表示

できる。 
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6.10.4. td 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % td.qname  "td" > 
<!ENTITY % td.element  "INCLUDE" > 
<![%td.element;[ 
<!ENTITY % td.content 
 "( #PCDATA | %Flow.mix; )*" 
> 
<!ELEMENT %td.qname;  %td.content; > 
<!-- end of td.element -->]]> 
 
<!ENTITY % td.attlist  "INCLUDE" > 
<![%td.attlist;[ 
<!ATTLIST %td.qname; 
 %Common.attrib; 
 rowspan   %Number.datatype; '1' 
 colspan   %Number.datatype; '1' 
 nowrap   ( nowrap )  #IMPLIED 
 bgcolor   %Color.datatype  'White' 
 %CellHAlign.attrib; 
 %CellVAlign.attrib; 
> 
<!-- end of td.attlist -->]]> 

 
要素 属性 小内容モデル 
td Common, rowspan, colspan, nowrap, 

bgcolor, align, valign 
( PCDATA | Flow ) * 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F 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。 
× △ ○ CS  nowrap※ 

ワードラップを行わない。 
× △ ○ CI white bgcolor※ 

背景色を指定する。 
× ○ ○ CS left align 

セル内の行揃えを指定する。 
× △ ○ CS middle valign 

セル内の縦方向の配置位置を指定する。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 105 of 236 
複製転載禁止 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
td 要素は表のセルを規定し、データを記載する。各セルは空でも良い。１セルの

横幅は 300Pixel である。 
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6.10.5. th 
 
 
 

定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % th.qname  "th" > 
<!ENTITY % th.element  "INCLUDE" > 
<![%td.element;[ 
<!ENTITY % th.content 
 "( #PCDATA | %Flow.mix; )*" 
> 
<!ELEMENT %th.qname;  %th.content; > 
<!-- end of th.element -->]]> 
 
<!ENTITY % th.attlist  "INCLUDE" > 
<![%th.attlist;[ 
<!ATTLIST %th.qname; 
 %Common.attrib; 
 rowspan   %Number.datatype; '1' 
 colspan   %Number.datatype; '1' 
 nowrap   ( nowrap )  #IMPLIED 
 bgcolor   %Color.datatype  'White' 
 %CellHAlign.attrib; 
 %CellVAlign.attrib; 
> 
<!-- end of th.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 
th Common, rowspan, colspan, nowrap, 

bgcolor, align, valign 
( PCDATA | Flow ) * 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F 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。 
× △ ○ CS  nowrap※ 

ワードラップを行わない。 
× △ ○ CI white bgcolor※ 

背景色を指定する。 
× ○ ○ CS center align 

セル内の行揃えを指定する。 
× △ ○ CS middle valign 

セル内の縦方向の配置位置を指定する。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
th 要素は表のセルを規定し、ヘッダ情報を記載する。各セルは空でも良い。１セ

ルの横幅は 300Pixel である。 
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6.11. 画像モジュール: Image Module 
 
 

 
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。画像モジュールは、基本的な画像の挿入方法を提供する。 
 

 
 
6.11.1. img 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % img.element  "INCLUDE" > 
<![%img.element;[ 
<!ENTITY % img.content  "EMPTY" > 
<!ENTITY % img.qname  "img" > 
<!ELEMENT %img.qname;  %img.content; > 
<!-- end of img.element -->]]> 
 
<!ENTITY % img.attlist  "INCLUDE" > 
<![%img.attlist;[ 
<!ATTLIST %img.qname; 
 %Common.attrib; 
 src  %URI.datatype;   #REQUIRED 
 alt  %Text.datatype;   #REQUIRED 
 height  %Length.datatype;  #IMPLIED 
 width  %Length.datatype;  #IMPLIED 
 align  ( top | middle | bottom | left | right ) 
       'bottom' 
 hspace  %Pixels.datatype;  #IMPLIED 
 vspace  %Pixels.datatype;  #IMPLIED 
> 
<!-- end of img.attlist -->]]> 

 
要素 属性 小内容モデル 
img Common, src, alt, height, width, align, hspace, 

vspace 
EPMTY 
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属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

○ ○ ○ CT  src 

画像ファイルの在り処を URIで与える。 
○ ○ ○ CS  alt 

画像ファイル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。 
× ○ ○ CN  height 

画像の高さを指定する。 
× ○ ○ CN  width 

画像の幅を指定する。 
× △ ○ CS bottom align※ 

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  hspace※ 

画像の左右に表示される空間の幅を指定する。 
× △ ○ CN  vspace※ 

画像の上下に表示される空間の高さを指定する。 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された属性 
 
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 タグの中で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ファイルは、PNG、JPEG、GIF、AnimatedGIF ファ

イルである。ただし、端末型によっては一部ファイルが挿入できない。MP4 およ

び Flash®ファイルは img 要素で挿入することはできない。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
img 要素の内容モデルは EMPTY であるため、XHTML では、 

<img src=…. /> 
の様に閉じ括弧を“/>”と記載しなければならない。 
 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 110 of 236 
複製転載禁止 

 
 

6.12. オブジェクト･モジュール: Object Module 
 
 

オブジェクト･モジュールは、一部のオブジェクトを起動する場合に使用する。  
 
 
 

6.12.1. object 
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % object.element  "INCLUDE" > 
<![%object.element;[ 
<!ENTITY % object.content  "( #PCDATA | $Flow.mix | %param.qname; )*" > 
<!ENTITY % object.qname  "object" > 
<!ELEMENT %object.qname;  %object.content; > 
<!-- end of object.element -->]]> 
 
<!ENTITY % object.attlist  "INCLUDE" > 
<![%object.attlist;[ 
<!ATTLIST %object.qname; 

%Common.attrib; 
declare   ( declare )  #IMPLIED 
data   %URI.datatype;  #IMPLIED 
type   %ContentType.datatype; #IMPLIED 
standby   %Text.datatype;  #IMPLIED 
height   %Length.datatype; #IMPLIED 
width   %Length.datatype; #IMPLIED 
classid   CDATA   #IMPLIED 
codebase  %URI.datatype  #IMPLIED 

> 
<!-- end of object.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

object Common, declare, data, type, 
standby, height, width, classid, 
codebase 

(PCDATA | Flow | param) * 
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属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× △ ○ CS  declare 

object 定義を宣言する。 
× ○ ○ CT  data 

オブジェクトデータの URI を表す。 
× ○ ○ CS  type 

data 属性が指定するデータの MIME 型を表す。 
× △ ○ CS  standby 

オブジェクトデータをロードしている間に表示する文字列を表

す。 
× ○ ○ CN  height 

オブジェクトの高さを表す。 
× ○ ○ CN  width 

オブジェクトの横幅を表す。 
× △ ○ CS  classid 

オブジェクトデータの MIME 型を表す 
× △ ○ CT  codebase 

オブジェクトの基準 URL を記載を記述する 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」で、Flash®や S!アプリを起動する場合に

使用する要素である。 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
declare ::= “declare” 

object 定義を宣言する。本属性が指定されている場合、オブジェクトを別画面表示

する。本属性が指定されていない場合で、かつ、オブジェクトがインライン表示

可能な場合にのみ、インライン表示する。 
 
data ::= “data” “=” %URI 

オブジェクトデータの URI を指定する。 

 
type ::= “type” “=” “Content-Type” 

data 属性で指定するオブジェクトの MIME 型を指定する。ただし、S!アプリ起動

の場合、“text/vnd.sun.j2me.app-descriptor”を指定する。 
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standby ::= “standby” “=” 1 * TEXT 

オブジェクトデータをロードしている間に表示する文字列を指定する。 

 
height ::= “height” “=” Length 

width ::= “width” “=” Length 

height および width 属性は、それぞれオブジェクトの表示する際の高さと幅を指

定する。 

 
classid ::= “classid” “=” “x-oma-application:java-ams” 
S!アプリ起動の場合、本属性を宣言する。 
 
codebase ::= “codebase” “=” %URI 
Jad ファイルの基準 URL（スキーム名、ホスト名）を指定する。 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
object 要素で指定できるオブジェクトは、Flash®および S!アプリのみである。 
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6.12.2. param 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % param.element  "INCLUDE" > 
<![%param.element;[ 
<!ENTITY % param.content  "EMPTY" > 
<!ENTITY % param.qname  "param" > 
<!ELEMENT %param.qname;  %param.content; > 
<!-- end of param.element -->]]> 
 
<!ENTITY % param.attlist  "INCLUDE" > 
<![%param.attlist;[ 
<!ATTLIST %param.qname; 

name   CDATA;  #REQUIRED 
value   CDATA;  #IMPLIED 

> 
<!-- end of param.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

param name, value EMPTY 
 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

○ △ ○ CT  name 

ブラウザから Flash®の起動方法を指定するパラメータの名称を表

す。 
× △ ○ CT  value 

ブラウザから Flash®の起動方法を指定するパラメータの値を表す。

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」で、ブラウザから Flash®や S!アプリの起

動方法を指定する要素である。 
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属性 
--------------------------------------------------------------- 
[Flash®を起動する際のパラメータ] 
name ::= “name” “=”  (“bgcolor” | “loop” | “quality” ) 

value ::= “value” “=” ( %Color  

| ( “on” | “off” )  

| (“high” | “medium” | “low” ) ) 

ブラウザから Flash®を起動する際の起動方法を指定する。name 属性と value 属

性は以下の表に示す組み合わせである。 
 

name value 内容 
bgcolor %Color 背景色を指定する 
loop on | off 繰り返し再生の ON/OFF を指定する 
quality high | medium | low 再生画質を指定する 

 
[S!アプリを起動する際のパラメータ] 
name ::= “name” “=”  (“AMS-Filename” | “MIDlet-Name” 

    | “MIDlet-Vendor” | “MIDlet-Version” 

    | “AMS-Startup” ) 

value ::= “value” “=” ( 1*TEXT  

| (“auto” | “launch-only” 

    | “download-confirm” ) ) 
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ブラウザから S!アプリを起動する際の起動方法を指定する。name 属性と value
属性は以下の表に示す組み合わせである。 
 

name value 内容 
AMS-Filename (Jad ファイル名) 起動を行なうS!アプリのJadファイル名

および Jad ファイルの URL におけるク

エリ部分を記載する。 
MIDlet-Name (アプリ名) S!アプリの MIDlet-Name に指定した値

を記載する。 
MIDlet-Vendor (ベンダー名) S!アプリの MIDlet-Vendor に指定した

値を記載する。 
MIDlet-Version (バージョン) S!アプリの MIDlet-Version に指定した

値を記載する。 
auto 該当 S!アプリを端末に保存している場

合、自動的に S!アプリを起動する。保存

していない場合、ダウンロードを行う。

ダウンロード後、自動的に起動する。 
launch-only 該当 S!アプリを端末に保存している場

合のみ、S!アプリの起動を行い、ダウン

ロードは行わない。 

AMS-Startup 

download-confirm 該当 S!アプリを端末に保存している場

合、起動するか否かはユーザの選択に従

う。保存していない場合、ダウンロード

を行う。 

 
S!アプリ起動の記述例を以下に示す。 

 

(例) 
： 

<object id = "test" type = "text/vnd.sun.j2me.app-descriptor" declare = "declare"  
classid = "x-oma-application:java-ams" 
codebase = "http://www.test.com/" > 

