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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] 

• Powered by JBlend™, (C)1997-2010 Aplix Corporation. All rights reserved.  

• JBlend および JBlend に関する商標は、日本およびその他の国における株式会

社アプリックスの登録商標または商標です。 

• 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定された JBlend ®を搭載してい

ます。 

• Java および Java に関する商標は、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または商標です。 

• 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。 

• Bluetooth は米国 Bluetooth SIG,Inc.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、S!カラオケ、MEXA、ステーション、スカイメール、PC サイトブラウザは

ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。 

• S!アプリは、Java™に対応したアプリケーションです。 

• OpenGL®および、OpenGL® ES は米 Silicon Graphics, Inc.の登録商標です。 

• QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

• 着うた® は株式会社ソニー･ミュージックエンタテインメントの登録商標です。 

• PowerPoint、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の

国における登録商標です。 

 

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 
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■修正履歴 
Version 日付 内容 
1.0.0 2006/10/1 初版 
1.0.1 2007/1/26 2.4.2.2 利用可能なデータフォルダ 

 表 2.4.2.2-1 アクセス可能なフォルダ新規追加 
2.4.3.4 利用可能なデータフォルダ 
 表 2.4.3.4-1 アクセス可能なフォルダ新規追加 
2.4.9.2. メールデータフォーマット 
 新規追加 
2.4.24.3.1 エリアコード取得 
 表 2.4.24.3.1-2 エリアコード一覧(911T)新規追加 

1.0.2 2007/6/1 2.2 MEXA 仕様一覧 
表 2.2 1 MEXA 機能一覧修正記載 

2.4.8.1 概要 
文言修正記載 

2.4.8.2 アドレス帳の取得 
表 2.4.8.2-2 アドレス帳の取得方法新規追加 

2.4.8.2.1 アドレスデータの取得 
既存の記載を新規項版に伴い移行 

2.4.8.2.2 アドレス帳からの登録データ取得 
新規追加 

2.4.8.3.1 アドレス帳データの設定 
新規追加 

2.4.8.4.1 アドレス帳検索機能 
新規追加 

2.4.9.5 メールボックス 
 文言追加記載 
2.4.24.3.1 エリアコード取得 
表 2.4.24.3.1-1 エリアコード一覧修正記載 

2.4.28 MEXA EnhancedGraphics(Graphics 拡張) 
新規追加 

1.0.3 2007/10/5 2.2 MEXA 仕様一覧 
表 2.2.1 MEXA 機能一覧 追記 

2.3.3 MEXA Core (DeviceControl/LocationUpdateListener) 
 メソッド新規追加 
2.3.3.9 伝送速度取得 
 新規追加 
2.3.5 MEXA Core(3D Graphics) 
 新規追加/修正 
2.4.3 MEXA Unit1(FileUtility) 
 メソッド新規追加 
 ファイルタイプ追加 
2.4.8 MEXA Unit2(Address) 
 シークレット登録データの扱い 注意書き追記 
2.4.9 MEXA Unit2(Mail) 
 添付ファイルの設定 記載追加 
2.4.10 MEXA Unit2(ApplicationManager) 
 表 2.4.10 2 setPausedTransitMenu()メソッドに指定するパラメー



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 4 of 192 
複製転載禁止 

タ 表差替え 
MEXA Unit2 (ImageEncoder)及び MEXA Unit2（GraphicsUtil）を 
MEXA UnitG へ移行 
2.4.26 MEXA Bluetooth 

表 2.4.26.2-1 接続 表差替え 
2.4.29 MEXA EnhancedRMS 
 新規追加 
 
誤記載 修正 

1.0.4 2008/1/11 2.4.30 MEXA TMR 
 新規追加 (MEXA Core より移行、Option 化) 

1.0.5 2008/4/18 2.2. MEXA 仕様一覧 
表 2.2 1 MEXA 機能一覧に、以下の項目を追加 
・ com.mexa.bluetooth パッケージ 

2.3.6 MEXA Core (InflateInputStream) 
deflate 圧縮に関する記述を追記 

2.4.26. MEXA Bluetooth 
「com.mexa.bluetooth」パッケージに関する表記および、パッケー

ジ一覧を追加 
1.0.6 2008/8/1 2.3.8.1.9. SMAF/Phrase 

既存の記載を新規項版に伴い移行 
2.4.26.3. 切断 
図 2.4.26.3-1 MEXA Bluetooth 切断シーケンス 図差し替え 

2.4.26.4. 通信 
図 2.4.26.4-1 MEXA Bluetooth 通信シーケンス 図差し替え 

 
誤記載 修正 

1.0.7 2008/8/28 2.2. MEXA 仕様一覧 
表 2.2-1 MEXA 機能一覧に、IrDA1.1 に関する内容を追記 

2.4.19. MEXA IrDA 
表 2.4.19-1 com.j_phone.io パッケージに、IrDA1.1 に関する内容を

追記 
1.0.8 2008/11/27 2.2. MEXA 仕様一覧 

表 2.2-1 MEXA 機能一覧に、以下の項目および注意事項を追記 
・ OPGL 
・ StorageConnection の機能欄に Version に関する注意事項 

2.3.3.6. 位置情報の取得 
表 2.3.3.6-1 位置情報の取得メソッドの機能欄に、取得できる測地

系の値を追記 
2.4.2. MEXA Unit1 (StorageConnection) 

表 2.4.2-2 StorageConnection インタフェースのフィールドに、以下

の項目を追記 
・ StorageConnection. ATTRIBUTE_CATEGORY 
・ StorageConnection. ATTRIBUTE_DESCRIPTION 
・ StorageConnection. ATTRIBUTE_NAME 
・ StorageConnection. ATTRIBUTE_VENDOR 
・ StorageConnection. ATTRIBUTE_VERSION 
・ StorageConnection.TYPE_JAVA 
・ StorageConnection.TYPE_PDF 
・ StorageConnection.TYPE_WORD 
・ StorageConnection.TYPE_EXCEL 
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・ StorageConnection.TYPE_POWERPOINT 
表 2.4.2.1-1 StorageConnection インタフェースのメソッドに、以下

の項目を追記 
・ String getApplicationDescription(String attribute) 
・ InputRandomAccess openInputRandomAccess() 

2.4.31. MEXA OPGL 
新規追加 

 
誤記載 修正 

1.0.9 2009/10/8 2.2. MEXA 仕様一覧 
表 2.2-1 MEXA 機能一覧に、以下の項目を追記 
・ Display Rotation Sensor 

2.4.32. MEXA Display Rotation Sensor 
新規追加 

 
誤記載 修正 

1.1.0 2010/4/23 MIDP 1.0 対応端末に関する記載を削除 
2.5.1. JSCL ResourceOperator 
項目削除 

2.5.2.1.2. アプリケーションタイマー 
項目削除 

2.5.3. JSCL Player 
項目削除 

2.5.4. JSCL SerialConnection 
項目削除 

 
誤記載、修正 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 6 of 192 
複製転載禁止 

0. イントロダクション .......................................................................................................... 12 

0.1. 目的 .............................................................................................................................. 12 
0.2. 前提 .............................................................................................................................. 12 
0.3. 参考文献 ....................................................................................................................... 13 
0.4. 本書の構成 ................................................................................................................... 16 

1. はじめに............................................................................................................................ 17 

2. MEXA/JSCL .......................................................................................................................... 18 

2.1. MEXA およびJSCLの概要 .......................................................................................... 18 
2.1.1. JSCL..................................................................................................................... 18 
2.1.2. MEXA（メキサ）................................................................................................. 18 

2.2. MEXA 仕様一覧........................................................................................................... 19 
2.3. MEXA Core.................................................................................................................. 25 

2.3.1. MEXA Core (Sprite) ............................................................................................ 25 
2.3.1.1. 概要 ...........................................................................................................................25 
2.3.1.2. スプライト処理コマンド ...........................................................................................27 
2.3.1.3. 仮想画面／フレームバッファ／実画面......................................................................28 
2.3.1.4. SpriteCanvasの使用手順 ..........................................................................................30 

2.3.2. MEXA Core (URLDecoder / Encoder) ................................................................ 33 
2.3.3. MEXA Core (DeviceControl / LocationUpdateListener) ................................... 34 

2.3.3.1. LCDバックライト（S!アプリ点滅）の制御 ................................................................34 
2.3.3.2. 8 方向キーの状態取得 ...............................................................................................35 
2.3.3.3. キーの押下状態取得 ..................................................................................................37 
2.3.3.4. バイブレータの制御 ..................................................................................................37 
2.3.3.5. キーオートリピート ..................................................................................................38 
2.3.3.6. 位置情報の取得 .........................................................................................................38 
2.3.3.7. 起動パラメータの取得...............................................................................................39 

2.3.3.7.1. MIDlet-Slave-Application属性利用によるパラメータ取得 ....................................39 
2.3.3.8. 位置情報更新リスナー...............................................................................................39 

2.3.4. MEXA Core (FixedPoint / Vector2D).................................................................. 41 
2.3.4.1. FixedPointクラス ......................................................................................................41 
2.3.4.2. Vector2Dクラス .........................................................................................................42 

2.3.5. MEXA Core (3D Graphics).................................................................................. 43 
2.3.5.1.  概要 ...............................................................................................................................43 
2.3.5.2.  MascotCapsuleについて...............................................................................................44 

2.3.5.2.1. 各バージョンの機能差異 .........................................................................................44 
2.3.5.2.2. 端末に搭載するMascotCapsuleのバージョンについて...........................................45 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 7 of 192 
複製転載禁止 

2.3.5.2.3. MascotCapsule V4 利用時の注意点 ........................................................................46 
2.3.5.3. グラフィックアクセラレータについて ...........................................................................47 

2.3.5.3.1. 各バージョンの機能差異 .........................................................................................47 
2.3.5.3.2. 端末に搭載するグラフィックアクセラレータのバージョンについて .....................49 
2.3.5.3.3. オフスクリーン・イメージの高速処理 ....................................................................49 

2.3.6. MEXA Core (InflateInputStream)...................................................................... 51 
2.3.6.1. InflateInputStreamクラスの使用法 .........................................................................51 
2.3.6.2. InflateInputStreamクラスを使用するサンプルコード ............................................53 

2.3.7. MEXA Core (MediaPlayer) ................................................................................. 55 
2.3.7.1. 概要 ...........................................................................................................................56 

2.3.7.1.1. メディアプレイヤークラス・インタフェース ....................................................56 
2.3.7.1.2. MIDPでのメディアプレイヤーの使用法 ............................................................58 

2.3.7.1.3. メディアの再生・停止 ............................................................................................61 
2.3.7.2. イベントの待ち受け ..................................................................................................63 
2.3.7.2.1. SmafPlayer.............................................................................................................64 
2.3.7.2.2. MediaFactoryクラスによるプレイヤーの自動生成 ................................................66 

2.3.8. MEXA Core (PhrasePlayer) ................................................................................ 67 
2.3.8.1. 概要 ...........................................................................................................................68 

2.3.8.1.1. メロディ再生 ......................................................................................................69 
2.3.8.1.2. フレーズ再生 ......................................................................................................70 
2.3.8.1.2.1. オーディオ再生 ................................................................................................72 
2.3.8.1.2.2. メディアプレイヤーとフレーズプレイヤー .....................................................73 

2.3.8.1.3. フレーズプレイヤーのクラス・インタフェース構成 ..............................................73 
2.3.8.1.4. フレーズプレイヤー使用手順概略 ..........................................................................74 
2.3.8.1.5. 再生データの生成（Phraseクラス、AudioPhraseクラス） ..................................75 
2.3.8.1.6. フレーズプレイヤー（PhrasePlayerクラス）........................................................75 
2.3.8.1.7. フレーズデータの再生 （PhraseTrackクラス）....................................................77 

2.3.8.1.7.1. フレーズデータの設定・解除 ..........................................................................77 
2.3.8.1.7.2. イベントリスナーの設定..................................................................................77 
2.3.8.1.7.3. トラックの状態取得・音量設定 .......................................................................78 
2.3.8.1.7.4. フレーズデータの再生、停止、一時停止、再開 ..............................................79 

2.3.8.1.8. フレーズデータの同期再生（PhraseTrackクラス） ..............................................79 
2.3.8.1.8.1. 同期設定...........................................................................................................79 
2.3.8.1.8.2. 同期解除...........................................................................................................80 
2.3.8.1.8.3. 再生・停止 .......................................................................................................81 

2.3.8.1.9. オーディオデータの再生 （AudioPhraseTrackクラス） ......................................81 
2.3.9. MEXA Core (LocalizedTextBox / TextField) ...................................................... 82 

2.3.9.1. 日本語テキスト入力用クラスの導出 .........................................................................82 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 8 of 192 
複製転載禁止 

2.3.9.2. 文字入力制限 .............................................................................................................83 
2.3.9.3. 文字入力モードの設定...............................................................................................84 

2.3.10. MEXA Core (FEP Control)................................................................................ 85 
2.3.10.1. FEPControlインスタンスの取得...............................................................................85 

2.4. MEXA Option .............................................................................................................. 86 
2.4.1. MEXA Unit 1 (BrowserConnection)................................................................... 86 

2.4.1.1. 概要 ...........................................................................................................................86 
2.4.1.2. BrowserConnectionインタフェース .........................................................................87 

2.4.2. MEXA Unit1 (StorageConnection) ..................................................................... 88 
2.4.2.1. 概要 ...........................................................................................................................89 
2.4.2.2. 利用可能なデータフォルダ........................................................................................93 
2.4.2.3. ファイル操作可否 ......................................................................................................93 

2.4.3. MEXA Unit1 (FileUtility) ................................................................................... 95 
2.4.3.1. 概要 ...........................................................................................................................95 
2.4.3.2. FileUtilityクラス ......................................................................................................96 
2.4.3.3. FileUtilityフィールド< JSCL-1.3.2 以降>...............................................................96 
2.4.3.4. 利用可能なデータフォルダ........................................................................................97 
2.4.3.5. ファイル操作可否 ......................................................................................................97 

2.4.4. MEXA Unit1 (MemoryCard)............................................................................... 98 
2.4.5. MEXA Unit2 (Player)........................................................................................ 100 
2.4.6. MEXA Unit2 (Resident) .................................................................................... 101 

2.4.6.1. 待受アプリと通常起動のS!アプリでの着信通知、アラーム通知.............................107 
2.4.6.2. 待受アプリ設定 ..........................................................................................................109 

2.4.7. MEXA Unit2 (PhoneCall) ................................................................................. 110 
2.4.7.1. 概要 ......................................................................................................................... 111 
2.4.7.2. 音声発信 .................................................................................................................. 111 
2.4.7.3. 通話状態の取得 ....................................................................................................... 112 

2.4.8. MEXA Unit2 (Address) ..................................................................................... 113 
2.4.8.1. 概要 ......................................................................................................................... 113 
2.4.8.2. アドレス帳の取得 .................................................................................................... 113 

2.4.8.2.1. アドレス帳データの取得....................................................................................... 114 
2.4.8.2.2. アドレス帳からの登録件数取得 ............................................................................ 115 

2.4.8.3. アドレス帳の登録 .................................................................................................... 116 
2.4.8.3.1. アドレス帳データの設定....................................................................................... 117 

2.4.8.4. アドレス帳の検索 .................................................................................................... 117 
2.4.8.4.1. アドレス帳検索機能 .............................................................................................. 118 

2.4.8.5. アドレス帳のインポート、エクスポート ................................................................ 119 
2.4.9. MEXA Unit2 (Mail) ........................................................................................... 120 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 9 of 192 
複製転載禁止 

2.4.9.1. 概要 .........................................................................................................................121 
2.4.9.2. メールデータフォーマット......................................................................................122 
2.4.9.3. メールの送信 ...........................................................................................................122 
2.4.9.4. 続きメールの受信 ....................................................................................................125 
2.4.9.5. メールボックス .......................................................................................................126 

2.4.10. MEXA Unit2 (ApplicationManager) ................................................................ 129 
2.4.10.1. 概要 .........................................................................................................................129 
2.4.10.2. 機能遷移 ..................................................................................................................129 

2.4.11. MEXA Unit2 (SubDisplay) ............................................................................... 130 
2.4.11.1. 概要 .........................................................................................................................130 
2.4.11.2. 背面液晶非サポート端末 .........................................................................................131 

2.4.12. MEXA Unit2 (Flip) ............................................................................................ 132 
2.4.13. MEXA Unit2 (PhoneState) ............................................................................... 133 
2.4.14. MEXA Unit2 (ImageUtil).................................................................................. 135 
2.4.15. MEXA Unit G (ImageEncoder)......................................................................... 136 
2.4.16. MEXA Unit G (GraphicsUtil) ........................................................................... 138 
2.4.17. MEXA Camera................................................................................................... 140 
2.4.17.1. Camera Connection ................................................................................... 140 
2.4.17.1.1. 概要 ............................................................................................................. 140 
2.4.17.1.2. 静止画撮影 .................................................................................................. 141 
2.4.17.2. Video Connection ....................................................................................... 143 
2.4.17.2.1. 概要 ............................................................................................................. 143 
2.4.18. MEXA BarCode ................................................................................................. 145 

2.4.18.1. 概要 .........................................................................................................................145 
2.4.18.2. バーコードの読み取り.............................................................................................146 

2.4.19. MEXA IrDA ....................................................................................................... 148 
2.4.19.1. 概要 .........................................................................................................................148 

2.4.20. MEXA RemoteControl....................................................................................... 149 
2.4.20.1. 概要 .........................................................................................................................149 

2.4.21. MEXA VoiceRecognition ................................................................................... 151 
2.4.22. MEXA Karaoke.................................................................................................. 152 

2.4.22.1. 概要 .........................................................................................................................154 
2.4.22.2. マイク入力...............................................................................................................155 
2.4.22.3. ミキシング出力 .......................................................................................................156 
2.4.22.4. エコー......................................................................................................................156 
2.4.22.5. 継続起動 ..................................................................................................................156 
2.4.22.6. マイク音量調整 .......................................................................................................156 
2.4.22.7. マイクエコー調整 ....................................................................................................157 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 10 of 192 
複製転載禁止 

2.4.22.8. ピッチ検出...............................................................................................................158 
2.4.22.9. 採点基準データ抽出 ................................................................................................158 
2.4.22.10. 採点情報付きSMAFデータ.....................................................................................159 
2.4.22.11. S!アプリの再生速度取得および設定 ......................................................................159 
2.4.22.12. 時刻未設定時の振る舞い ........................................................................................160 

2.4.23. MEXA MotionControl ....................................................................................... 161 
2.4.23.1. 概要 .........................................................................................................................161 
2.4.23.2. センサモード設定 ....................................................................................................162 
2.4.23.3. 姿勢情報の計測 .......................................................................................................162 
2.4.23.4. サンプリング周期の設定 .........................................................................................166 
2.4.23.5. 姿勢情報の蓄積 .......................................................................................................166 
2.4.23.6. 姿勢情報の取得 .......................................................................................................167 
2.4.23.7. キーイベント代替 ....................................................................................................168 
2.4.23.8. 原点設定 ..................................................................................................................168 

2.4.24. MEXA TV........................................................................................................... 169 
2.4.24.1. 概要 .........................................................................................................................169 
2.4.24.2. TV起動 ....................................................................................................................169 
2.4.24.3. TV情報の取得..........................................................................................................170 

2.4.24.3.1. エリアコード取得 ...............................................................................................170 
2.4.24.4. 録画予約、視聴予約機能 <MEXA 1.0 以降 > ........................................................173 

2.4.24.4.1. 録画予約情報、視聴予約情報の取得 ...................................................................173 
2.4.24.4.2. 録画、視聴予約の設定 ........................................................................................174 
2.4.24.4.3. 録画、視聴予約の削除 ........................................................................................175 
2.4.24.4.4. 予約情報（録画・視聴）更新イベント ...............................................................175 

2.4.25. MEXA EnhancedFEP Control .......................................................................... 176 
2.4.25.1. 概要 .........................................................................................................................176 
2.4.25.2. 部分画面FEP表示位置.............................................................................................176 

2.4.26. MEXA Bluetooth ............................................................................................... 177 
2.4.26.1. 概要 .........................................................................................................................178 
2.4.26.2. 接続 .........................................................................................................................180 
2.4.26.3. 切断 .........................................................................................................................181 
2.4.26.4. 通信 .........................................................................................................................182 
2.4.26.5. ライフサイクル .......................................................................................................182 
2.4.26.6. MEXA Bluetooth利用S!アプリでの制限事項..........................................................183 

2.4.27. MEXA Enhanced 3D Graphics (3D Graphics拡張) ......................................... 184 
2.4.27.1. 概要 .........................................................................................................................184 

2.4.28. MEXA Enhanced Graphics (Graphics拡張) ..................................................... 185 
2.4.28.1. 概要 .........................................................................................................................185 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 11 of 192 
複製転載禁止 

2.4.29. MEXA Enhanced RMS...................................................................................... 186 
2.4.29.1. 概要 .........................................................................................................................186 

2.4.30. MEXA TMR ....................................................................................................... 187 
2.4.30.1. 概要 .........................................................................................................................187 

2.4.31. MEXA OPGL ..................................................................................................... 188 
2.4.31.1. 概要 .........................................................................................................................188 
2.4.31.2. MEXA OPGL利用S!アプリでの制限事項................................................................189 

2.4.32. MEXA Display Rotation Sensor ....................................................................... 190 
2.4.32.1. 概要 .........................................................................................................................190 
2.4.32.2. MIDxlet-WideScreen属性との競合 ........................................................................191 
2.4.32.3. MEXA Display Rotation Sensor利用S!アプリでの制限事項 ..................................191 

2.5. その他（JSCLのみ）................................................................................................. 192 
2.5.1. JSCL ApplicationManager................................................................................ 192 

2.5.1.1. 概要 .........................................................................................................................192 
2.5.1.1.1. RecordStore随時書き込み ....................................................................................192 

 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 12 of 192 
複製転載禁止 

 

0.  イントロダクション 

 
 
 

0.1. 目的 

 
 
本書は S!アプリを作成する際に必要な技術情報を開発者様（以下「CP 様」と表

記）に提供するものである。 
 
本書では弊社が規定した拡張ライブラリである J-PHONE Specific Class 
Library(以下、JSCL)および、JSCL をベースとして再定義した拡張ライブラリ

である Mobile Entertainment eXtension API(以下、MEXA＜メキサ＞)を利用し

た S!アプリの作成について説明する。 
 
 

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。 
 

 JavaTM2  
 J2ME 
 CLDC 1.1 : Connected Limited Device Configuration 1.1 
 MIDP 2.0 : Mobile Information Device Profile 2.0 
 Location API : Location API for J2ME 1.0 
 MMAPI 1.1 : Mobile Media API 1.1 
 WMA 1.1 : Wireless Messaging API 1.1 
 M3G : Mobile 3D Graphics API for J2ME 

 
    その他、弊社提供の各種開発ガイドを熟知していること。 
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0.4. 本書の構成 

 
 
本書は以下の構成である。 
 
1章 はじめに   ：各サービスの呼称について説明する。 
2章 MEXA/JSCL：MEXA/JSCL を利用した S!アプリについて説明する。 
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1.  はじめに 

 
本書では、表のように各サービスを呼称する。 
 

表記 内容 
端末 S!アプリに対応した携帯電話 
S!アプリサーバ S!アプリを格納する弊社が指定する WWW サーバ 

S!アプリ ソフトバンク携帯電話で提供される JavaTM サービスの名称およびア

プリケーションの総称 
ネイティブ S!アプリを使用しない端末の機能 

SMAF 端末用マルチメディアコンテンツ用データフォーマット

Synthetic music Mobile Application Format の略 
SMAF/MA2 音源 LSI MA2 での再生に対応した SMAF 
SMAF/MA3 音源 LSI MA3 での再生に対応した SMAF 
SMAF/MA5 音源 LSI MA5 での再生に対応した SMAF 
SMAF/MA7 音源 LSI MA7 での再生に対応した SMAF 
SMAF/Phrase S!アプリ用に複数メロディの重畳再生に対応した SMAF 

MIDlet 
CLDC と MIDP のみを使用して動作するアプリケーション 
以降では、各種 JSR および MEXA/JSCL を使用しているものも

MIDlet と表記する。 

JSCL J-PHONE Specific Class Library、弊社が定義した拡張ライブラ

リ 

MEXA（メキサ） Mobile Entertainment eXtention API、JSCL をベースとして弊社

が定義した拡張ライブラリ 
JSCL-1.2.2 対応端

末 
System.getProperty( ”microedition.profiles” )の取得する値が ”

MIDP-2.0 JSCL-1.2.2” である端末 
JSCL-1.3.2 対応端

末 
System.getProperty( ”microedition.profiles” )の取得する値が ”

MIDP-2.0 JSCL-1.3.2” である端末 

MIDP 2.0  
対応端末（X） 

User-Agent にて取得する値が 
“Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1” 
および MEXA/JSCL を搭載した端末 

MIDP 2.0  
対応端末（S） 

User-Agent にて取得する値が 
“Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1” 
である端末 
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2.  MEXA/JSCL 
 
 

2.1.  MEXA および JSCL の概要 
 
 

2.1.1.  JSCL 
 
 
J-PHONE Specific Class Library(JSCL)は、Mobile InformationDevice Profile  
for JavaTM2 Platform, Micro Edition(MIDP)を端末に実装する際に、拡張プロフ

ァイルとして実装されるクラスライブラリである。 
本書では、JSCL の詳細について説明する。 
 
 

2.1.2.  MEXA（メキサ） 
 
 
Mobile Entertainment eXtension API（MEXA）とは、JSCL を元に再定義した

クラスライブラリである。MEXA は Core 部分と Option 部分とに大別される。

Core では、S!アプリにおいて主要なパッケージおよびクラスなど基本機能部分を

規定しており、Option ではハードウェアに依存したパッケージおよびクラスなど

特別機能部分を規定している。 
本書では、MEXA の Core および Option の詳細について説明する。 
 
 
MIDP 仕様に関する詳細は、Sun Microsystems, Inc.の仕様書を参照のこと。 
尚、本資料は Java に関する開発経験があり、一般的な開発情報をある程度前提

に書かれている。その種の情報を必要とする場合は、Java に関する入門書・専

門書・雑誌記事や論文を参照のこと。 
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2.2.  MEXA 仕様一覧 
 
MEXA は MEXA Core と MEXA Option で構成されている。下表に MEXA 仕様

の一覧を示す。 
尚、MEXA および各 JSCL における各インタフェース、メソッド、フィールドの

対応については、MEXA/JSCL 利用編 付録を参照のこと。 
 

表 2.2-1 MEXA 機能一覧 
オプショ

ン名 パッケージ クラス・インタフェース・ 
メソッド・フィールド 機能 

com.jblend.graphi
cs.sprite 

SpriteCanvas  スプライト描画機能  

URLDecoder com.j_phone.io  
  URLEncoder  

文字エンコード・デコード  

DeviceControl *  
   BACK_LIGHT  
   EIGHT_DIRECTIONS  
   KEY_STATE  
   VIBRATION  
   blink  
   getDefaultDeviceControl  
   getDeviceState  
   getKeyRepeatState  
   isDeviceActive  
   setDeviceActive  
   setKeyRepeatState  
   getLatitude  
   getLongitude  
   getPlaceName  
   getWakeupParam  
   setLocationUpdateListener  
   updateLocationInfo 
   ※ MEXA 2.0(Core 2.0)以降 

getMyTelNumber 
getIMEI 

com.j_phone.syste
m  

LocationUpdateListener  

デバイス制御  
・LCD バックライト（S!アプリ 
点滅）制御  

・８方向キー状態の取得 
・キーの押下状態取得 
・バイブレータの制御 
・端末が把握している位置情報の 
取得 

・位置情報の更新結果イベントを 
待受けるリスナー登録 

・位置情報更新リスナー 
 ※ MEXA 2.0(Core 2.0)以降 
・自局番号取得 
・製造番号取得 
 

FixedPoint  com.j_phone.util  
Vector2D  

固定小数点・ 
2 次元ベクトル演算  

Graphics3D  
ActionTable  
AffineTrans  
Effect3D  
Figure  
FigureLayout 
Light 
Texture 
Util3D 

Core 

com.jblend.graphi
cs.j3d  

Vector3D 

3D ポリゴン描画  
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com.jblend.io  InflateInputStream deflate 形式で圧縮されたデータスト

リームの伸長  
MediaImageOperator 
MediaPlayerListener 
MediaData 
MediaFactory * 
   getMediaPlayer(byte[]) 
   getMediaPlayer(String) 

com.jblend.media  

MediaPlayer 

メディア再生  

SmafDataTag 
SmafPlayerListener 
SmafData 

com.jblend.media.
smaf  

SmafPlayer 

SMAF 形式のメディアの再生  

PhraseEventType 
PhraseTrackListener 
AudioPhrase 
AudioPhraseTrack 
Phrase 
PhrasePlayer 

com.jblend.media.
smaf.phrase  

PhraseTrack 

フレーズ再生  

LocalizedTextBox com.jblend.micro.l
cdui  LocalizedTextField 

日本語入力  

com.j_phone.ui  FEPControl FEP（Front End Processor）の制御 

com.j_phone.io  BrowserConnection ブラウザ制御 
com.j_phone.io  StorageConnection ストレージ制御 

※ 一部 MEXA2.3(Unit 1 3.0)以降対

応 
com.j_phone.io  FileUtility * 

   getInstance() 
   COUNT_LIMIT 
   EXISTS 
   FILETYPE_DIFFERENT 
   INSUFFICIENT 
   OTHER_ERROR 
   WRITABLE 
   WRITE_PROTECT 
   getFreeSpace(String) 
   getMediaPlayer(String) 
   play(String) 
   play(byte[], int) 
   precheckStorable(String, int) 

ファイルアクセス 
 
※ 一部 MEXA2.0(Unit 1 2.1)以降対

応 

MemoryCardListener 

Unit 1  

com.j_phone.syste
m  DeviceControl *  

   MEMORY_CARD  
   MEMORY_CARD_OFF  
   MEMORY_CARD_ 

READ_ONLY  
   MEMORY_CARD_ 

WRITABLE  
   MEMORY_CARD_ 

メモリーカードアクセス  
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WRITE_PROTECTED  
   setMemoryCardListener 
JpegData com.jblend.media.

jpeg  JpegPlayer 
PngData com.jblend.media.

png  PngPlayer 

メディアプレイヤー制御  

com.j_phone.midl
et  

ResidentMIDlet 

MailListener 
RingStateListener 
ScheduledAlarmListener 
TelephonyListener 

com.j_phone.syste
m  

DeviceControl *  
   BATTERY  
   FIELD_INTENSITY 
   NEW_ARRIVAL_STATE 

_CALL  
   NEW_ARRIVAL_STATE_ 

MAIL  
   getNewArrivalState  
   setMailListener  
   setRingStateListener  
   setScheduledAlarmListener  
   setTelephonyListener 

待受アプリ制御  

com.j_phone.io  PhoneConnection 
com.j_phone.phon
edata  

CallInfo 
電話発信  

DataElement 
DataEnumeration 
PhoneData 
DataElementFactory 

com.j_phone.phon
edata  

PhoneDataConnector 

電話番号データの操作  

AddressBook com.j_phone.phon
edata  AddressData 

アドレスデータの操作  

MailData 
ReceivedMailBox 

com.j_phone.phon
edata  

SentMailBox 
com.j_phone.io FileUtility *  

   play(MailData, int) 