 <param name = "AMS-Filename"  
value = "xxx.jad?id=xxx&id2=xxx&id3=xxx" /> 

<param name = "MIDlet-Name" value = "sample" /> 
 <param name = "MIDlet-Vendor" value = "SoftBank" /> 
 <param name = "MIDlet-Version" value = "1.0" /> 
 <param name = "AMS-Startup" value = "auto" /> 

   </object> 
 
   <a href = "#test">ブラウザ起動アプリ</a> 
： 
 
 
      ※ 「xxx」には任意の値を記載 
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制約 
--------------------------------------------------------------- 
param 要素は、object 要素で Flash®および S!アプリ起動を指定した場合にのみ

有効である。 
param 要素は、object 要素内に 大 10 個まで有効である。 
name 属性、及び value 属性に記載できる文字数は 大 256bytes である。 
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6.13. フレーム･モジュール: Frame Module 
 
 

フレーム･モジュールは、フレームの割付を指定する。  
 
 
 
6.13.1. frameset 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % frameset.element  "INCLUDE" > 
<![%frameset.element;[ 
<!ENTITY % frameset.content  
     "(( %frameset.qname; | %frame.qname; )+, %noframes.qname;? )" > 
<!ELEMENT %frameset.qname;  %frameset.content; > 
<!-- end of frameset.element -->]]> 
 
<!ENTITY % frameset.attlist  "INCLUDE" > 
<![%frameset.attlist;[ 
<!ATTLIST %frameset.qname;  

%Core.attrib; 
rows  %MultiLengths.datatype;  #IMPLIED 
cols  %MultiLengths.datatype;  #IMPLIED 

>  
<!-- end of frameset.attlist -->]]> 
 
 

要素 属性 小内容モデル 
frameset Core, rows, cols ( frameset | frame)+ , noframes? 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された要素 
 
属性名 必須 3GC1 3GC2 3GC2F case デフォルト値 

× × △ ○ CN 100% rows 
横方向に区切られたフレームの幅を指定する。 

× × △ ○ CN 100% cols 
縦方向に区切られたフレームの高さを指定する。 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
「ソフトバンク携帯電話向け XHTML」で、フレームの割り付けを指定する要素

である。 
フレームに対応しない端末は、frame 要素の内容を全て無視する。 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
rows ::= “rows” “=” Length 

横方向に区切られたフレームの幅をカンマ区切りで指定する。 
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6.13.2. noframes 
 

 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % noframes.element  "INCLUDE" > 
<![%noframes.element;[ 
<!ENTITY % noframes.content  "( %body.qname; )" > 
<!ENTITY % noframes.qname  "noframes" > 
<!ELEMENT %noframes.qname;  %noframes.content; > 
<!-- end of noframes.element -->]]> 
 
<!ENTITY % noframes.attlist  "INCLUDE" > 
<![%noframes.attlist;[ 
<!ATTLIST %noframes.qname; 

%Common.attrib; 
> 
<!-- end of noframes.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

noframes Common body 
※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された要素 
 
 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
noframes 要素は、フレームをサポートしない端末においてのみ表示される内容を

指定する。フレームに対応している端末においては、本要素で指定される内容は

すべて無視する。 
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6.13.3. frame 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % frame.element  "INCLUDE" > 
<![%frame.element;[ 
<!ENTITY % frame.content  "EMPTY" > 
<!ENTITY % frame.qname  "frame" > 
<!ELEMENT %frame.qname;  %frame.content; > 
<!-- end of frame.element -->]]> 
 
<!ENTITY % frame.attlist  "INCLUDE" > 
<![%frame.attlist;[ 
<!ATTLIST %frame.qname; 

%Core.attrib; 
src   %URI.datatype;  #IMPLIED 
frameborder  ( 1 | 0 );  '1' 
marginheight  %Pixels.datatype; #IMPLIED 
marginwidth  %Pixels.datatype; #IMPLIED 
scrolling  ( yes | no | auto ); 'auto' 

> 
<!-- end of frame.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

frame Core, frameborder, marginheight, 
marginwidth, scrolling, src 

EMPTY 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された要素 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 
× △ ○ CT  src 

フレームに含まれる初期内容の URI を表す。 
× × ○ CN 1 frameborder 

フレームの境界線の表示を指示する。 
× × ○ CN  marginheight 

フレームに内容を表示する際の上下のマージン量を表す。

× × ○ CN  marginwidth 

フレームに内容を表示する際の左右のマージン量を表す。

× × ○ CS auto scrolling 

フレームウィンドウのスクロール機能を指定する。 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
frame 要素はフレームの内容と見え方を指定する。 
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属性 
--------------------------------------------------------------- 
src ::= “src” “=” URI 

フレームに含まれる初期内容の URI を表す。 

 
frameborder ::= “frameborder” “=” ( 1 | 0 ) 

フレームの境界線の表示を指示する。 
1 が指定された場合、フレームの境界線を描画する。 
0 が指定された場合、フレームの境界線は描画しない。 

 
marginheight ::= “marginheight” “=” Pixels 

marginwidth ::= “marginwidth” “=” Pixels 

フレームに内容を表示する際の上下および左右のマージンの量を表す。 

 
scrolling ::= “scrolling” “=” ( “auto” | “yes” | “no” ) 

フレームウィンドウのスクロール機能を指定する。 
auto が指定された場合は、必要な場合にスクロール機能が提供される。 
yes が指定された場合は、スクロール機能が提供される。 
no が指定された場合は、スクロール機能が提供されない。 
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6.13.4. iframe 

 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % iframe.element  "INCLUDE" > 
<![%iframe.element;[ 
<!ENTITY % iframe.content  "( #PCDATA | %Flow.mix; )*" > 
<!ENTITY % iframe.qname  "iframe" > 
<!ELEMENT %iframe.qname;  %iframe.content; > 
<!-- end of iframe.element -->]]> 
 
<!ENTITY % iframe.attlist  "INCLUDE" > 
<![%iframe.attlist;[ 
<!ATTLIST %iframe.qname; 

%Core.attrib; 
name  ID   #IMPLIED 
src  %URI.datatype;  #IMPLIED 
frameborder ( 1 | 0 )  '1' 
marginwidth %Pixels.datatype; #IMPLIED 
marginheigh %Pixels.datatype; #IMPLIED 
scrolling ( yes | no | auto ) 'auto' 
height  %Length.datatype; #IMPLIED 
width  %Length.datatype; #IMPLIED 

> 
<!-- end of iframe.attlist -->]]> 
 
 

要素 属性 小内容モデル 
iframe Core, name, src, frameborder, marginheight,

marginwidth, scrolling, height, width 
EMPTY 

※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された要素 
 
属性名 必須 3GC1 3GC2 3GC2F case デフォルト値

× × △ ○ CS  name 
フレームに名前を付ける。ID 属性と同等である。 

× × △ ○ CT  src 
フレームに含まれる初期内容の URI を表す。 

× × × ○ CN 1 frameborder 
フレームの境界線の表示を指示する。 

× × × ○ CN  marginheight 
フレームに内容を表示する際の上下のマージン量を表す。 

× × × ○ CN  marginwidth 
フレームに内容を表示する際の左右のマージン量を表す。 

× × × ○ CS auto scrolling 
フレームウィンドウのスクロール機能を指定する。 

× × △ ○ CN  height 
フレームの高さを表す。 

× × △ ○ CN  width 
フレームの横幅を表す。 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
iframe 要素はインラインフレームの内容と見え方を指定する。 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
src ::= “src” “=” URI 

フレームに含まれる初期内容の URI を表す。 

 
frameborder ::= “frameborder” “=” ( 1 | 0 ) 

フレームの境界線の表示を指示する。 
1 が指定された場合、フレームの境界線を描画する。 
0 が指定された場合、フレームの境界線は描画しない。 

 
marginheight ::= “marginheight” “=” Pixels 

marginwidth ::= “marginwidth” “=” Pixels 

フレームに内容を表示する際の上下および左右のマージンの量を表す。 

 
height ::= “height” “=” Length 

width ::= “width” “=” Length 

フレームに内容を表示する際の高さと幅を指定する。 

 
scrolling ::= “scrolling” “=” ( “auto” | “yes” | “no” ) 

フレームウィンドウのスクロール機能を指定する。 
auto が指定された場合は、必要な場合にスクロール機能が提供される。 
yes が指定された場合は、スクロール機能が提供される。 
no が指定された場合は、スクロール機能が提供されない。 
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6.14. メタ情報モジュール: Metainformation Module 
 
 

 
メタ情報モジュールは、文書の宣言部内（XHTML では head 要素内）で情報を

記述する要素を定義する。  
 
 
 

6.14.1. meta 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % meta.element  "INCLUDE" > 
<![%meta.element;[ 
<!ENTITY % meta.content  "EMPTY" > 
<!ENTITY % meta.qname  "meta" > 
<!ELEMENT %meta.qname;  %meta.content; > 
<!-- end of meta.element -->]]> 
 
<!ENTITY % meta.attlist  "INCLUDE" > 
<![%meta.attlist;[ 
<!ATTLIST %meta.qname; 
 %XHTML.xmlns.attrib; 
 http-equiv NMTOKEN   #IMPLIED 
 content  CDATA   #REQUIRED 
> 
<!-- end of meta.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 
meta content, http-equiv EMPTY 

 
属性名 必須 3GC case デフォルト値 

○ ○ 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。 
× ○ CS  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。 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
meta 要素には 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。 
 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
head 要素の内容モデルとして記載しなければならない。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
meta 要素の内容モデルは EMPTY であるため、XHTML では、 

<meta …. /> 
の様に閉じ括弧を“/>”と記載しなければならない。 
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6.15. スタイル・シート・モジュール: Style Sheet Module 
 
 

 
スタイル・シート・モジュールは、内部スタイル・シートを宣言するときに使う

要素を定義する。 
 
 
 

6.15.1. style 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % style.element  "INCLUDE" > 
<![%style.element;[ 
<!ENTITY % style.content  "( #PCDATA )" > 
<!ENTITY % style.qname  "style" > 
<!ELEMENT %style.qname;  %style.content; > 
<!-- end of style.element -->]]> 
 
<!ENTITY % style.attlist  "INCLUDE" > 
<![%style.attlist;[ 
<!ATTLIST %style.qname; 
 type  %ContentType.datatype; #REQUIRED 
 xml:space ( preserve )  #FIXED 'preserve' 
> 
<!-- end of style.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 
style type, xml:space PCDATA 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

○ ○ ○ CS  type 

この属性は、当該要素内容のスタイルシート言語を指定し、デ

フォルトスタイルシート言語を上書きする。 
× △ × CT preserve xml:space 

空白文字や改行などをそのまま表示する場合に指定する。 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
style 要素は、スタイルシートの指定内容を記述する。style 要素内に記述された指

定が外部スタイルシートと重複している場合は、style 要素の記述が優先される。 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
xml:space ::= “xml:space” “=” ( “preserve” ) 

空白や改行などをそのまま表示したい場合に指定する。属性値は“preserve”に固定

されている。本属性を受信した際の動作を弊社では規定しない。 

 

type ::= “type” “=” Content-Type 

type 属性は、当該要素内容のスタイルシート言語を MIME タイプで指定し、デフ

ォルトスタイルシート言語を上書きする。なお、ソフトバンク携帯電話向け

XHTML においては、スタイルシート言語は「text/css」でなければならない。こ

の属性にデフォルト値はないので、必ず指定しなければならない。 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
head 要素の内容モデルとして記載しなければならない。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け HTML では、style 要素は利用できない。 
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6.16. リンク・モジュール: Link Module 
 
 
 

リンク・モジュールは、外部リソースへのリンクを定義するために用いる要素を

定義する。  
 
 
 

6.16.1. link 
 

 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % link.element  "INCLUDE" > 
<![%link.element;[ 
<!ENTITY % link.content  "EMPTY" > 
<!ENTITY % link.qname  "link" > 
<!ELEMENT %link.qname;  %link.content; > 
<!-- end of link.element -->]]> 
 
<!ENTITY % link.attlist  "INCLUDE" > 
<![%link.attlist;[ 
<!ATTLIST %link.qname; 
 %Common.attrib; 
 href  %URI.datatype;  #IMPLIED 
 rel  stylesheet  #IMPLIED 
> 
<!-- end of link.attlist -->]]> 

 
要素 属性 小内容モデル 
link Common, href, rel EMPTY 

 
属性名 必須 3GC case デフォルト値 

× ○ CT  href 

外部スタイルシートの URI を指定する。 
× ○ CS  rel 

当該文書から href 属性が指定する外部リソースがスタイルシー

トであることを指定するため、stylesheet を指定する。 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け XHTML の link 要素は外部スタイルシートを参照する

場合にのみ利用する。 
 
属性 
--------------------------------------------------------------- 
href ::= “href” “=” %URI 

外部スタイルシートの URI を指定する。 
 
rel ::= “rel” “=” “stylesheet” 

外部リンクがスタイルシートであることを明示するため、属性値は stylesheet で

なければならない。stylesheet 以外の属性値を指定した場合の動作は保証しない。 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
スタイルシート以外のリソースへのリンクは指定できない。head 要素の内容モデ

ルとして記載しなければならない。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け HTML では、link 要素は利用できない。 
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6.17. ベース・モジュール: Base Module 
 
 

 
ベース・モジュールは、当該文書内の相対 URI を解決するときの基本 URI を定

義するために使われる要素を定義する。 
 
 
 

6.17.1. base 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % base.element  "INCLUDE" > 
<![%base.element;[ 
<!ENTITY % base.content  "EMPTY" > 
<!ENTITY % base.qname  "base" > 
<!ELEMENT %base.qname;  %base.content; > 
<!-- end of base.element -->]]> 
 
<!ENTITY % base.attlist  "INCLUDE" > 
<![%base.attlist;[ 
<!ATTLIST %base.qname; 
 href  %URI.datatype;   #REQUIRED 
> 
<!-- end of base.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 
base href EMPTY 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

○ △ ○ CT  href 

絶対 URI(absolute URI)を与える。 
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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。 
 
href 属性の属性値(URI)の 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 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。 
 
 
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、base タグ以降に相対 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 
--------------------------------------------------------------- 
base 要素の内容モデルは EMPTY であるため、閉じ括弧は“/>”と記述しなければ

ならない。 
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6.18. サウンド・モジュール: Sound Module 
 
 

 
サウンド・モジュールは、ソフトバンク拡張モジュールの一つであり、ドキュメ

ントを表示すると同時に音曲を再生する方法を提供する。 
 
 
 

6.18.1. bgsound 
 
 

定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % bgsound.element  "INCLUDE" > 
<![%bgsound.element;[ 
<!ENTITY % bgsound.content  "EMPTY" > 
<!ENTITY % bgsound.qname  "bgsound" > 
<!ELEMENT %bgsound.qname;  %bgsound.content; > 
<!-- end of base.element -->]]> 
 
<!ENTITY % bgsound.attlist  "INCLUDE" > 
<![%bgsound.attlist;[ 
<!ATTLIST %bgsound.qname; 
 %Common.attrib; 
 src  %URI.datatype;   #REQUIRED 
 loop  ( %Number.datatype | infinite ) 'infinite' 
 volume  ( high | middle | low | 0 ) #IMPLIED 
> 
<!-- end of bgsound.attlist -->]]> 

 
要素 属性 小内容モデル 

bgsound Common, src, loop, volume EMPTY 
 

属性名 必須 3GC1 3GC2 case デフォルト値 
○ △ ○ CT  src 

音曲ファイル(SMAF)の在り処を URIで与える。 
× △ ○ CN infinite loop 

音曲ファイルの再生を繰り返す回数を指定する。 
× △ ○ CS  volume 

音曲ファイルの再生時の音量を指定する。 
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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
ファイルを指定する。ただし、端末型によっては一部ファイルが指定できない。

なお、MP4 ファイルを指定することはできない。 
 
src 属性を指定した場合には、loop 属性および volume 属性の指定に従って音曲フ

ァイルを再生する。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
bgsound 要素の内容モデルは EMPTY であるため、閉じ括弧は“/>”と記述しなけ

ればならない。 
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6.19. ソフトバンク・プレゼンテーション・モジュール: 

SoftBank Presentation Module 
 
 

 
ソフトバンク・プレゼンテーション・モジュールは、ソフトバンク拡張モジュー

ルの一つであり、ソフトバンク拡張のプレゼンテーション関係のマークアップの

ためのモジュールである。 
 
 
 

6.19.1. marquee 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % marquee.element  "INCLUDE" > 
<![%marquee.element;[ 
<!ENTITY % marquee.content  " ( #PCDATA )* " > 
<!ENTITY % marquee.qname  "marquee" > 
<!ELEMENT %marquee.qname;  %marquee.content; > 
<!-- end of marquee.element -->]]> 
 
<!ENTITY % marquee.attlist  "INCLUDE" > 
<![%marquee.attlist;[ 
<!ATTLIST %marquee.qname; 
 %Common.attrib; 
 direction ( left | right )  'left' 
 behavior ( scroll | slide | alternate ) 'scroll' 
 scrolldelay %Number.datatype  #IMPLIED 
 scrollamount %Number.datatype  #IMPLIED 
 loop  ( %Number.datatype )  '0' 
 bgcolor  %Color.datatype   #IMPLIED 
> 
<!-- end of marquee.attlist -->]]> 

 
 

要素 属性 小内容モデル 
marquee Common, direction, behavior, scrolldelay, 

scrollamount, loop, bgcolor 
( PCDATA ) * 
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属性名 必須 3GC1 3GC2 3GC2F case デフォルト値

× △ ○ ○ CS left direction 
スクロール方向を指定する。 

× △ ○ ○ CS scroll behavior 
スクロール画面終端での振る舞いを指定する。 

× △ △ ○ CN  scrolldelay 
スクロール移動間隔を msecで与える。 

× △ △ ○ CN  scrollamount 
一度にスクロールする幅を pixelで与える。 

× △ ○ ○ CN 0(無限) loop 
スクロールを繰り返す回数を与える。 

× △ △ ○ CI  bgcolor 
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。 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
タグで挟まれた部分を画面の横方向に自動的にスクロールさせる。 
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6.19.2. blink 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % blink.element  "INCLUDE" > 
<![%blink.element;[ 
<!ENTITY % blink.content  " ( #PCDATA )* " > 
<!ENTITY % blink.qname  "blink" > 
<!ELEMENT %blink.qname;  %blink.content; > 
<!-- end of blink.element -->]]> 
 
<!ENTITY % blink.attlist  "INCLUDE" > 
<![%blink.attlist;[ 
<!ATTLIST %blink.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of blink.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 
blink Common ( PCDATA ) * 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
タグに挟まれた部分(#PCDATA)を明滅する。 
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6.19.3. center 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % center.element  "INCLUDE" > 
<![%center.element;[ 
<!ENTITY % center.content  " ( #PCDATA )* " > 
<!ENTITY % center.qname  "center" > 
<!ELEMENT %center.qname;  %center.content; > 
<!-- end of center.element -->]]> 
 
<!ENTITY % center.attlist  "INCLUDE" > 
<![%center.attlist;[ 
<!ATTLIST %center.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of center.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

center Common ( PCDATA ) * 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
div 要素で align 属性に center 値を与えた場合と等価である。 
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6.19.4. font 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % font.element  "INCLUDE" > 
<![%font.element;[ 
<!ENTITY % font.content  " ( #PCDATA )* " > 
<!ENTITY % font.qname  "font" > 
<!ELEMENT %font.qname;  %font.content; > 
<!-- end of font.element -->]]> 
 
<!ENTITY % font.attlist  "INCLUDE" > 
<![%font.attlist;[ 
<!ATTLIST %font.qname; 
 %Common.attrib; 
 color  %Color.datatype   #IMPLIED 
> 
<!-- end of center.attlist -->]]> 

 

 
要素 属性 小内容モデル 
font Common, color ( PCDATA ) * 

 
属性名 必須 3GC case デフォルト値 

× ○ CI  color 

font コンテント内の文字列の色を指定する。 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
font タグで挟まれた領域のフォントの色を変更する。 
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6.19.5. menu 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % menu.element  "INCLUDE" > 
<![%menu.element;[ 
<!ENTITY % menu.content  "( %li.qname; )+" > 
<!ENTITY % menu.qname  "menu" > 
<!ELEMENT %menu.qname;  %menu.content; > 
<!-- end of menu.element -->]]> 
 
<!ENTITY % menu.attlist  "INCLUDE" > 
<![%menu.attlist;[ 
<!ATTLIST %menu.qname; 
 %Common.attrib; 
 type  ( disc | circle | square ) 'disc' 
> 
<!-- end of menu.attlist -->]]> 
 

 

 
要素 属性 小内容モデル 

menu Common, type ( li ) + 
 

属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 
× △ × CS disc type 

リスト項目のスタイルを指定する。 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
menu コンテントは、ul コンテントと同様「順序無しリスト」を表示する。リス

ト中の個々の項目は li コンテントに与える。 
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6.19.6. dir 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % dir.element  "INCLUDE" > 
<![%dir.element;[ 
<!ENTITY % dir.content  "( %li.qname; )+" > 
<!ENTITY % dir.qname  "dir" > 
<!ELEMENT %dir.qname;  %dir.content; > 
<!-- end of dir.element -->]]> 
 
<!ENTITY % dir.attlist  "INCLUDE" > 
<![%dir.attlist;[ 
<!ATTLIST %dir.qname; 
 %Common.attrib; 
 type  ( disc | circle | square ) 'disc' 
> 
<!-- end of dir.attlist -->]]> 
 

 

 
要素 属性 小内容モデル 
dir Common, type ( li ) + 

 
属性名 必須 3GC 3GC2F case デフォルト値 

× △ × CS disc type 

リスト項目のスタイルを指定する。 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
dir コンテントは、ul コンテントと同様「順序無しリスト」を表示する。リスト中

の個々の項目は li コンテントに与える。 
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6.19.7. u 
 
 

 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
<!ENTITY % u.element  "INCLUDE" > 
<![%u.element;[ 
<!ENTITY % u.content  " ( #PCDATA )* " > 
<!ENTITY % u.qname  "u" > 
<!ELEMENT %u.qname;  %u.content; > 
<!-- end of u.element -->]]> 
 
<!ENTITY % u.attlist  "INCLUDE" > 
<![%u.attlist;[ 
<!ATTLIST %u.qname; 
 %Common.attrib; 
> 
<!-- end of u.attlist -->]]> 
 

 

 
要素 属性 小内容モデル 
u Common ( PCDATA ) * 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
u タグで挟まれた領域(インライン要素)に下線を引く。 
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6.20. ソフトバンク携帯電話向け XHTML における制限事項 

 
 

 

6.20.1. 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 

• object 要素内の param 要素は 10 個まで 

• (frame 対応端末のみ)frameset 要素内の frame 要素は 4 個まで 

 
上記に加え、一部の 3GC 型端末には、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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6.20.2. 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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6.20.3. 異種の要素の入れ子制限 

 
 

 
「inline」要素のコンテントとして「block-level」要素を置くことは出来ない。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

XHTML」の規定外であり、端末上での動作は保証しない。 
 
ソフトバンク携帯電話向け XHTML で可能な要素の入れ子の組合わせは

Appendix.C に一覧する。 
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7. ソフトバンク携帯電話向け CSS の構文と基本

データ型 

 
 
 

7.1. 構文 

 
 
 
本章では、ソフトバンク携帯電話向け CSS の文法および解析規則について説明す

る。なお、本章での本章での説明は、[Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 
Specification]の 4 CSS2 syntax and basic data types に準ずるため、そちらも参

照のこと。 
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7.1.1. 字句解析 

 
 
 

表 7.1.1-1 字句の定義 

字句 定義 
IDENT {ident} 

ATKEYWORD @{ident} 

STRING {string} 

HASH #{name} 

NUMBER {num} 

PERCENTAGE {num}% 

DMENSION {num}{ident} 

URI url¥({w}{string}{w}¥)|url¥({w}([!#$%&*-~]|
{nonascii}|{escape})*{w}¥) 

UNICODE-RANGE U¥+[0-9A-F?]{1,6}(-[0-9A-F]{1,6})? 