メールボックスデータの操作  

com.j_phone.syste
m  

ApplicationManager アプリケーションマネージャの制御 

MailTransportListener com.j_phone.syste
m  MailAgent 

メールの送信  

com.j_phone.syste
m  

SubDisplay 背面ディスプレイの制御  

BodyOpenListener 

Unit 2  

com.j_phone.syste
m  DeviceControl *  

   FLIP_CLOSED  
   FLIP_OPENED  
   FLIP_STATE  
   setBodyOpenListen 

折りたたみ端末の開閉状態の取得  
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PhoneStateListener com.j_phone.syste
m  DeviceControl * 

   setPhoneStateListener 

電話通信状態の取得  

com.j_phone.util  ImageEncoder 画像エンコーディング  
※ MEXA2.0(Unit 2 2.0)以降 

Unit G へ移行 
com.j_phone.util  GraphicsUtil グラフィックス描画  

※ MEXA2.0(Unit 2 2.0)以降 
Unit G へ移行 

com.j_phone.util  ImageUtil 画像処理  
com.j_phone.util ImageEncoder 画像エンコーディング 

※ MEXA2.0(Unit 2 2.0 以降)  
Unit G 
 

com.j_phone.util GraphicsUtil グラフィックス描画 
※ MEXA2.0(Unit 2 2.0 以降) 

CameraConnection 
VideoConnection 

Camera com.j_phone.io  

OpticalDeviceConnection 

カメラ  
ビ デ オ  ※ MEXA1.1 以 降 対 応

(Camera 2.0 以降) 

BarCode com.j_phone.io  BarCodeConnection バーコードリーダ  

ClientObexConnection 
ObexConnection 
ServerObexConnection 

IrDA com.j_phone.io  

ConnectionException 

赤外線通信 
※ 一部 MEXA 2.2 
（IrDA 1.1）以降対応 

RemoteControl RemoteC
ontrol 

com.j_phone.io  
RemoteControlData 

赤外線リモコン  

VoiceRecognitionListener 
VoiceRecognition 

Voice 
Recogniti
on 

com.j_phone.io  

VoiceRecognitionDictionary 

音声認識  

FileUtility * 
getMediaData(String) 

   getMediaData(String, int) 
   getMediaPlayer(String, int) 
MicControlListener 
MicControl 

com.j_phone.io  

PitchScanData 
SpeakerStateListener com.j_phone.syste

m  DeviceControl * 
   SPEAKER_EXTERNAL 
   SPEAKER_INTERNAL 
   SPEAKER_STATE 
   setSpeakerStateListener 
KaraokePlayerListener 
KaraokeData 
KaraokePlayer 
ReferenceEvent 

com.j_phone.medi
a.karaoke  

ReferenceScore 

Karaoke 

com.j_phine.medi MediaFactory * 

カラオケ  
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a   MEDIA_TYPE_KARAOKE 
  MEDIA_TYPE_SMAF 

   getMediaPlayer(byte[], int) 
  getMediaPlayer(String, int) 

MotionDetectiveSensor Motion 
Control 

com.j_phone.syste
m  PostureInfo 

5 軸 / 6 軸センサ検出データの取得  

TelevisionConnection 

TelevisionReserveData 

TV com.j_phone.io  

TelevisionReserveDataListener 

TV 再生・視聴・録画予約 

Enhance
dFEP 
Control 

com. j_phone.ui EnhancedFEPControl 拡張ＦＥＰ 

SeekListener 
SessionListener 
BaseService 
BluetoothManager 
Device 
LocalService 
RemoteService 
SessionBase 
SessionManager 

com.vodafone.blue
tooth 

SessionMember 

Bluetooth®通信 
※ 一部 MEXA 1.2 
（Bluetooth® 1.1）以降対応 

SeekListener 
SessionListener 
BaseService 
BluetoothManager 
Device 
LocalService 
RemoteService 
SessionBase 
SessionManager 

Bluetooth
® 

com.mexa.bluetoo
th 

SessionMember 

Bluetooth®通信 
※ MEXA 2.1 
（Bluetooth 2.0）以降対応 

Enhance
d 3D 
Graphics 

com.jblend.graphi
cs.j3d 

Texture モデル用、環境マッピング用のテクス

チャデータ制御 
※ MEXA 1.1 以降対応 
 

Enhance
d 
Graphics 

com.mexa.lcdui EnhancedGraphics 描画拡張機能 
※ MEXA 1.2 以降対応 

Enhance
d RMS 

com.mexa.rms CacheRecords RecordStore 制御 
※ MEXA 1.2 以降対応 

TMR com.j_phone.syste
m 

DeviceControl *  
RAB_GPRS 
RAB_R99 
RAB_HSDPA_C6 
RAB_HSDPA_C7 
RAB_NULL 
RAB_MEASUREMENT 
RAB_INDEFINITE 

伝送速度取得 
※ MEXA2.0 以降対応 
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getTransmissionRate 
Buffer 
ByteBuffer 
FloatBuffer 
IntBuffer 
OpglGraphics 

OPGL com.mexa.opgl 

ShortBuffer 

OpenGL®機能 
※ MEXA2.3 以降対応 

Display 
Rotation 
Sensor 

com.j_phone.syste
m 

DeviceControl * 
STYLE_PORTRAIT 
STYLE_LANDSCAPE 
getStyle 
setStyleChangedListener 

 
StyleChangedListener 

描画方向切り替えイベントの取得 
※ MEXA2.1 以降対応 

そ の 他

(JSCL 
 のみ) 

com.j_phone.syste
m 

WakeupListener  タイマーイベント 
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2.3.  MEXA Core 
 
 

2.3.1.  MEXA Core (Sprite) 
 
 
■ com.jblend.graphics.sprite パッケージ 
 
このパッケージには SpriteCanvas を含んでいる。メソッド名をよりわかりやす

く、S!アプリがフレームバッファの生成や削除をできるようにした。 
 

表 2.3.1-1 com.jblend.graphics.sprite パッケージ 

名前 内容 

クラス 
SpriteCanvas 

このクラスは、MIDP の Canvas クラスを継承したクラスであ

る。Canvas の機能に加えて、スプライト描画機能を提供する。

8＊8 画素の正方画素ブロック（スプライトデータ）に、回転、

反転、色指定、透過などの画像処理を行ってから、仮想画面や

フレームバッファに描画できる。仮想画面上の画像データは、

LCD 表示メモリへ転送したり、仮想画面上で移動したりでき

る。 
 
 

2.3.1.1.  概要 

 
クラス構成： 
SpriteCanvas は、MIDP の Canvas クラスを継承したクラスである。Canvas の

機能に加えて、スプライト描画機能を提供する。S!アプリ側で SpriteCanvas ま

たはその派生クラスのインスタンスを生成して使用する。 
SpriteCanvas の描画機能を使うには、通常の Canvas 派生クラスの使い方と同

様に Display オブジェクトの setCurrent()メソッドによって SpriteCanvas オブ

ジェクトを「現在の Displayable」として指定する。そして、SpriteCanvas のメ

ソッドを呼び出す。 
SpriteCanvas の描画機能以外の、例えばキーイベントに関する制御などは、

Canvas クラスの機構に沿って実装すること。例えばキーイベントを待ち受ける

には、Canvas クラスの keyPressed()などのメソッドをオーバーライドする。 
 
機能概要： 
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スプライトデータは、各画素 256 色、縦横それぞれ 8 画素の正方ブロックのグラ

フィックスデータである。SpriteCanvas では、スプライトデータに対し、左右

反転、上下反転、回転、カラーパレットによる色データ指定などの画像処理を行

い、「仮想画面」や「フレームバッファ」に描画する機能を提供する。 
仮想画面は端末にひとつ存在し、その画面サイズは端末に依存する。仮想画面の

内容はフレームバッファに転送できる。フレームバッファは SpriteCanvas オブ

ジェクトが保持する一種のスクリーンバッファで、S!アプリが SpriteCanvas の

メソッドによって生成する必要がある。 
典型的な使用方法では、S!アプリは仮想画面に描画した背景内容をフレームバッ

ファに転送し、さらにその上にスプライトデータを描画した後、フレームバッフ

ァ全体を「実画面」に転送する。実画面に転送された画像は端末の画面に表示さ

れ、ユーザの目に見える形となる。S!アプリはこれらの処理を全て SpriteCanvas
のメソッドによって行う。尚、仮想画面への描画は、スプライトデータの描画だ

けでなく、MIDP の Graphics クラスによる描画も可能である。 
スプライトデータに対する画像処理は「スプライト処理コマンド」によって表現

する。図 2.3.1.1-1 にスプライト処理コマンドの概念を示す。 
 

 
図 2.3.1.1-1 スプライト処理コマンドモデル 

 
S!アプリは8＊8画素のスプライトデータを用意してSpriteCanvasオブジェクト

に登録する。SpriteCanvas オブジェクトはスプライトデータ配列を保持する。

画像処理を伴う描画を実行しても、SpriteCanvas が保持するスプライトデータ

は変更されていない。 
スプライト処理コマンドには、処理の対象とするスプライトデータ及び画像処理

の内容を設定する。図 2.3.1.1-1 の例では、スプライト処理コマンド cmd1、cmd2、
cmd3、cmd4 はスプライトデータ A を処理対象とし、それぞれ異なる角度の回

転が指定されている。また、cmd5、cmd6、cmd9 はスプライトデータ C を処理

A

B

C

D

E

ス プライトデ ー タ配 列

８＊ ８
画 素

ス プ ライト処 理 コマ ン ド・描 画 位 置 指 定

スプライト処 理 コマン ド

A

D

C

B

A

A

A

C

C

仮 想 画 面 /フレー ム バ ッファ

画 面 上 の 描 画 結 果

→ 　x1,y1へ 描 画

→ 　x2,y2へ 描 画

→ 　x3,y3へ 描 画

→ 　x4,y4へ 描 画

→ 　x5,y5へ 描 画

→ 　x6,y6へ 描 画

→ 　x7,y7へ 描 画

→ 　x8,y8へ 描 画

→ 　x9,y9へ 描 画cmd9

cmd8

cmd7

cmd6

cmd5

cmd4

cmd3

cmd2

cmd1
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対象とし、それぞれ異なる色変換が指定されている。 
S!アプリは、SpriteCanvas のメソッドを使用してスプライト処理コマンドを作

成し、描画先の位置とともに SpriteCanvas の描画メソッドに指定してスプライ

ト描画を要求する。スプライトをひとつ描画する毎にメソッドを呼び出す必要が

ある。仮想画面とフレームバッファそれぞれについて、描画メソッドが用意され

ている。 
 

2.3.1.2.  スプライト処理コマンド 

 
スプライト処理コマンドは下記の項目で構成される。 
 

表 2.3.1.2-1 スプライト処理コマンド 
項目 内容 

Offset 

パレットオフセット（0～7）： 
この値に32を掛けた値をスプライトデータの画素値に加算した

結果の下位 8 ビットをカラーパレットインデックス値として画

素の色を決定する。offset の値を変化させることで、同じスプラ

イトデータを異なる色で描画することが可能になる。 
但し、フレームバッファへの描画で、かつ transparent が true
の時は、画素値が 0 の画素は透明とみなされ、offset の値は描画

結果に反映されない。 

transparent 

透明色の利用（false: 透明色を利用しない、true： 透明色を利

用する）： 
フレームバッファへの描画において、transparent が true の場

合、値が 0 の画素は透明とみなされ、既に描画されている背景

色のまま描画される。これ以外の場合、すなわち仮想画面への

描画の場合やフレームバッファへの描画において transparent
が false の場合には、全ての画素は offset の値によるパレットオ

フセット処理を含めてカラーパレットの値により色が決定され

る。 

rotation 
回転（0: 回転なし、1: 90 度、2: 180 度、3: 270 度）： 
指定された回転角度で、スプライトデータを時計回り方向に回

転する。 
isUpsideDown 上下反転（false: 反転なし、 true： 反転）： 

”true” の時、上下に反転する。 
isRightsideLeft 左右反転（false: 反転なし、 true： 反転）： 

”true” の時、左右に反転する。 

patternNo 
スプライト番号： 
スプライトデータをスプライトデータ配列のインデックス値で

指定する。 
 
スプライト処理コマンドが表現する画像処理の順番は、「回転」、「上下反転」、
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「左右反転」の順である。 
S!アプリは、SpriteCanvas の createCharacterCommand()メソッドに表 2.3.1. 
2-1 スプライト処理コマンドの項目を指定してスプライト処理コマンドを作成す

る。そして、作成したコマンドを、フレームバッファに描画する場合は

drawSpriteChar()メソッド、仮想画面に描画する場合は drawBackground()メソ

ッドにそれぞれ指定して描画を要求する。 
 

2.3.1.3.  仮想画面／フレームバッファ／実画面 

仮想画面

copyArea()

スプライトデータ

drawBackground()

drawFrameBuffer()

フレームバッ
ファ

入力 終了

実画面

drawSpriteChar()

 
図 2.3.1.3-1 画面バッファ（仮想画面、フレームバッファ）と実画面 

 
SpriteCanvas では「仮想画面」、「フレームバッファ」の 2 つの画面バッファを

使用する。「フレームバッファ」の内容を、 終的には「実画面」に転送するこ

とで実際に端末の画面に表示する。図 2.3.1.1.3-1 は画面バッファ（仮想画面、

フレームバッファ）と実画面に、これらの画面の関連を示す。 
実画面： 

実画面は、端末の LCD ディスプレイに表示される画面のビデオメモリである。

実画面に描画すると、LCD ディスプレイに表示される。実画面の幅と高さは、

Canvas クラスの getWidth()メソッド、及び getHeight()でそれぞれ取得できる。 
 
仮想画面： 

仮想画面は一種のオフスクリーンバッファで、スプライトデータで背景画像を描

画する為の画面として使用する。仮想画面は端末にひとつだけ存在し、その幅と

高さは固定されている。幅と高さは SpriteCanvas クラスのスタティックメソッ

ド getVirtualWidth()、及び getVirtualHeight()でそれぞれ取得できる。 
 
フレームバッファ： 
フレームバッファも一種のオフスクリーンバッファで、仮想画面に描画した背景
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を転送し、その上にスプライトデータを描画する用途に使用する。 終的にはフ

レームバッファの内容は、実画面に転送してユーザに表示する。 
フレームバッファは、S!アプリが SpriteCanvas オブジェクトを生成した後に、

createFrameBuffer()メソッドによってひとつ生成する必要がある。この時、フ

レームバッファの幅、高さを指定するが、これらの大きさは実画面のサイズ以下

でなくてはならない。 
フレームバッファは端末のメモリリソースを消費する。SpriteCanvas オブジェ

クトによる描画を必要としない時には disposeFrameBuffer()メソッドによって

フレームバッファを解放できる。但し disposeFrameBuffer()メソッドが呼び出さ

れた時点で、フレームバッファに描画された内容は失われる。また、フレームバ

ッファが生成されていない状態で、フレームバッファの存在を前提としたメソッ

ドを呼び出すと例外が発生する。 
 
画像転送： 
仮想画面の内容は、copyArea()メソッドでフレームバッファに転送できる。この

時、転送元の領域及び転送先の位置を指定する。 
フレームバッファの内容は、drawFrameBuffer()メソッドで実画面に転送できる。

この時、実画面上の転送先の位置を指定する。転送される領域のサイズはフレー

ムバッファのサイズである。 
仮想画面の内容は、画面内で移動できる。移動するには copyFullScreen()メソッ

ドを用い、移動先の座標（dx, dy）を指定する。下記は dx、dy に両方とも正の

値を指定した場合の例である。 

dx

dy

仮想画面仮想画面

 
図 2.3.1.3-2 仮想画面のスクロール 

 
copyArea()、drawFrameBuffer()、または copyFullScreen()による転送や移動の

結果、画面からはみ出た部分の画像は捨てられるだけで、例外は発生しない。 
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2.3.1.4.  SpriteCanvas の使用手順 

 
S!アプリが SpriteCanvas クラスを使用する場合の概略の使用手順を下記に示す。

右側には使用するメソッド名を記載している。 

2．スプライトデータ、スプライトデータ用カラーパレットの設定

5．スプライトの描画、仮想画面からフレームバッファへの転送、
仮想画面のスクロール、フレームバッファから実画面への転送

１．SpriteCanvasオブジェクトを生成

8．終了

setPattern()
setPallete()

createCharacterCommand(),
drawSpriteChar(), drawBackGround(),
copyArea(), copyFullScreen(),
drawFrameBuffer()

3．SpriteCanvasオブジェクトを「現在のDisplayable」に設定

7．「現在のDisplayable」を別のDisplayableに設定

createFrameBuffer()

disposeFrameBuffer()

4．フレームバッファの生成

DisplayオブジェクトのsetCurrent()

6．フレームバッファの開放

DisplayオブジェクトのsetCurrent()

図 2.3.1.4-1 SpriteCanvas クラス使用手順 
 
1. SpriteCanvas またはその派生クラスのインスタンスを生成する。スプライ

トデータとカラーパレットそれぞれについての登録可能 大数を

SpriteCanvas のコンストラクタに与える。SpriteCanvas オブジェクトは指

定された数でスプライトデータ配列とカラーパレット配列を保持する。 
 
2. 個々のスプライトデータを、SpriteCanvas オブジェクトに setPattern()メソ

ッドで登録する。また、個々のカラーパレットを setPallete()メソッドで

SpriteCanvas オブジェクトに登録する。スプライトデータとパレットが設

定されていると、スプライトデータの描画が可能になる。 
 
3. Display オブジェクトの setCurrent()メソッドを呼び出し、生成した

SpriteCanvas オブジェクトを「現在の Displayable」として指定する。 
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4. SpriteCanvas の createFrameBuffer()でフレームバッファを生成する。この

時、フレームバッファの幅と高さを指定する。幅と高さは実画面のサイズ以

下の値にすること。 
 
5. スプライトデータを描画する為には、スプライト処理コマンドを

createCharacterCommand()で作成する。そして、フレームバッファに描画

する時は drawSpriteChar() メソッドで、仮想画面に描画する時は

drawBackground()メソッドで描画する。いずれの場合もスプライト処理コ

マンドと画面（フレームバッファまたは仮想画面）上の描画位置を指定する。

仮想画面の内容は、copyFullScreen()メソッドで移動できる。また、仮想画

面の内容は、copyArea()メソッドでフレームバッファに転送できる。 
フレームバッファに形成した内容は、drawFrameBuffer()メソッドで実画面 
に転送するとユーザの目に見える形となる。 

 
6. スプライト描画処理を行わない時は、disposeFrameBuffer()でフレームバッ

ファを開放できる。再開する時は、createFrameBuffer()によってフレーム

バッファを生成し直す必要がある。 
 
7. SpriteCanvas の使用を中断するには、別の Displayable 派生オブジェクト

を「現在の Displayable」として設定する。 
 

注意事項： 

 SpriteCanvas を生成した直後に setPattern() や setPalette()による設

定を行っているが、このタイミングでのみ設定可能なのではなく、仮想

画面やフレームバッファへの描画を行う以前であれば問題ない。また、

任意のタイミングで再設定できる。 
 

 SpriteCanvas を「現在の Displayable」に設定している状態では、

SpriteCanvas の drawBackground()メソッド、及び Graphics の描画関

連のメソッドの 2 種類で仮想画面への描画が可能である。Graphics ク

ラスで描画するには、通常の Canvas クラスの使用法と同じく、Canvas
クラスの paint()をオーバーライドし、Graphics の描画メソッドを呼び

出す。通常の Canvas での描画と異なるのは、端末に描画内容を表示す

る為には仮想画面に描画した内容を SpriteCanvas の copyArea()でフレ

ームバッファに転送したのち、さらに drawFrameBuffer()で実画面に転

送しなければならないことである。 
 

 drawBackground()メソッドでは背景を描画することを目的としている
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ので、スプライト処理コマンドの「透明色の利用」は無視される。つま

り、値が 0 の画素は、インデックス 0 に格納されているカラーパレット

の色で描画される。 
 

 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 33 of 192 
複製転載禁止 

 
2.3.2.  MEXA Core (URLDecoder / Encoder) 

 
 
■ com.j_phone.io パッケージ 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するクラス及びインタフェースが

含まれている。 
 

表 2.3.2-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 

クラス 
URLDecoder 

x-www-form-urlencoded 形式の文字列をデコードする

た め の ク ラ ス で あ る 。 こ の ク ラ ス に は 、

x-www-form-urlencoded 形式の文字列をデコードした

後、デフォルトエンコーディングの文字列とみなして

Unicode 文字列に変換するメソッドがある。 

クラス 
URLEncoder 

文字列を x-www-form-urlencoded 形式にエンコードす

るためのクラスである。このクラスには、String オブジ

ェクトの文字列を x-www-form-urlencoded 形式の文字

列にエンコードするメソッドがある。 
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2.3.3.  MEXA Core (DeviceControl / LocationUpdateListener) 

 
 
■ com.j_phone.system パッケージ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するクラス及びインタフェ

ースが含まれている。 
 

表 2.3.3-1 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 

クラス  
DeviceControl 

このクラスは、下記の機能を提供するメソッドを規定する。 
 
・LCD バックライト（S!アプリ点滅）の制御。 
・８方向キー状態の取得。 
・キーの押下状態取得。 
・バイブレータの制御 
・キーオートリピート設定状態。 
・位置情報の取得。 
・起動パラメータの取得。 
（MEXA 1.0 以降） 

・位置情報の更新結果イベントを待ち受けるリスナー登録 
・位置情報更新リスナー 
・自局番号取得 
  (MEXA 2.0 Core 2.0 以降) 
・製造番号取得 
  (MEXA 2.0 Core 2.0 以降) 
 
DeviceControl オブジェクトは

DeviceControl.getDefaultDeviceControl()メソッドを使って

取得する。 
 

表 2.3.3-2 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
インタフェース 
LocationUpdateListener 

位置情報の更新結果を受け取るリスナーを実装する

為のインタフェースである。   

 
以下、DeviceControl クラスおよび LocationUpdateListener インタフェースの

それぞれの機能について説明する。 
 

2.3.3.1.  LCD バックライト（S!アプリ点滅）の制御 
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LCD バックライトの制御は、setDeviceActive()メソッドで点灯を指定するか、あ

るいは blink()メソッドで点滅する 2 つの方法がある。 
 

 setDeviceActive()メソッドを使う場合は、 deviceNo パラメータに、

DeviceControl.BACK_LIGHT を指定する。そして、点灯させるには、同メ

ソッドの active パラメータに true を、デバイスの設定状態に戻すには false
を指定すること。 

 blink()メソッドには、点滅周期における点灯時間と消灯時間、及び点滅の繰

り返し回数を指定する。一旦 blink()メソッドで点滅を開始させると、点滅が

終 了 す る ま で blink() メ ソ ッ ド を 呼 ば な い こ と 。 呼 び 出 す と

IllegalStateException 例外がスローされる。また、blink()メソッドで点滅し

ている間に setDeviceActive()メソッドで点滅を制御した場合は blink()メソ

ッドでの点滅は停止し、setDeviceActive()メソッドでの設定が有効になる。 
 

2.3.3.2.  8 方向キーの状態取得 

 
DeviceControl オブジェクトの setDeviceActive()メソッドの引数 deviceNo に

EIGHT_DIRECTIONS、引数 active に true または false を指定すると、「8 方向

キーの状態取得」をオン、またはオフにできる。「8 方向キーの状態取得」がオン

の時は、getDeviceState()に KEY_STATE を指定した時に得られるキー状態の斜

め方向キーのビット（右上キー、左上キー、左下キー、右下キー）が有効になる。

「8 方向キーの状態取得」がオフの時は無効になる。初期状態では、「8 方向キー

の状態取得」はオフである。 
 
■「8 方向キーの状態取得」がオンの場合 
 
斜め方向キーが装備されていない機種： 
getDeviceState(KEY_STATE)は、上下左右キーの状態に基づいて斜めキーの状

態を合成して報告する。下記のようになる。 
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       表 2.3.3.2-1 斜め方向キーがない場合の getDeviceState ()によるキー状態の取得 

押されているキー getDeviceState ()で報告される、押されているキー 
右、上 右上 
上、左 左上 
左、下 左下 
下、右 右下 
右、上、左 右上、左上 
上、左、下 左上、左下 
左、下、右 左下、右下 
下、右、上 右下、右上 
右、上、左、下 右上、左上、左下、右下 

 
上記のうち、物理的に押せるキー組み合わせは端末メーカに依存する。 
 
斜め方向キーが装備されている機種： 
キーの状態がそのまま報告される。 
 
■「8 方向キーの状態取得」がオフの場合 

 
斜め方向キーが装備されていない機種： 
キーの状態がそのまま報告される。getDeviceState(KEY_STATE)では斜め方向

キーは常に押されていない状態を報告する。 
 
斜め方向キーが装備されている機種： 
斜め方向キー入力は上下左右のキー入力に分解される。例えば、右上キーが押さ

れた場合は、getDeviceState (KEY_STATE)が返すキー状態は「上キー」と「右

キー」のビットが 1、「右上キー」のビットは 0 になる。 
 
斜め方向キーと他の上下左右キーが押されている場合、斜め方向キーを分解した

2 つと、実際に押されている上下左右キーの両方が押されているように報告され

る。例えば、右上キー、上キー、及び左上キーが押されている場合、「左キー」、

「上キー」、及び「右キー」のビットが 1、「右上キー」、及び「左上キー」のビッ

トは 0 になる。 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 37 of 192 
複製転載禁止 

 
キーイベントの取得と 8 方向キーの状態取得 

Canvas 派生クラスの keyPressed()メソッドまたは keyReleased()メソッドで待

ち受け可能な方向キーは LEFT、RIGHT、UP、DOWN の 4 方向だけで、斜め

方向のキー押下イベントは通知されない。 
斜め方向キー入力の検知を可能にするには、DeviceControl オブジェクトの

setDeviceActive()メソッドで「8 方向キーの状態取得」をオンに設定する。そし

て、keyPressed()または keyReleased()で LEFT、RIGHT、UP、DOWN のいず

れかのキーについて変化を検出したら、DeviceControl オブジェクトの

getDeviceState(KEY_STATE)で斜め方向キーの状態を確認すること。 
 

2.3.3.3.  キーの押下状態取得 

 
getDeviceState()メソッドでデバイスの状態が取得できる。 
getDeviceState()メソッドには、取得したい情報の種類を識別する為のパラメー

タを与える。 
 

表 2.3.3.3-1 キーの押下状態取得 

パラメータ(deviceNo) getDeviceState ()メソッドの戻り値 (int 型) 

DeviceControl.KEY_STATE 

キーの押下状態： 個々のキーがビット割付され

て、押されているキーに対応するビットが 1 で示さ

れる。 
2 重押しなどの操作を検出することができる。 

deviceNo に上記以外の値を与えると例外がスローされる。 
 

2.3.3.4.  バイブレータの制御 

 
端末のバイブレータを制御するには、setDeviceActive()メソッドの deviceNo パ

ラメータに、DeviceControl.VIBRATION を指定する。そして、バイブレータを

作動させるには、同メソッドの active パラメータに true を、停止させるには false
を指定する。 
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2.3.3.5.  キーオートリピート 

 
DeviceControl オブジェクトは、個々のキーに対して、キーリピートイベントの

発生を制御するメソッドを提供する。S!アプリは、キーにリピートイベントを発

生するように指定しておくと、Canvas クラスの KeyRepeated()メソッドでキー

リピートイベントを検出できる。 
 
setKeyRepeatState()メソッドで、個別のキーに対してキーリピートイベント発

生の有無を指定できる。キーは Canvas クラスで規定されているキーコードで指

定する。また、getKeyRepeateState()メソッドで、個別のキーに対してキーリピ

ートイベントが発生するように設定されているか否かを確認できる。 
 

2.3.3.6.  位置情報の取得 

 
DeviceControl クラスでは、端末が把握している現在位置に関する情報を取得す

るメソッドが用意されている。下記のメソッドがある。 
 

表 2.3.3.6-1 位置情報の取得メソッド 

メソッド 機能 

メソッド 
getLatitude() 

現在の緯度を取得する。北緯を正の値であらわす。 
-324000～324000 の範囲の値が返る。 

MEXA 以降： 
-32400000～32400000 の範囲の値が返る。 

取得できる値は、世界測地系(WGS84)である。 

メソッド 
getLongitude()

現在の経度を取得する。東経を正の値であらわす。 
-648000～648000 の範囲の値が返る。 

MEXA 以降： 
-64800000～64800000 の範囲の値が返る。 

取得できる値は、世界測地系(WGS84)である。 
メソッド 
getPlaceName() 現在位置の地名を取得する。 

 
いずれのメソッドも、端末が要求された情報を保持していない場合は、

IllegalStateException 例外あるいは０がスローされる。 
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2.3.3.7.  起動パラメータの取得 

 
getWakeupParam にて、S!アプリ起動時に設定したパラメータを取得する。ブ

ラウザなどの S!アプリライブラリ以外から起動した場合に値を返す。 
 

表 2.3.3.7-1 起動パラメータ 

メソッド 取得する値 
メソッド 
getWakeUpParam(midlet, name) 
（MEXA 以降） 

パラメータの値を含む文字列。指定したパ

ラメータが存在しない場合、null を返す。

 
getWakeUpParam(midlet, name)に指定可能な midlet 値の 大サイズは、

UTF-8 換算で 256bytes、name 値の 大サイズは、UTF-8 換算で 256bytes であ

る。 
 

2.3.3.7.1. MIDlet-Slave-Application 属性利用によるパラメータ取得 

 
MIDlet-Slave-Application 属 性 に よ っ て 起 動 し た 従 属 元 S! ア プ リ は

DeviceControl#getWakeupParam()によって S!アプリライブラリで起動選択した

従属先 S!アプリの MIDlet-Name, MIDlet-Vendor が取得可能である。 
 

表 2.3.3.7-2 DeviceControl#getWakeupParam()値 

第２パラメータ

(name)に指定する値 戻り値 

"Slave-Application" “従属先 S!アプリの MIDlet-Name”|”従属先 S!アプリの

MIDlet-Vendor” 
*Name と Vendor の間に”|”が入り、S!アプリに返される。 

 
2.3.3.8.  位置情報更新リスナー 

 
LocationUpdateListener インタフェースは、位置情報の更新結果を待ち受ける

リスナーを実装する為のインタフェースである。本インタフェースを実装したリ

スナーを、DeviceControl オブジェクトの setLocationUpdateListener()メソッド

を呼び出して登録する。 
位置情報の更新は DeviceControl クラスの updateLocationInfo()メソッドによっ

て行う。更新が完了すると、 locationUpdated()メソッドが呼び出される。

LocationUpdated()メソッドのパラメータとして、下記の情報が通知される。 
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        表 2.3.3.8-1 locationUpdated ()メソッドのパラメータ 

パラメータ 内容 
Int result 位置情報の更新結果 

 
result としては下記のいずれかが示される。 
 

表 2.3.3.8-2  result（更新結果） 

result の値 意味 
LocationUpdateListener.UPDATE_SUCCESSED 位置情報の更新に成功 
LocationUpdateListener.UPDATE_FAILED 位置情報の更新に失敗 
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2.3.4.  MEXA Core (FixedPoint / Vector2D) 
 
 
■ com.j_phone.util パッケージ 
 
このパッケージには、固定小数点演算機能及び２次元ベクトル演算機能に関する

クラス及びインタフェースが含まれている。 
 

表 2.3.4-1 com.j_phone.util パッケージ 

名前 内容 
クラス 
FixedPoint 

このクラスは、固定小数を表現し、四則演算などのメソッドを規定

する。 
クラス 
Vector2D 

このクラスは、2 次元ベクトルを表現し、内積や外積などのメソッ

ドを規定する。 

 
 