CDO <!-- 

CDC --> 

; ; 

{ ¥{ 

} ¥} 

( ¥( 

) ¥) 

[ ¥[ 

] ¥] 

S [ ¥t¥r¥n¥f]+ 

COMMENT ¥/¥*[^*]*¥*+([^/][^*]*¥*+)*¥/ 

FUNCTION {ident}¥( 

INCLUDES ~= 

DASHMATCH |= 

DELIM any other character not matched by the above 
rules 
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表 7.1.1-2 マクロの定義 

マクロ 定義 
ident {nmstart}{nmchar}* 

name {nmchar}+ 

nmstart [a-zA-Z]|{nonascii}|{escape} 

nonascii [^¥0-¥177] 

unicode ¥¥[0-9a-f]{1,6}[ ¥n¥r¥t¥f]? 

escape {unicode}|¥¥[ -~¥200-¥4177777] 

nmchar [a-zA-Z0-9-]|{nonascii}|{escape} 

num [0-9]+|[0-9]*¥.[0-9]+ 

string {string1}|{string2} 

string1 ¥"([¥t !#$%&(-~]|¥¥{nl}|¥'|{nonascii}|{escape})
*¥" 

string2 ¥'([¥t !#$%&(-~]|¥¥{nl}|¥"|{nonascii}|{escape})
*¥' 

nl ¥n|¥r¥n|¥r|¥f 

w [ ¥t¥r¥n¥f]* 

 
 

表 7.1.1-3 生成規則 

文法 定義 
stylesheet [ CDO | CDC | S | statement ]*; 

statement ruleset | at-rule; 

at-rule ATKEYWORD S* any* [ block | ';' S* ]; 

block '{' S* [ any | block | ATKEYWORD S* | ';' ]* '}' 
S*; 

ruleset selector? '{' S* declaration? [ ';' S* 
declaration? ]* '}' S*; 

selector any+; 

declaration property ':' S* value; 

property IDENT S*; 

value [ any | block | ATKEYWORD S* ]+; 

any [ IDENT | NUMBER | PERCENTAGE | DIMENSION | 
STRING | DELIM | URI | HASH | UNICODE-RANGE | 
INCLUDES | FUNCTION | DASHMATCH | '(' any* ')' 
| '[' any* ']' ] S*; 
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7.2. 値の種類 
 
 
 

7.2.1. 整数値と実数値 

 
 
 
値には整数値(<integer>で示す)あるいは実数値(<number>で示す)の 2 種類があ

る。これらの値は 10 進記法でのみ記載できる。<integer>は 0 から 9 までの数字

を 1 個以上記載したものである。<number>は、<integer>と同一か、ゼロ個以上

の数字の後に“.”と 1 個以上の数字が続く形式である。 
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7.2.2. 長さ 

 
 
 
長さ(<length>)の値は縦横の大きさを表す。値は、実数(<number>)と単位識別子

が続く形式である。ソフトバンク携帯電話向け CSS で使用できる単位識別子は以

下に示す。 
 

表 7.2.2-1 単位一覧 

単位 定義 
em 関連フォントの幅を 1em とする 
ex ‘x’の幅を 1ex とする 
px 液晶の 1 ピクセルを 1px とする 
in インチ 
cm センチメートル 
mm ミリメートル 
pt ポイント( 1pt = 1/72in ) 
pc パイカ( 1pc = 12pt ) 
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7.2.3. パーセント値 

 
 
 
パーセント値(<percentage>)は、実数値(<number>)に“％”が続く形式である。

パーセント値は他の値に対する相対値であり、パーセント値を指定できるプロパ

ティには、それぞれの参照先も合わせて定義されている。 
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8. ソフトバンク携帯電話向け CSS 仕様 
 
 
 

ソフトバンク携帯電話向け CSS level2 の仕様を説明する。 
 

 
 

8.1. 説明の構成 

 
 
 
以降、「ソフトバンク携帯電話向け CSS」で利用可能なプロパティを説明する。 
プロパティの説明は以下の構成をとる。 
 
<章番号> <プロパティ> 
 

① 定義：プロパティの定義を与える。 

② 説明：プロパティを説明する。 

③ 値：値を説明する。 

④ 制約：利用上の制約があれば説明する。 

⑤ 差異：CSS2 との間で差異があれば説明する。 

⑥ その他：その他補足説明の必要があれば記載する。 

 
尚、③～⑥について特に記載する事項が無ければ省略する。 
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定義ではプロパティ毎に下記一覧表で説明する。 
 
プロパティ名 
値(Value)  
初期値(Initial)  
適用要素(Applies to)  
継承性(Inherited)  
パーセント値(Percentage value)  
媒体グループ(Media groups)  

 

 

• 値欄では当該要素に記載可能な属性を表す。 

• 小内容モデル欄では当該要素の内容モデルに必ず含まれなければなら

ない要素を記載する。 

• 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。 
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8.2. セレクタ:Selectors 
 
 
 
ソフトバンク携帯電話向け CSS で利用可能なセレクタを以下に説明する。 
 

表 8.2-1 ソフトバンク携帯電話向け CSS で使用可能なセレクタ一覧 

パターン 意味 種類 
* すべての要素にマッチする 汎用セレクタ 
E 名称が E の要素にマッチする タイプセレクタ

E F E 要素の子孫である F 要素にマッチする 子孫セレクタ 
E > F E 要素の子要素である F 要素にマッチする 子セレクタ 
E.foo class 属性値が“foo”である E 要素にマッチ

する 
クラスセレクタ

E#myid ID 属性値が“myid”である E 要素にマッチ

する 
ID セレクタ 

E:link 
E:visited 

アンカーのリンク先をまだアクセスしてい

ない、あるいはアクセス済である E 要素に

マッチする 

リンク擬似 
クラスセレクタ
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8.2.1. 汎用セレクタ:Universal selector 

 
 
 
汎用セレクタは“*”(アスタリスク)で表され、ドキュメント内のすべての要素に対

して、指定されたスタイルを適用する。 
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8.2.2. タイプセレクタ:Type selector 

 
 
 
タイプセレクタは特定の要素対して指定されたスタイルを適用する。 
 
次の規則は、p 要素に対してのみ適用される（p 要素の内容モデルを赤色で表示す

る）。 
 
p { color:red } 
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8.2.3. 子孫セレクタ:Descendant selectors 

 
 
 
ある要素(E)に含まれる特定の要素(F)に対して、指定されたスタイルを適用する。 
 
次の規則は、ol 要素内の li 要素に対して適用される。 
 
ol li { color:red } 
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8.2.4. 子セレクタ:Child selectors 

 
 
 
ある要素(E)の子要素(F)に対して、指定されたスタイルを適用する。子孫セレクタ

よりさらに限定的に適用する要素を指定することが可能である。 
 
次の規則は、div 要素内に含まれる p 要素は赤色で表示されるが、div 要素以外に

ある p 要素は青色で表示される。 
 
* { color:blue } 
div>p { color:red } 
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8.2.5. クラスセレクタ:Class selectors 

 
 
 
指定したクラス属性値をもつ要素に対して、指定されたスタイルを適用する。 
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8.2.6. ID セレクタ:ID selectors 

 
 
 
指定した id 属性値をもつ要素に対して、指定されたスタイルを適用する。 
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8.2.7. リンク擬似セレクタ:The link pesudo-classes: :link and :visited 

  
 
 
アクセスする前およびアクセス後リンクの表示を指定する。body 要素の link 属性

および vlink 属性と同等の動作となる。 
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8.3. マージンプロパティ: Margin properties 
 

 
 
マージンプロパティは、ボックスのマージン領域の幅を指定する。 
 
 
 

8.3.1. Margin 
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
 
margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left 

値 <length> | <percentage> | auto 

初期値 0 

適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 本ボックスを含む親ボックスの横幅に対する割合 

 
 
margin 

値 ( <length> | <percentage> ){1,4} | auto 

初期値  
適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 本ボックスを含む親ボックスの横幅に対する割合 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left プロパティは、それぞれ

上側、右側、下側、左側のマージンを指定する。 
 
margin プ ロ パ テ ィ は 、 ‘margin-top’, ‘margin-right’, ‘margin-bottom’, 
‘margin-left’の 4 つのプロパティを 1 つのプロパティで指定する場合に利用する。 
 
値を一つだけ指定した場合、上下左右すべてのマージンに適用される。 
二つ指定した場合は、(上と下)と(右と左)のマージンにそれぞれ適用される。 
三つ指定した場合は、上と(右と左)と下のマージンにそれぞれ適用される。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかを指定する。 
 

値 意味 
<length> 幅の定数値 
<percentage> 本ボックスを含む親ブロックの横幅に対する割合 
auto 自動的に設定 

 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
値に負の値を指定した場合の動作は保証しない。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS における指定可能な値は、正の値またはパーセン

ト表記に限られる。 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、inherit は指定できない。 
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8.4. パディングプロパティ: Padding properties 
 
 
 
パディングプロパティは、パディングエリアの幅を指定する。 
 
 
 

8.4.1. Padding 
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
 
padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left 

値 <length> | <percentage> 

初期値 0 

適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 本ボックスを含む親ボックスの横幅に対する割合 

 
padding 

値 ( <length> | <percentage> ) {1,4} 

初期値  
適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 本ボックスを含む親ボックスの横幅に対する割合 
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説明 
--------------------------------------------------------------- 
padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left プロパティは、それぞ

れ上側、右側、下側、左側のパディングの幅を指定する。 
 
 
padding プ ロ パ テ ィ は 、 ‘padding-top’, ‘padding-right’, ‘padding-bottom’, 
‘padding-left’の 4 つのプロパティを 1 つのプロパティで指定する場合に利用する。 
 
値を一つだけ指定した場合、上下左右すべてのパディング領域の幅に適用される。 
二つ指定した場合は、(上と下)と(右と左)のパディング領域の幅にそれぞれ適用さ

れる。 
三つ指定した場合は、上と(右と左)と下のパディング領域の幅にそれぞれ適用され

る。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、単位指定またはパーセント表記による指定のみが可能である。単位指定が