2.3.4.1.  FixedPoint クラス 

 
FixedPoint クラスは、固定小数点演算を提供する。 
FixedPoint オブジェクトは、ビット 16 を 1 の位とする固定小数点の数値を保持

する。整数部、小数部ともに 16bit の精度を持つ。内部演算制度は 64 ビット（整

数部 32 ビット、小数部 32 ビット）である。 
 
FixedPoint クラスでは、下記の種類のメソッドを提供する。 
 

表 2.3.4.1-1  FixedPoint クラスで提供するメソッド 

分類 演算内容 
四則演算 加算、減算、乗算、除算 
三角関数 sin,cos,tan,arcsin,arccos,arctan 
定数値の取得 π、 大値、 小値 
その他の演算 2 乗、平方根、逆数 
その他 整数部と小数部の取得、新しい数値の設定 

FixedPoint クラスにおいて、コンストラクタ及び四則演算で int 型のパラメータ

を与えるメソッドでは、パラメータはビット 16 を 1 の位とする固定小数点数と

みなす。 
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整数部と小数部の取得では、下記の点に注意すること： 

 値が正の時、整数部の取得メソッド getInteger()では上位 16 ビットの数値を

返し、小数部の取得メソッド getDecimal()では下位 16 ビットの数値が返さ

れる。例えば、1.5 に対して getInteger()は 1 を返し、getDecimal()は 32768
を返す。 

 
 値が負の時、整数部と小数部はともに負の数で取得される。例えば、-1.5 に

対して整数部の取得メソッド getInteger()は-1 を返し、小数部の取得メソッ

ド getDecimal()は-0.5 に 65536 を乗算した値(-32768)を返す。 
（これらは、固定小数点表現の整数部（上位 16 ビット）や小数部（下位 16
ビット）とはそのまま対応していないことに注意すること。例えば-1.5 の内

部表現では上位 16 ビットは－2 を表し、下位 16 ビットは+0.5 を表す。） 
 

 値が正、負にかかわらず、getInteger()で得られた値を 65536 倍（16 ビット

左シフト）した値と、getDecimal()で得られた値を加算すればビット 16 を 1
の位とする固定小数点表現になる。 

 
2.3.4.2.  Vector2D クラス 

 
Vector2D クラスは、2 次元ベクトル演算機能を提供する。 
Vector2D のインスタンスは、ベクトルの各要素を FixedPoint のインスタンスで

保持する。 
 
Vector2D クラスでは、下記の種類のメソッドを提供する。 

 ベクトル加算、減算 
 x 軸、y 軸各要素の取得  
 内積、外積演算 
 ベクトルの正規化 
 新しい値の設定 
 インスタンスのコピー(クローンの作成) 

 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 43 of 192 
複製転載禁止 

 
2.3.5.  MEXA Core (3D Graphics) 

 
 
■ com.jblend.graphics.j3d パッケージ 
 
このパッケージには、３D ポリゴンの描画機能に関するクラス及びインタフェー

スが含まれている。 
 

表 2.3.5-1. com.jblend.graphics.j3d パッケージ 
名前 内容 

インタフェース 
Graphics3D ポリゴン操作可能な Canvas クラス 

クラス 
ActionTable アクションテーブルを表すクラス 

クラス 
AffineTrans アフィン変換クラス 

クラス 
Effect3D 描画効果の情報を表すクラス 

クラス 
Figure モデルを表すクラス 

クラス 
 FigureLayout  モデルの描画レイアウト情報を表すクラス 

クラス 
Light 光源クラス 

クラス 
Texture テクスチャクラス 

クラス 
Util3D ユーティリティクラス 

クラス 
Vector3D 3D ベクトルクラス 

 
 

2.3.5.1.  概要 
 
S! ア プ リ 対 応 の 弊 社 端 末 で は 株 式 会 社 エ イ チ ア イ 様 が 開 発 し た

「MascotCapsule」を搭載する。MascotCapsule では 3D オブジェクトと呼ぶ 3
次元画像データをアニメーション表示することができる。3D オブジェクトは株

式会社エイチアイ様が規定したデータフォーマットであり、モデルデータ、アク

ションデータ、テクスチャデータの 3 つ組で構成する。3D オブジェクトは S!ア
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プリからのみ制御することが出来る。3D オブジェクトは汎用の 3 次元アニメー

ション作成ソフトウェアで作成したデータを変換ソフトウェアで処理すること

で得られる。 
 
3D オブジェクトの作成方法、S!アプリでの制御方法に関しては株式会社エイチ

アイ様公式ホームページ掲載の公式ドキュメントを参照すること。 
 
http://www.mascotcapsule.com/toolkit/softbank/ 
 

2.3.5.2.  MascotCapsule について 
 

弊社端末に搭載する MascotCapsule は端末によりバージョンが異なる。本章で

は MascotCapsule の各バージョンにおける注意事項を説明する。 
 

2.3.5.2.1. 各バージョンの機能差異 
 
MascotCapsule の各バージョンにより、利用できる機能に違いがある。 
以下に利用できる機能について記載する。 
 

表 2.3.5.2.1-1. 利用できる機能 
MascotCapsule
のバージョン 機能 
V3 V4 

平行移動 ○ ○ 
回転 ○ ○ 

アフィン変換 

拡大縮小 ○ ○ 
ボーン ○ ○ アニメーショ

ン テクスチャ ○ ○ 
拡散反射光 ○ ○ 
環境光 ○ ○ 
鏡面反射光 ○ ○ 
トゥーンシェーディング ○ ○ 

光源対応描画 

バイリニアフィルタリン

グ × ○ 

半透明 ○ ○ 
プリミティブ ○ ○ 

描画 

ポイントスプライト ○ ○ 
平行投影 ○ ○ 投影 
透視投影 ○ ○ 

複数テクスチャのマッピング ○ ○ 

http://www.mascotcapsule.com/toolkit/softbank
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MascotCapsule
のバージョン 機能 
V3 V4 

Z ソート ○ × 
Z バッファ × ○ 
グラフィックのゆがみ補正 × ○ 

 
 

MIDP 2.0 対応端末では MascotCapsule V3 の機能を実現する API を規定する。

ただし、MascotCapsule V4 の機能を実現する API の拡張はない。 
 
3D オブジェクトおよび API には互換性(V1⊂V2⊂V3⊂V4)がある。ただし、描

画方式（Z バッファ、Z ソートなど）、ゆがみ補正などの機能差異により、表示が

異なるため注意すること。 
 

2.3.5.2.2. 端末に搭載する MascotCapsule のバージョンについて 
 
弊社端末で搭載する MascotCapsule のバージョンは以下のとおりである。 
 

表 2.3.5.2.2-1. 搭載する MascotCapsule のバージョン 

搭載する API  MascotCapsule のバージョン 

MIDP MEXA/JSCL V3 V4 

なし × × 
JSCL-1.2.2 ※1 ※1 
JSCL-1.3.2 ※1 ※1 

MIDP 2.0 

MEXA ※1 ※1 
 
※1 端末により搭載するバージョンが異なる。詳細は S!アプリ開発ガイド「端

末情報（各種）」および、コンテンツ開発ガイド[端末情報 (各種)]を参照の

こと。 
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2.3.5.2.3. MascotCapsule V4 利用時の注意点 
     

MascotCapsule V4 にて利用する API、3D データ（モデル、アクション、テク

スチャ）は V3 で利用する API、データ（bac6、tra4）と同様である。 
ただし、V3 において Z ソートであったものが V4 では Z バッファに変更となり、

ゆがみ補正の機能も追加している。このため、CP 様において意図的に表示のズ

レやゆがみを補正している場合には正常に表示しない場合がある。 
 
また、V4 向けに S!アプリを作成する際、より機能を引き出すため以下点を考慮

した作成を行うこと。 
 

 モデルを作成する際、ポリゴンに付加する属性（半透明属性など）をそろえ

る。 
 四角ポリゴンを多用する。 
 ローレベル API を利用する。 
 環境マッピングの利用を必要 小限とする。 
 マルチテクスチャに使用するテクスチャをそろえる。 

 
さらに以下点に注意し作成を行うこと。 
 
＜スプライト機能＞ 
1 つのコンテンツで 3D 機能とスプライト機能を同時（切替も不可）に利用でき

ない。 
 
＜バイリニアフィルタリング＞ 
3D のテクスチャ処理にてバイリニアフィルタリングを行う。 
バイリニアフィルタリングとは、あるピクセルの色を求める際、そのピクセルの

中心であるテクセルだけでなく、その上下左右のテクセルの色と平均してピクセ

ルの色を決定し、背景などのテクスチャを滑らかに描画する機能である。特にテ

クスチャを拡大した場合に有効となる。 
バイリニアフィルタリングはポイントスプライト以外のテクスチャを使用した

モデル、プリミティブが対象となる。常にバイリニアフィルタリングがかかった

状態でレンダリングを行う。 
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本機能の搭載に伴い以下点に注意すること。 
     

 カラーキーを利用してのテクスチャマッピングを行っている場合、カラーキ

ーと隣接するピクセルをカラーキーの色で補間する。このため、カラーキー

で補間したピクセルは描画をせず、3D オブジェクトが数ピクセル削れたよ

うになる。 
 

 テクスチャマッピングの座標は 1～2 ピクセル余裕を持ってマッピングする

こと。カラーキーと同様、辺のピクセルを補間する際、隣のピクセルを見て

補間するためである。 
 
尚、バイリニアフィルタリングは以下設定により、OFF にすることができる。 

     
 モデル 

MascotCapsule V4 搭載端末向けコンバータ（Micro3DConv.exe）にて

ON/OFF の設定を行う。 
 

 プリミティブ 
      プリミティブの属性に以下 16 進数を指定して ON/OFF の設定を行う。 

（例）g3d.PRIMITIVE_QUADS|g3d.PDATA_NORMAL_NONE| 
g3d.PDATA_TEXURE_COORD|g3d.PATTR_LIGHTING| 
0x00000080 

 
 
2.3.5.3. グラフィックアクセラレータについて 
 

弊社の一部端末では 2D、3D グラフィックの描画を高速化するため、グラフィッ

クアクセラレータを搭載する。本章ではグラフィックアクセラレータ搭載端末に

おける注意点を説明する。 
 

2.3.5.3.1. 各バージョンの機能差異 
 
グラフィックアクセラレータの各バージョンにより、展開可能（高速処理対象、

同時利用）なデータサイズが異なる。以下に各バージョンにて展開可能なデータ

サイズについて記載する。尚、表中の数値（枚数）はめやす値とし、実際の可能

サイズは端末実装依存となる。 
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表 2.3.5.3.1-1. 展開可能なデータサイズ 
グラフィックアクセラレータの 

バージョン 画面サイズ 
2D 利用 

or 
3D 利用 

データ 
T4G / S1G T5G 

2D 利用 オフスクリーン 40 枚 54 枚 
オフスクリーン 8 枚 ※2 16 枚 ※2 QQVGA 

（120×130） 3D 利用 
テクスチャ 8 枚 ※1 8 枚 ※1 

2D 利用 オフスクリーン 11 枚 12 枚 
オフスクリーン 2 枚 ※2 4 枚 ※2 QVGA 

（240×260） 3D 利用 
テクスチャ 8 枚 ※1 8 枚 ※1 

2D 利用 オフスクリーン － 2 枚 
オフスクリーン － 1 枚 ※2 VGA 

（480×520） 3D 利用 
テクスチャ － 8 枚 ※1 

 
※1 256×256 のデータとして換算。ただし、2n×2n でないテクスチャデータ

を利用した場合、データは包括可能かつ も小さい 2n×2n 分の面積として

利用する。 
 
   （例） 100×100 のテクスチャデータを利用した場合、128×128 として

確保する。 
 
※2 3D機能と同時に利用する場合であり、S!アプリ全体での枚数制限ではない。

テクスチャデータを削除した場合、空いた分を利用可能である。 
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2.3.5.3.2. 端末に搭載するグラフィックアクセラレータのバージョンについて 

 
弊社端末で搭載するグラフィックアクセラレータのバージョンは以下のとおり

である。 
 

表 2.3.5.3.2-1. 搭載するグラフィックアクセラレータのバージョン 

搭載する API グラフィックアクセラレータの 
バージョン 

MIDP MEXA/JSCL T4G / S1G T5G 

なし － － 
JSCL-1.2.2 ※1 ※1 
JSCL-1.3.2 ※1 ※1 

MIDP 2.0 

MEXA ※1 ※1 
 
※1 端末により搭載するバージョンが異なる。詳細は S!アプリ開発ガイド「端

末情報（各種）」および、コンテンツ開発ガイド[端末情報 (各種)]を参照の

こと。 
 

2.3.5.3.3. オフスクリーン・イメージの高速処理 
 
グラフィックアクセラレータを搭載した端末では表 2.3.5.3.1-1 に示すサイズ内

に お い て オ フ ス ク リ ー ン （ image#createImage(w,h) ） ／ イ メ ー ジ

（image#createImage(byte)）を高速に描画する。抜粋して記載すると以下とな

る。 
 

表 2.3.5.3.3-1.高速対象となるオフスクリーン/イメージのサイズ（T4G / S1G） 
条件 高速対象となるオフスクリーン/イメージのサイズ 

3D 使用コンテンツ 実画面サイズ（QQVGA、120×130） 8 枚分相当 
（QVGA、240×260） 2 枚分相当 

3D 未使用コンテンツ 実画面サイズ（QQVGA、120×130） 40 枚分相当 
（QVGA、240×260） 11 枚分相当 

 
表 2.3.5.3.3-2 高速対象となるオフスクリーン/イメージのサイズ（T5G） 

条件 高速対象となるオフスクリーン/イメージのサイズ 

3D 使用コンテンツ 
実画面サイズ（QQVGA、120×130） 16 枚分相当 

（QVGA、240×260） 4 枚分相当 
（VGA、480×520） 1 枚分相当 

3D 未使用コンテンツ 
実画面サイズ（QQVGA、120×130） 54 枚分相当 

（QVGA、240×260） 12 枚分相当 
（VGA、480×520） 2 枚分相当 
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※ ヒープ領域に格納できることを前提とする。 
※ オフスクリーンの作成可能個数は 512 とする。 

 
 表 2.3.5.3.3-1、表 2.3.5.3.3-2 に示すサイズ内において生成した順番に高速処

理対象とする。ただし、カラオケ機能の利用、MP4（なし/AAC）の再生を

行う S!アプリについては全ての描画に対して高速処理を行わない。 
 サイズオーバーにより高速処理対象とならないオフスクリーン/イメージに

ついては通常の描画速度となる。 
 高速処理対象であるオフスクリーン/イメージは、参照が切れる、あるいは明

示的に削除をしない限り、高速処理対象のままとなる。 
 
＜高速対象の再利用＞ 
高速処理対象のオフスクリーン/イメージを削除した場合、削除した領域の再利用 

が可能である。ただし、高速処理対象であるオフスクリーン/イメージのメモリ

適化を行うタイミング（一時停止/再開時など）は端末実装依存となる。再利用を

頻繁に行う場合、オフスクリーン/イメージの生成順序や削除順序に注意が必要で

ある。 
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2.3.6.  MEXA Core (InflateInputStream) 

 
 
■ com.jblend.io パッケージ 
 
このパッケージには java.io.InputStreamクラスを拡張した InflateInputStream
クラスが入っている。InflateInputStream クラスは deflate 形式で圧縮されたデ

ータストリームに対して展開を行い、もとのデータに復元する機能を提供する。 
 

表 2.3.6-1 com.jblend.io パッケージ表 

名前 内容 

クラス

InflateInputStream 

deflate 形式で圧縮されたデータストリームに対して、

inflate 伸張を行い、もとのデータに変換する機能を提供す

る。  
 

 deflate 圧縮 
 Web サーバに置いたデータが、下記の 3 つの条件を満たしている時に弊社

GW で deflate 圧縮される。 
1. S!アプリが Accept-Encoding へッダに deflate を指定、または何も指

定がない。 
2. Web サーバに置いたデータの Content-type が text/***である。 
3. Content-Length が 6kbytes （ 6,144bytes ） を 超 え る 、 ま た

Content-Length が設定されていない時は、Content のサイズが

6kbytes(6,144bytes)を超える。 
 

注意事項： 
Accept-Encoding:null を指定すると deflate 圧縮されない。 
deflate 圧縮されたデータの復元は、S!アプリ側で行わなければならない。 

 
2.3.6.1. InflateInputStream クラスの使用法 

 
com.jblend.io パッケージの InflateInputStream クラスは deflate 形式で圧縮さ

れたデータストリームに対して展開し、もとのデータに復元する機能を提供する。

InflateInputStream は InputStream のサブクラスである。InflateInputStream
のコンストラクタ及びメソッドを以下に示す。 
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 表 2.3.6.1-1 InflateInputStream クラスのコンストラクタ及びメソッド 

メソッド・コンストラクタ 機能 
コンストラクタ 
InflateInputStream 
(java.io.InputStream in) 

InflateInputStream オブジェクトを生成する。 

メソッド 
void close() 

ストリームを閉じる。 

メソッド 
int read() 

展開後のデータを 1 バイト読み込み、返却する。 

メソッド 
int read(byte[] b) 

展開後のデータを、指定されたバッファに読み出す。 

メソッド 
int read(byte[] b, int off, int len) 

展開後のデータを、指定されたバッファに、指定された

オフセットから、 大指定された長さだけ読み込み。

 
 InflateInputStream のコンストラクタには、deflate されたデータを読み込

み可能な InputStream オブジェクトを引数として与える。 
 

 InflateInputStream の read()メソッドは、コンストラクタで与えられた入

力ストリームからデータを読みこみ、展開して呼び出し元に渡す。オーバー

ロードされた 3 種類の read()メソッドの使用方法は、InputStream クラスと

同じである。*１）。 
 

 InflateInputStream オブジェクトを使い終わったら、close()メソッドを呼び

出してクローズすること。この時コンストラクタに与えた InputStream オ

ブジェクトもクローズされる。 
 
InflateInputStream がオーバーライドしていない InputStream のメソッドの

振る舞いは、InputStream のデフォルト動作であり、以下のようになる。 
 

    表 2.3.6.1-2  InflateInputStream がオーバーライドしていないメソッドの振る舞い 

メソッド 処理 
メソッド 
int available() 

0 を返す 

メソッド 
void mark(int readlimit) 

何もしない 

メソッド 
boolean markSupported() 

false を返す 

メソッド 
void reset() 

IOException 例外を発生するのみ 
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メソッド 処理 
メソッド 
long skip(long n) 

指定されたバイト数分、あるいはストリームの

終端に達するまで inflate データを読み飛ばす 
 
*１）read()メソッドは呼び出し元に戻るまで S!アプリをブロックする。 
 

2.3.6.2. InflateInputStream クラスを使用するサンプルコード 
 
下記に、HttpConnectionで読み込んだコンテンツがdeflate圧縮されていた時に、

InflateInputStream を使用して展開したデータを取り出すサンプルコードを示

す。 
 

/* 

* InflateInputStream を使ったサンプルコード 

* http で通信し、Content-Encoding が deflate なら InflateInputStream を使う 

* 読み込みのサンプルとして、バッファ一括 read()を使用している 

*/ 

private byte[] sampleInflateHttpData( String url ) throws IOException { 

HttpConnection c  = null; 

InputStreamis = null; 

try { 

c = (HttpConnection)Connector.open( url ); 

String encoding = c.getEncoding(); 

if ( ( encoding != null ) &&  encoding.equals( "deflate" ) ) { 

//コンテンツが deflate 圧縮されていたら InflateInputStream を生成 

is = new InflateInputStream ( c.openInputStream () ); 

} else { 

is = c.openInputStream (); 

} 

ByteArrayOutputStream byteArr = new ByteArrayOutputStream(); 

// 展開後のデータを格納 

byte[] b = new byte[ 256 ]; 

int len; 

//infalte 展開データをバッファに読み込み 

while ( ( len = is.read ( b ) ) >= 0 ) { 

byteArr.write( b, 0, len ); //出力ストリームに書き出す 

} 

//出力ストリームに書き出したデータをバイト配列に格納する 
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return byteArr.toByteArray(); 

}finally { 

if ( is != null ) { 

//InputInflateStream をクローズ 

try { is.close(); } catch ( IOException e ) { }  

} 

if ( c != null ) { 

try { c.close(); } catch ( IOException e ) { } //HttpConnection をクローズ 

} 

} 

} 
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2.3.7.  MEXA Core (MediaPlayer) 

 
 
■ com.jblend.media パッケージ 
 
このパッケージにはメディアプレイヤーの基底となるクラス及びインタフェー

スが含まれている。 
 

表 2.3.7-1 com.jblend.media  パッケージ 

名前 内容 

クラス 
MediaPlayer 

このクラスは全てのメディアプレイヤーの基底となる抽

象クラスである。 
メディアプレイヤークラスは JPEG、PNG、SMAF など

のメディア種別ごとに定義される。個々のメディアプレ

イヤーは必ず MediaPlayer クラスを継承して作成する。 
S!アプリは再生するメディアに対応したプレイヤークラ

スのインスタンスを生成し、メディアの設定、再生、一

時停止、再開などの為のメソッドで使用する。メディア

の再生開始、一時停止、再生終了に同期したイベントを

待ち受ける為には、MediaPlayerListener オブジェクト

を登録する。 
※ JPEG/PNG は MEXA Unit2 にて対応。 

クラス 
MediaData 

全てのメディアデータクラスが継承する基本クラスであ

る。 
クラス 
MediaFactory 

メディアデータに固有のデータ保持クラス、及びプレイ

ヤーを自動的に生成する為のクラスである。 

インタフェース 
MediaPlayerListener 

メディアプレイヤーが発生する、メディアの再生開始、

一時停止、再生終了などのイベントを待ち受けるリスナ

ーを実装する為のインタフェースである。 
インタフェース 
MediaImageOperator 

画像を表示するメディアプレイヤーが実装するインタフ

ェースである。画像のサイズを取得したり、画像の表示

位置を設定する機能などが定義されている。 

 
個々のメディアごとに MediaData クラスを継承したクラス、及び MediaPlayer
を継承したクラスを格納したパッケージが用意されている。この関係を以下に示

す。 
 
 
 

表 2.3.7-2 メディア種別ごとのパッケージ、提供クラス名表 
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メディア パッケージ名 MediaData
継承クラス

MediaPlayer
継承クラス 

JPEG com.jblend.media.jpeg JpegData JpegPlayer 
PNG com.jblend.media.png PngData PngPlayer 
SMAF com.jblend.media.smaf SmafData SmafPlayer 

 
各メディアの MediaPlayer 継承クラスではメディアの特徴に応じて

MediaPlayer の機能を拡張している。例えば SmafPlayer では Smaf のユーザイ

ベント（ScoreTrack のイベント）を待ち受ける為のリスナーを登録できるように

なっている。このリスナーを実装する為の SmafPlayerListener インタフェース

は com.jblend.media.smaf で定義されている。 
＊ユーザイベントは、ScoreTrack のイベントのみ対応している。 
 

2.3.7.1.  概要 

メディアプレイヤーは、JPEG、PNG、SMAF などのメディアデータを再生する

コンポーネントである。 
 

2.3.7.1.1.  メディアプレイヤークラス・インタフェース 
以下にメディアプレイヤーを構成する主要なクラス及びインタフェースの関連

を示す。図中「MIDlet 実装クラス」は MIDlet で実装するクラスを意味している。

 
図 2.3.7.1.1-1 メディアプレイヤー主要クラス構成図 

 
MediaData クラス： 
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全てのメディアデータクラスが継承する基本クラスを定義する。データの設定、

及び属性の取得の為のメソッドが定義されている。 
 
JpegData、PngData、SmafData クラス（メディアデータ保持クラス）： 
JPEG、PNG、SMAF それぞれのデータを保持する為のクラスである。画像メデ

ィアを含むメディアは MediaData インタフェース以外に画像の幅と高さを取得

する為のメソッドが提供される。また、SmafData クラスでは SMAF のコンテン

ツタイプ（CM、カラオケ、着信メロディ）を取得する為のメソッドも提供され

る。 
メディアプレイヤーに再生させるメディアデータはメディアの種類に応じてこ

れらのクラスに保持させる。 
 
MediaPlayer クラス： 
メディアプレイヤーの基本機能を定義した抽象クラスである。全てのメディアプ

レイヤーはこのクラスを継承している。メディアデータの設定、再生、一時停止、

再開、及び停止などの機能を定義する。また、メディアプレイヤーが発生するイ

ベントを待ち受ける為のイベントリスナーの登録や削除の機能も定義される。 
 
MediaImageOperator インタフェース： 
メディアの画像サイズの取得、メディア内の表示領域の位置の設定と取得、メデ

ィアプレイヤーの画面上での位置とサイズの設定と取得などの機能を定義する。

画像メディアを表示するメディアプレイヤー（MediaPlayer のサブクラス）はこ

のインタフェースを実装している。 
 
JpegPlayer、PngPlayer、SmafPlayer クラス： 
JPEG、PNG、SMAF それぞれのメディアを再生する為のクラスである。メディ

アの種類によって提供するメソッドは異なる。また、SmafPlayer では音高シフ

トの制御機能や、SMAF メディアのユーザイベント（ScoreTrack のイベント）

の通知の為の機能が追加されている。 
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MediaPlayerListener インタフェース： 
メディアプレイヤーからのイベントを受け取る為のインタフェースである。この

インタフェースは MIDlet が実装し、メディアプレイヤーに登録して使用する。

メディアプレイヤーからのイベントは、 
 
・ メディアプレイヤーの状態変化 
・ 再生の繰り返し 
 
の 2 種類が通知される。 
 
SmafPlayerListener インタフェース： 
SMAF メディアに定義されているユーザイベント（ScoreTrack のイベント）を

SmafPlayer から受け取る為のインタフェースである。このインタフェースは S!
アプリが実装し、SmafPlayer に登録して使用する。 

 
2.3.7.1.2.  MIDP でのメディアプレイヤーの使用法 

 
メディアプレイヤーは MIDP の Canvas や Screen などの画面表示用クラスとは

独立に動作する。メディアプレイヤーを生成し再生させると、「現在の

Displayable」とは関係なくメディアの再生画面が表示される。例えば Canvas
の派生クラスを画面表示している状態でメディアプレイヤーを再生させると、

Canvas の派生クラスで描画した画面はメディアの再生画面で上書きされる。逆

にメディアプレイヤーを再生開始したのちに、何らかの Canvas 派生クラスでの

画面描画を行うとメディアプレイヤーの表示領域は上書きされる。メディアが動

画であればメディアプレイヤー領域はさらに画像が更新される。 
従って、メディアプレイヤーの表示領域以外に何らかのグラフィックスを描画す

るには、メディアプレイヤーの表示領域と Canvas 派生クラスでの描画内容につ

いて画面上の位置関係を考慮しなくてはならない。 
また、Canvas はメディアプレイヤーの再生とは関係なく、ローレベルイベント

（キーイベント）やコマンドイベントを S!アプリに通知する。メディアプレイヤ

ーを再生させている時に、ユーザ操作によりメニュー画面が表示される時には、

メディアプレイヤーの再生がメニュー表示を阻害しないように配慮しなくては

ならない。具体的には、例えば Canvas の hideNotify()及び showNotify()の実装

において、メディアプレイヤーの一時停止または再開などの制御が必要となる。 
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メディアデータ・メディアプレイヤーの生成： 
S!アプリは、再生するメディアの種類を既知の情報として作成すること。すなわ

ち S!アプリはメディアデータをサポートするメディアデータ保持クラスと

MediaPlayer 派生クラスのインスタンスを明示的に生成しなくてはならない。具

体的には、例えば再生するメディアデータフォーマットが SMAF であれば、

SmafData オブジェクトと SmafPlayer オブジェクトをコンストラクタで生成す

る。生成時にはメディアデータを指定する。JpegData、PngData、及び SmafData 
クラスのコンストラクタは、メディアデータをバイト配列で与えるものとリソー

スファイル名で指定するもの 2 種類が用意されている。 
メディアプレイヤーに setData()メソッドでメディアデータを設定する。

setData()メソッドはバイト配列を設定するものと、メディアの種類に対応したイ

ンスタンスを設定するもの 2 種類が用意されている。例えば、SmafPlayer には

SmafData オブジェクトをパラメータとして指定する setData()メソッドが用意

されている。 
 

メディアサイズの取得： 
画像を含むメディアのメディアデータ保持クラスでは getWidth()及び

getHeight()でそれぞれメディアの幅と高さを取得可能である。また、画像を含む

メディアのプレイヤーでデータが設定されていると、メディアプレイヤークラス

の getMediaWidth()及び getMediaHeight()でそれぞれメディアの幅と高さを取

得可能である。 
メディアが音声データのみからなり、画像データを含んでいない場合は、サイズ

取得の為のメソッドは存在しない。再生時は画面上では何も表示されず、音声だ

けが再生されることになる。 
 
メディア表示位置の設定： 
メディアプレイヤーは、ソフトキー領域を除いた端末の表示画面の任意の領域に

配置できる。メディアプレイヤークラスのフィールド値 REAL_WIDTH、

REAL_HEIGHT は、それぞれこの表示領域の幅と高さを表す。 
メディアを表示画面にどのように表示するかをメディアプレイヤークラスの

setOrigin()と setBounds()で設定する。setOrigin()ではパラメータ offset_x と

offset_y でメディアの左上を原点としたプレイヤー表示領域の切り出し位置を指

定する。setBounds()では表示画面中でのプレイヤー表示領域（位置：x,y、幅と

高さ：width, height）を指定する。以下にこの様子を図示する。 
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図 2.3.7.1.2-1 メディアプレイヤー表示位置設定 

 
setOrigin()及び setBounds()で設定を行わない場合はこれらのパラメータは 0 に

初期化されている。この場合再生しても何も表示されない。 
 

メディアのサイズは表示画面サイズに対して大きいことも小さいこともある。以

下にメディアのサイズとプレイヤーのサイズとの大小関係に応じた 3 種類の設定

例を図示する。 

 
図 2.3.7.1.2-2 メディアプレイヤー切り出し位置設定 

 
１）メディアサイズがプレイヤー領域より大きな場合、メディアの矩形領域が表

示する領域として指定可能である。図の例では offset_x 及び offset_y はとも

に正の値で指定する。 
２）メディアサイズがプレイヤー領域より小さい場合、メディア全体が表示領域

としてプレイヤー領域の中に配置可能である。図の例では offset_x 及び

offset_y はともに負の値で指定する。 
３）メディアの幅のみがプレイヤー領域の幅より大きい場合、メディアの矩形領
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域が表示する領域として指定可能である。図の例では offset_x の値は正、

offset_y の値は負の値で指定する。 
 
メディアの配置位置は任意である。図2.3.7.1.2-2 の 2)メディアサイズ＜プレイヤ

ーサイズのような場合でも、メディアの全領域がプレイヤー領域に入るように指

定しなくても問題ない。プレイヤー領域中にあるメディアの部分が表示される。 
プレイヤー表示領域の切り出し位置、及び表示画面中でのプレイヤー表示領域の

設定値はメディアプレイヤーのメソッドで取得可能である。それぞれのパラメー

タに対する取得メソッドを以下に示す。 
 

表 2.3.7.1.2-1 表示位置取得メソッド 

パラメータ メソッド 
プレイヤー表示領域の切り出し位置 offset_x getOriginX() 
プレイヤー表示領域の切り出し位置 offset_y getOriginY() 
プレイヤー表示領域の表示画面中での位置 x getX() 
プレイヤー表示領域の表示画面中での位置 ｙ getY() 
プレイヤー表示領域の表示画面中での幅 width getWidth() 
プレイヤー表示領域の表示画面中での高さ height getHeight() 

 
S!アプリはデータの内部構造に関して理解する必要はないが、MediaPlayer オブ

ジェクトがそのメディアデータを再生できない可能性を考慮する必要がある。再

生できない場合は、メディアを設定した時点に例外がスローされる。 
 

2.3.7.1.3.  メディアの再生・停止 

 
メディアプレイヤーにメディアが設定されると、メディアの再生が可能な状態に

なる。但し、この状態ではメディアはまだ表示されていない。メディアプレイヤ

ーの play()を呼び出すと、再生が開始され、メディア中に画像データが埋め込ま

れている場合は、画面上に表示される。play()メソッドでは以下のバージョンが

用意されている。 
 

 一回再生する 
 繰り返し回数を指定して再生する 
 無限に再生を繰り返す 
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繰り返しを指定した場合は、メディアプレイヤーは、所定の再生を終了するか、

停止、または一時停止を指示されるまで再生を繰り返す。但し、メディアが静止

画であった場合は繰り返しを要求しても一度だけの再生となる。 
停止は stop()メソッドで、一時停止は pause()メソッドで行う。 
再生中も setOrigin()及び setBounds()で表示位置関連の変更が可能である。 
 
一時停止・再開： 
再生中のメディアプレイヤーに対して、pause()で一時停止できる。再開は、

resume()で行う。一時停止中のメディアプレイヤーを停止するには stop()を呼び

出す。 
 
エラー発生の検出： 
再生中のメディアプレイヤーに何らかのエラーが発生した場合、メディアプレイ

ヤーはイベントを発生してエラー状態に遷移する。MediaPlayerListener（後述）

によってイベントを検知し、かつ getState()によって状態を把握するようにする

こと。そして、エラー状態に遷移したことを検出した場合は、stop()によってエ

ラー状態を解消する必要がある。エラー状態を解消すると、メディアプレイヤー

は停止状態になり、別のメディアデータを設定するなどの操作が可能になる。 
 
注意事項： 

 再 生 中 、 ま た は 一 時 停 止 中 に メ デ ィ ア を 設 定 し な お す と 、

IllegalStateException 例外がスローされる。メディアの設定はメディアの再

生を停止してから行うこと。 
 複数のメディアプレイヤーを再生することが可能である。但し、音声メディ

アを再生するプレイヤーを複数同時に再生することはできない。この場合は、

再生中のメディアプレイヤーを一時停止または停止してから別のプレイヤ

ーを再生開始するようにしなくてはならない。 
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2.3.7.2.  イベントの待ち受け 

 
MediaPlayerListener： 
MediaPlayerListener は、メディアプレイヤーが発生するイベントを待ち受ける

リスナーを実装する為のインタフェースである。MediaPlayerListener を実装し

たリスナーは、メディアプレイヤークラスの addMediaPlayerListener()メソッド

でメディアプレイヤーに登録する。MediaPlayerListener リスナーのメソッドは

以下のように呼び出される。 
 

 再生の繰り返しが発生すると playerRepeated()が呼び出される 
 メディアプレイヤーが再生を開始した時、一時停止した時、及び停止した時

playerStateChanged()が呼び出される。停止にはエラー発生による停止も含

む。 
 
MediaPlayerListener の playerRepeated()及び playerStateChanged()にはイベ

ントが発生したメディアプレイヤーのインスタンスが指定される。

playerStateChanged()が呼び出された時は、指定されたインスタンスの

getState()メソッドによってその時点のメディアプレイヤーの状態を問い合わせ

ることができる。playerStateChanged()が呼び出された時点で getState()が返す

状態を以下に示す。 
 

表 2.3.7.2-1 メディアプレイヤー状態 

状態 意味 
MediaPlayer.NO_DATA データ未設定 
MediaPlayer.PLAYING 再生中 
MediaPlayer.PAUSED 一時停止中 
MediaPlayer.READY 停止中 
MediaPlayer.ERROR エラー発生により停止中 

 
addMediaPlayerListener()でメディアプレイヤーに設定したリスナーは、

removeMediaPlayerListener()で登録解除することができる。 
 
注意事項： 
以下の場合、イベントは発生しない。 
 

 一時停止中のメディアプレイヤーに対して、再度 pause()が呼び出された時。 
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 既に停止されているメディアプレイヤーに対して stop()メソッドが呼び出さ

れた時 
 
待受アプリにおける注意事項： 
S!アプリが常駐型のときで再生中のメディアが音声を含んでいるとき、音声着信、

メール着信、またはスケジュールアラーム通知が発生するとメディアプレイヤー

は停止させられ、MediaPlayerListener リスナーの playerStateChanged()が呼

び出される。S!アプリの意図とは関係なく停止することに注意する。 
そして、端末に設定されている内容に基いてユーザに着信やスケジュールアラー

ムが通知される。この通知の開始時から終了時までの間にメディアプレイヤーな

ど、デバイスの制御を行うと RuntimeException 例外が発生する。 
通知の開始と終了は、RingStateListener のリスナーメソッドに通知される。終

了を伝えるメソッドが呼び出された以後はメディア再生を再開できる。例えばリ

スナーメソッド内部にてプレイヤーを再開させても問題ない。 
 

2.3.7.2.1.  SmafPlayer 
 
SmafPlayer では音高シフト量及び再生音量の設定と取得、及び再生終了位置の

設定と取得の為のメソッドが追加されている。関連するメソッドを以下に示す。 
 

表 2.3.7.2.1-1 SmafPlayer 拡張仕様 

メソッド 内容 
int getTranspose() 現在の音高シフト量を取得する。  
int getVolume() 現在の再生音量を取得する。 
void setTranspose(int shift) 再生音高をシフトする。  
void setVolume(int volume) 再生音量を設定する。 
void setPlayEnd(int pos) 再生終了位置を設定する。 
int getPlayEnd() 再生終了位置を取得する。 

 
SmafPlayerListener： 
SmafPlayerListener は、SmafPlayer が発生する SMAF ユーザイベント

（ScoreTrack のイベント）を待ち受けるリスナーを実装する為のインタフェース

である。SmafPlayerListener を実装したリスナーは、SmafPlayer オブジェクト

の addSmafPlayerListener()メソッドで登録する。 
SMAF メディアの再生中にトラック中のユーザイベント（ScoreTrack のイベン

ト）が検出されると SmafPlayerListener リスナーの eventOccurred()メソッド

が呼び出される。eventOccurred()のパラメータにはイベントを発生した
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SmafPlayer インスタンスとユーザイベント（ScoreTrack のイベント）の値が指

定される。 
addSmafPlayerListener()でメディアプレイヤーに設定したリスナーは、

removeSmafPlayerListener()で登録解除することができる。 
 
SmafData： 
SmafData クラスでは、以下に示すフィールドやメソッドが追加されている。

SMAF コンテンツタイプの取得や、SMAF データ中の Phrase List タグ情報の取

得が可能になっている。 
表 2.3.7.2.1-2 SmafData 拡張仕様 

メソッド 内容 
メソッド 
int getContentType() 

コンテンツタイプを取得する。 

メソッド 
int getTagStart(int tag)

PhraseList タグの開始位置を取得する。 

メソッド 
int getTagEnd(int tag) 

PhraseList タグの終了位置を取得する。 

 
getContentType()は、SMAF データのコンテンツタイプの値を返す.。 
getTagStart()と getTagEnd()では、SmafDataTag インタフェースにて定義され

るPhrase Listタグの識別子を指定して、そのタグのSMAFデータ中での位置（開

始時点と終了時点）が取得可能である。得られた開始時点と終了時点を

SmafPlayer の seek()メソッド、setPlayEnd()メソッドに指定することで、特定

のフレーズのみ再生させることが可能となる。SmafDataTag インタフェースで

定義される Phrase List タグの識別子を以下に示す。 
表 2.3.7.2.1-3 SmafDataTag インタフェース 

フィールド 内容 
インタフェース 
static int SMAF_TAG_CLIMAX 

サビ 

インタフェース 
static int SMAF_TAG_ENDING 

エンディング 

インタフェース 
static int SMAF_TAG_INTERLUDE

間奏 

インタフェース 
static int SMAF_TAG_INTRO 

イントロ 

インタフェース 
static int SMAF_TAG_MELODY_A 

A メロディ 

インタフェース 
static int SMAF_TAG_MELODY_B 

B メロディ 

インタフェース 
static int SMAF_TAG_REFRAIN 

リフレイン 
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2.3.7.2.2.  MediaFactory クラスによるプレイヤーの自動生成 

 
MediaFactory クラスを使用すれば、再生するメディアの種類が未知である場合

にも、その種類を自動判別して MediaPlayer から派生されたプレイヤーを生成す

ることができる。 
プレイヤーの生成は MediaFactory の getMediaPlayer()メソッドで行う。

getMediaPlayer()は、再生するメディアデータの URL を指定するものとバイト

配列で指定するものの 2 種類が用意されている。getMediaPlayer()は、指定され

たデータに基づいてメディアデータ保持クラス（MediaData 派生クラス）及びプ

レイヤーのクラス（MediaPlayer 派生クラス）を決定して生成する。そして、メ

ディアデータを設定した状態でプレイヤーのインスタンスを呼び出しもとに返

す。 
得られたプレイヤーは、必要に応じて instanceof 演算子を用いてどのクラスある

いはインタフェースの実装であるかを確認して使用すること。以下に例を示す。 
 

//data はバイト配列とする 

try{ 

MediaPlayer player = MediaFactory.getMediaPlayer (data); 

if(player instanceof MediaImageOperator){ // player は画像を扱うプレイヤー 

int mediaHeight = (MediaImageOperator)player.getMediaHeight; 

int mediaWidth = (MediaImageOperator)player.getMediaHeight; 

… 

if(player instanceof SmafPlayer){//SmafPlayer の場合の処理 

… 

} 

… 

} 

… 

} 

catch(IllegalArgumentException ea){ //該当するプレイヤーがない時の処理 

} 

catch(java.io.IOException ei){ //データの読み込みに失敗した時などの処理 

}  

catch(NullPointerException en){ //data が null の時の処理 

}
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2.3.8.  MEXA Core (PhrasePlayer) 

 
■ com.jblend.media.smaf.phrase  パッケージ 
 
このパッケージには、フレーズプレイヤー関連のクラス及びインタフェースが含

まれている。 
 

表 2.3.8-1 com.jblend.media.smaf.phrase パッケージ 
名前 内容 

クラス  
Phrase 

このクラスは、PhrasePlayer クラスで再生するフレーズデータを

保持する為のクラスである。 
クラス  
AudioPhrase 

このクラスは、PhrasePlayer クラスで再生するオーディオデータ

を保持する為のクラスである。 

クラス  
PhrasePlayer 

このクラスは、楽曲や効果音などのフレーズデータまたは音声デ

ータを、複数の再生トラックで独立再生する「フレーズプレイヤ

ー」を定義する。 
フレーズデータは PhraseTrack オブジェクトで再生される。音声

データは AudioPhraseTrack オブジェクトで再生される。

PhrasePlayer では、以下の機能を提供するメソッドを規定する。

・使用可能な再生トラックに関する情報の取得 
・PhraseTrack オブジェクトの取得 
・AudioPhraseTrack オブジェクトの取得 
・全ての PhraseTrack 及び AudioPhraseTrack に 
対する、再生の中断・再開・強制停止 

クラス 
PhraseTrack 

このクラスは、フレーズデータを再生する「シーケンストラック」

を定義する。以下の機能を提供する。  
・Phrase オブジェクトを PhraseTrack オブジェクトへ設定す

る。  
・設定されている Phrase オブジェクトの再生、停止、一時停

止、再開  
・再生音量の設定、再生音のミュート  
・フレーズデータの再生イベントを待ち受けるイベントリスナ

ーの設定 

クラス 
AudioPhraseTrack 

このクラスは、音声データを再生する「オーディオデコーダ」を

定義する。以下の機能を提供する。  
・AudioPhrase オブジェクトを AudioPhraseTrack オブジェク

トへ設定する 。 
・設定されている AudioPhrase オブジェクトの再生、停止、一

時停止、再開  
・再生音量の設定、再生音のミュート  
・音声データの再生イベントを待ち受けるイベントリスナーの

設定 
インタフェース このインタフェースはPhraseTrackListenerインタフェースで待
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名前 内容 
PhraseEventType ち受けるイベント値をフィールド定義する。 

インタフェース 
 
PhraseTrackListener 

フレーズデータまたは音声データの再生イベントを待ち受けるリ

スナーを実装する為のインタフェースである。再生イベントには

「再生終了」、「再生ループ発生」、「フレーズデータ中に組み込ま

れたユーザイベント」などがある。 
本インタフェースを実装したリスナーは、PhraseTrack オブジェ

クトに登録して使用する。 
 
フレーズプレイヤーは、ゲームや音楽アプリケーションなどで想定される複数の

メロディを、独立、非同期に重畳再生することが可能なコンポーネントである。 
S!アプリはフレーズプレイヤーを用いて、BGM と効果音メロディを組み合わせ

たり、複数のメロディを組み合わせた楽曲の再生などを行うことができる。 
また、フレーズデータ中にユーザイベントを埋め込むことが可能である。フレー

ズデータ再生中にユーザイベントが埋め込まれている時点に達した時、S!アプリ

にイベントが通知される。このイベント通知を利用して、S!アプリ側で音声に同

期した画面表示が可能となる。 
 

2.3.8.1.  概要 

 
以下 3 つのメディア再生機能がある。 
 

 メロディ再生：メディアプレイヤーによる通常のメロディ再生 
 フレーズデータ再生：フレーズプレイヤーによる複数フレーズデータの独立再

生 
 オーディオ再生：フレーズプレイヤーによる複数オーディオデータの独立再生 

 
メディアプレイヤーとフレーズプレイヤーは同時には使用できない。この 2 つの

違いについては以降に詳細に説明する。 
 
注意事項： 

 フレーズプレイヤーが扱うサウンドデータ（=フレーズデータ）の内部フォ

ーマットについては、本書では触れない。 
 フレーズプレイヤーで同時に重畳再生可能なフレーズデータの数は実装依

存となるが、 低 2 つ、 大 4 つまでのフレーズデータが重畳再生できる。 
 フレーズプレイヤーはメディアプレイヤーと異なり、音声のみの再生機能で

ある為、GUI 画面表示を伴うことはない。 
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2.3.8.1.1.  メロディ再生 
 
ここではメロディデータを再生する為の機構について説明する。 
ひとつの音符を再生する為には、指定された音色、音高で音を発するような機構

が必要になり、これを発音チャネルと呼ぶ。発音チャネルを 1 つ以上持ち、それ

ぞれの出力をまとめて 終的な出力とするミキサー、及びそれらの制御機構を含

めた発音システム全体は音源と呼ぶ。たとえば、「16 和音」という仕様は、発音

チャネルを 16 個持った音源を意味している。また、音源が内蔵している発音チ

ャネルの数は「 大同時発音数」と呼ばれる。16 和音の音源モデルを以下に示す。 
 

 
図 2.3.8.1.1-1 音源の構造 

 
メロディデータはひとつひとつの音符の総体である楽譜の情報を意味していて、

この中には以下の項目などが時間軸に沿ったシーケンスデータとして記述され

ている。 
 

 音符（休符）の長さ 
 音程（音量） 
 ビブラートなどその他の音源制御情報 

 
これを再生する為には、タイマー制御によって順に制御情報を読み出し、音源に

対して制御命令を発行する機構が必要になる。この機構はシーケンサと呼ばれる。

シーケンサが処理する様子を以下に示す。 

発音チャンネル　0

音色、音程
データ

ミ
キ
サ
ー

発音チャンネル　1

発音チャンネル　2

発音チャンネル　3

発音チャンネル　4

発音チャンネル　5

発音チャンネル　6

発音チャンネル　15

音源

出力音声



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 70 of 192 
複製転載禁止 

メロディデータ

tick

0

ch operation

1 N ote O N  (C 3)

0 2 N ote O N  (E 3)
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発音チャンネル　1

発音チャンネル　2

発音チャンネル　3

発音チャンネル　4

発音チャンネル　5

発音チャンネル　6

発音チャンネル　15

音源
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20
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ON (C3)
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tick
ON (E3)

シーケンサ

 
図 2.3.8.1.1-2 シーケンサの処理モデル（メロディ再生モード） 

 
図 2.3.8.1.1.1-2 の例では、メロディデータのシーケンスデータは時刻（tick）ご

とに、「発音チャネル」、「音程」、及び「発音・消音」などの書式で記述されてい

る。シーケンサは、個々のシーケンスデータを読み取り、指定された時刻に、指

定された処理を、指定された発音チャネルに設定する。メロディを再生する為に

は、図 2.3.8.1.1.1-2 のように音源とシーケンサの組が必要となる。以降、この

組をトラック（またはシーケンストラック）と呼ぶ。 
 

2.3.8.1.2.  フレーズ再生 
 
ここではフレーズ再生モードでの音源の使用方法について説明する。 
 
仮想トラック： 
フレーズ再生は複数のメロディ（以後、区別の便宜上フレーズと呼ぶ）を独立に

再生するモードである。この為複数のトラックが必要となる。ところが、携帯電

話などのシステムにおいて音源は通常一つしかない。その為、フレーズ再生にお

いては、音源の制御機構において、発音チャネルをいくつかのグループに分けて、

それぞれをひとつの独立した音源として扱うことによって、仮想的に複数のトラ

ックを構成することになる。以下はフレーズ再生時に、 大同時発音数 16 の音

源をそれぞれ 4 音の仮想的な音源 4 つに分割した例となっている。 
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図 2.3.8.1.2-1 音源とシーケンサの関係（フレーズ再生モード） 

注意事項： 
それぞれの仮想トラックの 大同時発音数は、実装依存になる。フレーズデータ

は、この前提条件のもとに制作される必要がある。MEXA/JSCL では使用可能な

仮想トラックの数を S!アプリが実行時に取得できるようにしている。 
 
複数の仮想トラックの同期再生： 
個々の仮想トラックについて割り当てる発音チャネルを動的に変更することは

できない。そのかわり、トラックを複数組み合わせてそれらを一つのトラックの

ようにみなし、同期させて再生できる。 
図 2.3.8.1.2-2 複数のトラックの同期再生 

シーケンストラック 0
(マスタートラック)

シーケンストラック 1
（スレーブトラック）

シーケンストラック 2
（スレーブトラック）
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トラック 3

発音チャンネル 0-3

発音チャンネル 4-7

発音チャンネル 8-11

発音チャンネル 12-15
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図 2.3.8.1.2-3では、トラック 0、1、2 を組み合わせて、12 音のトラックとし、

トラック 3 とあわせて計 2 つのトラックのように制御する様子を示している。複

数のトラックを組み合わせる時は、便宜上、一つのトラックを「マスタートラッ

ク」、それ以外を「スレーブトラック」とす。マスタートラックの再生に同期し

てスレーブトラックも再生される。図2.3.8.1.2-4ではトラック 0 をマスターとし、

トラック 1、2 をスレーブとした例となっている。この状態でトラック 0 を再生

すると、トラック 1、2 も同時に再生される。 
トラックは重複して組み合わせることはできない。たとえば、トラック 0、1、2
を組み合わせて、かつトラック 2、3 も組み合わせることはできない。但し、重

複さえしなければ任意の組み合わせが可能とする。例えば、フレーズ再生モード

においても、全てのトラックを組み合わせて一つのトラックとすることも可能で

ある。 
複数のトラックを組み合わせる場合においても、個々のトラックには独立にフレ

ーズデータを設定する。 
 

2.3.8.1.2.1.  オーディオ再生 
 
フレーズデータが音色と音程であるのに対し、オーディオデータ（ADPCM デー

タ）は波形データが元になっている。以下は、4 つの仮想トラックに加え、ひと

つのオーディオデコーダを持つシステムの例である。オーディオ再生の為の機構

（オーディオデコーダ）はフレーズ再生の為の機構とは別に用意されるのでオー

ディオ再生はフレーズ再生と同時に実行可能である。 

シーケンサ＃０フレーズデータ＃０

音源＃１シーケンサ＃１フレーズデータ＃１

音源＃２シーケンサ＃２フレーズデータ＃２

音源＃３シーケンサ＃３フレーズデータ＃３

音源＃０

オーディオデータ オーディオデコーダ

+ +

出力音声

図 2.3.8.1.2.1-1 フレーズプレイヤー内部構成 
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フレーズ再生と同様に、いくつのオーディオデコーダが使用可能かについては実

装依存である。JSCL では使用可能なオーディオデコーダの数を S!アプリが実行

時に取得できるようにしている。また、複数のオーディオデコーダの存在を前提

として、フレーズデータと同様なオーディオデコーダ同士の同期再生機能のモデ

ルを定義している。 
 

2.3.8.1.2.2.  メディアプレイヤーとフレーズプレイヤー 
 
メディアプレイヤーはメロディ再生モードで音源を使用する。メロディ再生モー

ドは、1 つのメロディを再生するモードとする。この場合、トラックはひとつあ

ればよいことになる。図 2.3.8.1.1.1-2 はメロディ再生モードでの構成例である。

一方、フレーズプレイヤーはフレーズ再生、及び音声再生のモードで音源を使用

する。図 2.3.8.1.1.2-1 はフレーズプレイヤーでの音源の使用例である。 
このように、メディアプレイヤーとフレーズプレイヤーでは音源の使用方法が異

なる。そして通常の端末でのハードウェア構成では、2 つの再生モードを両立さ

せることはできない為、メディアプレイヤーとフレーズプレイヤーは同時に使用

することはできない。 
 

2.3.8.1.3.  フレーズプレイヤーのクラス・インタフェース構成 

 
「フレーズプレイヤー」を構成する主要なクラスとインタフェースの関連につい

て以下に示す。 

図 2.3.8.1.3-1 フレーズプレイヤー主要クラス構成 
Phrase, AudioPhrase 
Phrase クラスはフレーズデータを、AudioPhrase クラスはオーディオデータを

保持する為のクラスである。これらのクラスのメソッドで、再生する為に必要な

トラック数などの情報が取得できる。 
PhrasePlayer 

MIDlet実装クラス

<<Interface>>
PhraseTrackListener

MIDlet実装クラス

<<Interface>>
PhraseTrackListener

AudioPhraseTrackPhraseTrack

PhrasePlayer

Phrase AudioPhrase
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PhrasePlayer は、端末の音源内に構成可能な「仮想音源」と「オーディオデコ

ーダ」を管理し、S!アプリ(MIDlet)の要求に応じてそれらの資源を割り当て、

PhraseTrack オブジェクトまたは AudioPhraseTrack オブジェクトを提供する。 
 
PhraseTrack 
PhraseTrack オブジェクトは独立してフレーズデータを再生する「トラック」と

対応している。PhraseTrack はフレーズデータ再生の為のメソッドを提供する。

PhraseTrack オブジェクトは「トラック」の数だけ存在する。 
 
AudioPhraseTrack 
AudioPhraseTrack オブジェクトは独立してオーディオデータを再生する「オー

ディオデコーダ」と対応している。AudioPhraseTrack はオーディオデータ再生

の為のメソッドを提供する。AudioPhraseTrack オブジェクトは「オーディオデ

コーダ」の数だけ存在する。 
 
PhraseTrackListener 
PhraseTrackListener は、PhraseTrack または AudioPhrasTrack が発生するイ

ベントのリスナーを実装する為のインタフェースである。MIDlet はこのインタ

フェースを実装して PhraseTrack または AudioPhraseTrack に登録してイベン

トを待ち受けることができる。 
 

2.3.8.1.4.  フレーズプレイヤー使用手順概略 

 
フレーズデータを再生する時の手順の概略は次のようになる。 
 
1. PhrasePlayer のスタティック関数 getPlayer()で PhrasePlayer オブジェク

トを取得する。PhrasePlayer の getTrackCount()を呼び出して、使用可能な

トラックの数が取得できる。 
2. 再生するフレーズデータをコンストラクタに指定して、Phrase オブジェク

トを生成する。 
3. PhrasePlayer の getTrack()で PhraseTrack オブジェクトを取得する。 
4. 取得した Phrase オブジェクトを設定する。また、setEventListener()で

PhraseTrackListener インタフェースを実装したリスナーを登録する。複数

のトラックを同期させて再生する場合は、スレーブとなる PhraseTrack に対

して、setSubjectTo()でマスタートラックとなる PhraseTrack との関連付け

を行う。 
 
5. フレーズデータが設定されている PhraseTrack は、play()で再生できる。
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play()には、通常のバージョンに加えて繰り返しの指定が可能なバージョン

が用意されている。また、再生途中や再生に先立って、音量と左右の定位を

それぞれ setVolume()と setPanpot()で設定したり、mute()で消音することが

可能である。同期再生させるには、マスタートラックとなっている

PhraseTrack の play()を呼び出す。 
6. 再生状態にある PhraseTrack は、stop()で再生を停止できる。また、pause()

と resume()でそれぞれ一時停止と再開が可能である。同期再生を停止するに

は、マスタートラックとなっている PhraseTrack の stop()を呼び出す。 
7. 再生を停止した PhraseTrack に対して、removePhrase()でその時点のフレ

ーズ設定を解除できる。そして新たなフレーズを setPhrase()で設定するこ

とも 可能である。 
8. 使い終わった PhraseTrack は、PhrasePlayer の disposeTrack()を呼び出し

てフレーズプレイヤーに返す。 
 
物理的に利用可能なトラック数の範囲内で、上記 4 から 8 までの手順を用いて複

数の PhraseTrack を生成し、それぞれ独立に再生させることができる。また、個々

の PhraseTrack において、上記の手順 5 から 8 を繰り返して別のフレーズデー

タを再生させることが可能である。 
オーディオデータを再生するには上記のフレーズデータの再生手順において、

Phrase オブジェクトの代わりに AudioPhrase オブジェクトを生成する。そして

PhrasePlayer の getTrack() で PhraseTrack を 取 得 す る 代 わ り に 、

getAudioTrack()で AudioPhraseTrack オブジェクトを取得する。AudioPhrase
を AudioPhraseTrack に設定して再生する方法は、Phrase を PhraseTrack で再

生する方法と同様である。 
 

2.3.8.1.5.  再生データの生成（Phrase クラス、AudioPhrase クラス） 

 
Phrase クラスはフレーズデータを、AudioPhrase はオーディオデータを保持す

る為のクラスである。これらのクラスでは、設定されているフレーズデータのサ

イズを取得したり、再生に必要なトラック数を解析する機能などを提供している。

S!アプリは、用意した再生用データをこれらのクラスのコンストラクタに指定し

てインスタンスを生成すること。コンストラクタへのデータの渡し方として、 
１）データをバイト配列で渡す                               

２）データを URL で指定する                               

の 2 種類がある。 
 

2.3.8.1.6.  フレーズプレイヤー（PhrasePlayer クラス） 
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PhrasePlayer クラスは、端末の音源内に構成可能な「仮想音源」トラックまた

は「オーディオデコーダ」を管理する。S!アプリの要求に応じてこれらを割り当

てや、また使用済みになった時に開放する為の機能を定義する。 
 
PhrasePlayer の生成： 
PhrasePlayer オブジェクトは、PhrasePlayer のスタティック関数 getPlayer()
で取得すること。getTrackCount()で、使用可能なトラックの数が取得できる。

「0」から「getTrackCount()で取得される数値より 1 小さい値」までが、有効な

トラック番号となる。また、getAudioTrackCount()で、使用可能なオーディオデ

コーダの数が取得できる。「0」から「getAudioTrackCount()で取得される数値よ

り 1 小さい値」までが、有効なオーディオデコーダ番号となる。 
 
再生用資源の取得： 
S!アプリは、getTrack()を使用して PhraseTrack オブジェクトを取得する必要が

ある。getTrack()はトラック番号を明示的に指定する形と、PhrasePlayer にトラ

ック番号の割り当てを任せる形の 2 つが用意されている。トラック番号を明示的

に指定した時に既にトラックが割り当てられている場合、また PhrasePlayer に

割り当てを任せた時に空きトラックがない場合は例外がスローされる。取得した

PhraseTrack オブジェクトで個々のフレーズデータを再生できる。 
同様に、オーディオデータを再生する為には、getAudioTrack()を使用して

AudioPhraseTrack オブジェクトを取得する必要がある。getAudioTrack()での例

外の発生条件などは getTrack()の場合と同様である。 
PhraseTrack、AudioPhraseTrack の一斉制御： 
PhrasePlayer ク ラ ス で は 、 全 て の PhraseTrack オ ブ ジ ェ ク ト 及 び

AudioPhraseTrack オブジェクトが再生しているデータに対して、同時に強制停

止、一時停止、または再開したりするメソッドが用意されている。強制停止は kill()
メソッド、一時停止は pause()メソッド、再開は resume()メソッドで行う。 
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2.3.8.1.7.  フレーズデータの再生 （PhraseTrack クラス） 

 
個々のフレーズデータを再生するには PhraseTrack オブジェクトを使用する。

PhraseTrack オブジェクトは、PhrasePlayer オブジェクトの getTrack()メソッ

ドを用いて取得する。PhraseTrack クラスのメソッドは概略、以下のように分類

できる。以降、この分類に沿って説明する。 
 

 フレーズデータの設定・解除 
 フレーズ再生イベントを待ち受けるイベントリスナー

（PhraseTrackListener）の設定 
 トラックの状態取得・音量設定 
 フレーズデータの再生、停止、一時停止、再開 

 
2.3.8.1.7.1.  フレーズデータの設定・解除 

 
S!アプリは、PhraseTrack オブジェクトに、再生するフレーズデータを

setPhrase()メソッドで設定する必要がある。また、設定してある Phrase オブジ

ェクトを removePhrase()で削除することが可能である。削除すると、再度

setPhrase()メソッドで Phrase オブジェクトを設定できる。一旦フレーズ再生を

開始したら、停止するまで setPhrase()、removePhrase()を呼び出すことはでき

ない。呼び出すと例外がスローされる。 
 

2.3.8.1.7.2.  イベントリスナーの設定 
 
PhraseTrackListener 
フレーズ再生に関するイベントを待ち受ける為には、再生の前に、

PhraseTrackListener インタフェースを実装したリスナーを、PhraseTrack オブ

ジェクトの setEventListener()メソッドを用いて設定する。イベントは

PhraseTrackListener インタフェースの eventOccurred()メソッドのパラメータ

で通知される。イベント通知として以下の場合がある。  

 

 フレーズデータの再生が終了した時、PhraseEventType.EV_END が通知される。  

 フレーズデータ再生の繰り返しが発生した時、PhraseEventType.EV_LOOP が

通知される。  

 フレーズデータの再生を一時停止した時、PhraseEventType.EV_PAUSE が通知

される*1。 

 フレーズデータ中に「ユーザイベント」が埋め込まれていた時は、
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PhraseEventType.EV_USER_* （*は ”0” から ”15” までの数を表す文字

列）が通知される。 

 