無い場合、em 単位として取り扱う。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、inherit は指定できない。 
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8.5. 境界線プロパティ: Border properties 
 
 
 
境界線プロパティは、境界線の幅や色、スタイルなどを指定する。 
 
 
 

8.5.1. Border width 
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
 
border-top-width,border-right-width,border-bottom-width, 
border-left-width 

値 thin | medium | thick | <length> 

初期値 medium 

適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
border-width 

値 ( thin | medium | thick | <length> ) {1,4} 

初期値  
適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 
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説明 

border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width
プロパティは、それぞれ上側、右側、下側、左側の枠線の太さを指定する。 
 
border-width プ ロ パ テ ィ は 、 ‘border-top-width’, ‘border-right-width’, 
‘border-bottom-width’, ‘border-left-width’の4つのプロパティを1つのプロパティ

で指定する場合に利用する。 
 
値を一つだけ指定した場合、上下左右すべての枠線の太さに適用される。 
二つ指定した場合は、(上と下)と(右と左)の枠線の太さにそれぞれ適用される。 
三つ指定した場合は、上と(右と左)と下の枠線の太さにそれぞれ適用される。 
 
 
値 

値は、以下のいずれかを指定する。 
 

値 意味 
thin 細線 
medium 通常の太さ 
thick 太線 
<length> 幅の定数値 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、inherit は指定できない。 
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8.5.2. Border color 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
 
border-top-color,border-right-color,border-bottom-color, 
border-left-color 

値 <color> | transparent 

初期値 colorプロパティ 

適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
border-color 

値 ( <color> | transparent ) {1,4} 

初期値 colorプロパティ 

適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color プロ

パティは、それぞれ上側、右側、下側、左側の枠線の色を指定する。 
 
border-color プ ロ パ テ ィ は 、 ‘border-top-color’, ‘border-right-color’, 
‘border-bottom-color’, ‘border-left-color’の 4 つのプロパティを 1 つのプロパティ

で指定する場合に利用する。 
 
値を一つだけ指定した場合、上下左右すべての枠線の色に適用される。 
二つ指定した場合は、(上と下)と(右と左)の枠線の色にそれぞれ適用される。 
三つ指定した場合は、上と(右と左)と下の枠線の色にそれぞれ適用される。 
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値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかを指定する。 
 

値 意味 
<color> 5.3.1.Colorに記載の表記方法 
transparent 太さがゼロでない場合にのみ、透明化を表す 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、inherit は指定できない。 
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8.5.3. Border style 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, 
border-left-style 

値 none | hidden | solid | groove | dotted | dashed 
| double | ridge | inset | outset 

初期値 none 

適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
border-style 

値 ( none | hidden | solid | groove | dotted | dashed 
| double | ridge | inset | outset) {1,4} 

初期値  
適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style プロ

パティは、それぞれ上側、右側、下側、左側の枠線の種類を指定する。 
 
border-style プ ロ パ テ ィ は 、 ‘border-top-style’, ‘border-right-style’, 
‘border-bottom-style’, ‘border-left-style’の 4 つのプロパティを 1 つのプロパティ

で指定する場合に利用する。 
 
値を一つだけ指定した場合、上下左右すべての枠線の種類に適用される。 
二つ指定した場合は、(上と下)と(右と左)の枠線の種類にそれぞれ適用される。 
三つ指定した場合は、上と(右と左)と下の枠線の種類にそれぞれ適用される。 
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値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかを指定する。 
 

値 意味 
none 枠線無し 
hidden ‘none’と同様であるが、表のセルなど枠線が重なる場合は、

hidden が 優先され、枠線は表示されない。 
solid 実線 
groove 溝付き立体線 
dotted 点線 
dashed 波線 
double 二重線 
ridge 隆起線 
inset 内側が窪んだ立体線 
outset 外側が窪んだ立体線 

 
なお、goove, dotted, dhashed, double, ridge, inset, outset は solid と同様の表示

となる。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値として、inherit は指定できない。また、

solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset は、表示上の差異は無

い。 
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8.5.4. Border shorthand proterties 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
border-top, border-bottom, border-right, border-left 

値 [ (thin|medium|thick) || (none|hidden|solid) || 
<color> ] 

初期値 各プロパティに依存する 
適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
border 

値 [ (thin|medium|thick) || (none|hidden|solid) || 
<color> ] 

初期値  
適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
border-top, border-bottom, border-right, border-left プロパティは、それぞれ上側、

下側、右側、左側の枠線の太さ、種類、色を指定する。指定する順番は任意であ

る。 
 
border プロパティは、上側、下側、右側、左側の枠線を同じ太さ、種類、色を指

定する。指定する順番は任意である。 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、各プロパティを参照のこと。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値として、inherit は指定できない。 
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8.6. 表示プロパティ: The 'display' property 
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
display 

値 none 

初期値 none 

適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
指定された要素をどのように表示するかを指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
none 以外指定できない。 
 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
値には、none のみ指定できる。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値として inline, block, list-item, run-in, 
compact, marker, table, inline-table, tabole-row-group, table-header-group, 
table-footer-group, table-row, table-column-group, table-colomn, table-cell, 
table-caption, inherit は利用できない。 
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8.7. Content width 
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
width 

値 <length> | <percentage> | auto 

初期値 auto 

適用要素 img, input, textarea, hr 要素 
継承性 無 
パーセント値 本ボックスを含む親ボックスの横幅に対する割合 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
要素の幅を指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかを指定する。負の値を指定することはできない。 
 

値 意味 
<length> 幅の定数値 
<percentage> 本ボックスを含む親ボックスの横幅に対する割合 
auto 自動 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、inherit 値は指定できない。 
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8.8. Content height 
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
height 

値 <length> | <percentage> | auto 

初期値 auto 

適用要素 インライン要素, td を除く全要素 
継承性 無 
パーセント値 本ボックスを含む親ボックスの高さに対する割合 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
要素の高さを指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかを指定する。負の値を指定することはできない。 
 

値 意味 
<length> 高さの定数値 
<percentage> 本ボックスを含む親ボックスの高さに対する割合 
auto 自動 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、inherit 値は指定できない。 
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8.9. Line height calculations 
 
 
 

8.9.1. 'line-height'  
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
line-height 

値 normal | <length> | <percentage> | 

初期値 normal 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 要素のフォントサイズに対する割合 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
行送りの間隔を指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかを指定する。負の値を指定することはできない。 
 

値 意味 
normal 要素のフォントサイズに合わせて自動調整 
<length> 高さの定数値 
<percentage> 要素のフォントサイズに対する割合 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、inherit 値は指定できない。 
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8.9.2. 'vertical-align' 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
vertical-align 

値 baseline | sub | super | top | text-top | middle 
| bottom | text-bottom 

初期値 baseline 

適用要素 インラインレベルの要素と表のセル要素 
継承性 無 
パーセント値 要素の line-height プロパティに対する割合 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
インラインボックスの上下位置を指定する。インラインレベル要素にのみ適用さ

れる。 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかを指定する。 
 

値 意味 
baseline 親ボックスのベースラインに揃える 
sub 親ボックスの下付文字として適切な位置に揃える 
super 親ボックスの上付文字として適切な位置に揃える 
top 行上の も背の高い要素に対して要素の上辺を揃える 
text-top 親要素のフォントの上辺に対してボックスの上辺を揃える 
middle 親のベースラインから親の x-height の半分だけ上の線に対

し、ボックスの中心を揃える 
bottom 行上の も背の低い要素に対して要素の下辺を揃える 
text-bottom 親要素のフォントの下辺に対してボックスの下辺を揃える 

 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、<length>, <percentage>, inherit 値は指定

できない。 
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8.10. Lists properties 
 
 

8.10.1. 'list-style-type' 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
list-style-type 

値 disc | circle | square | decimal | lower-roman 
| upper-roman | lower-alpha | upper-alpha | none

初期値 disc 

適用要素 リスト要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
リストマーカの種類を指定する。 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかを指定する。 decimal, lower-roman, upper-roman, 
lower-alpha, upper-alpha が指定された場合、値は各リスト要素毎にインクリメン

トされる。 
 

値 意味 
disc 黒丸(・) 
circle 白丸(○) 
square 四角 
decimal アラビア数字 
lower-roman 小文字のローマ数字 
upper-roman 大文字のローマ数字 
lower-alpha 小文字のアルファベット 
upper-alpha 大文字のアルファベット 
none 無 
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差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に decimal-leading-zero, lower-greek, 
lower-latin, upper-latin, hebrew, armenian, georgian, cjk-ideographic, 
hiragana, katakana, hiragana-iroha, katakana-iroha, inherit 指定できない。 
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8.10.2. 'list-style-image' 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
list-style-image 

値 <uri> | none 

初期値 none 

適用要素 リスト要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
リストマーカとして使用する画像の URI を指定する。list-style-type プロパティ

と同時に設定されている場合、list-style-image プロパティが優先される。URI は
スキームから始まる絶対 URI を記述すること。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかを指定する。 
 

値 意味 
<uri> マーカとして使用する画像の URI 
none 無 

 
例えば、ul要素のマーカとしてURI(http://foo.com/bar.jpz)を指定する場合は、表 
7.1.1-1に記載の表記にしたがって以下のように記載する。 

ul {list-style-image: url(“http://foo.com/bar.jpz”) } 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.10.3. 'list-style-position' 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
list-style-position 

値 inside | outside 

初期値 outside 

適用要素 リスト要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
リスト要素の内容が複数行で表示される場合、2 行目以降の表示位置を指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかを指定する。 
 

値 意味 
inside 2 行目の先頭位置は、マーカの位置 
outside 2 行目の先頭位置は、1 行目の先頭文字の位置 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.10.4. 'list-style' 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
list-style 

値 (disc | circle | square | decimal | lower-roman 
| upper-roman | lower-alpha | upper-alpha | none ) 
|| ( <uri> | none ) || ( inside | outside )  

初期値  
適用要素 リスト要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 
媒体グループ visual 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
list-style-type, list-style-image, list-style-position プロパティを一つのプロパテ

ィで指定する場合に使用する。指定する順序は任意である。URI はスキームから

始まる絶対 URI を記述すること。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
list-style-type, list-style-image, list-style-position の各プロパティの値と同一で

ある。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.11. Colors and backgrounds properties 
 
 
 

8.11.1. 'color' 
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
color 

値 <color> 

初期値 black 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
要素内の文字の色を指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、5.3.1.Colorに記載の表記方法で指定する。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 183 of 236 
複製転載禁止 

 
8.11.2. 'background-color' 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
background-color 

値 <color> | transparent 

初期値 transparent 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
要素内の背景色を指定する。background-color と background-image プロパティ

が同時にしていされている場合は、background-image プロパティが優先される。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかである。 
 

値 意味 
<color> 5.3.1.Colorに記載の表記方法 
transparent 上位要素の背景色が適用される 

 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
background-image プロパティが優先される。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.11.3. 'background-image' 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
background-image 

値 <uri> | none 

初期値 none 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
要素内の背景画像を指定する。値に none を指定した場合や画像ファイルが見つか

らない場合は、背景には何も表示しない。URI はスキームから始まる絶対 URI を
記述すること。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかである。 
 

値 意味 
<uri> 背景として表示する画像の URI 
none 画像無し 

 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
テキストブラウズ設定に関わらず、背景画像は常に取得される。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 185 of 236 
複製転載禁止 

 
8.11.4. 'background-repeat' 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
background-repeat 

値 repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat 

初期値 repeat 

適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
背景画像の繰り返し表示形式を指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかである。 
 

値 意味 
repeat 背景画像を縦横にタイル状に表示する 
repeat-x 背景画像を横方向のみに繰り返し表示する 
repeat-y 背景画像を縦方向のみに繰り返し表示する 
no-repeat 背景画像は一つのみ表示する 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.11.5. 'background-attachment' 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
background-attachment 

値 scroll | fixed 

初期値 scroll 

適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
背景画像を液晶に対してその位置に固定するか、あるいは文書と共にスクロール

するかを指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかである。 
 

値 意味 
scroll 背景画像が文書と共にスクロールする 
fixed 背景画像の位置を固定 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.11.6. 'background-position' 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
background-position 

値 [ [<percentage> | <length> ] {1,2} | [ top | center 
| bottom ] || [ left | center | right ] ] ] 

初期値 0% 0% 

適用要素 ブロックレベル要素 
継承性 無 
パーセント値 表示領域に対する割合 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
背景画像の表示位置を指定する。横方向と縦方向の順で位置を記載する。横方向

の位置は、パディング領域の左側から画像の左側までの距離を表し、縦方向の位

置は、パディング領域の上側から画像の上側までの距離を表す。 
 
例えば、 

0% 0% 
は、画像の左上とパディング領域の左上が一致するように表示される。 
 
なお、値を二つ記述する場合、<percentage>と<length>、キーワードを組み合わ

せて指定することはできない。 
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値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下のいずれかである。 
 

値 意味 
<percentage> 表示領域に対する割合 
<length> 実数値+単位で指定 
top 縦方向の値が 0%指定の意味 
center 50%指定の意味 
bottom 縦方向の値が 100%指定の意味 
left 横方向の値が 0%指定の意味 
right 横方向の値が 100%指定の意味 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.11.7. 'background' 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
background 

値 <‘background-color’> ||  
<‘background-image’> ||  
<‘background-repeat’> ||  
<‘background-attachment’> ||  
<‘background-position’> 

初期値  
適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 background-position プロパティに依存 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
background-color,background-image,background-repeat,background-attachme 
-nt, background-position の各プロパティを一括して指定する場合に使用する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、各プロパティの値である。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.12. Fonts properties 
 
 

8.12.1. Font family  
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
font-family 

値 [ <family-name> | serif | sans-serif | cursive 
| fantasy | monospace ] [, <family-name> | serif 
| sans-serif | cursive | fantasy | monospace ]*

初期値  

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
フォントセット(フォントの優先順位)を指定する。 
serif 等の<generic-family>を指定する際、引用符で囲ってはならない。 
本プロパティは、一部の 3GC 型端末でのみ利用可能である。 
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値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下の値を利用できる。 
 

値 意味 
<family-name> ファミリーネーム 
serif 明朝系フォント 
sans-serif ゴシック系フォント 
cursive 筆記体・草書体系フォント 
fantasy 装飾的なフォント 
monospace 等倍のフォント 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.12.2. Font styling  

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
font-style 

値 normal | italic | oblique 

初期値 normal 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
font-variant 

値 normal | small-caps 

初期値 normal 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
font-weight 

値 normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 
300 | 400 | 500| 600 | 700 | 800 | 900 

初期値 normal 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
フォントのスタイルを指定する。 
 
斜字体を指定する場合は font-style プロパティを使用し、文字の太さを指定する場

合は font-weight プロパティを使用する。ただし、一部の 3GC 型端末でのみ利用

可能である。 
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値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下の値を利用できる。 
 

値 意味 
normal 通常表示 
italic 斜体表示 
oblique 斜体表示 
bold 太字表示 
bolder 太字表示 
lighter 細字表示 
100-900 400 を標準の太さとし、文字の太さを指定する 

 
 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
弊社 3GC 型端末では、italic と oblique は同等に取り扱い、bold,と bolder も同等

に取り扱う。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.12.3. Font size 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
font-size 

値 <absolute-size> | <relative-size> | <length> | 
<percentage> | inherit 

初期値 medium 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 親要素のフォントサイズに対する割合 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
フォントの大きさを指定する。 
ただし、一部の 3GC 型端末でのみ利用可能である。 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下の値を利用できる。 
 

値 意味 
<absolute-size>  

xx-small も小さいサイズ 
x-small  
small  
medium 標準のサイズ 
large  
x-large  

 

xx-large も大きいサイズ 
<relative-size>  

larger 親要素のフォントサイズより一段階小さいサイズ 

smaller 親要素のフォントサイズより一段階大きいサイズ

<length> 実数指定によるサイズ指定 
<percentage> 親要素のフォントサイズに対する割合 
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制約 
--------------------------------------------------------------- 
弊社 3GC 型端末の一部でのみ、フォントサイズの変更が有効である。 
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8.12.4. Shorthand font property 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
font 

値 [[<'font-style'> || <'font-variant'> || 
<'font-weight'> ]? <'font-size'>? 
<'font-family'> ] 

初期値 各プロパティの値に依存する 
適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
font-style, font-weight, font-size プロパティの値を一括して指定する場合に利用

する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、各プロパティの値を指定する。 
 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。また、

font-variant, font-family プロパティは弊社 3GC 型端末の一部でのみ利用可能で

ある。 
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8.13. Text properties 
 
 
 

8.13.1. Indentation  
 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
text-indent 

値 <length> | <percentage> 

初期値 0 

適用要素 ブロックレベル要素 
継承性 有 
パーセント値 本ボックスを含む親ボックスの幅に対する割合 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
先頭行のインデントを指定する。 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下の値を利用できる。 
 

値 意味 
<length> インデントする長さを整数値で指定する。 
<percentage> 本ボックスを含む親ボックスの幅に対する割合で

指定する。 

 
制約 
--------------------------------------------------------------- 
<length>値の場合、実数は指定できない。 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit 指定できない。 
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8.13.2. Alignment 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
text-align 

値 left | right | center | justify 

初期値 left 

適用要素 ブロックレベル要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
テキストの水平位置を指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下の値を利用できる。 
 

値 意味 
left 左寄せ 
right 右寄せ 
center 中央揃え 
justify 両端揃え 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に<string>, inherit は指定できない。

justify は弊社 3GC 型端末の一部で指定可能である。 
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8.13.3. Underlining, overlining, striking, and blinking 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
text-decoration 

値 none | [ underline || overline || line-through 
|| blink ] 

初期値 none 

適用要素 全要素 
継承性 無 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
指定された要素のテキストの装飾を指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下の値を利用できる。 
 

値 意味 
none 何も装飾しない 
underline 下線 
overline 上線 
line-through 打ち消し線 
blink 点滅 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit は指定できない。 
overline は弊社 3GC 型端末の一部で指定可能である。 
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8.13.4. Letter and word spacing 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
letter-spacing 

値 normal | <length> 

初期値 normal 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
word-spacing 

値 normal | <length> 

初期値 normal 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
letter-spacing プロパティは、文字と文字の間隔を指定する。 
 
word-spacing プロパティは、単語と単語の間隔を指定する。 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下の値を利用できる。 
 

値 意味 
normal 標準 
<length> 実数 + 単位による指定 

 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit は指定できない。 
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8.13.5. Capitalization 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
text-transform 

値 capitalize | uppercase | lowercase | none 

初期値 none 

適用要素 全要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
text-transform プロパティは、表示文字の大文字化や小文字化を制御できる。 
本プロパティは弊社 3GC 型端末の一部で指定可能である。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下の値を利用できる。 
 

値 意味 
capitalize 各単語の 初の文字を大文字にする 
uppercase 全ての文字を大文字にする 
lowercase 全ての文字を小文字にする 
none そのまま表示する 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に inherit は指定できない。 
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8.13.6. Whitespace 

 
 
 
定義 
--------------------------------------------------------------- 
white-space 

値 normal | nowrap 

初期値 normal 

適用要素 ブロックレベルの要素 
継承性 有 
パーセント値 N/A 

 
 
説明 
--------------------------------------------------------------- 
white-space プロパティは、空白類文字(スペース、タブ、改行)の扱いを指定する。 
 
 
値 
--------------------------------------------------------------- 
値は、以下の値を利用できる。 
 

値 意味 
normal ソフトバンク携帯電話向け HTML と同等の標準の動作 
nowrap p 要素の mode 属性値に nowrap が指定された場合と同様の動作 

 
 
差異 
--------------------------------------------------------------- 
ソフトバンク携帯電話向け CSS では、値に pre, inherit は指定できない。 
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Appendix.A. ソフトバンク携帯電話向け XHTML要素

および属性一覧 
 
 

 
以下にソフトバンク携帯電話向け XHTML で利用できる要素および属性の一覧を

掲げる。3GC1 型端末および 3GC2 型端末において、表中○は全ての端末で利用可

能であることを表し、△は一部の端末でのみ利用可能であることを表す。3GC2F
型端末において、表中○は端末固有の制限が無い場合に利用可能であることを表

す。 
 

表 A-1 ソフトバンク携帯電話向け XHTML 要素および属性一覧 

端末 Module 要素名 属性名[デフォルト値] 属性値 

3GC1 3GC2 3GC2F
id  ○ ○ ○ 

class  ○ ○ ○ 

共通属性  

style  ○ ○ ○ 

Core  △ △ ○ 共通属性集合  
Common  △ △ ○ 

 ○ ○ ○ html 

version %FPI △ △ ○ 

 ○ ○ ○ head 

profile %URI △ △ × 

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 △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

テキスト・モジ

ュール 

br 

clear※[none] "none" △ △ ○ 
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"left" △ △ ○ 

"right" △ △ ○ 

"all" △ △ ○ 

cite △ △ ○ 

dfn ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 

"left" ○ ○ ○ 

"center" ○ ○ ○ 

div 

align※[left] 

"right" ○ ○ ○ 

em ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 

"left" ○ ○ ○ 

"center" ○ ○ ○ 

h1 - h6 

align※[left] 

"right" ○ ○ ○ 

kbd ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 

"left" ○ ○ ○ 

"center" ○ ○ ○ 

p 

align※[left] 

"right" ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ pre 

xml:space "preserve" △ △ × 

 △ △ ○ q 

cite %URI △ △ ○ 

span ○ ○ ○ 

strong △ △ ○ 

var ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 

accesskey %Character ○ ○ ○ 

directkey※ %Character △ △ ○ 

%URI ○ ○ ○ 

"mailto:" ○ ○ ○ 

href 

"tel:" ○ ○ ○ 

%Number △ △ ○ loop※[1] 

"infinite" △ △ ○ 

memoryname※ CDATA △ △ ○ 

name※ ID ○ ○ ○ 

"select" △ △ ○ soundstart※

[select] "focus" △ △ ○ 

src※ %URI △ △ ○ 

ハイパーテキス

ト・モジュール 

a 

volume※ "high" △ △ ○ 
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"middle" △ △ ○ 

"low" △ △ ○ 

viblength※[1] "1..9" △ △ ○ 

"select" △ △ ○ vibration※ 

"focus" △ △ ○ 

"_self" × △ ○ 

"_parent" × △ ○ 

"_top" × △ ○ 

"_blank" × △ ○ 

target※[_self] 