待受アプリにおける注意事項： 

待受アプリが S!アプリ待受設定されているとき、音声着信、メール着信、または

スケジュールアラーム通知が発生すると、フレーズプレイヤーは停止させられる。

このとき PhraseTrackListener の eventOccurred()は呼び出されない。S!アプリ

の意図とは関係なく停止することに注意すること。 

そして、端末に設定されている内容に基いてユーザに着信やスケジュールアラー

ムが通知される*1)。この通知の開始時から終了時までの間にフレーズプレイヤ

ーなど、デバイスの制御を行うとRuntimeException例外が発生する。 

通知の開始と終了は、RingStateListener のリスナーメソッドに通知される。終

了を伝えるメソッドが呼び出された以後はメディア再生を再開できる。例えばリ

スナーメソッド内部にてプレイヤーを再開させても問題ない。 

 
*1)これらの詳細は「2.4.6.1 待受アプリと通常起動のS!アプリでの着信通知、ア

ラーム通知」を参照すること。 

 
2.3.8.1.7.3.  トラックの状態取得・音量設定 

 
フレーズ再生の開始前、または再生中に音量を設定できる。音量の設定は

setVolume()メソッドを使用する。また、mute()メソッドで消音が可能である。

isMute()メソッドでは、消音しているかどうかを確認できる。 
getState()メソッドで、現在のトラックの状態を確認できる。状態としては次の

ようなものがある。 
 

表 2.3.8.1.7.3-1 トラック状態 

状態 意味 
PhraseTrack.NO_DATA データ未設定 
PhraseTrack.PLAYING 再生中 
PhraseTrack.PAUSED 一時停止中 
PhraseTrack.READY 停止中 
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PhraseTrack オブジェクトを取得する時に、S!アプリ側でトラック番号を指定し

なかった時には、PhrasePlayer オブジェクトで自動的にトラック番号を決定す

る。PhraseTrack オブジェクトで getID()メソッドを呼び出し、割り当てられて

いるトラック番号を取得できる。 
 

2.3.8.1.7.4.  フレーズデータの再生、停止、一時停止、再開 
 
PhraseTrack オブジェクトに Phrase オブジェクトが設定されていると、再生を

開始できる。再生、停止、一時停止、再開の為のメソッドは以下のようになる。 
 

表 2.3.8.1.7.4-1 PhraseTrack メソッド 

メソッド 内容 
メソッド 
play() 

フレーズを再生する。繰り返し回数の指定も可能である。無限に

繰り返すことも可能である。 
メソッド 
stop() 再生中、または一時停止中のフレーズ再生を停止する。 

メソッド 
pause() フレーズ再生を一時停止する。 

メソッド 
resume() 一時停止しているフレーズ再生を再開する。 

 
play()メソッドで無限の繰り返しを指定した時は、 終的には stop()メソッドで

再生を停止させる必要がある。再生を開始したら、停止するまでは、フレーズデ

ータの設定に関するメソッド（setPhrase()、removePhrase()）を呼び出すこと

はできない。呼び出すと例外がスローされる。 
 

2.3.8.1.8.  フレーズデータの同期再生（PhraseTrack クラス） 

 
フレーズプレイヤーではフレーズデータ同士の同期再生が可能である。 
オーディオデータは同期再生できない。フレーズデータのみ同期再生が可能であ

る。 
 

2.3.8.1.8.1.  同期設定 
 
setSubjectTo()メソッドによって、トラック間の同期設定が可能である。スレー

ブトラックとなる PhraseTrack オブジェクトの setSubjectoTo()メソッドを呼び

出し、マスタートラックとなる PhraseTrack オブジェクトを指定する。例えば、
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track0 をマスタートラックとし、track1, track2 をスレーブトラックとしたい時

は、以下のようにそれぞれのスレーブトラックについて setSubjectTo()メソッド

を呼び出す。 
try{ 
    .... 
    track1.setSubjectTo(track0); 
    track2.setSubjectTo(track0); 
} 
catch(...){ 
  ... 
setSubjectTo()メソッドによる同期設定を行うには下記の条件が満たされている

必要がある。 
 スレーブトラック、マスタートラック共にフレーズデータが設定されていて、

それらの時間長は同じである。 

 新たにスレーブトラックとするトラックは、別のマスタートラックのスレー

ブになっておらず、かつどのトラックに対するマスターにもなっていない。 

 同期設定するマスタートラック、スレーブトラックとも停止中である。 

 
setSubjectTo()メソッドは、これらの条件が成立しない場合は例外をスローする。 
スレーブトラックとなっている PhraseTrack オブジェクトのマスタートラック

を取得するには、スレーブトラックとなっている PhraseTrack オブジェクトの

getSyncMaster()メソッドを呼び出す。同期関係が設定されていない時は null が
返される。 
 
  

2.3.8.1.8.2.  同期解除 
 
スレーブトラックとなっている PraseTrack オブジェクトの setSubjectTo()メソ

ッドを呼び出すマスタートラックオブジェクトとして null を指定するとマスタ

ートラックとの同期関係は解除される。あるマスタートラックに対する同期関係

を全て解除するには、スレーブとなっているトラック全てについて、

setSubjectTo()メソッドを呼び出す。track0 がマスタートラック、track1, track2
がスレーブトラックになっている時、全ての同期関係を解除するには以下のよう

にする。 
 
track1.setSubjectTo(null); 
track2.setSubjectTo(null); 
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同期関係が設定されているPhraseTrackオブジェクトに対して、removePhrase()
メソッドでフレーズデータを削除すると関連する同期関係が解除される。  
 

 スレーブトラックのフレーズデータを削除すると、そのスレーブトラックと

マスタートラックの同期関係が解除される。あるスレーブとの関係が解除さ

れても、マスタートラックと別のスレーブトラックとの関係付けには影響を

与えない。 
 マスタートラックのフレーズデータを削除すると、そのマスタートラックと

関係付けられている全てのスレーブトラックとの同期関係が解除される。 
 
同期関係の解除はトラックが停止中の時のみ可能である。再生中のトラックに対

して同期設定を解除しようとすると例外が発生する。 
 

2.3.8.1.8.3.  再生・停止 
 
同期再生の開始や停止の為には、マスタートラックとなっている PhraseTrack
オブジェクトの play()メソッド、または stop()メソッドを呼び出す。スレーブト

ラックとなっている PhraseTrack オブジェクトの play()メソッド、及び stop()
メソッドは正常終了するが、何もしない。（再生の開始や停止は行われず、無視

される。） 
同期設定されているトラックの再生において、個々のトラックの再生に関するイ

ベント通知はトラック毎に発生する。 
 

2.3.8.1.9.  オーディオデータの再生 （AudioPhraseTrack クラス） 

 
個々のオーディオデータを再生するにはAudioPhraseTrackオブジェクトを使用

する。AudioPhraseTrack オブジェクトは、PhrasePlayer オブジェクトの

getAudioTrack()メソッドを用いて取得する。 
AudioPhrase で保持したオーディオデータを登録すること、及び同期再生はでき

ないことを除けば、AudioPhraseTrack のメソッドの使用方法は PhraseTrack に

定義されている同名のメソッドと同様である。但し、一時停止からの再開におい

ては、フレーズの先頭からの再生となる。 
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2.3.9.  MEXA Core (LocalizedTextBox / TextField) 

 
 
■ com.jblend.micro.lcdui パッケージ 
 
MIDP の TextField, TextBox クラスを継承させ、日本語入力の為の機能を追加し

たクラスが含まれている。 
 

表 2.3.9-1 com.jblend.micro.lcdui パッケージ 

名前 内容 
クラス 
LocalizedTextField 

MIDP の TextField クラスを継承し、日本語入力の為の文

字種の制限、及び入力モードの設定が追加されている。 
クラス 
LocalizedTextBox 

MIDP の TextBox クラスを継承し、日本語入力の為の文字

種の制限、及び入力モードの設定が追加されている。 

 
 

2.3.9.1.  日本語テキスト入力用クラスの導出 
 
MIDP では日本語の入力方式が考慮されていない為、TextField クラス、及び

TextBox クラスを継承し、日本語入力機能の為のフィールド値及びメソッドを追

加したクラスを定義する。 
LocalizedTextFiled クラスは TextField クラスから、LocalizedTextBox クラスは

TextBox クラスから導出したクラスである。LocalizedTextFiled クラスには文字

入力制限と入力モードを指定する為の下記のフィールド値が新たに定義されて

いる。 
 

表 2.3.9.1-1 LocalizedTextField クラスに追加されているフィールド定義 

LocalizedTextField クラスに追加されているフィールド定義 
フィールド 
public static final int 
INTERNET 

インターネット標準文字：絵文字及び半角カタカナを

除く全ての文字 

フィールド 
public static final int 
HANKAKU 

半角文字：(下記の半角文字) 
 ・ 制御文字 
 ・ 空白文字 
 ・ 図形文字(半角英数を含む) 
 ・ 削除文字(DEL) 
 ・ 半角カタカナ 
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2.3.9.2.  文字入力制限 
 
LocalizedTextField クラス、または LocalizedTextBox クラスを使用する時、そ

れぞれのコンストラクタに与えるパラメータは、TextField クラス、または

TextBox クラスの場合と同様である。TextField, TextBox と同様に、コンストラ

クタまたは setConstraints()メソッドでの「constraints」(入力制限)パラメータ

では下記のいずれかを与える。パスワードの入力モードを指定するには、これら

の値に「TextField.PASSWORD」をビット論理和（｜）する。 
 

表 2.3.9.2-1 TextField クラス、TextBox クラスのフィールド定義 

TextField クラス、TextBox クラスのフィールド定義 
フィールド 
TextField.EMAILADDR 

メールアドレス文字列：絵文字及び半角カタカナ

を除く全ての文字 
フィールド 
TextField.NUMERIC 

数字文字列：半角数字 (先頭の場合のみ半角「-」
も可) 

フィールド 
TextField.PHONENUMBER

電話番号文字列：半角数字、及び半角の「*」、「#」、
「(」、「」」、「-」、「+」、「,」、「P」 

フィールド 
TextField.URL 

URL 文字列：絵文字及び半角カタカナを除く全て

の文字 
フィールド 
TextField.ANY 任意の文字列：全ての文字 

 
こ の 入 力 制 限 の 指 定 に 加 え て 、 LocalizedTextField ク ラ ス 、 及 び

LocalizedTextBox クラスには、下記のメソッドが追加される。 
 

    表 2.3.9.2-2  LocalizedTextField クラス、LocalizedTextBox クラスに追加され

ているメソッド 

LocalizedTextField クラス、LocalizedTextBox クラスに追加されているメソッド 

メソッド 
void 
setCharConstraints 
(int costraints) 

入力制限を TextField.ANY とし、かつ「インターネッ

ト標準」、または「半角」のいずれかに文字種を制限す

る。 
オブジェクトに設定されているテキストの内容が本メ

ソッドで新たに設定した入力制限を満たしていない

と、テキストはクリアされる。また constraints として

設定する数値が許容される値でない場合は、

IllegalAugumentException がスローされる。 
メソッド 
void setInputMode (int 
mode) 

入力モードを設定する。 
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setCharConstraints()メソッドは、コンストラクタまたは SetConstraints()メソ

ッドでの入力制限の指定を TextField.ANY に変更し、かつ文字種の制限として下

記のいずれかを設定する。LocalizedTextField.HANKAKU を指定するとパスワ

ード入力モードは保持されるが、LocalizedTextField.INTERNET を指定すると

パスワード入力モードは解除される。 
 

 LocalizedTextField.INTERNET （インターネット標準 ） 
 LocalizedTextField.HANKAKU （半角） 

 
setConstraints()で TextField.ANY を指定した場合、文字種の制限は設定されて

おらず、全ての文字種を受け付ける。これに対し、setCharConstraints()メソッ

ドにより、「インターネット標準」または「半角」のいずれかに文字種を制限で

き る 。 setCharConstraints() メ ソ ッ ド で の 設 定 を ク リ ア す る に は 、

setConstraints()で新たに入力制限を設定する。 
 

2.3.9.3.  文字入力モードの設定 
 
文字入力モードを変更する為には、setInputMode()メソッドで下記のいずれかを

指定する。setInputMode()メソッドでは初期入力モードを指定するのみで、ユー

ザの操作により文字入力モードは変わる可能性がある。 
 

 LocalizedTextField.INTERNET（インターネット標準文字種の入力）  
 LocalizedTextField.HANKAKU （半角文字の入力）  

 
setCharConstraints()メソッドで LocalizedTextField.HANKAKU（半角文字列）

を 指 定 し た 場 合 に は 、 setInputMode() メ ソ ッ ド で

LocalizedTextField.HANKAKU （半角入力）を指定するようにすること。指定

しない場合は、ユーザが入力操作によって半角入力に変更しない限り文字入力で

きないことになる。 
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2.3.10. MEXA Core (FEP Control) 
 
 
■ com.j_phone.ui パッケージ 
 
このパッケージにはネイティブシステム内の FEP を起動して入力した文字列を

取得する為のクラスが含まれている。 
 

表 2.3.10-1 com.j_phone.ui パッケージ 

名前 内容 
クラス 
FEPControl 

端末ネイティブ機能の FEP を起動して、入力した文字列を取得

するクラスである。 

 
FEPControl クラスは、ネイティブシステム内の FEP（Front End Processor）
を起動して、入力した文字列を取得する。 
 
 

2.3.10.1. FEPControl インスタンスの取得 
 
FEPControl の操作を行うには、まず getDefaultFEPControl()メソッドによって

唯一の FEPControl オブジェクトを取得する。 
 
ネイティブシステムの FEP を起動して入力された文字列を取得するには、

getInputText()メソッドを使用する。getInputText()メソッドには、FEP の初期

設定や文字種制限の為のパラメータを与える。 
 

 表 2.3.10.1-1 FEPControl クラスの getInputText()メソッドのパラメータ 

パラメータ 内容 
java.lang.String text 文字入力画面に初期表示される文字列 
int constraints 入力可能な文字種 
int maxSize 大入力文字数 
boolean isWrapAllowed constraints に指定された文字種の改行の有効/無

効 
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2.4.  MEXA Option 
 
 

2.4.1.  MEXA Unit 1 (BrowserConnection)  
 
 
■ com.j_phone.io パッケージ 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するインタフェースが含まれてい

る。 
表 2.4.1-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 

インタフェース 

 BrowserConnection 

ブラウザによる URL アクセスを実現する為の Connection

インタフェースである。このインタフェースを実装したオ

ブジェクトは、スキームに“url:”または“urls:”を指

定して Connector.open()メソッドを呼び出すことで取得

できる。 

※ PC サイトブラウザの起動は不可となる。 
 

2.4.1.1. 概要 
 
S!アプリからネイティブのブラウザを起動して、指定のURLにアクセスできる。

S!アプリからネイティブに対しブラウザ起動要求が行われるとスレッドはブロッ

クされ、ブラウザが起動される。 
但し、以下の場合にはブラウザを起動せずエラーを通知する。 
 

 Jad ファイルの MIDlet- Permissions 属性に 
javax.microedition.io.Connector.http 
又は、 
javax.microedition.io.Connector.https を記述していない場合。 

 ネットワーク接続時のセキュリティダイアログにおいてユーザが許可しな

い場合。 
 
ブラウザ終了時には、ブロックされていたスレッドを即座に再開する。 
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2.4.1.2. BrowserConnection インタフェース 
 
BrowserConnection インタフェースは、ブラウザによるアクセスを実現するため

のインタフェースである。このインタフェースを実装したオブジェクトは、スキ

ームに“url:”または“urls:”を指定して、Connector.open()メソッドを呼び出すこと

で取得できる。 
ブラウザによる URL アクセスの基本処理手順は以下のとおり。 
 

 Connector.open()メソッドにスキーム“url: ”または“urls:”を指定して呼び出

し、BrowserConnection インタフェースを実装したオブジェクトを取得する。 
 BrowserConnection インタフェースの connect()メソッドを呼び出して、ネ

イティブシステムのブラウザを起動し、Connector.open()メソッドで指定し

た URL にアクセスする。 
 close()メソッドを呼び出して、ブラウザによる URL アクセス機能を終了す

る。 
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2.4.2.  MEXA Unit1 (StorageConnection) 

 
 
■ com.j_phone.io パッケージ 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するクラス及びインタフェースが

含まれている。 
 

表 2.4.2-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 

インタフェース 
 StorageConnection 

ファイルにアクセスする為のインタフェースである。 
javax.microedition.io.Connector.open()に“file:”スキーム

を指定して呼び出すと、StorageConnection インタフェ

ースを実装したコネクションオブジェクトを取得でき

る。このコネクションオブジェクトを使用して、S!アプ

リから端末内部のデータフォルダ又は外部メモリに存在

するファイルにアクセスできる。 
 
StorageConnectionインタフェースはファイルにアクセスするためのインタフェ

ースを提供する。ファイルタイプに関係するフィールドを以下に示す。 
 

表 2.4.2-2 StorageConnection インタフェースのフィールド 
フィールド 意味 

StorageConnection.ROOT_INTERNAL 機器内部データフォルダのルートパス(/ms) 
StorageConnection.ROOT_EXTERNAL 外部メモリデータフォルダのルートパス(/mc)
StorageConnection.TYPE_FOLDER フォルダ 
StorageConnection.TYPE_PNG PNG(*.png,*.pnz)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_JPEG JPEG(*.jpg,*.jpe,*.jpeg,*.jpz)ファイルタイプ

StorageConnection.TYPE_GIF GIF(*.gif)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_SVG SVG(*.svg、*.svgz)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_SWF Flash®(*.swf)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_SMAF SMAF(*.mmf)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_MP4 MP4(*.mp4)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_MPEG4 MPEG4(*.3gp)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_TXT TXT(*.txt)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_HTML HTML(*.htm,*.html)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_VBOOKMARK vBookmark(*.vbm、*.url)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_EML EML(.*eml)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_VCALENDAR vCalendar(*.vcf)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_AMR AMR(*.amr)ファイルタイプ 
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StorageConnection.TYPE_VCARD vCard(*.vcf)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_VMESSAGE vMessage(*.vmg)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_VNOTE vNote(*.vnt)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_ZIP ZIP(*.zip)ファイルタイプ 
StorageConnection.TYPE_OTHER その他のファイルタイプ 
StorageConnection.ATTRIBUTE_CATEG
ORY 

MIDxlet-Category 属性 
(MEXA 1.1 以降) 

StorageConnection.ATTRIBUTE_DESCR
IPTION 

MIDlet-Description 属性 
(MEXA 1.1 以降) 

StorageConnection.ATTRIBUTE_NAME MIDlet-Name 属性 
(MEXA 1.1 以降) 

StorageConnection.ATTRIBUTE_VENDO
R 

MIDlet-Vender 属性 
(MEXA 1.1 以降) 

StorageConnection.ATTRIBUTE_VERSI
ON 

MIDlet-Version 属性 
(MEXA 1.1 以降) 

StorageConnection.TYPE_JAVA Java アプリケーション(*.jav)ファイルタイプ

(MEXA 1.1 以降) 
StorageConnection.TYPE_PDF PDF(*.pdf)ファイルタイプ 

(MEXA 2.0 以降) 
StorageConnection.TYPE_WORD WORD(*.doc)ファイルタイプ 

(MEXA 2.0 以降) 
StorageConnection.TYPE_EXCEL EXCEL(*.xls)ファイルタイプ 

(MEXA 2.0 以降) 
StorageConnection.TYPE_POWERPOINT POWERPOINT(*.ppt)ファイルタイプ 

(MEXA 2.0 以降) 
 
2.4.2.1. 概要 

 
StorageConnection インタフェースを使用して、端末内部のデータフォルダ及び

外部メモリにあるファイルに同じインタフェースでアクセスできる。

javax.microedition.io.Connector.open()に“file:”スキームを指定して呼び出すこ

とで、StorageConnection インタフェースを実装したコネクションオブジェクト

を取得できる。 
ファイル又はフォルダにアクセスするには、Connector.open()メソッドの name
パラメータにファイル URL を指定する。ファイル URL は以下の形式となる。 
 

 file://パス名 
 
パス名は以下のいずれかの形式となる。パスの区切り文字には“/”を使用する。 
 

 ルート/ 
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 ルート/フォルダ名/ 
 ルート/フォルダ名/ファイル名 
 ルート/フォルダ名/フォルダ名/ 
 ルート/フォルダ名/フォルダ名/ファイル名 

 
端末内部のデータフォルダは「/ms」、外部メモリは「/mc」がルートとなる。 
 
StorageConnectionインタフェースで提供されるファイルアクセスの為のメソッ

ドを以下に示す。 
 

表 2.4.2.1-1 StorageConnection インタフェースのメソッド 
メソッド 内容 

void close() コネクションを閉じる 
boolean createFolder() フォルダを新規に作成する 
boolean delete() ファイルまたはフォルダを削除する 

boolean exists() ファイルまたはフォルダが存在するかどうか

を調べる 
java.lang.String 
getApplicationDescription(java.lang.String 
attribute) 

JAD ファイルに記述されている MIDlet 属性

を返す 

long getLength() ファイルの長さを取得する 
int getType() ファイルタイプを取得する 
java.lang.String getTypeString() ファイルタイプを文字列で取得する 

boolean isCopyrighted() 著作権が保護されたデータファイルかどうか

を調べる 
boolean isFile() ファイルかどうかを調べる 
boolean isFolder() フォルダかどうかを調べる 

java.lang.String[] list() フォルダの直下に存在するファイル及びフォ

ルダの名前の配列を取得する 
InputRandomAccess 
openInputRandomAccess() 

ファイルに対するランダムアクセス可能な入

力ストリームを開く(MEXA 2.3 以降) 
java.io.InputStream openInputStream() ファイルに対する入力ストリームを取得する

java.io.OutputStream 
openOutputStream() 

ファイルに対する出力ストリームを取得する

boolean renameTo(java.lang.String 
newName) 

ファイルまたはフォルダの名前を変更する 

 
以下に新規フォルダの作成の例を示す。 
 

StorageConnection conn = null; 

try { 
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    conn = (StorageConnection)Connector.open("file:///ms/test/"); 

    conn.createFolder();  // フォルダ新規作成 

} catch (Exception e) { 

    ... 

} finally { 

    if (conn != null) { 

        try { conn.close(); } catch (Exception e) {} 

    } 

} 

 
以下に端末内部のデータフォルダにファイルを作成してデータを書き込む例を

示す。  
 

StorageConnection conn = null; 
try { 
    conn= (StorageConnection)Connector.open("file:///ms/test/a.txt"); 
    OutputStream os = null; 
    try { 
        os = conn.openOutputStream(); 
        os.write(...);  // データ書き込み 
        os.flush(); 
    } catch (Exception e) { 
        ... 
    } finally { 
        if (os != null) { 
            try { os.close(); } catch (Exception e) {} 
        } 
    } 
} catch (Exception e) { 
    ... 
} finally { 
    if (conn != null) { 
        try { conn.close(); } catch (Exception e) {} 
    } 
} 

 
以下に端末内部のデータフォルダのファイルを削除する例を示す。  
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StorageConnection conn = null; 

try { 

    conn = (StorageConnection)Connector.open("file:///ms/test/a.txt"); 

    conn.delete(); 

    // 削除後は close() 以外のメソッドを使用できません。 

} catch (Exception e) { 

    ... 

} finally { 

    if (conn != null) { 

        try { conn.close(); } catch (Exception e) {} 

    } 

} 

 
createFolder()メソッド、delete()メソッド、renameTo()メソッドメソッドはネイ

ティブシステムに対して要求を行い、確認画面が終了するまですべてのスレッド

をブロックする。 
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2.4.2.2. 利用可能なデータフォルダ 

以下に S!アプリからアクセス可能なデータフォルダと指定可能なフォルダパス

一覧を記載する。 
 

表 2.4.2.2-1 アクセス可能なフォルダ 

データフォルダ 内部メモリ 外部メモリ 
ﾋﾟｸﾁｬｰ ms/Pictures/ mc/Pictures/ 
着うた®・ﾒﾛﾃﾞｨｰ ms/Sounds & Ringtones/ mc/Sounds & Ringtones/ 
その他ﾌｧｲﾙ ms/Other Documents/ mc/Other Documents/ 

 
2.4.2.3. ファイル操作可否 

 
以下に、著作権保護設定によるファイルの操作可否について、付与した MIDlet 
Domain による著作権保護なし、F/L、S/D でのファイル操作可否について示す。 
 

表 2.4.2.3-1 ファイル操作可否 
Trusted Domain 

(Third Party Domain)
Untrusted Domain 

操作 メソッド 
著作権 
保護あり 

著作権 
保護なし

著作権 
保護あり 

著作権 
保護なし 

ファイル操作 
（ファイル読込

を除く） 

StorageConnection# 
createFolder() 

StorageConnection# 
  delete() 
StorageConnection# 
  openOutputStream() 
StorageConnection# 

renameTo() 

× ○ × × 
(＊１) 

ファイル読込 StorageConnection# 
  openInputStream() × ○ × 

(＊１) 
× 

(＊１) 

ファイル情報取

得 

StorageConnection# 
  getLength() 
StorageConnection# 
  getType() 
StorageConnection# 
  getTypeString() 
StorageConnection# 
  isCopyrighted() 
StorageConnection# 
  isFile() 
StorageConnection# 
  isFolder() 
StorageConnection# 

○ ○ ○ ○ 
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Trusted Domain 
(Third Party Domain)

Untrusted Domain 

操作 メソッド 
著作権 
保護あり 

著作権 
保護なし

著作権 
保護あり 

著作権 
保護なし 

  list() 
 
○ ：操作可能 
× ：操作不可 
＊１：Permission(Function Groups：Read User Data Access)によるアクセス 

規制 
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2.4.3.  MEXA Unit1 (FileUtility) 

 
■ com.j_phone.io パッケージ 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するクラスが含まれている。 
 

表 2.4.3-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 

クラス 
FileUtility 

ファイルに関するユーティリティを提供するクラスであ

る。ファイルをネイティブアプリケーション、またはメデ

ィアプレイヤーで再生するためのメソッドを提供する。 

 
2.4.3.1. 概要 

 
ネイティブの Media Player、Flash® Player、Document Viewer を使用して、

メール添付ファイルやデータフォルダ内のファイルを再生できる。データフォル

ダ内の動画ファイルだけでなく、音曲ファイルもネイティブプレイヤーで再生で

きる。 
MEXA 対応端末では、Flash®ファイル、着信音 Flash®ファイル及び各ドキュメ

ントファイルをネイティブプレイヤー、ネイティブドキュメントビューワで再生

表示できる。 
 
以下に対応端末におけるネイティブプレイヤー及びネイティブドキュメントビ

ューワで利用可能なファイルタイプについて示す。 
 

表 2.4.3.1-1 利用可能なファイルタイプ 
ファイルタイプ 

.3gp 

.mp4 
動画ファイル 

.swf 
音曲ファイル .mp4 
Flash®ファイル .swf 

.pdf 

.doc 

.xls 

ドキュメントファイル 

.ppt 
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2.4.3.2.  FileUtility クラス 

 
FileUtility クラスは、ファイルをネイティブアプリケーション、又はメディアプ

レイヤーで再生するための以下のメソッドを提供する。 
 

表 2.4.3.2-1 FileUtility クラスのメソッド 
メソッド 内容 

getFreeSpace(java.lang.String rootpath) 
（JSCL-1.3.2 以降） 

指定したフォルダの空き容量

（byte 単位）を取得する。 
FileUtility getInstance() 唯一の FileUtility インスタンス

を取得する 
MediaPlayer 
getMediaPlayer(java.lang.String path) 

メディアプレイヤーを取得する。 

void play(java.lang.String path) ファイルをネイティブアプリケ

ーションで再生する 
int precheckStorable(java.lang.String path, 
int size) 

（JSCL-1.3.2 以降） 

ファイルの保存可否を判定する。 
 

void play (byte[] data, int type) 
(MEXA2.0(Unit 1 2.1 以降)) 

バイトデータをネイティブアプ

リケーションで再生する 
 
play()メソッドはネイティブに対して動画再生を要求し、起動したネイティブム

ービープレイヤーに動画データをセットして、再生が終了するまですべてのスレ

ッドをブロックする。 
 

2.4.3.3.  FileUtility フィールド< JSCL-1.3.2 以降> 
 
FileUtility クラスのフィールドを以下に示す。 
 

表 2.4.3.3-1 FileUtility クラスのフィールド 
フィールド 内容 

COUNT_LIMIT 保存可否：指定フォルダのファイル数制限超過。 
EXISTS 保存可否：同名ファイルが存在することを示す。 
FILETYPE_DIFFERENT 保存可否：ファイルタイプが不正（保存先に指

定したフォルダには保存不可など）。 
INSUFFICIENT 保存可否：空き容量が不足。 
OTHER_ERROR 保存可否：その他エラー 
WRITABLE 保存可否：保存可否を示す。 
WRITE_PROTECT 保存可否：書込禁止。 
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2.4.3.4. 利用可能なデータフォルダ 
 
以下に S!アプリからアクセス可能なデータフォルダと指定可能なフォルダパス

一覧を記載する。 
 

表 2.4.3.4-1 アクセス可能なフォルダ 
データフォルダ 内部メモリ 外部メモリ 

ピクチャー ms/Pictures/ mc/Pictures/ 
着うた®・メロディ ms/Sounds & Ringtones/ mc/Sounds & Ringtones/ 
ミュージック ms/Music/ mc/Music/ 
ムービー ms/Videos/ mc/Videos/ 
Flash® ms/Flash(R)/ mc/Flash(R)/ 
着信音 Flash®  ms/Flash(R) Ringtones/ mc/Flash(R) Ringtones/ 
その他ファイル ms/Other Documents/ mc/Other Documents/ 

 
2.4.3.5.  ファイル操作可否 

 
以下に、著作権保護設定によるファイルの操作可否について、付与した MIDlet 
Domain による著作権保護なし、F/L、S/D でのファイル操作可否について示す。 
 

表 2.4.3.5-1 ファイル操作可否 
Trusted MIDlet 

(Third Party Domain)
Untrusted MIDlet 

操作 メソッド 
著作権 
保護あり 

著作権 
保護なし

著作権 
保護あり 

著作権 
保護なし 

ファイル情

報取得 

FileUtility# 
getFreeSpace(String) 

FileUtility# 
precheckStorable 

(String,int) 

○ ○ ○ ○ 

端末 
メディアプ

レイヤー再

生 

FileUtility# 
getMediaPlayer(String) 

FileUtility# 
play(String) 

○ ○ × 
(＊１) 

× 
(＊１) 

［凡例］ 
○ ：操作可能 
× ：操作不可 
＊１：Permission(Function Groups：Read User Data Access)によるアクセス 

規制 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 98 of 192 
複製転載禁止 

 
2.4.4.  MEXA Unit1 (MemoryCard) 

 
■ com.j_phone.system パッケージ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するインタフェースが含ま

れている。 
 

表 2.4.4-1 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
インタフェース 

MemoryCardListener 
外部メモリの装着状態の変化を待ち受けるリスナーを

実装する為のインタフェースである。 

 
MemoryCardListener インタフェースは、外部メモリの装着状態の変化を待ち受

けるリスナーを実装する為のインタフェースである。本インタフェースを実装し

たリスナーを、DeviceControl クラスの setMemoryCardListener ()メソッドを呼

び出して登録する。 
 
外部メモリがセットされると memoryCardInserted ()メソッドが呼び出される。

外部メモリが取り外されると memoryCardRemoved ()メソッドが呼び出される。 
 
S!アプリが一時停止している間に外部メモリの装着状態が変化した場合、S!アプ

リが再開したときに、一時停止中の外部メモリの装着状態の変化に応じてリスナ

ーが呼び出される。MemoryCardRemoved()メソッドと memoryCardInserted()
メソッドの両方が呼び出された場合は、一時停止前とは別の外部メモリがセット

されている可能性がある。 
 
■ com.j_phone.system パッケージ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するクラスが含まれている。 
 