CDATA × △ ○ 

dl ○ ○ ○ 

dt ○ ○ ○ 

dd ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 

start※[1] %Number ○ ○ ○ 

"1" △ △ ○ 

"a" △ △ ○ 

"A" △ △ ○ 

"i" △ △ ○ 

ol 

type※[1] 

"I" △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

"disc" △ △ ○ 

"circle" △ △ ○ 

ul 

type※[disc] 

"square" △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

"disc" △ △ ○ 

"circle" △ △ ○ 

"square" △ △ ○ 

"1" △ △ ○ 

"a" △ △ ○ 

"A" △ △ ○ 

"i" △ △ ○ 

type※ 

"I" △ △ ○ 

リスト・モジュ

ール 

li 

value※ %Number ○ ○ ○ 

b △ △ ○ 

big △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

"left" ○ ○ ○ 

"center" ○ ○ ○ 

プレゼンテーシ

ョン・モジュー

ル 
hr 

align※[center] 

"right" ○ ○ ○ 
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color※[black] %Color △ △ ○ 

noshade※ "noshade" △ △ ○ 

size※ %Pixels △ △ ○ 

width※[100%] %Length △ △ ○ 

i △ △ ○ 

small △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

action %URI ○ ○ ○ 

"GET" ○ ○ ○ method[GET] 

"POST" ○ ○ ○ 

enctype %ContentType △ ○ ○ 

"_self" × △ ○ 

"_parent" × △ ○ 

"_top" × △ ○ 

"_blank" × △ ○ 

form 

target※[_self] 

CDATA × △ ○ 

 ○ ○ ○ 

"text" ○ ○ ○ 

"password" ○ ○ ○ 

"checkbox" ○ ○ ○ 

"radio" ○ ○ ○ 

"submit" ○ ○ ○ 

"reset" ○ ○ ○ 

"hidden" ○ ○ ○ 

type[text] 

"file" △ ○ ○ 

name CDATA ○ ○ ○ 

value CDATA ○ ○ ○ 

checked "checked" ○ ○ ○ 

size %Number ○ ○ ○ 

maxlength[5000] %Number ○ ○ ○ 

accesskey %Number ○ ○ ○ 

directkey※ %Number △ △ ○ 

"hiragana" △ △ ○ 

"katakana" △ △ ○ 

"hankakukana" △ △ ○ 

"alphabet" △ △ ○ 

mode※ 

"numeric" △ △ ○ 

1 △ △ ○ 

2 △ △ ○ 

フォーム・モジ

ュール 

input 

istyle※ 

3 △ △ ○ 
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4 △ △ ○ 

"select" △ △ ○ soundstart※

[select] "focus" △ △ ○ 

src %URI △ △ ○ 

%Number △ △ ○ loop※[1] 

"infinite" △ △ ○ 

"hight" △ △ ○ 

"middle" △ △ ○ 

volume※ 

"low" △ △ ○ 

viblength※ "1..9" △ △ ○ 

"select" △ △ ○ vibration※ 

"focus" △ △ ○ 

width※ %Length △ △ ○ 

height※ %Length △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

accesskey %Number △ △ ○ 

label 

for IDREF △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

name CDATA ○ ○ ○ 

size %Number △ △ ○ 

select 

multiple "multiple" ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 

value CDATA ○ ○ ○ 

option 

selected "selected" ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 

name CDATA ○ ○ ○ 

rows %Number ○ ○ ○ 

cols %Number ○ ○ ○ 

maxlength※[5000] %Number △ △ × 

accesskey %Number ○ ○ ○ 

"hiragana" △ △ ○ 

"katakana" △ △ ○ 

"hankakukana" △ △ ○ 

"alphabet" △ △ ○ 

mode※[hiragana] 

"numeric" △ △ ○ 

1 △ △ ○ 

2 △ △ ○ 

3 △ △ ○ 

textarea 

istyle※ 

4 △ △ ○ 

fieldset ○ ○ ○ 
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 △ △ ○ 

disabled "disabled" × × ○ 

optgroup 

label %Text △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

border※ %Number △ △ ○ 

bordercolor※

[black] 
%Color △ △ ○ 

bgcolor※ %Color △ △ ○ 

table 

width %Length ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 

"top" △ △ ○ 

"bottom" △ △ ○ 

"left" △ △ ○ 

caption 

align※[top] 

"right" △ △ ○ 

  ○ ○ ○ 

"left" ○ ○ ○ 

"center" ○ ○ ○ 

align 

"right" ○ ○ ○ 

"top" △ △ ○ 

"middle" △ △ ○ 

tr 

valign[middle] 

"bottom" △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

rowspan[1] %Number ○ ○ ○ 

colspan[1] %Number ○ ○ ○ 

nowrap※ "nowrap" △ △ ○ 

bgcolor※[white] %Color △ △ ○ 

"left" ○ ○ ○ 

"center" ○ ○ ○ 

align[left] 

"right" ○ ○ ○ 

"top" △ △ ○ 

"middle" △ △ ○ 

td 

valign[middle] 

"bottom" △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

rowspan[1] %Number ○ ○ ○ 

colspan[1] %Number ○ ○ ○ 

nowrap※ "nowrap" △ △ ○ 

bgcolor※[white] %Color △ △ ○ 

"left" ○ ○ ○ 

"center" ○ ○ ○ 

align[left] 

"right" ○ ○ ○ 

基本表モジュー

ル 

th 

valign[middle] "top" △ △ ○ 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 209 of 236 
複製転載禁止 

"middle" △ △ ○ 

"bottom" △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

src %URI ○ ○ ○ 

alt %Text ○ ○ ○ 

height %Length ○ ○ ○ 

width %Length ○ ○ ○ 

"top" △ △ ○ 

"middle" △ △ ○ 

"bottom" △ △ ○ 

"left" △ △ ○ 

align※[bottom] 

"right" △ △ ○ 

hspace※ %Pixels △ △ ○ 

画像モジュール img 

vspace※ %Pixels △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

declare "declare" △ △ ○ 

data %URI ○ ○ ○ 

type %ContentType ○ ○ ○ 

standby %Text △ △ ○ 

height %Length ○ ○ ○ 

width %Length ○ ○ ○ 

classid CDATA △ △ ○ 

object 

codebase %URI △ △ ○ 

 △ △ ○ 

name CDATA △ △ ○ 

オブジェクト・

モジュール 

param 

value CDATA △ △ ○ 

 △ △ ○ 

rows %MultiLengths × △ ○ 

frameset※ 

cols %MultiLengths × △ ○ 

 △ △ ○ 

src %URI △ △ ○ 

"1" × × ○ frameborder[1] 

"0" × × ○ 

marginheight %Pixels × × ○ 

marginwidth %Pixels × × ○ 

"yes" × × ○ 

"no" × × ○ 

frame※ 

scrolling[auto] 

"auto" × × ○ 

 × △ ○ 

フレーム・モジ

ュール 

iframe※ 

name ID × △ ○ 
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src %URI × △ ○ 

"1" × × ○ frameborder[1] 

"0" × × ○ 

marginheight %Pixels × × ○ 

marginwidth %Pixels × × ○ 

"yes" × × ○ 

"no" × × ○ 

scrolling[auto] 

"auto" × × ○ 

height %Length × △ ○ 

width %Length × △ ○ 

noframes △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

"content-type" ○ ○ ○ 

"expires" ○ ○ ○ 

http-equiv 

"cache-control" △ △ ○ 

HTTP-Date △ △ ○ 

"no-cache" ○ ○ ○ 

"no-store" △ △ ○ 

メタ情報モジュ

ール 

meta 

content 

"max-age" △ △ ○ 

 ○ ○ ○ 

type %ContentType ○ ○ ○ 

スタイル・シー

ト・モジュール 

style 

xml:space "preserve" △ △ × 

 ○ ○ ○ 

href %URI ○ ○ ○ 

リンク・モジュ

ール 

link 

rel "stylesheet" ○ ○ ○ 

 △ △ ○ 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" △ △ ○ 

ソフトバンク・

プレゼンテーシ

ョン・モジュー

ル 

marquee※ 

behavior[scroll]

"slide" △ △ ○ 
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"alternate" △ △ ○ 

scrolldelay %Number △ △ ○ 

scrollamount %Number △ △ ○ 

loop[0] %Number △ △ ○ 

bgcolor %Color △ △ ○ 

blink※ ○ ○ ○ 

center※ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ font※ 

color %Color ○ ○ ○ 

 △ △ ○ 

"disc" △ △ × 

"circle" △ △ × 

menu※ 

type[disc] 

"square" △ △ × 

 △ △ ○ 

"disc" △ △ × 

"circle" △ △ × 

dir※ 

type[disc] 

"square" △ △ × 

u※ △ △ ○ 

 
※: ソフトバンク携帯電話向け XHTML で拡張された要素および属性 
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Appendix.B. ソフトバンク携帯電話向け CSS プロパ

ティ一覧 

 
 
 

以下にソフトバンク携帯電話向け CSS で利用できるデータタイプおよびプロパテ

ィの一覧を掲げる。 
 

表 B-1 ソフトバンク携帯電話向け CSS データタイプ一覧 

対応端末 データタイプ 値の種別 
3GC 3GC

2F 
<integer> 整数値 ○ ○ 
<number> 実数値 △ ○ 

px △ ○ 
em △ ○ 
ex △ ○ 
in △ × 
cm △ × 
mm △ × 
pt △ × 

<length> 

pc △ × 
<percentage> % ○ ○ 
<uri> URI △ ○ 

colorname ○ ○ <color> 

#rrggbb ○ ○ 
<length> ○ ○ <margin-width> 

<percentage> ○ ○ 
<length> ○ ○ <padding-width> 

<percentage> ○ ○ 
thin ○ ○ 
medium ○ ○ 
thick ○ ○ 

<border-width> 

<length> ○ ○ 
none ○ ○ 
solid ○ ○ 

<border-style> 

dashed ○ ○ 
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dotted ○ ○ 
hidden ○ ○ 
double ○ ○ 
groove ○ ○ 
ridge ○ ○ 
inset ○ ○ 
outset ○ ○ 
<color> ○ ○ <background-color> 

transparent ○ ○ 
<uri> ○ ○ <background-image> 

none ○ ○ 
repeat △ ○ 
repeat-x △ ○ 
repeat-y △ ○ 

<background-repeat> 

no-repeat △ ○ 
fixed △ ○ <background-attachment> 

scroll △ ○ 
<percentage> △ ○ 
<length> △ ○ 
top △ ○ 
center △ ○ 
bottom △ ○ 
left △ ○ 

<background-position> 

right △ ○ 
<family-name> フォントファミリ名 △ × 

serif △ × 
sans-serif △ × 
cursive △ × 
fantasy △ × 

<font-family> 

<generic-family> 

monospace △ × 
normal △ △ 
italic △ △ 

<font-style> 

oblique △ △ 
normal △ △ <font-variant> 

small-caps △ △ 
normal △ △ 
bold △ △ 
bolder △ △ 
lighter △ △ 

<font-weight> 

100-900 △ △ 
xx-small △ ○ 
x-small △ ○ 

<font-size> <absolute-size> 

medium △ ○ 



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 214 of 236 
複製転載禁止 

large △ ○ 
x-large △ ○ 
xx-large △ ○ 
larger △ ○ <relative-size> 

smaller △ ○ 
<length> △ ○ 
<percentage> △ ○ 
disc △ ○ 
circle △ ○ 
square △ ○ 
decimal △ ○ 
lower-roman △ ○ 
upper-roman △ ○ 
lower-alpha △ ○ 
upper-alpha △ ○ 