表 2.4.4-2 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 

クラス  
DeviceControl 

このクラスは、下記の機能を提供するメソッドを規定する。 
・メモリカードの装着状態の取得 
DeviceControl オブジェクトは、

DeviceControl.getDefaultDeviceControl()メソッドを使って取

得する。 
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DeviceControl クラスでは、端末に固有なデバイス制御機能を規定する。 
 

 メモリカードの装着状態の取得 
 メモリカードのイベントを待ち受けるリスナーの登録 

 
DeviceControl オブジェクトは DeviceControl クラスのスタティックメソッド

getDefaultDeviceControl()を使って取得する。 
 
以下、DeviceControl クラスのそれぞれの機能について説明する。 
 
表 2.4.4-3 com.j_phone.system パッケージのフィールドおよびクラス 

名前 内容 
フィールド 

MEMORY_CARD メモリカードの装着状態を示す。 

フィールド 
MEMORY_CARD_OFF メモリカードが取り出されていることを示す。 

フィールド 
MEMORY_CARD_READ_
ONRY 

メモリカードがリードオンリーであることを

示す。 

フィールド 
MEMORY_CARD_WRITA
BLE 

メモリカードがライトプロテクトではないこ

とを示す。 

フィールド 
MEMORY_CARD_WRITE_
PROTECTED 

メモリカードがライトプロテクトであること

を示す。 

クラス 
setMemoryCardListener(M
omoryCardListener) 

メモリカードの装着状態のイベントを待ち受

けるリスナを登録する。 
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2.4.5.  MEXA Unit2 (Player) 

 
 
■ com.jblend.media.jpeg パッケージ 
 
このパッケージには JPEG 形式のメディアを再生するためのクラス及びインタ

フェースが含まれている。 
 

表 2.4.5-1 com.jblend.media.jpeg パッケージ 

クラス 内容 
JpegData JPEG 形式のメディアデータを保持するためのクラスである。 
JpegPlayer JPEG 形式のメディアを再生するためのクラスである。 

 
本パッケージにはcom.jblend.mediaにて規定されているMediaDataクラスを継

承したクラス、及びMediaPlayerを継承したクラスを格納している。継承クラス

ではメディアの特徴に応じてMediaPlayerの機能を拡張している。詳細について

は 2.3.7 MEXA Core (MediaPlayer)を参照のこと。 
 
■ com.jblend.media.png パッケージ 
 
このパッケージには PNG 形式のメディアを再生するためのクラス及びインタフ

ェースが含まれている。 
 

表 2.4.5-2 com.jblend.media.png パッケージ 

クラス 内容 
PngData PNG 形式のメディアデータを保持するためのクラスである。 
PngPlayer PNG 形式のメディアを再生するためのクラスである。 

 
本パッケージにはcom.jblend.mediaにて規定されているMediaDataクラスを継

承したクラス、及びMediaPlayerを継承したクラスを格納している。継承クラス

ではメディアの特徴に応じてMediaPlayerの機能を拡張している。詳細について

は 2.3.7 MEXA Core (MediaPlayer)を参照のこと。 
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2.4.6.  MEXA Unit2 (Resident) 
 
■ com.j_phone.midlet パッケージ 
 
このパッケージには、待受アプリを作成する為の基底クラスが入っている。 
 

表 2.4.6-1 com.j_phone.midlet パッケージ 

名前 内容 
クラス 
ResidentMIDlet 

待受アプリの為の基底クラスである。このクラスを継承して待

受アプリを作成することが可能である。  

 
com.j_phone.midlet パッケージの ResidentMIDlet クラスを使用して待受アプ

リを作成することが可能である。このパッケージを使用して待受アプリを作成す

る際は、TelephonyListener、MailListener、ScheduledAlarmListener 及び

RingStateListener を必ず実装しておく必要がある。 
ResidentMIDlet を継承して作成するようにすること。ただし、待受アプリ開発

において本クラスの利用が必須ではない。 
 

public abstract class ResidentMIDlet extends MIDlet  
implements TelephonyListener, MailListener, 

ScheduledAlarmListener, RingStateLisntener { 
: 

public abstract void ring ( String name, String number ); 
(以下、リスナー定義のメソッドを全て abstract としてある) 

} 
 
※ MIDlet 属性に必ず該当 PermissionsName を記載すること。記載が無い場

合、起動は不可となる。 
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■ com.j_phone.system.MailListener インタフェース 

 
このインタフェースには、端末に固有なデバイス機能が含まれている。 
 

表 2.4.6-2 com.j_phone.system インターフェイス 

名前 内容 

インタフェース 
MailListener 

メール着信イベントを待ち受けるリスナーを実装する為のイ

ンタフェースである。 
メール着信では、メールの種類や送信者に関する情報が通知

される。 
本インタフェースを実装したリスナーは DeviceControl オブ

ジェクトに登録して使用する。 

 
MailListener インタフェースは、メール着信イベントを待ち受けるリスナーを実

装する為のインタフェースである。本インタフェースを実装したリスナーを、

DeviceControlオブジェクトの setMailListener()メソッドを呼び出して登録する。 
 
メール着信に関するイベントは、MailListener インタフェースの received()メソ

ッドのパラメータとして、下記のように通知される。 
 

表 2.4.6-3 インタフェースの received()メソッドのパラメータ 

パラメータ 内容 

java.lang.String name 

送信してきた人の名前 
（送信元メールアドレスが、端末の管理している電

話帳に記載されている時のみ示される。記載されて

いなければ null になる。） 

java.lang.String  address 送信元メールアドレス 
（自動配信サービスの場合は、null になる。） 

int detail メールの種類 
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 detail (メールの種類) としては下記のいずれかが示される。 
 

表 2.4.6-4 detail (メールの種類) 

detail の値 意味 
MailListener.SKYMAIL SMS 
MailListener.RELAY － 
MailListener.GREETING － 
MailListener.LONGMAIL MMS 
MailListener.CBS － 
MailListener.WEB 自動配信サービス

 
■ com.j_phone.system.RingStateListener インタフェース 
 
このインタフェースには、端末に固有なデバイス機能が含まれている。 
 

表 2.4.6-5 RingStateListener インタフェース 

名前 内容 

インタフェース 
RingStateListener  

待受アプリの場合、音声着信、メール着信、アラーム発生

などに対するユーザへの着信通知はネイティブシステム側

で行われる。RingStateListener インタフェースは、このユ

ーザ通知の開始イベント、または終了イベントを待ち受け

るリスナーを実装する為のインタフェースである。本イン

タフェースを実装したリスナーを、DeviceControl オブジ

ェクトの setRingStateListener()メソッドを呼び出して登

録すること。 
 
待受アプリの場合、音声着信、メール着信、アラーム発生などに対するユーザへ

の着信通知はネイティブシステム側で行われる。RingStateListener インタフェ

ースは、このユーザ通知の開始イベント、または終了イベントを待ち受けるリス

ナーを実装する為のインタフェースである。本インタフェースを実装したリスナ

ーを、DeviceControl オブジェクトの setRingStateListener ()メソッドを呼び出

して登録すること。 
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■ com.j_phone.system.ScheduledAlarmListener インタフェース  
 
このインタフェースには、端末に固有なデバイス機能が含まれている。 
 

表 2.4.6-6 ScheduledAlarmListener インタフェース 

名前 内容 

インタフェース 
ScheduledAlarmListener 

スケジュールアラームのイベントを待ち受けるリスナー

を実装する為のインタフェースである。 
端末のユーザが設定したスケジュールアラームに関する

情報などが通知される。 
本インタフェースを実装したリスナーは DeviceControl
オブジェクトに登録して使用する。 

 
ScheduledAlarmListener インタフェースは、スケジュールアラームのイベント

を待ち受けるリスナーを実装する為のインタフェースである。本インタフェース

を 実 装 し た リ ス ナ ー を 、 DeviceControl オ ブ ジ ェ ク ト に 対 し て

setScheduledAlarmListener()メソッドを呼び出して登録する。 
 
スケジュールアラームが発生すると、notice()メソッドが呼び出される。

ScheduledAlarmListener インタフェースの notice()メソッドのパラメータとし

て、下記の情報が通知される。 
 

表 2.4.6-7 ScheduledAlarmListener インタフェース 

パラメータ 内容 

java.lang.String 
comment  

ユーザが端末にアラーム内容として設定したコメン

ト 

 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 105 of 192 
複製転載禁止 

 
■ com.j_phone.system.TelephonyListener インタフェース 

 
このインタフェースには、端末に固有なデバイス機能が含まれている。 
 

表 2.4.6-8 TelephonyListener インタフェース 

名前 内容 

インタフェース 
TelephonyListener 

「電話着信」、及び「呼び出し停止」イベントを待ち受ける

リスナーを実装する為のインタフェースである。 
着信/呼び出し停止それぞれのイベントに対応したメソッド

が呼び出される。着信では電話をかけた人に関する情報も

通知される。 
本インタフェースを実装したリスナーは DeviceControl オ
ブジェクトに登録して使用する。 

 
TelephonyListener インタフェースは、「電話着信」、及び「呼び出し停止」イベ

ントを待ち受けるリスナーを実装する為のインタフェースである。本インタフェ

ー ス を 実 装 し た リ ス ナ ー を 、 DeviceControl オ ブ ジ ェ ク ト に 対 し て

setTelephonyListener()メソッドを呼び出して登録する。 
電話の着信を検出すると、TelephonyListener インタフェースの ring()メソッド

が呼び出される。ring()メソッドのパラメータとして、下記の情報が通知される。 
 

表 2.4.6-9 ring ()メソッドのパラメータ 

パラメータ 内容 

java.lang.String  
name 

電話をかけてきた人の名前 
（電話番号が通知されていて、かつ端末の管理している電話帳

に記載されている時のみ示される。電話番号が非通知であった

り、電話帳に記載されていなければ null になる。） 

java.lang.String 
number 

相手の電話番号  
（電話番号が通知されている時のみ示される。通知されていな

ければ null になる。） 

 
着信通知が終了した時点で、TelephonyListener インタフェースの ignored()メソ

ッドが呼ばれる。 
呼ばれるタイミングは下記の 2 つがある。 
 

 ユーザが電話の呼出に応答せず、呼び出しが終了した時点。 
 ユーザが電話の呼出に応答し、その結果端末が S!アプリ一時停止し、ユ

ーザが通話操作を終了して S!アプリを再開した時点。 
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■ com.j_phone.system.DeviceControl クラス 

 
このクラスには、端末に固有なデバイス機能が含まれている。 
 

表 2.4.6-10 DeviceControl クラス 

名前 内容 

クラス  
DeviceControl 

このクラスは、下記の機能を提供するメソッドを規定する。 
バッテリー残量、電界強度などの状態取得  
電話着信・呼び出し停止、メール着信、スケジュールアラーム発生など

のイベントを待ち受けるリスナーの登録  
DeviceControl オ ブ ジ ェ ク ト は

DeviceControl.getDefaultDeviceControl()メソッドを使って取得する。

 
DeviceControl クラスでは、端末に固有なデバイス制御機能を規定する。下記の

機能がある。 
 

 バッテリー残量、電界強度などの状態取得 
 電話着信・呼び出し停止、メール着信、スケジュールアラーム発生などのイ

ベントを待ち受けるリスナーの登録 
 
DeviceControl オブジェクトは DeviceControl クラスのスタティックメソッド

getDefaultDeviceControl()を使って取得する。 
以下、DeviceControl クラスのそれぞれの機能について説明する。 

 
＜デバイスの状態取得＞ 
getDeviceState()メソッドでデバイスの状態が取得できる。 
getDeviceState()メソッドには、取得したい情報の種類を識別する為のパラメー

タを与える。 
 

表 2.4.6-11 取得する情報種別のパラメータと戻り値 

パラメータ(deviceNo) getDeviceState ()メソッドの戻り値 

(int 型) 
DeviceControl.BATTERY バッテリー残容量(％) 
DeviceControl.FIELD_INTENSITY  端末が検出している電界強度（％） 
DeviceControl.ARRIVAL_STATE_CALL 新着状況の種別で音声を示す 
DeviceControl. ARRIVAL_STATE_MAIL 新着情報の種別でメールを示す 
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deviceNo に上記以外の値を与えると例外がスローされる。 
 
＜イベントリスナーの登録＞ 
DeviceControl クラスでは、端末に固有なイベントを待ち受ける為のリスナーを

設定するメソッドが用意されている。下記のメソッドがある。 
 

表 2.4.6-12 イベントリスナーの登録メソッド 

メソッド 機能 

setMailListener() メール着信などを待ち受ける、MailListener インタフェ

ースを実装したリスナーを登録する。 

setRingStateListener() 着信通知の状態変化を待ち受ける、RingStateListener
インタフェースを実装したリスナーを登録する。 

setScheduledAlarmListener() 
スケジュールアラーム発生イベントを待ち受ける、

ScheduledAlarmListener インタフェースを実装したリ

スナーを登録する。 

setTelephonyListener() 
電 話 の 着 信 な ど の イ ベ ン ト を 待 ち 受 け る 、

TelephonyListener インタフェースを実装したリスナー

を登録する。 
 
いずれのメソッドも、 後に登録されたリスナーにイベントが通知される。 
 
getNewArrivalState()にて、新着情報（音声着信 / メール着信）が取得可能であ

る。 
表 2.4.6-13 新着情報取得 

メソッド 機能 
getNewArrivalState() 音声着信 / メール着信の新着状況を取得する。 

 
2.4.6.1.  待受アプリと通常起動の S!アプリでの着信通知、アラーム通知 

 
待受アプリ 
待受アプリ、すなわち JAD ファイルの MIDlet-Resident デスクリプタが Y ある

いは S の S!アプリを待受設定したときは、音声着信、メール着信またはスケジュ

ールアラーム発生の際に、再生中のメディアプレイヤーまたはフレーズプレイヤ

ーは停止される。また、バイブレータ、LCD バックライトの制御も中止される。

そして、ネイティブシステム側に設定された内容でユーザに着信通知もしくはア

ラーム通知が行われると同時に RingStateListener の ringStarted()メソッドに

よって着信通知開始イベントが S!アプリに伝えられる。 
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ネイティブシステム側のユーザへの着信通知中に音声を扱うメディアプレイヤ

ー、フレーズプレイヤー、バイブレータ、および LCD バックライトを使用する

と RuntimeException 例外が発生する。 
ユーザへの着信通知を終了した時点で RingStateListener の ringStopped()メソ

ッドが呼び出されます。ringStopped()メソッドが呼び出されるタイミングは下記

3 つの場合がある。 
 

 音声着信通知にユーザが応答せず、通知が終了した時点 
 メール着信あるいはアラーム着信通知が終了した時点 
 着信通知中にユーザが応答し、その結果端末が S!アプリを一時停止し、ユー

ザの操作により端末が S!アプリを再開した時点 
 
ringStopped()メソッドの呼び出し以降はメディアプレイヤー、フレーズプレイヤ

ー、バイブレータ、および LCD バックライトの操作が行えるようになる。 
 

これらのイベント発生、リスナー呼び出しなどの順序を下記に示す。 
 

 音声着信、メール着信またはスケジュールアラーム発生する。 
 音声を再生するメディアプレイヤーが再生中であれば停止して

MediaPlayerListener リスナーの playerStateChanged()が呼び出される。

フレーズプレイヤーが再生中の場合は、プレイヤーは停止するが

PhraseTrackListener リスナーの eventOccurred()は呼び出されない。また、

バイブレータ、LCD バックライトの制御は中止される。 
 ネイティブ側で設定された内容に従って、ユーザに着信通知もしくはアラー

ム通知が行われる。ユーザ操作による S!アプリの一時停止などが発生する場

合がある。 
 音声着信時（電話呼び出しの開始）は TelephonyListener の ring()、メール

着 信 時 は MailListener の received() 、 ア ラ ー ム 発 生 時 は

ScheduledAlarmListener の notice()が呼び出される。 
 RingStateListener の ringStarted()が呼び出される。 
 RingStateListener の ringStopped()が呼び出される。 
 音声着信であった場合、TelephonyListener の ignored()が呼び出される。 
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注意事項： 
RingStateListener のイベント通知は、待受アプリを S!アプリ待受設定したとき

のみ行われる。 
RingStateListener の ringStarted()から ringStopped()の期間に音曲を扱う

MediaPlayer または PhrasePlayer インスタンスの生成を行わないこと。 
 
通常起動の S!アプリ 
通常起動の S!アプリでは、端末の着信時動作設定で着信通知表示にした場合、下

記のイベント通知があるのみで、ネイティブシステム側ではユーザに対して何も

通知しない。ユーザにどのように通知するかは S!アプリにゆだねられている。 
 

表 2.4.6.1-1 通常起動の S!アプリでの着信関連イベント 

タイミング 呼び出されるリスナーメソッド 
音声着信時（電話呼び出しの開始） TelephonyListener の ring() 
電話呼び出しの終了時、または一時停止の後に S!
アプリを起動した時点 

TelephonyListener の ignored() 

メール着信時 MailListener の received() 
アラーム発生時 ScheduledAlarmListener の notice() 

 
2.4.6.2. 待受アプリ設定 
 

設定可能な待受アプリは端末内部に保存している必要がある。外部メモリカード

に保存している S!アプリは待受アプリとして設定することはできない。 
また、端末の日時設定をしていない場合、待受設定は不可とする。 
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2.4.7.  MEXA Unit2 (PhoneCall) 

 
 
■ com.j_phone.io パッケージ  
 
このパッケージには機器の入出力機能が含まれている。 
 

表 2.4.7-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 

インタフェース 
PhoneConnection

通話機能を実現する為のインタフェースである。 
javax.microedition.io.Connector.open()に“phoneto:”スキームを指

定して呼び出すと、PhoneConnection インタフェースを実装したコ

ネクションオブジェクトを取得できる。このコネクションオブジェ

クトを使用して、S!アプリから指定した電話番号に対して電話をか

けることができる。 
 
■ com.j_phone.phonedata パッケージ 
 
このパッケージにはネイティブシステムに保持されている電話関連情報を操作

する為のクラス及びインタフェースが含まれている。 
 

表 2.4.7-2 com.j_phone.phonedata パッケージ 

名前 内容 

クラス 
CallInfo 

通話情報を扱うクラスである。直前の通話の通話時間、通話料

金、現在までの積算通話時間、積算通話料金を取得する為のメ

ソッドを提供する。 
インタフェース 
 DataElement 

ネイティブシステムに保持される電話関連情報リストの 1 要素

であるデータオブジェクトを扱う為のインタフェースである。

インタフェース 
 DataEnumeration 

DataElement オブジェクトの列挙用インタフェースである。

NextElement()メソッドを呼び出すことにより、DataElement
オブジェクトを列挙できる。 

インタフェース 
 PhoneData 

ネイティブシステムに保持されている電話関連情報リストを

扱う為のインタフェースである。 
クラス 
DataElementFactory 

電話関連情報の 1 要素を扱うデータオブジェクトを新規に生成

する為のクラスである。 
クラス 
PhoneDataConnector 

ネイティブシステムに保持される電話関連情報リストを扱う

為のクラスである。 
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2.4.7.1.  概要 
 
S!アプリからネイティブの機能を使って通話を行うことができる。ネイティブは

S!アプリ実行環境からの要求に応じ、音声発信の処理を行う。 
 

2.4.7.2.  音声発信 
 
javax.microedition.io.Connector.open()に“phoneto:”スキームを指定して呼び出

すと、PhoneConnection インタフェースを実装したコネクションオブジェクトを

取得できる。このコネクションオブジェクトを使用して、S!アプリから指定した

電話番号に対して電話をかけることができる。 
Connector.open()メソッドのパラメータ name に“phoneto:”に続けて発信先の電

話番号を指定すると、S!アプリは取得したオブジェクトの connect()メソッドを呼

び出して通信の開始を要求する。connect()メソッドはネイティブシステムに対し

て音声発信を要求し、通話が終了するまですべてのスレッドをブロックする。こ

の間、S!アプリはブロック状態となる。通話が終了すると、connect()メソッドか

ら復帰して、S!アプリは再開される。 
 
PhoneConnection インタフェースの getOffLineCause()メソッドを使用して、通

話が終了した理由を調べることができる。このメソッドが返す状態を以下に示す。 
 

表 2.4.7.2-1 PhoneConnection 通話終了状態 

状態 意味 
PhoneConnection.BEFORE_CALLING 通話の準備に失敗 
PhoneConnection.CANCEL_BY_MYSELF ユーザが通話をキャンセルした 
PhoneConnection.ERROR その他のエラー 
PhoneConnection.FORMAT_ERROR 電話番号フォーマットのエラー 
PhoneConnection.LINE_ENGAGED 相手、または自回線が使用中（通話中）

PhoneConnection.NORMAL 正常終了 
PhoneConnection.OFF_LINE オフラインモード 
PhoneConnection.OUT_OF_SERVICE 圏外 
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例を以下に示す。 
 

PhoneConnection call = null; 
try { 

call = (PhoneConnection)Connector.open("phoneto:0123456789"); 
// 通話先を指定してコネクションオブジェクト取得 
call.connect();   // 通話発信動作の開始 
int reason = call.getOffLineCause(); // 終話理由の取得 

} catch (Exception e) { 
    ... 
} finally { 
    if (call != null) { 
        try { call.close();} catch (Exception e) {} 
    } 
} 

 
2.4.7.3.  通話状態の取得 

 
CallInfo クラスの以下のメソッドを使用して、直前の通話の通話情報を取得でき

る。 
 

表 2.4.7.3-1 CallInfo クラスのメソッド 

メソッド 内容 
int getAmountCharge() 現在までの積算通話料金を取得する 
int getAmountTime() 現在までの積算通話時間を取得する 
Static CallInfo getInstance() 唯一の CallInfo インスタンスを取得する 
int getLastCharge() 直前の通話料金を取得する 
int getLastTime() 直前の通話時間を取得する 
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2.4.8.  MEXA Unit2 (Address) 

 
 
■ com.j_phone.phonedata パッケージ 
 
このパッケージにはネイティブシステムに保持されている電話関連情報を操作

する為のインタフェースが含まれている。 
 

表 2.4.8-1 com.j_phone.phonedata パッケージ 

名前 内容 
インタフェース 
AddressBook アドレス帳を扱う為のインタフェースである。 

インタフェース 
 AddressData 

アドレスデータを扱う為のインタフェースである。 
このインタフェースを実装したオブジェクトは、getType()メソッドの

戻り値に“AddressData”を返す。 
 
 

2.4.8.1.  概要 
 
S!アプリからネイティブシステムに保持されているアドレス帳を扱うためのイン

タフェースを提供する。尚、端末内部に保持しているアドレス帳のみ可能である。 
また、アドレス帳に対して、アドレスの取得、登録、検索、vCard のエクスポー

ト/インポートができる。 
 

2.4.8.2.  アドレス帳の取得 
 
ア ド レ ス 帳 を 取 得 す る に は 、 com.j_phone.phonedata パ ッ ケ ー ジ の

PhoneDataConnector クラスの openPhoneData()メソッドの name パラメータ

に“AddressBook”を指定して呼び出す。AddressBook インタフェースを実装した

返されるリストオブジェクトを取得して使用する。 
PhoneDataConnector クラスのメソッドを以下に示す。 
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表 2.4.8.2-1 PhoneDataConnector クラスのメソッド 
メソッド 内容 

int getElementCount(java.lang.String name, int 
index) 

指定されたリストの現在のアド

レス数を取得する 
int getRestCount(java.lang.String name, int index) 指定されたリストに追加できる

アドレス数を取得する 
PhoneData openPhoneData(java.lang.String name, 
int index) 

電話関連情報リストを取得する 

 
表 2.4.8.2-2 アドレス帳の取得方法 

取得方法 備考 
アドレス帳データの取得 対象データを纏まった個人情報として取得する。 
アドレス帳からの登録件数取得 全登録件数、残り登録可能件数、電話番号登録対応数、メ

ールアドレス登録対応数として取得する。 
 

2.4.8.2.1.  アドレス帳データの取得 

 
AddressData インタフェースを実装したオブジェクトは、次の id 値でアドレス

データ項目を保有する。 
 

表 2.4.8.2.1-1 アドレスデータ項目 
項目 id 

名前 AddressData.NAME_INFO 
フリガナ AddressData.KANA_INFO 
電話番号（複数可能） AddressData.PHONE_NUMBER_INFO 
メールアドレス（複数可能） AddressData.EMAIL_INFO 
画像 AddressData.PHOTO_INFO 
シークレット属性 AddressData.SECRET_INFO 
グループ番号 AddressData.GROUP_NO_INFO 
メモリダイヤル番号 AddressData.MEMORYDIAL_NO_INFO 
位置情報精度（MEXA 1.0 以降） AddressData.GEO_ACCURACY 
位置情報測位方式（MEXA 1.0 以降） AddressData.GEO_GEODETIC_DATUM 
位置情報緯度（MEXA 1.0 以降） AddressData.GEO_LATITUDE 
位置情報経度（MEXA 1.0 以降） AddressData.GEO_LONGITUDE 

＊ 位置情報緯度及び位置情報経度は、Degree 表記である。緯度情報の南緯及び

経度情報の西経には、値の先頭に“-”を付与する。 
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以下にアドレス帳のデータを取得する例を示す。 
 

// アドレス帳オープン 
AddressBook ab =  
(AddressBook)PhoneDataConnector.openPhoneData("AddressBook", 0); 
// アドレスデータを取得 
DataEnumeration de = ab.elements(0, 10, 0); 
AddressData ad = de.nextElement(); 
// 名前を取得 
String name = ad.getString(NAME_INFO, 0); 

 
シークレット登録データの扱い： 
端末側の設定がシークレットモードオフ状態(シークレットデータが不可視の状

態)の時、S!アプリからシークレット登録のアドレス帳データを取得することはで

きない(データが存在しないものとみなす)。シークレットモードオン状態の時、

取得が可能である。 
 

2.4.8.2.2.  アドレス帳からの登録件数取得 

 
以下にアドレス帳から取得可能な登録件数を示す。 
 

表 2.4.8.2.2-1 取得可能な登録件数 

登録件数名 詳細 
現在登録件数 アドレス帳に登録されている全件数。 
残り登録可能件数 残りの登録可能件数。 
電話番号登録対応数 １件のアドレス帳データに対し、端末が対応している電話番号

の件数。 
メールアドレス登録

対応数 
１件のアドレス帳データに対し、端末が対応しているメールア

ドレスの件数。 
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2.4.8.3.  アドレス帳の登録 

 
アドレス帳に新しいアドレスを登録するには、PhoneData インタフェースの

createElement()メソッドを使用する。追加する DataElement 型のアドレスデー

タを element パラメータに指定して登録を行う。指定のメモリダイヤル番号が使

用中であった場合、エラーとなる。createElement()メソッドはネイティブシステ

ムに対してアドレス帳へのアドレス追加を要求し、登録確認画面が終了するまで

すべてのスレッドをブロックする。 
 
以下にアドレス帳にアドレスを登録する例を示す。 
 

// アドレスデータ新規作成 
AddressData ad = DataElementFactory.createAddressData(); 
 
// アドレスデータに情報設定 
ad.setInt(MEMORYDIAL_NO_INFO, 0, 0); 
ad.setString(NAME_INFO, 0, "sample data 1"); 
ad.setString(PHONE_NUMBER_INFO, 0, "012-345-6789"); 
 
// アドレス帳オープン 
AddressBook  ab = 
(AddressBook)PhoneDataConnector.openPhoneData("AddressBook", 0); 
// アドレスデータをアドレス帳に登録 
ab.createElement(ad); 
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2.4.8.3.1.  アドレス帳データの設定 

 
以下に設定可能なアドレス帳データの項目を示す。 
 

表 2.4.8.3.1-1 設定可能なアドレス帳データ項目 

設定データ 備考 
メモリダイヤル番号 既に使用中のメモリ番号であった場合、エラー。 
名前 FirstName の登録。 
フリガナ  
電話番号 登録可能件数は端末実装依存。 
メールアドレス 登録可能件数は端末実装依存。 
画像データ アドレス帳へ画像を登録する。 

但し、登録可能可否は端末実装依存。 
緯度情報 Degree 表記である。南経の場合、値の先頭に“-”を付与する。 
経度情報 Degree 表記である。西経の場合、値の先頭に“-”を付与する。 
位置情報精度 ＜ 300m ： 1 

50m ～ 300m ： 2 
50m ＞ ： 3 

位置情報測位方法 WGS84 ： “1” 
ITRF ： “2” 
Tokyo ： “3” 

 
 
2.4.8.4.  アドレス帳の検索 

 
ネイティブの検索機能を利用して、S!アプリからアドレス帳の検索ができる。 
AddressBook インタフェースの elements()メソッドを使用して、検索条件に該当

するアドレスデータを列挙するオブジェクトを取得できる。以下のパラメータを

取る。 
 

表 2.4.8.4-1 アドレスデータ取得するパラメータ 
パラメータ 内容 

int type 検索方法 
java.lang.String 
searchString 

検索キーワード 

int from 検索結果より取得するアドレスデータの開始位置（先頭は 0） 
int max 検索結果より取得可能とするアドレスデータの数 
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type パラメータ及び searchString パラメータには以下の値を取る。 
 
表 2.4.8.4-2 AddressBook type パラメータ及び searchString パラメータ 

type 値 searchString 内容 内容 
AddressBook.GROUP_SEARCH グループ番号 グループに属しているす

べての名前の検索結果を

返す 
AddressBook.KANA_SEARCH 50 音の各行の先頭

1 文字（ア行、カ行、

サ行等）、英数（“A”

等）、その他（“*”）
のいずれか 

フリガナの先頭文字に対

して検索を行う。端末が英

数検索に対応していない

場合は、その他として検索

する 
AddressBook.NUMBER_SEARC
H 

電話番号 電話番号から完全一致検

索を行う 
AddressBook.MAIL_ADDRESS_
SEARCH 

メールアドレス メールアドレスから完全

一致検索を行う 

 
※ 検索条件を指定せずに検索を要求した場合、ネイティブ機能として登録済み

のアドレス帳データを全て返す。その際、端末側で実装依存となっているメ

モリ No,検索となる。 
 
 

2.4.8.4.1.  アドレス帳検索機能 

 
以下にアドレス帳の検索機能を示す。但し、検索機能は端末側の機能を利用する。

但し、端末実装依存となる。 
 

表 2.4.8.4.1-3 検索機能一覧 

検索機能 詳細 

行（50）検索機能 
フリガナの先頭行（ア行、カ行、サ行等）に対して検

索を行い、先頭行に属している全ての名前の検索結結

果を返す。 

グループ検索機能 アドレス帳に登録されているグループ単位で検索を

行う。 
電話番号検索機能 電話番号から完全一致検索を行う。 
メールアドレス検索機能 メールアドレスから完全一致検索を行う。 

メモリ No 検索機能 メモリ No を指定して検索を行う。指定しない場合、

登録済みアドレス帳データ全てを返す。 
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2.4.8.5.  アドレス帳のインポート、エクスポート 
 
PhoneData イ ン タ フ ェ ー スの importElementRawData() メ ソ ッ ド 及 び

exportElementRawData()メソッドを使って、vCard 形式データをアドレス帳に

インポートしたり、アドレス帳から vCard 形式データでエクスポートしたりする

ことができる。importElementRawData ()メソッドはネイティブシステムに対し

て vCard インポート画面を要求し、確認画面が終了するまですべてのスレッドを

ブロックする。 
 

表 2.4.8.5-1 vCard のインポート、エクスポートのメソッド 

メソッド 内容 
メソッド 
void importElementRawData(byte[] data) 

vCard 形式データをアドレス

帳にインポートする 
メソッド 
byte[]exportElementRawData(DataEleme
ntexportElement) 

アドレス帳のアドレスデータ

を vCard 形式データとしてエ

クスポートする 
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2.4.9. MEXA Unit2 (Mail) 

 
 
■ com.j_phone.phonedata パッケージ 
 
このパッケージには、ネイティブシステムに保持されている電話関連情報を操作

する為のインタフェースが含まれている。 
 

表 2.4.9-1 com.j_phone.phonedata パッケージ 

名前 内容 

インタフェース 
 MailData 

メールデータを扱う為のインタフェースである。 
このインタフェースを実装したメールデータオブジェクト

は、getType()メソッドの戻り値に“MailData”を返す。 
インタフェース 
 ReceivedMailBox 受信メールボックスを扱う為のインタフェースである。 

インタフェース 
 SentMailBox 送信メールボックスを扱う為のインタフェースである。 

 
■ com.j_phone.system パッケージ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するクラス及びインタフェ

ースが含まれている。 
 

表 2.4.9-2 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
インタフェース 
 MailTransportListener 

メール送信イベント及び受信イベントを待ち受ける

リスナーを実装する為のインタフェースである。 
クラス 
 MailAgent メールの送受信処理を行う為のクラスである。 

 
MailTransportListener インタフェースは、メール送信イベントおよび受信イベ

ントを待ち受けるリスナーを実装する為のインタフェースである。本インタフェ

ースを実装したリスナーを、MailAgent クラスの setMailTransportListener()メ
ソッドを呼び出して登録する。 
メールの送信処理が終了すると mailSent()メソッドが呼び出される。メールの続

きの受信処理が終了すると messageReceived()メソッドが呼び出される。それぞ

れのメソッドのパラメータとして、下記の情報が通知される。 
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■ com.j_phone.io パッケージ 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するクラスが含まれている。 
 

表 2.4.9-3 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 
クラス 
FileUtility 

メールデータの添付ファイルをネイティブアプリケーショ

ンにて再生。 

 
表 2.4.9-4 FileUtility クラスの Mail に関するメソッド 

名前 内容 
メソッド 
play(MailData, int) 

メールデータの添付ファイルをネイティブアプリケーショ

ンにて再生。 

 
       表 2.4.9-5 mailSent()メソッドおよび messageReceived()メソッドのパラメータ 

パラメータ 内容 
Int result 送信または続き受信の結果 

 
result としては下記のいずれかが示される。 

 
表 2.4.9-6 result（送信または続き受信結果） 

result の値 意味 
MailTransportListener.MAIL_FAILED メール送信または続き受信結果「失敗」

MailTransportListener.MAIL_PART_FAILED メール送信結果「一部失敗」 
MailTransportListener.MAIL_STOP メール送信結果「中断」 
MailTransportListener.MAIL_SUCCESSED メール送信または続き受信結果「成功」

MailTransportListener.MAIL_UNKNOWN メール送信結果「不明」 

 
2.4.9.1. 概要 

 
S!アプリからメール操作ができる。提供されるメソッドにより、メールの送信や

続き受信、受信ボックス、送信ボックスの取得ができる。 
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2.4.9.2. メールデータフォーマット 

 
S!アプリから設定できる項目を下記に示す。 
 

表 2.4.9.2-1 メールデータ詳細 
Data Data format MMS SMS 

アドレス 
(TO, CC, BBC) 半角英数字 

・ 大件数： 
 TO,CC,BCC 含めて５件 
・ 大サイズ： 
 １件あたり 128byte 

TO：1 件 

Subject String(UTF-8 or 
US-ascii) 512byte まで可 × 

本文 String(UTF-8 or 
US-ascii) ○ ○ 

配信確認設定 
boolean 
(true: ON、 
false: OFF) 

○ ○ 

Priority 設定 
int 
(0:Nomal, 1:High, 
2:Low) 

○ ○ 

添付ファイル 20 個まで ○ × 

メール設定時にアドレスがない場合はフォーマットエラーとなる。また、CC,BBC
のみの送信可否、電話番号、E-mail アドレスと混在の場合の送信可否は端末実装

依存となる。 
 

2.4.9.3.  メールの送信 
 
メールを送信する場合、メールの送受信の結果を待ち受けるリスナーを

setMailTransportListener()メソッドで設定する。送信する内容は MailData オ

ブジェクトのパラメータとして send()メソッドに与える。send()メソッドはネイ

ティブシステムに対してメール送信を要求し、送信確認画面が終了するまですべ

てのスレッドをブロックする。MailData オブジェクトは、MAIL_TYPE_INFO 
を除き setString()メソッドを使用して各項目を設定する。setString()メソッドは

以下のパラメータを持つ。 
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表 2.4.9.3-1 setString()メソッドのパラメータ 

パラメータ 内容 
Int id 設定する項目の id 値 
Int index 指定された id の項目がデータを複数持つ場合の識別番

号。0 から始まり、データが存在する番号が指定された

場合にはデータを上書きし、-1 が指定された場合は新規

に追加する。 
java.lang.String 
value 

設定するデータ。null が指定された場合、そのデータは

削除される 

 
MAIL_TYPE_INFO は setInt()メソッドを使用して項目を設定する。 
S!アプリから設定できる id 値を以下に示す。 
 

表 2.4.9.3-2 MailData インタフェースの送信時設定可能 id 値 

id 値 内容 
MailData.TO_ADDRESS_INFO 送信先 TO メールアドレス 
MailData.CC_ADDRESS_INFO 送信先 CC メールアドレス 
MailData.BCC_ADDRESS_INFO 送信先 BCC メールアドレス 
MailData.REPLYTO_ADDRESS_INFO Reply-To メールアドレス 
MailData.TO_NAME_INFO 送信先 TO 名前 
MailData.CC_NAME_INFO 送信先 CC 名前 
MailData.BCC_NAME_INFO 送信先 BCC 名前 
MailData.SUBJECT_INFO タイトル 
MailData.BODY_INFO 本文 
MailData.DATE_INFO 送信時間 
MailData.MAIL_TYPE_INFO メール種別 

 
以下に例を示す。 
 

// メールデータ新規作成 
MailData md = DataElementFactory.createMailData(); 
 
// メールデータに情報設定 
md.setString(TO_ADDRESS_INFO, 0, "to_address@sample.ne.jp"); 
md.setString(SUBJECT_INFO, 0, "sample mail"); 
md.setString(BODY_INFO, 0, "sample mail infomation"); 
md.setInt(MAIL_TYPE_INFO, 0, MAIL_TYPE_SUPER); 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 124 of 192 
複製転載禁止 

 
// MailAgent インスタンスを取得 
MailAgent ma = MailAgent.getInstance(); 
// メールリスナー設定 
ma.setMailTransportListner(this); 
// メール送信 
ma.send(md); 

 
メールに 大 20 件までファイルを添付することができる。MailData インタフェ

ースの setAttachedFile()メソッドのパラメータ path にファイルパス名を指定す

る か 、 setAttachedData() メ ソ ッド で バイト デ ータ配 列 を指定 す る 。

setAttachedData()メソッドは以下のパラメータを持つ。 
尚、著作権保護データファイルを添付ファイルに設定することはできない。 
 

表 2.4.9.3-3 setAttachedData ()メソッドのパラメータ 

パラメータ 内容 
byte[] data バイトデータ 
java.lang.String attachedFileName ファイル名 

Int fileType StorageConnection インタフェース

で定義されているファイルタイプ 

 
配信確認を行う場合、MailData インタフェースの setConfirm()メソッドのパラ

メ ー タ confirm に 、 MailData.CONFIRM_ON を 指 定 す る 。 既 定 で は

MailData.CONFIRM_OFF が設定されている。 
 
優先度設定を行う場合、MailData インタフェースの setPriority ()メソッドのパ

ラメータ priority に、MailData.PRIORITY_LOW（低、MEXA 1.0 以降）又は

MailData.PRIORITY_NORMAL（通常）又は MailData.PRIORITY_URGENT
（高）を指定する。既定では MailData.PRIORITY_NORMAL が設定されている。 
送信後、setMailTransportListener インタフェースの mailSent()メソッドに通信

結果のイベント通知が行われる。mailSent()メソッドのパラメータ result に渡さ

れる状態を以下に示す。 
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表 2.4.9.3-4 MailTransportListener 送信結果状態 

状態 意味 
MailTransportListener.MAIL_FAILED 失敗 
MailTransportListener.MAIL_PART_FAILED 一部失敗 
MailTransportListener.MAIL_STOP 中断 
MailTransportListener.MAIL_SUCCEEDED 成功 
MailTransportListener.MAIL_UNKNOWN 不明 

 
注意事項： 
メールの送信状況によっては、send()メソッドから処理が戻る前に mailSent()メ
ソッドが呼び出される場合がある。たとえば、メールを送信した後に通信中であ

ることを示す処理を開始して、mailSent()メソッドの中でその処理を終了してい

た場合、終了処理の後に通信中を示す処理を開始してしまうことが考えられる。

S!アプリ作成時は、この点を考慮する必要がある。 
 

2.4.9.4.  続きメールの受信 
 
S!アプリから可能な操作は続きメールの受信である。 
続きメールを受信する場合、メールの送受信の結果を待ち受けるリスナーを

setMailTransportListener()メソッドで設定する。受信は receiveRemainder()メ
ソッドを使用し、パラメータに MailData オブジェクトを指定する。 
受信後、MailTransportListener インタフェースの messageReceived ()メソッド

に 通 信 結 果 の イ ベ ン ト 通 知 が 行 わ れ る 。 パ ラ メ ー タ result に

MAIL_SUCCEEDED または MAIL_FAILED が渡される。 
S!アプリからネイティブに対し続きメールの受信要求が行われるとスレッドのタ

スクはブロックされ、続きメールの受信確認画面が実行される。 
続きメール受信確認画面の終了時には、ブロックされていたスレッドを即座に再

開する。 
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2.4.9.5.  メールボックス 

 
S!アプリから受信メールボックス及び送信メールボックスを操作できる。 
MailData インタフェースを実装したメールデータオブジェクトの以下のメソッ

ドを使用して、メールの固有データを取得できる。 
 
表 2.4.9.5-1 MailData インタフェースのメールボックス操作メソッド 

メソッド 内容 
isUnRead() メッセージ状態。未読であれば true を返す 
getAttachedFileCount() 添付ファイルの数 
getAttachedFileName() 添付ファイルの名前 
getAttachedFileData() 添付ファイルのデータを byte 配列で受け取る 
hasRemainder() メールの続きの有無。続きがある場合は true を返す 
hasSendState() メールの送信状況 

getString() 指定の id、index に対応する項目から String 型デー

タを取得する 

getDate() 指定の id、index に対応する項目から Date 型データ

を取得する 

getInt() 指定の id、index に対応する項目から int 型データを

取得する 
 
hasSendState()メソッドは以下のいずれかの結果を返す。 
 

表 2.4.9.5-2 hasSendState()メソッドで返る送信結果状態 

状態 意味 
MailData.SEND_STATE_MIDST 送信中 
MailData.SEND_STATE_SUCCESS 送信完了 
MailData.SEND_STATE_CANCEL キャンセル 
MailData.SEND_STATE_FAIL 送信失敗 
MailData.SEND_STATE_NO_MESSAGE 送信状況のメッセージがない 
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S!アプリから getString()、getDate()、getInt()メソッドを使って取得できる id
値を以下に示す。 
 

     表 2.4.9.5-3 MailData インタフェースのメールボックス操作時取得可能 id 値 

id 値 内容 

MailData.FROM_ADDRESS_INFO 送信元メールアドレス（受信メールボ

ックスのみ） 
MailData.TO_ADDRESS_INFO 送信先 TO メールアドレス 
MailData.CC_ADDRESS_INFO 送信先 CC メールアドレス 

MailData.BCC_ADDRESS_INFO 送信先 BCC メールアドレス（送信メ

ールボックスのみ） 
MailData.REPLYTO_ADDRESS_I
NFO 

Reply-To メールアドレス 

MailData.FROM_NAME_INFO 送信元名前（受信メールボックスの

み） 
MailData.TO_NAME_INFO 送信先 TO 名前 
MailData.CC_NAME_INFO 送信先 CC 名前 

MailData.BCC_NAME_INFO 送信先 BCC 名前（送信メールボック

スのみ） 
MailData.SUBJECT_INFO タイトル 
MailData.BODY_INFO 本文 
MailData.DATE_INFO 受信時間/送信時間 
MailData.MAIL_TYPE_INFO メール種別 

 
Multipart のメール取得： 
MMS 形式のメール及び、HTML 形式のメールは Multipart 形式となる。S!アプ

リから Multipart 形式のメールを取得する場合、Multipart 内の１番初めのテキ

スト部分が body となり、それ以外は添付ファイルとして取得する。 
 
添付ファイルの取得： 
メールに添付されている著作権保護のデータは、S!アプリから取得できない。 
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以下にメールボックスのメールデータを取得する例を示す。 
 

// 受信メールリストオープン 
ReceivedMailBox rb = 
(ReceivedMailBox)PhoneDataConnector.openPhoneData("ReceivedMailB
ox", 0); 
 
// メールデータを 1 件取得 
DataEnumeration de = rb.elements(0, 1, SORT_ASCENDING); 
MailData md = de.nextElement(); 
 
// メール本文を取得 
String body = md.getString(BODY_INFO, 0); 
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2.4.10. MEXA Unit2 (ApplicationManager) 

 
 
■ com.j_phone.system.パッケージ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能が含まれている。 
 

表 2.4.10-1 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
クラス 
ApplicationManager 

S!アプリとネイティブシステムを連携するための機能

を提供する為のクラスである。 

 
 

2.4.10.1. 概要 
 
ApplicationManager クラスは、S!アプリ一時停止時に機能遷移を提供する。 
 

2.4.10.2. 機能遷移 
 
ApplicationManager クラスの setPausedTransitMenu()メソッドを使用して、

S!アプリが自ら一時停止し、一時停止状態になったときに遷移するネイティブシ

ステムの機能を指定できる。これはブロック状態とは異なることに注意する。 
setPausedTransitMenu()メソッドに与える type パラメータとして指定できるも

のは以下のとおり。 
 
表 2.4.10-2 setPausedTransitMenu()メソッドに指定するパラメータ 

フィールド 意味 
ApplicationManager.F_MENU 
ApplicationManager.J_SKY_MENU 

メインメニュー 

ApplicationManager.MAIL_MENU メールメニュー画面 
ApplicationManager.WEB_MENU Yahoo!ケータイ 
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2.4.11. MEXA Unit2 (SubDisplay) 
 

 
■ com.j_phone.system パッケージ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するクラスが含まれている。 
 

表 2.4.11-1 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
クラス 
SubDisplay 背面液晶を制御する為のクラスである。 

 
SubDisplay クラスは、背面液晶を制御する為の以下のようなメソッドを提供す

る。 
 

表 2.4.11-2 SubDisplay クラスのメソッド 
メソッド 内容 

int getFullHeight() S!アプリ一時停止時の表示領域の高さを取得する 
int getFullWidth() S!アプリ一時停止時の表示領域の幅を取得する 
int getHeight() S!アプリ通常動作時の表示領域の高さを取得する 
SubDisplay getInstance() 唯一の SubDisplay インスタンスを取得する 
int getWidth() S!アプリ通常動作時の表示領域の幅を取得する 
boolean isColor() 背面液晶がカラー表示又は白黒のいずれかを調べる 

numColors() 背面液晶の 大表示色数又は 大表示階調数を取得

する 

releaseViewPort() メイン画面に表示されているデータの背面液晶への

コピー及び表示を停止する 

setViewPort(int x, int y) メイン画面に表示されているデータの背面液晶への

コピー及び表示を開始する 
setWallPaperImage(javax.microe
dition.lcdui.Image image) 

S!アプリ一時停止時に背面液晶に表示する Image オ

ブジェクトを設定する 
 
2.4.11.1. 概要 

 
S!アプリから背面液晶を制御できる。背面液晶を搭載する端末は S!アプリから背

面液晶描画の要求があった場合には描画を行う。 
折畳式端末において、背面液晶は一般的に折り畳んだ状態で表示を行う。端末を

開いた状態でも背面液晶の表示が可能かどうかはネイティブの実装に依存する。 
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2.4.11.2. 背面液晶非サポート端末 

 
背面液晶を実装していない端末においては、背面液晶制御 API を利用した場合の

動作を以下に示す。 
 

表 2.4.11.2-1 背面液晶非サポート時の API の動作 

メソッド 動作 
int getFullHeight() S!アプリ一時停止時の表示領域の高さを取得する。

int getFullWidth() “0”を返す。 
int getHeight() “0”を返す。 
SubDisplay getInstance() “0”を返す。 
int getWidth() “0”を返す。 
boolean isColor() “false”を返す。 
numColors() カラー表示、白黒表示に関わらず、“0”を返す。 

releaseViewPort() 背面液晶へのコピー停止は無視 
※ Exception は発生しない。 

setViewPort(int x, int y) 背面液晶へのコピーに失敗し、Exception を返す。

setWallPaperImage(javax.micr
oedition.lcdui.Image image) 

Image オブジェクトの指定は無視 
※ Exception は発生しない。 
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2.4.12. MEXA Unit2 (Flip) 

 
 
■ com.j_phone.system パッケージ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するクラス及びインタフェ

ースが含まれている。 
 

表 2.4.12-1 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
インタフェース 
BodyOpenListener 

折畳式端末の開閉状態を通知するリスナーを実装する

為のインタフェースである。 

クラス 
 DeviceControl 

端末に固有なデバイスを制御する機能を提供する為の

クラスである。setBodyOpenListener()メソッドが追加

されている。 

 
BodyOpenListener インタフェースは、折り畳み式端末の開閉イベントを待ち受

けるリスナーを実装する為のインタフェースである。本インタフェースを実装し

たリスナーを、DeviceControl オブジェクトの setBodyOpenListener()メソッド

を呼び出して登録する。 
本体が開いた状態から閉じた状態に変化した際には BodyClosed()メソッドが呼

び出される。本体が閉じた状態から開いた状態に変化した際には BodyOpened()
メソッドが呼び出される。ただし、一時停止中には呼び出されない。 
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2.4.13. MEXA Unit2 (PhoneState) 

 
 
■ com.j_phone.system パッケージ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するクラス及びインタフェ

ースが含まれている。 
 

表 2.4.13-1 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
インタフェース 
PhoneStateListener 

データ更新を通知するリスナーを実装する為のインタフェース

である。 
クラス 
 DeviceControl 

端末に固有なデバイスを制御する機能を提供する為のクラスで

ある。setPhoneStateListener()メソッドが追加されている。 

 
PhoneStateListener インタフェースは、データ更新を通知するリスナーを実装

する為のインタフェースである。本インタフェースを実装したリスナーを、

DeviceControl オブジェクトの setPhoneStateListener()メソッドを呼び出して

登録する。 
 
MIDlet が休止状態のときにネイティブシステムのデータが更新されると、

phoneStateUpdated ()メソッドが呼び出される。phoneStateUpdated ()メソッド

のパラメータとして、下記の情報が通知される。 
 

表 2.4.13-2 phoneStateUpdated ()メソッドのパラメータ 

パラメータ 内容 

Int result データの更新結果 

 
 
result としては下記のいずれかが示される。 
 

表 2.4.13-3 result（更新結果） 

result の値 意味 
PhoneStateListener.UPDATE_ADDR
ESSBOOK 

アドレス帳を示す。アドレス帳の内容が更新され

ると、updatePhoneState()の引数 result のビッ

ト 2 が 1 に設定される 
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result の値 意味 
PhoneStateListener.UPDATE_FILE ファイルフォルダを示す。ファイルフォルダの内

容が更新されると、updatePhoneState()の引数

result のビット 3 が 1 に設定される 
PhoneStateListener.UPDATE_RECEI
VE_MAILBOX 

受信メールボックスを示す。受信メールボックス

の内容が更新されると、updatePhoneState()の
引数 result のビット 0 が 1 に設定される 

PhoneStateListener.UPDATE_SEND_
MAILBOX 

送信メールボックスを示す。送信メールボックス

の内容が更新されると、updatePhoneState()の
引数 result のビット 1 が 1 に設定される 
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2.4.14. MEXA Unit2 (ImageUtil) 

 
■ com.j_phone.util パッケージ 
このパッケージには、イメージ生成拡張機能に関するクラスが含まれている。 
尚、下記メソッドは端末実装依存となる。 

表 2.4.14-1 com.j_phone.util パッケージ 

名前 内容 

クラス 
ImageUtil 

イメージ生成拡張機能を提供する為のクラスである。 
明度調整、色調反転、モノクロ 2 階調処理、グレースケール処理、

単色カラー処理、透過マスク画像と画像合成ができる。 
 
ImageUtil クラスは以下の拡張描画機能のメソッドを提供する。 
 

表 2.4.14-2 ImageUtil クラスのメソッド 

メソッド 内容 
メソッド 
public static Image 
adjustBrightness( Image src, 
int brightness) 

明度を調整したイメージを生成する。 

メソッド 
public static Image 
reverseColor( Image src) 

色調反転をしたイメージを生成する。 

メソッド 
public static Image 
createMonotone( Image src, 
int thresholdLevel) 

モノクロ２階調に２値化したイメージ

を生成する。 

メソッド 
public static Image 
createGrayScale( Image src) 

グレースケール処理をしたイメージを

生成する。 

メソッド 
public static Image 
overwrapColor( Image src, 
int rgb) 

単色カラー化をしたイメージを生成す

る。 

メソッド 
public static Image 
createMaskedImage( Image src, 
String maskFileName) 

マスク画像ファイル指定による透過画

像を生成する。 

メソッド 
public static Image  
createMaskedImage( Image src, 
byte[] bytes) 

マスク画像ファイル指定による透過画

像を生成する。 
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2.4.15. MEXA Unit G (ImageEncoder) 
 
■ com.j_phone.util パッケージ 
 
このパッケージには、Image オブジェクト上の画像データを PNG 又は JPEG フ

ォーマットにエンコードする機能に関するクラスが含まれている。 
 

表 2.4.15-1 com.j_ phone.util パッケージ 

名前 内容 

クラス 
ImageEncoder 

Image オブジェクト上の画像データを、PNG フォーマット又

は JPEG フォーマットにエンコードするためのクラスであ

る。 

 
ImageEncoderクラスは、Imageオブジェクト上の画像データをPNG又は JPEG
にエンコードする為の以下のメソッドを提供する。 
 

表 2.4.15-2 ImageEncoder クラスのメソッド 
メソッド 内容 

ImageEncoder createEncoder(int 
format) 

ImageEncoder のインスタンスを取得する 

byte[] 
encodeOffscreen(javax.microediti
on.lcdui.Image src, int x, int y, int 
width, int height) 

Image オブジェクト上の画像データをエンコードす

る 

void setJpegOption(int option) JPEG へエンコードする際の圧縮レベルを設定する 
 
createEncoder()メソッドの format パラメータにはエンコード結果の以下の画像

を指定する。 
 

表 2.4.15-3 ImageEncoder クラスのフォーマットフィールド 

フィールド 意味 
ImageEncoder.FORMAT_PNG PNG 
ImageEncoder.FORMAT_JPEG JPEG 

 
setJpegOption ()メソッドの optionパラメータには以下の JPEG圧縮レベルを指

定する。 
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表 2.4.15-4 ImageEncoder クラスの JPEG オプションフィールド 

フィールド 意味 
ImageEncoder.SIZE_6KB 圧縮後のサイズが約 6KB 
ImageEncoder.SIZE_12KB 圧縮後のサイズが約 12KB 
ImageEncoder.SIZE_30KB 圧縮後のサイズが約 30KB 
ImageEncoder.QUALITY_FINE ファイン（画質優先の圧縮） 
ImageEncoder.QUALITY_NORMAL ノーマル（データサイズ優先の圧縮） 
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2.4.16. MEXA Unit G (GraphicsUtil) 

 
■ com.j_phone.util パッケージ 

 
このパッケージには、拡張描画機能に関するクラスが含まれている。 
 

表 2.4.16-1 com.j_phone.util パッケージ 

名前 内容 

クラス 
GraphicsUtil 

拡張描画機能を提供する為のクラスである。ピクセル単位での描

画や色の取得、イメージの任意の領域の回転や反転ができる。 
また、画像の拡大/縮小、透過マスクパターンをタイルして擬似半

透明描画できる。 
 
GraphicsUtil クラスは以下の拡張描画機能のメソッドを提供する。 
 

表 2.4.16-2 GraphicsUtil クラスのメソッド 
メソッド 内容 

void drawRegion(javax.microedition.lcdui.Graphics g, 
javax.microedition.lcdui.Image src, int x_src, int y_src, int 
width, int height, int transform, int x_dest, int y_dest, int 
anchor) 

Image オブジェクト内

の矩形領域をコピーす

る 

void drawRegion(javax.microedition.lcdui.Graphics 
g,javax.microedition.lcdui.Image src, int x_src, int y_src, int 
width, int height, int transform, int x_dest, int y_dest, int 
width_dest, int height_dest, int anchor, int stretch_quality) 

Image オブジェクト内

の短形領域を伸縮して

コピーする 

void drawPseudoTransparentImage(javax.microediti
on.lcdui.Graphics g, javax.microedition.lcdui.Image src, int 
x_dest, int y_dest, int anchor, short mask_pattern, int 
element_size) 

Image オブジェクトに

透過マスクパターンを

タイルして描画する 

int getPixel(javax.microedition.lcdui.Graphics g, int x, int y) 座標（x, y）のピクセル

の色を取得する 
void setPixel(javax.microedition.lcdui.Graphics g, int x, int y) ピクセルを描画する 
void setPixel(javax.microedition.lcdui.Graphics g, int x, int y, 
int color) 

ピクセルを描画する 

 
drawRegion()メソッドの transform パラメータには、以下の変換の種類のいずれ

かを指定する。 
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表 2.4.16-3 drawRegion()メソッドの transform パラメータ 

フィールド 意味 
TRANS_MIRROR 左右反転 
TRANS_MIRROR_ROT180 左右反転し、時計回りに 180 度回転 
TRANS_MIRROR_ROT270 左右反転し、時計回りに 270 度回転 
TRANS_MIRROR_ROT90 左右反転し、時計回りに 90 度回転 
TRANS_NONE 無変換 
TRANS_ROT180 時計回りに 180 度回転 
TRANS_ROT270 時計回りに 270 度回転 
TRANS_ROT90 時計回りに 90 度回転 
STRETCH_QUALITY_NORMAL 平均的な速度、画質にて伸縮 
STRETCH_QUALITY_LOW 画質よりも速度重視にて伸縮 
STRETCH_QUALITY_HIGH 速度よりも画質重視にて伸縮 
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2.4.17. MEXA Camera 

 
 

2.4.17.1. Camera Connection 
 
 
■ com.j_phone.io パッケージ 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するインタフェースが含まれてい

る。 
表 2.4.17.1-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 

インタフェース 
 CameraConnection 

カメラ機能を実現する為のインタフェースである。こ

のインタフェースを実装したオブジェクトは、スキー

ムに“camera:”を指定して Connector.open()メソッド

を呼び出すことで取得できる。 

インタフェース 
OpticalDeviceConnection 

カメラアプリケーションが用いる Connection のスー

パーインタフェースである。S!アプリがこのインタフ

ェ ー ス を 直 接 利 用 す る こ と は な い 。 ※

BarCodeConnection と共有 

 
 

2.4.17.1.1. 概要 
 
 
S!アプリから端末のカメラ機能の呼び出しができる。 
javax.microedition.io.Connector.open()に“camera:”スキームを指定して呼び出

すと、CameraConnection インタフェースを実装したオブジェクトを取得できる。

このインタフェースでは、以下の機能を実現できる。 
 

 ネイティブシステムがサポートする撮影用パラメータの取得 
 撮影用パラメータの取得及び設定 
 フレーム画像の設定 
 撮影データの取得 
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2.4.17.1.2. 静止画撮影 

 
静止画の撮影の基本的な処理の手順は以下のとおり。 
 
1. Connector.open()メソッドのスキームに“camera:”を指定して呼び出し、

CameraConnection インタフェースを実装したオブジェクトを取得する。 
2. CameraConnection インタフェースの countAvailablePictureSizes()メソッ

ドを使用して、ネイティブシステムでサポートされている画像サイズの種類

の数を取得する。その後、0 から countAvailablePictureSizes()メソッドの戻

り値から 1 を引いた数までの値をインデックスとし、実際の画像サイズを

CameraConnection インタフェースの getPictureWidth()メソッド及び

getPictureHeight()メソッドで取得する。 
3. CameraConnection インタフェースの isSupported()メソッドを使用して、

ネイティブシステムでサポートされている画像の保存形式を取得する。 
4. setPictureSize() メ ソ ッ ド 、 setPictureQuality() メ ソ ッ ド 、

setPictureFormat()メソッド、setPictureFrame()メソッドを使って、パラメ

ータを設定する。 
5. CameraConnection インタフェースの capture()メソッドを使用して撮影す

る。 
6. CameraConnection インタフェースの getFileName()メソッドを使用して、

撮影データのファイル名をを取得する。 
7. close()メソッドを使用して、カメラ機能を終了する。 
 
カメラ機能が呼び出された際には、端末のカメラ機能を起動し、静止画撮影が可

能な状態に遷移する。この時、S!アプリはカメラ機能を呼び出し、スレッドは撮

影したデータをデータフォルダへ保存し終えるかエラーが発生するまでブロッ

クされる。カメラ機能終了時には、ブロックされていたスレッドを即座に再開す

る。 
isSupported()メソッドの chkType パラメータには以下の値のいずれかを指定す

る。指定の機能をサポートしている場合は true が返る。 
 

表 2.4.17.1.2-1 isSupported()メソッドのパラメータ 

フィールド 意味 
CameraConnection.CHKTYPE_FORMAT_JPEG JPEG 形式 
CameraConnection.CHKTYPE_FORMAT_PNG PNG 形式 
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パラメータの設定に使用するメソッドは以下のとおり。 
 

setPictureQuality()メソッド、setPictureFormat()メソッド、setPictureFrame()
メソッドを使って、パラメータを設定する。 
 
表 2.4.17.1.2-2 CameraConnectionインタフェースの撮影設定パラメータ 

メソッド 内容 

void setPictureQuality(int 
quality) 

撮影する画像の品質。 
quality パラメータには 
CameraConnection.QUALITY_NORMAL、 
CameraConnection.QUALITY_FILE、 
CameraConnection.QUALITY_SUPERFINE 
のいずれかを指定する 

void setPictureFormat(int 
format) 

画像の保存形式。 fomat パラメータには

CameraConnection.FORMAT_JPEG 又は 
CameraConnection.FORMAT_PNG のいずれ

かを指定する 
void 
setPictureFrame(java.lang.S
tring frameFileName) 

撮影で使用するフレーム画像のファイル名を

指定する 

void setPictureFrame(byte[] 
bytes) 

撮影で使用するフレーム画像のファイル名を

指定する 
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2.4.17.2. Video Connection 

 
 

■ com.j_phone.io パッケージ ＜MEXA 1.1（MEXA Camera 2.0）以降＞ 
 

このパッケージには機器の入出力機能を提供するインタフェースが含まれている。 
 

表 2.4.17.2-1. com j-hone.ioパッケージ 

名前 内容 

インタフェース 
VideoConnection 

ビデオ撮影機能を実現するためのインタフェースであ

る。 このインタフェースを実装したオブジェクトは、

スキームに "vvideo:" を指定してConnector.open()メソ

ッドを呼び出すことで取得できる。 

インターフェース 
OpticalDeviceConnection 

カメラアプリケーションが使用する Connection のス

ーパーインタフェースである。 S!アプリがこのインタフ

ェースを直接利用することはない。 
BarCodeConnection 及び CameraConnection と共用 

 
2.4.17.2.1. 概要 

 
S!アプリからビデオ撮影起動機能の呼び出しができる。 
javax.microedition.io.Connector.open()に”vvideo:”スキームを指定して呼び出す