<list-style-type> 

none △ ○ 
inside △ ○ <list-style-position> 

outside △ ○ 
<uri> △ ○ <list-style-image> 

none △ ○ 
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表 B-2 ソフトバンク携帯電話向け CSS プロパティ一覧 

対応端末  プロパティ名[デフォルト値] 値 
3GC 3GC

2F 
margin-top[0] <margin-width> ○ ○ 
margin-right[0] <margin-width> ○ ○ 
margin-bottom[0] <margin-width> ○ ○ 
margin-left[0] <margin-width> ○ ○ 

Margin 
properties 

margin <margin-width>{1,4} ○ ○ 
padding-top[0] <padding-width> ○ ○ 
padding-right[0] <padding-width> ○ ○ 
padding-bottom[0] <padding-width> ○ ○ 
padding-left[0] <padding-width> ○ ○ 

Padding 
properties 

padding <padding-width>{1,4} ○ ○ 
border-top-width 
[medium] 

<border-width> ○ ○ 

border-right-width 
[medium] 

<border-width> ○ ○ 

border-bottom-width 
[medium] 

<border-width> ○ ○ 

border-left-width 
[medium] 

<border-width> ○ ○ 

Border 
width 
properties 

border-width <border-width>{1,4} ○ ○ 
<color> ○ ○ border-top-color 

"transparent" △ △ 
<color> ○ ○ border-right-color 

"transparent" △ △ 
<color> ○ ○ border-bottom-color 

"transparent" △ △ 
<color> ○ ○ border-left-color 

"transparent" △ △ 
<color> ○ ○ 

Border 
color 
properties 

border-color 

"transparent" ○ ○ 
border-top-style 
[none] 

<border-style> ○ ○ 

border-right-style 
[none] 

<border-style> ○ ○ 

border-bottom-style 
[none] 

<border-style> ○ ○ 

border-left-style 
[none] 

<border-style> ○ ○ 

Border 
style 
properties 

border-style <border-style>{1,4} ○ ○ 
<border-width> ○ ○ Border 

shorthand 
border-top 

<border-style> ○ ○ 
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<color> ○ ○ 
<border-width> ○ ○ 
<border-style> ○ ○ 

border-right 

<color> ○ ○ 
<border-width> ○ ○ 
<border-style> ○ ○ 

border-bottom 

<color> ○ ○ 
<border-width> ○ ○ 
<border-style> ○ ○ 

border-left 

<color> ○ ○ 
<border-width> ○ ○ 
<border-style> ○ ○ 

properties 

border 

<color> ○ ○ 
Colors and 
background 
(Foregroun
d color) 

color[black] <color> ○ ○ 

background-color 
[transparent] 

<background-color> ○ ○ 

background-image 
[none] 

<background-image> ○ ○ 

background-repeat 
[repeat] 

<background-repeat> △ ○ 

background-attachment 
[scroll] 

<background-attachment> △ ○ 

Colors and 
background 
(Backgroun
d) 

background-position <background-position> △ ○ 
<background-color> ○ ○ 
<background-image> ○ ○ 
<background-repeat> △ ○ 
<background-attachment> △ ○ 

Colors and 
background 
(Backgroun
d shorthand 
properties
) 

background 

<background-position> △ ○ 
font-family <font-family> △ × 
font-style[normal] <font-style> △ △ 
font-variant[normal] <font-variant> △ △ 
font-weight[normal] <font-weight> △ △ 
font-size[medium] <font-size> △ ○ 

<font-style> △ △ 
<font-variant> △ △ 
<font-weight> △ △ 
<font-size> △ ○ 

Font 
specificat
ion 
properties 

font 

<font-family> △ × 
list-style-type 
[disc] 

<list-style-type> ○ ○ 

list-style-position 
[outside] 

<list-style-position> △ ○ 

Lists 
properties 

list-style-image 
[none] 

<list-style-image> ○ ○ 
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<list-style-type> △ ○ 
<list-style-image> △ ○ 

list-style 

<list-style-position> △ ○ 
<length> ○ ○ text-indent[0] 

<percentage> ○ ○ 
"left" ○ ○ 
"right" ○ ○ 
"center" ○ ○ 

Text 
(Indicatio
n) 

text-align[left] 

"justify" △ × 
"none" ○ ○ 
"blink" ○ ○ 
"underline" ○ ○ 
"overline" △ ○ 

Text 
(Decoratio
n) 

text-decoration[none] 

"line-through" △ ○ 
"capitalize" △ △ 
"uppercase" △ △ 
"lowercase" △ △ 

Text 
(Transform
ation) 

text-transform 

"none" △ △ 
"normal" △ ○ white-space[normal] 

"nowrap" △ △ 
"normal" △ × letter-spacing[none] 

<length> △ × 
"normal" △ × 

Text 
(Whitespea
ce) 

word-spacing[none] 

<length> △ × 
Visual 
formatting 
(Display 
properties
) 

display "none" ○ ○ 

<length> ○ ○ 
<percentage> ○ ○ 

width[auto] 

"auto" ○ ○ 
<length> ○ ○ 
<percentage> ○ ○ 

height[auto] 

"auto" ○ ○ 
"top" △ ○ 
"middle" △ ○ 
"bottom" △ ○ 
"baseline" △ ○ 
"sub" △ ○ 
"super" △ ○ 
"text-top" △ ○ 

Visual 
formatting 
(Content 
width and 
height) 

vertical-align 
[baseline] 

"text-bottom" △ ○ 
Visual line-height[normal] "normal" △ △ 
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<number> △ △ 
<length> △ △ 

formatting 
(Line 
height 
calculatio
ns) 

<percentage> △ △ 
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Appendix.C. 要素の入れ子 
 
 
 

ソフトバンク携帯電話向け XHTML で可能な「親要素→子要素」の組合わせを以

下に一覧する。 
 
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 XHTML」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 
body *1 いずれか一方必須 

html 

frameset *1 いずれか一方必須 
title 必須 
meta  
link  
style  

head 

base  
h1  
h2  
h3  
h4  
h5  
h6  
ul  
ol  
dl  
dir  

body 

menu  



 

 
Web Content Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved         Page 220 of 236 
複製転載禁止 

p  
div  
pre  
blockquote  
address  
hr  
marquee  
center  
table  
form  
fieldset × 

title #PCDATA 必須 
br  
span  
em  
strong  
dfn  
kbd  
var  
cite  
q  
i  
b  
big  
small  
blink  
u  
font  
a  
img  
object  
bgsound  
input  
select  
texarea  
label  

h1 - h6 
p 
address 
span 
em 
strong 
dfn 
kbd 
var 
cite 
q 
dt 
i 
b 
big 
small 
caption 

#PCDATA  
h1  
h2  

blockquote 

h3  
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h4  
h5  
h6  
ul  
ol  
dl  
dir  
menu  
p  
div  
pre  
blockquote  
address  
hr  
marquee  
center  
table  
form  
fieldset  
h1  
h2  
h3  
h4  
h5  
h6  
ul  
ol  
dl  
dir  
menu  
p  
div  
pre  
blockquote  
address  
hr  
marquee  
center  
table  

div 
dd 
li 
fieldset 

form  
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fieldset  
br  
span  
em  
strong  
dfn  
kbd  
var  
cite  
q  
i  
b  
big  
small  
blink  
u  
font  
a  
img  
object  
bgsound  
input  
select  
texarea  
label  
#PCDATA  
br  
span  
em  
strong  
dfn  
kbd  
var  
cite  
q  
a  

pre 

#PCDATA  
br  
span  

a 

em  
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strong  
dfn  
kbd  
var  
cite  
q  
i  
b  
big  
small  
blink  
u  
font  
img  
object × 
bgsound  
input × 
select × 
texarea × 
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 
ol li 必須 
ul li 必須 
menu li 必須 
dir li 必須 

h1  
h2  
h3  
h4  
h5  
h6  
ul  
ol  
dl  
dir  
menu  

form 

p  
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div  
pre  
blockquote  
address  
hr  
marquee  
center  
table  
fieldset  
br  
span  
em  
strong  
dfn  
kbd  
var  
cite  
q  
i  
b  
big  
small  
blink  
u  
font  
a  
img  
object  
bgsound  
input  
select  
texarea  

label 

#PCDATA  
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 
optgroup option 必須 
option #PCDATA  
textarea #PCDATA  

caption  table 

tr 必須 
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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 
h1  
h2  
h3  
h4  
h5  
h6  
ul  
ol  
dl  
dir  
menu  
p  
div  
pre  
blockquote  
address  
form  
br  
span  
em  
strong  
dfn  
kbd  
var  
cite  
q  
i  
b  
big  
small  
blink  
u  
font  
a  
img  
object  
bgsound  

th 
td 

input  
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select  
texarea  
label  
#PCDATA  
h1 × 
h2 × 
h3 × 
h4 × 
h5 × 
h6 × 
ul × 
ol × 
dl × 
dir × 
menu × 
p × 
div × 
pre × 
blockquote × 
address × 
hr × 
marquee × 
center × 
table × 
form × 
fieldset × 
br × 
span × 
em × 
strong × 
dfn × 
kbd × 
var × 
cite × 
q × 
i × 
b × 

object 

big × 
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small × 
blink × 
u × 
font × 
a × 
img × 
object × 
bgsound × 
input × 
select × 
texarea × 
label × 
param  
#PCDATA × 
frameset *2 少なくともいずれか一方必須 
frame *2 少なくともいずれか一方必須 

frameset 

noframes  
noframes body 必須 

h1 × 
h2 × 
h3 × 
h4 × 
h5 × 
h6 × 
ul × 
ol × 
dl × 
dir × 
menu × 
p × 
div × 
pre × 
blockquote × 
address × 
hr × 
marquee × 
center × 

iframe 

table × 
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form × 
fieldset × 
br × 
span × 
em × 
strong × 
dfn × 
kbd × 
var × 
cite × 
q × 
i × 
b × 
big × 
small × 
blink × 
u × 
font × 
a × 
img × 
object × 
bgsound × 
input × 
select × 
texarea × 
label × 

style #PCDATA  
marquee #PCDATA  
center #PCDATA  
blink #PCDATA  
u #PCDATA  
font #PCDATA  
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ソフトバンク携帯電話向け XHTML で不可能な要素の組合わせを以下に一覧する。 
 
以下で「子孫要素」とは「親要素」の中に入れ子にできない要素である。「子孫要

素」には、直接の親子関係以外に親と「子の子孫」、即ち親要素と孫(およびその子

孫)要素の関係も含むものとする。 
 

表 C-2 要素の入れ子不可一覧 

親要素 子孫要素 備考 
i  
b  
big  
small  
blink  
u  
font  
img  
object  
bgsound  
input  
select  
textarea  

pre 

label  
a  
object  
input  
select  
textarea  

a 

label  
form form  
label label  
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ソフトバンク携帯電話向け XHTML で入れ子にする必要がある要素の組合わせを

以下に一覧する。 
 
以下で「子要素」は「祖先要素」の中に入れ子にする必要がある要素である。「祖

先要素」には、直接の親子関係以外に親と「親の親」、即ち子要素と親(およびその

祖先)要素の関係も含むものとする。 
 

表 C-3 要素の入れ子一覧 

子要素 祖先要素 備考 
input form  
select form  
textarea form  
label form  
fieldset form  
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