と、VideoConnection インタフェースを実装したオブジェクトを取得できる。 
保存形式は端末実装依存となる。 
また、isSupported()メソッドの chkType パラメータにおいて、ビデオアプリケ

ーションのネイティブに実装している機能のサポートの有無を取得できる。 
画像サイズ、撮影種別の組合せ(画像サイズ | 撮影種別)を指定する。指定の機能

をサポートしている場合は true が返る。 
表 2.4.17.2.1-2. isSupported()メソッドのパラメータ 

名前 意味 
フィールド 
VideoConnection.MODE_FREE

撮影種別 
非制限モード 

フィールド 
VideoConnection.MODE_MAIL

撮影種別 
動画メールモード 

メソッド 
countAvailableVideoSizes() 

撮影サイズの種類数 
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パラメータ設定に使用するメソッドは以下のとおり。 
 

表 2.4.17.2.1-2. VideoConnectionインタフェースの撮影設定パラメータ 

メソッド 内容 
int getVideoHeight(int sizeId) インデックスに対応する画像サイズの高さ

を取得する。 
sizeId は画像サイズを指すインデックスで

ある。0 から  countAvailableVideoSizes()
の戻り値 – 1 までの値を指定する。 

int getVideoWidth(int sizeId) インデックスに対応する画像サイズの幅を

取得する。 
izeId は画像サイズを指すインデックスであ

る。0 から countAvailableVideoSizes()の戻

り値 - 1 までの値を指定する。 
void setVideoSize(int sizeId) 撮影する画像のサイズを設定する。 

sizeId は画像サイズを指すインデックスで

ある。0 から  countAvailableVideoSizes()
の戻り値 - 1 までの値を指定する。 

void setVideoMode(int mode) 撮影する画像の種別(時間)を設定する。 
mode は 画像の種別。MODE_MAIL、また

は MODE_FREE のいずれかを指定する。 
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2.4.18. MEXA BarCode 

 
 
■ com.j_phone.io パッケージ 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するインタフェースが含まれてい

る。 
表 2.4.18-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 

インタフェース 
BarCodeConnection 

バーコードリーダ機能を実現する為のインタフェー

スである。このインタフェースを実装したオブジェ

ク ト は 、 ス キ ー ム に “barcode:” を 指 定 し て

Connector.open()メソッドを呼び出すことで取得で

きる。 

インタフェース 
 OpticalDeviceConnection 

カメラアプリケーションが用いる Connection のス

ーパーインタフェースである。S!アプリがこのイン

タフェースを直接利用することはない。 
※ CameraConnection と共有 

 
 

2.4.18.1.  概要 
 
BarCodeConnection インタフェースを使ってバーコードリーダを実現できる。 
javax.microedition.io.Connector.open()に“barcode:”スキームを指定して呼び出

すと、BarCodeConnection インタフェースを実装したオブジェクトを取得でき

る。このインタフェースでは、以下の機能を実現できる。 
 

 ネイティブシステムがサポートするバーコード読み取り用パラメータの取

得 
 バーコード読み取り用パラメータの取得及び設定 
 バーコードデータの取得 
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2.4.18.2.  バーコードの読み取り 

 
バーコードの読み取りの基本的な処理の手順は以下のとおり。 
 
1. Connector.open()メソッドのスキームに“barcode:”を指定して呼び出し、

BarCodeConnection インタフェースを実装したオブジェクトを取得する。 
2. BarCodeConnection インタフェースの isSupported()メソッドを使用して、

ネイティブシステムでサポートされているバーコードの読み取り形式を取

得する。 
3. BarCodeConnection インタフェースの setBarCodeReaderType()メソッド

を使用して、バーコード読み取り動作を指定する。 
4. BarCodeConnection インタフェースの capture()メソッドを使用して、バー

コードデータを読み取る。 
5. BarCodeConnection インタフェースの count()メソッド、getType()メソッド、

getBytes()メソッドを使用して、読み取ったバーコードデータを取得する。 
6. close()メソッドを使用して、バーコードリーダ機能を終了する。 
 
バーコードリーダ機能が呼び出された際には、カメラをバーコード読み取りモー

ドで起動し、S!アプリはバーコード解析を終了するかエラーが返されるまでブロ

ックされる。バーコードリーダ機能終了時には、ブロックされていたスレッドを

即座に再開する。 
isSupported()メソッドの chkType パラメータには以下の値のいずれかを指定す

る。指定の機能をサポートしている場合は true が返る。 
 

         表 2.4.18.2-1 isSupported()メソッドのパラメータ 

フィールド 意味 
BarCodeConnection.CHKTYPE_JANCODE JAN コード読み取り 
BarCodeConnection.CHKTYPE_CONTINUOUS_READ 連続読み取り 

 
setBarCodeReaderType ()メソッドの readType パラメータには以下の値のいず

れかを指定する。 
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        表 2.4.18.2-2 setBarCodeReaderType ()メソッドのパラメータ 

フィールド 意味 
BarCodeConnection.READTYPE_JANC
ODE_SINGLE 

JAN コード（1 次元バーコード）1 回読み

取り 
BarCodeConnection.READTYPE_JANC
ODE_CONTINUOUS 

JAN コード連続読み取り 

BarCodeConnection.READTYPE_QRC
ODE_SINGLE 

QR コード（2 次元バーコード）1 回読み

取り 
BarCodeConnection.READTYPE_QRC
ODE_CONTINUOUS 

QR コード連続読み取り 

BarCodeConnection.READTYPE_JANQ
R_SINGLE 

JAN/QR 指定無し 1 回読み取り 
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2.4.19. MEXA IrDA 

 
 
■ com.j_phone.io パッケージ 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するインタフェースが含まれてい

る。 
表 2.4.19-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 

インタフェース 
 ClientObexConnection 

OBEX クライアントとして通信を行う為のフィー

ルドやメソッドを定義したインタフェースである。 
※ 一部 MEXA 2.2（IrDA 1.1）以降対応 

インタフェース 
 ObexConnection 

OBEX 外部接続機能によって通信を行うときに、

OBEX クライアントと OBEX サーバで共通に使わ

れるフィールドやメソッドを定義したインタフェ

ースである。 
※ 一部 MEXA 2.2（IrDA 1.1）以降対応 

インタフェース 
 ServerObexConnection 

OBEX サーバとして通信を行う為のフィールドや

メソッドを定義したインタフェースである。 

 
 

2.4.19.1. 概要 
 
端末の赤外線ポートを介して、端末間又は端末と外部機器間を接続し、同一 S!
アプリ間での OBEX による通信手段を提供する。OBEX データ転送はクライア

ント・サーバモデルを取り、OBEX クライアントが送信するリクエストに対して

OBEX サーバがレスポンスを返す。 
本機能で使用するクラス、及びインタフェースは、株式会社 NTT ドコモ様が保

有する i アプリ仕様中の IrOBEX 関連 API を利用して設計されている。 
アプリケーション開発上必要とされる情報は、以下の株式会社 NTT ドコモ様ホ

ームページ上に公開されている仕様書、及び開発ガイドを参照。 
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2.4.20. MEXA RemoteControl 

 
 
■ com.j_phone.io パッケージ 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するクラスが含まれている。 
 

表 2.4.20-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 
クラス 
 RemoteControl 

赤外線データを送信してリモコン機能を実現するため

のクラスである。 

クラス 
 RemoteControlData 

赤外線送信するコマンドデータおよびパラメータを設

定 す る ク ラ ス で あ る 。 こ の ク ラ ス は

com.j_phone.io.RemoteControl クラスによる赤外線デ

ータの送信において、送信する赤外線データのパラメー

タおよびコマンドデータを設定する機能を持つ。 

 
 

2.4.20.1. 概要 
 
端末の赤外線は、赤外線リモコンとしても使用できる。 
com.j_phone.io.RemoteControlData ク ラ ス の setPulse() メ ソ ッ ド 、

setLogicalPulse()メソッド及び setCarrier()メソッドで赤外線データのパラメー

タ、setData()メソッドでコマンドデータを指定し、RemoteControl クラスの

send()メソッドを呼び出すことで赤外線が送信される。 
 
RemoteControlData クラスで設定する赤外線データのパラメータ及びコマンド

データは以下のとおり。 
 

        表 2.4.20.1-1 RemoteControlData クラスで設定する赤外線データのパラメータ

及びコマンドデータ 

説明 内容 メソッド 
変調方式設定 ①変調方式が

PPMHigh-Low を表す

②変調方式が

PPMLow-High を表す 
③変調方式がマンチェスタ

ー方式を表す 

①OUTPUT_PPM_HIGH_LOW 
 
②OUTPUT_PPM_LOW_HIGH 
 
③OUTPUT_MANCHESTER 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 150 of 192 
複製転載禁止 

説明 内容 メソッド 
キャリア High 区間、

キャリア Low 区間 
キャリア ON 時間、キャリ

ア OFF 時間（各 0.1μsec）
void setCarrier(int on, int off) 

コマンドデータ長、コ

マンドデータ 
長さは 大 256 ビット void setData(int length, byte[] 

data) 
論理 0 指定、論理出力

0High 区間、論理出力

0Low 区間、論理出力

1High 区間、論理出力

1Low 区間 

論理 0 指定は論理 0 が

High-Low か Low-High か

を示す。各区間長はμsec 

void setLogicalPulse(int 
output, int data0_on, int 
data0_off, int data1_on, 
int1_off) 

スタートビット High
区間、スタートビット

Low 区間、ストップ

ビット High 区間 

各部分の区間長（μsec） void setPulse(int leader_on, int 
leader_off, int trailer_on) 

リピートインターバ

ル、リピートカウント 
インターバルは 0.1msec 単

位 
void setRepeat(int time, int 
count) 

 
RemoteControl クラスの send()メソッドは以下のパラメータを取る。 
 

表 2.4.20.1-2 send()メソッドのパラメータ 

パラメータ 内容 
int numOfData 送信するデータ数 
RemoteControlData[] data 送信データ 
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2.4.21. MEXA VoiceRecognition 

 
■ com.j_phone.io パッケージ 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するクラス及びインタフェースが

含まれている。 
 

表 2.4.21-1 com.j_phone.io パッケージ  

名前 内容 
インタフェース 
 VoiceRecognitionListener 

音声認識結果を通知する為のリスナーインタ

フェースである。 

クラス 
 VoiceRecognition 

音声認識制御の為のクラスである。 
音声認識処理は、音声資源を使う可能性のある

メディアプレイヤー及びフレーズプレイヤー

の動作中には実行できない。 

クラス 
 VoiceRecognitionDictionary 

音声認識辞書のクラスである。 
音声認識は、辞書として設定された単語群の中

から一致するものを検出するという形で動作

する。 
 
音声認識エンジンは端末より入力された音声を予め用意した音声認識辞書を用

いて音声認識を行うプログラムライブラリである。日本語だけではなく英語の認

識を行う S!アプリが作成可能である。 
 
音声認識のドキュメントは、株式会社エイチアイ様の公式ホームページからダウ

ンロードすること。 
http://www.mascotcapsule.com/toolkit/softbank/ 
 

http://www.mascotcapsule.com/toolkit/softbank/
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2.4.22. MEXA Karaoke 

 
■ com.j_phone.io パッケージ <JSCL-1.3.2 以降> 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するクラス及びインタフェースが

含まれている。 
表 2.4.22-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 

クラス 
 FileUtility 

ファイルに関するユーティリティを提供するクラスである。フ

ァイルをネイティブアプリケーション、またはメディアプレイ

ヤーで再生するためのメソッドを提供する。 
インタフェース 
 MicControlListener 外部音声入力からの通知用のリスナーインタフェースである。

クラス 
 MicControl 

音声入力からの入力された音声を利用するための機能を提供す

るクラスである。 
クラス 
PitchScanDate 

外部音声入力から入力された音声をスキャンして得た周波数と

音量の情報を保持するクラスである。 

 
FileUtility クラスより MEXA Karaoke 機能に関するメソッドを以下に示す。 
 

表 2.4.22-2 FileUtility メソッド 
名前 内容 

MediaData getMediaData(java.lang.String path) メディアデータを取得する。

MediaData getMediaData(java.lang.String path, int 
type) 

メディアデータを取得する。

MediaPlayer getMediaPlayer(java.lang.String path, int 
type) 

メディアプレイヤーを取得

する。 
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■ com.j_phone.system パッケージ ＜JSCL-1.3.2 以降＞ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するクラス及びインタフェ

ースが含まれている。 
 

表 2.4.22-3 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
インタフェース 
 SpeakerStateListener 

音声出力先が変更されたことを通知するリスナーインタフェ

ースである。 

クラス 
 DeviceControl 

端末に固有なデバイスを制御する機能を提供する為のクラス

である。setSpeakerStateListener()メソッドが追加されてい

る。 

 
■ com.jblend.media.karaoke パッケージ ＜JSCL-1.3.2 以降＞ 
 
このパッケージには、カラオケ情報つき SMAF 形式データの再生、および採点

に必要なクラス及びインタフェースが含まれている。 
 

表 2.4.22-4 com.jblend.media.karaoke パッケージ 

名前 内容 

インタフェース 
 KaraokePlayerListener 

KaraokePlayer が発生する SMAF ユーザイベントを

待ち受けるリスナを実装する為のインタフェースであ

る。 
クラス 
 KaraokeDate 

SMAF 形式のカラオケ用メディアデータを保持するた

めのクラスである。 
クラス 
KaraokePlayer 

SMAF 形式のカラオケ用メディアを再生するためのク

ラスである。 
クラス 
ReferenceEvent 

採点の基準となる旋律情報(ReferenceScore)を構成す

る各イベントの情報を保持するクラスである。 
クラス 
ReferenceScore 

採点基準情報を管理するためのクラスである。 
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2.4.22.1. 概要 

 
MEXA Karaoke、JSCL-1.2.2 および JSCL-1.3.2 搭載端末では外部出力機能に加

え、カラオケ機能を利用することが可能である。また、MEXA Karaoke、
JSCL-1.3.2 搭載端末では S!アプリからのカラオケ機能の制御が可能である。 
 
カラオケ機能とは S!アプリ実行中にマイクからの音声入力を取り込み、取り込ん

だ音声を外部出力する機能である。本機能を搭載した S!アプリを S!カラオケと呼

称する。MEXA Karaoke、JSCL-1.2.2 および JSCL-1.3.2 搭載端末では S!カラオ

ケの起動が可能である。 
 
S!カラオケには音量、エコーなどの調整を端末で制御する方法と S!アプリで制御

する方法がある。前者を「端末制御型」、後者を「S!アプリ制御型」と呼称する。 
 
MEXA Karaoke、JSCL-1.2.2 および JSCL-1.3.2 搭載端末では MIDlet 属性に

「MIDlet-Karaoke」を追加している。MIDlet 属性に MIDlet-Karaoke: Y また

はＸと記載のある S!アプリを S!カラオケとして起動する。尚、カラオケ機能非対

応端末は本属性を無視し、通常の S!アプリとして起動する。 
 
＜注意事項＞ 

 ユーザの設定に関わらず、着信優先動作として起動する。 
 S!カラオケ実行中かつ外部出力が ON の場合、音声認識を利用することはで

きない。音声認識を開始した場合、エラーを返す。 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 155 of 192 
複製転載禁止 

 
S!カラオケでは以下の機能を利用できる。 
 

表 2.4.22.1-1 機能一覧 
S!アプリ制御型 端末制御型 

機能 内容 JSCL-1.2.2 MEXA / 
JSCL-1.3.2

JSCL-1.2.2 MEXA / 
JSCL-1.3.2

マイク入力 S!カラオケ実行中に受

話用マイクから音声を

取り込み、出力を行う。

× ○ ○ ○ 

ミキシング

出力 
マイク入力音声と楽曲

再生出力をミキシング

して出力する。 
× ○ ○ ○ 

エコー マイク入力音声にエコ

ー効果をかける。 × ○ ○ ○ 

継続起動 端末本体を閉じても S!
カラオケの実行を継続

する。 
× ○ ○ ○ 

マイク音声

調整 
マイク入力音声の音量

を調整する。 × ○ △ △ 

マイクエコ

ー調整 
マイクエコーの調整と

ON/OFF を設定する。
× ○ △ △ 

ピッチ検出 マイク入力音声の音程

と音量を検出する。 × ○ × × 

採点基準デ

ータ抽出 
SMAF ファイルから採

点の基準となる情報を

抽出する。 
× ○ × × 

[凡例] 
  ○ ： 全ての端末にて制御可能 
   × ： 全ての端末にて制御不可能 
  △ ： 一部端末にて制御可能 
 

2.4.22.2. マイク入力 

 
S!カラオケ実行中に受話用マイクから音声を取り込み端末本体以外のスピーカー

から出力する機能である。S!アプリ制御型の S!カラオケでは、S!アプリからマイ

ク入力の有効・無効を制御可能である。 
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表 2.4.22.2-1 マイク入力制御 

機能 説明 
マイク入力 ON/OFF 制御 マイク音声入力の ON/OFF を設定する。 

デフォルト：OFF 
 

2.4.22.3. ミキシング出力 
 
マイク入力音声と楽曲再生出力をミキシングし出力する機能である。端末本体以

外のスピーカーへ出力する場合のみ有効である。 
 

2.4.22.4. エコー 
 
マイク入力音声にエコー効果をかける機能である。マイク入力機能が ON の時の

み有効である。 
 

2.4.22.5. 継続起動 
 
S!カラオケ実行中は、端末本体を閉じても S!アプリの実行は継続する。ただし、

実行を継続するのみで、待受アプリとは振る舞いが異なる。起動開始設定、一時

停止移行設定、TimerEvent などの待受アプリで有効となる設定は無効となる。 
 

2.4.22.6. マイク音量調整 
 
マイク入力音声の音量を任意で調整可能とする機能である。マイク音量は db な

どの単位ではなく、段階値で設定する。段階値に割り振る音量と段階値の 大値

は端末実装依存となる。 
 
＜端末制御型＞ 
端末制御型の S!カラオケ実行時は、S!アプリに割り当てられてい 
ないキーにてマイク音量の調整を行なう。キーの割り当てについては端末実装依 
存である。 
 
＜S!アプリ制御型＞ 
S!アプリ制御型の S!カラオケ実行時は、以下の機能を制御可能である。また、設

定変更時には S!アプリへイベント通知を行う。 
 

表 2.4.22.6-1 マイク音量調節 
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機能 説明 
マイク音量設定変更 マイク音量設定を変更する。デフォルトは０（無音） 
マイク音量設定値取得 マイク音量の現在の設定値を取得する。 
マイク音量設定 大値取得 マイク音量として設定可能な 大値を取得する。 

 
表 2.4.22.6-2 マイク音量変更時の通知イベント 

イベント 通知タイミング 通知内容 
マイクボリューム変更 S!アプリ制御型の S!カラオケ実行中にマイ

クボリュームを変更したとき。 
変更時刻 
（暦時） 

 
2.4.22.7. マイクエコー調整 

 
マイク入力音声に施すエコー効果レベル、またはエコー効果自体の ON/OFF を

任意で設定可能とする機能である。マイクエコーの効果レベルは段階値で設定す

る。マイクエコーの効果（遅延時間など）と設定可能な段階値の 大値は端末実

装依存となる。 
 
＜端末制御型＞ 
端末制御型の S!カラオケ実行時は、S!アプリに割り当てられていないキーにてマ

イクエコーの調節を行なう。キーの割り当てについては端末実装依存である 
 
＜S!アプリ制御型＞ 
S!アプリ制御型の S!カラオケ実行時は、以下の機能を制御可能である。また、設

定変更時は S!アプリへイベント通知を行う。 
 

表 2.4.22.7-1 マイクエコー調節 

機能 説明 
マイクエコー設定変更 マイクエコー設定を変更する。デフォルトは０（OFF）
マイクエコー設定値取得 マイクエコーの現在の設定値を取得する。 
マイクエコー設定 大値取得 マイクエコーの段階値として設定可能な 大値を取

得する。 

 
表 2.4.22.7-2 マイクエコー調節時の通知イベント 

イベント 通知タイミング 通知内容 
マイクエコー変更 S!アプリ制御型 S!カラオケ実行中にマイクエコー

を変更したとき。 
変更時刻 
（暦時） 
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2.4.22.8. ピッチ検出 
 
マイク入力音声から音程と声量を検出する機能である。S!アプリからのピッチ検

出開始命令によりピッチ検出を開始、一定間隔で下表に示すデータを抽出しバッ

ファリングする。同様に S!アプリからのピッチ検出終了命令によりピッチ検出を

終了する。ピッチ検出中及びピッチ検出終了後、何れのタイミングでも S!アプリ

からバッファリングしたピッチ検出データを検出可能である。ピッチ検出開始及

び終了時は端末から S!アプリへイベントの通知を行う。ピッチ検出に失敗した場

合は、無効値を S!アプリへ通知する。 
 

表 2.4.22.8-1 ピッチ検出データ 

情報 単位 説明 
音程（周波数） １/16Hz マイク入力から抽出した音程 
声量 数値（0～31） マイク入力声量から抽出した音量。32 段階 

 
表 2.4.22.8-2 ピッチ検出データ無効値 

情報 エラー種別 値 
検出可能範囲上限超過 -1 
検出可能範囲下限未満 -2 

音程(周波数) 

その他検出エラー -3 
音量 検出エラー -1 

 
表 2.4.22.8-3 ピッチ検出時の通知イベント 

イベント 通知タイミング 通知内容 
ピッチ検出開始 ピッチ検出を開始した時 開始時刻（暦時） 
ピッチ検出終了 ピッチ検出を終了した時 終了時刻（暦時) 

 
2.4.22.9. 採点基準データ抽出 

 
採点情報を付加した SMAF データから歌唱採点の基準となる旋律データを抽出

する機能である。以下、手順により採点基準データを抽出する。 
 
1. 採点情報を付加した SMAF データから採点基準に該当するチャンネル番号

を抽出。 
2. 抽出したチャンネル番号を指定し、チャンネルの旋律を採点基準データとし

て抽出。 
3. 抽出した採点基準データを１曲分バッファリングし、S!アプリへ返す。 
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表 2.4.22.9-1 採点基準データ 

情報 単位 説明 
積算時間 msec 楽曲の先頭からの経過時間。1 音毎の鳴音の始点。 
音階 数値 

（16bit） 
発音している音階に対応するビットを 1 とする。複数

の音階を発音している場合、複数のビットが 1 となる。 
音階とビットの対応は表 2.4.22.9-2.を参照のこと。 

ピッチベ

ンド 
cent 音階に対してのピッチベンド値 

範囲：-2400cent ～ +2400cent 
 

表 2.4.22.9-2 音階とビットの対応表 

ビット 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
音階 B A# A G# G F# F E D# D C# C 

 
2.4.22.10.  採点情報付き SMAF データ 

 
採点情報付き SMAF データとは、楽曲中に採点対象区間を設定するための情報、

歌唱音量など採点に必要な情報を付加した SMAF データである。 
 

表 2.4.22.10-1 S!アプリからの抽出情報 

対象情報 単位 説明 
採点対象区間指定 msec 採点対象区間の開始及び終了時刻。 

1 つの SMAF データ中に 大 16 区間の設定が可能

である。これら全てを S!アプリから抽出可能である。

採点用付加情報 バイナリ SMAF データ作成者が任意に追加した付加情報の値

を抽出する。 

         
採点情報付き SMAF データの詳細についてはヤマハ株式会社様の公式ホームペ

ージ掲載の公式ドキュメントを参照すること。 
 

 
2.4.22.11. S!アプリの再生速度取得および設定 

 
SmafPlayer クラスのメソッドにより、アプリ自体の再生速度を取得及び設定が

なお、弊社端末向けの採点情報付き SMAF はヤマハ株式会社様より提供される

弊社向けの SMAF 作成ツールで作成されたい。SMAF Official ページ掲載を含

むその他のツールにて作成された SMAF データについては、弊社固有の制限も

あり、弊社端末での再生を保証することはできない。 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 160 of 192 
複製転載禁止 

可能である。 
 

表 2.4.22.11-1 SmfPlayer クラスのメソッド 

メソッド 概要 
public int getSpeed() 再生速度を取得する 

public void setSpeed(int speed) 再生速度を設定する。 

デフォルトは 100% 

設定範囲は 70 - 130 

 
2.4.22.12. 時刻未設定時の振る舞い 

 
端末に日時設定をしていない場合、端末から S!アプリへ時刻（暦時）を通知する

イベントが発生したときに暦時の０（1970 年 01 月 01 日 00 時 00 分 00 秒）を

通知する。端末の時刻が設定されているか否かを判断する手段として、

System#currentTimeMillis()を使用する。 
 

表 2.4.22.12-1 S!アプリからの抽出情報 

制御 イベント 
マイクボリューム変更時 
エコー効果設定変更時 
ピッチ検出開始時 

S!アプリ制御型 

ピッチ検出終了時 
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2.4.23. MEXA MotionControl 

 
 
■ com.j_phone.system パッケージ ＜JSCL-1.3.2 以降＞ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するクラス及びインタフェ

ースが含まれている。 
 

表 2.4.23-1 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
クラス 
MotionDetectiveSensor 

モーションコントロールを制御するためのクラスで

ある。 
インタフェース 
PostureInfo 

モーションコントロールの姿勢情報を管理するため

のインタフェースである。 

 
2.4.23.1. 概要 

 
MEXA MotionControl、JSCL-1.3.2 搭載の一部端末では、方位を含めた端末の姿

勢（ヨー角、ロール角、ピッチ角、動加速度、静加速度）を検知するモーション

コントロール機能を搭載する。モーションコントロール機能利用 S!アプリは、待

受アプリとしても利用が可能である。 
ただし、モーションコントロールは磁場の影響により、使用場所による誤差が生

じる場合がある。本機能はモーションコントロールに対応した端末にて利用可能

である。 
 

表 2.4.23.1-1 モーションコントロール基本機能 

機能 内容 
センサモード設定 センサの動作モードを設定。 
姿勢情報の計測 姿勢情報の計測。 
サンプリング周期の設定 センサ計測のサンプリング周期を設定。 
姿勢情報の蓄積 姿勢情報の蓄積。 
姿勢情報の取得 姿勢情報の取得。 
キーイベント代替 傾きを十字キーイベントへの置き換え。 
原点設定 姿勢検知の原点を設定・解除 
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2.4.23.2. センサモード設定 

 
モーションコントロールの動作モードを以下のように設定ができる。 
 

表 2.4.23.2-1 センサモードの種別 

モード種別 説明 
スタンバイ・モード モーションコントロール停止モード 

（計測値を出力しない状態） 
アクティブ・モード モーションコントロール稼動モード 

（計測値を常に出力する状態） 
 

2.4.23.3. 姿勢情報の計測 
 
モーションコントロールの計測結果から以下の姿勢情報を利用できる。 
 

表 2.4.23.3-1 計測可能な姿勢情報 

値 
データ種別 

5 軸 6 軸 
ヨー角（方位） 0 ～ 359 度の範囲。 
ロール角 ±90 度の範囲 ±180 度の範囲 
ピッチ角 ±90 度の範囲 ±180 度の範囲 
動加速度（X 軸・Y 軸） ±2ｇの範囲 
動加速度（Z 軸） － ±2ｇの範囲 
静加速度（X 軸・Y 軸） ±2g 以上の範囲 
静加速度（Z 軸） － ±2ｇの範囲 
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＜ヨー角（方位）＞ 
端末のメイン液晶面を地面から水平とする。 
磁北を 0 度とし、右回りに 0～359 度までを計測する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ロール角＞ 
端末のメイン液晶面を地面から水平とする。 
その状態を基準(0 度)に、右回りに 90 度(＋90 度)/180 度(＋180 度)、左回りに 90
度(－90 度)/180 度(－180 度)を計測する。 
 
 
 
 
 
 
＜ピッチ角＞ 
端末のメイン液晶面を地面から水平とする。 
その状態を基準(0 度)に、上回りに 90 度(＋90 度)/180 度(＋180 度)、下回りに 90
度(－90 度)/180 度(－180 度)を計測する。 
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＜静加速度（X 軸、Y 軸、Z 軸）＞ 
端末のメイン液晶面を地面から水平とする。 
X 軸は、その状態を基準(0g)に右回りに＋2g、左回りに－2g を計測する。 
Y 軸は、その状態を基準(0g)に上回りに＋2g、下回りに－2g を計測する。 
Z 軸は、その状態を基準(0g)に右回りに＋2g、左回りに－2g を計測する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0g…+2g0g…-2g 

0g…+2g 

0g…-2g 

X 軸 Y 軸 

 

Z 軸  

 

0g…-2g 0g…+2g
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＜動加速度（X 軸、Y 軸、Z 軸）＞ 
端末のメイン液晶面を地面から水平とする。 
X 軸は、その状態を基準(0g)に右方向に＋2g、左方向に－2g を計測する。 
Y 軸は、その状態を基準(0g)に上方向に＋2g、下方向に－2g を計測する。 
Z 軸は、その状態を基準(0g)に上方向に＋2g、下方向に－2g を計測する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X 軸  Y 軸 

  Z 軸 
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2.4.23.4. サンプリング周期の設定 

 
計測値のサンプリング周期を S!アプリより設定可能である。本機能を使用して設

定した周期は、2.4.23.6.姿勢情報の取得 で取得した際、計測データに反映する。 
 

表 2.4.23.4-1 サンプリング周期の有効範囲と単位 
NO サンプリング周期 

1 20 ミリ秒 （default） 
2 40 ミリ秒 
3 60 ミリ秒 
4 80 ミリ秒 
5 100 ミリ秒 

 
2.4.23.5. 姿勢情報の蓄積 

 
計測した姿勢情報はサンプリング周期と蓄積保証期間に従って保持をする。 
 

表 2.4.23.5-1 サンプリング周期と蓄積保証期間 

周期 保証期間 
20 ミリ秒 10,000 ミリ秒（10 秒） 
40 ミリ秒 20,000 ミリ秒（20 秒） 
60 ミリ秒 30,000 ミリ秒（30 秒） 
80 ミリ秒 40,000 ミリ秒（40 秒） 
100 ミリ秒 50,000 ミリ秒（50 秒） 
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2.4.23.6. 姿勢情報の取得 

 
任意のサンプリング周期で計測した姿勢情報を取得できる。 
また、姿勢情報は蓄積データ及び 新データが取得できる。 
 
＜蓄積データ取得＞ 
S!アプリから も古い姿勢情報から連続したデータを一括取得できる。 
また、取得したい姿勢情報のレコード数が指定可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4.23.6-1 蓄積データ取得イメージ 
 
蓄積データ取得①で取得する姿勢情報のレコード数を 2 とした場合、取得可能な

姿勢情報は、[0][1]となる。 
蓄積データ取得②で取得する姿勢情報のレコード数を 3 とした場合、取得可能な

姿勢情報は、[2]から[4]までとなる。 
 
＜ 新データ取得＞ 
S!アプリから 新の姿勢情報が取得できる。 
 

[0] 
[1] 
[2] 
[3] 
[4] 

【姿勢情報】

姿勢情報

蓄積ﾃﾞｰﾀ取得① 
(2 ﾚｺｰﾄﾞ) 

[0]削除 
[1]削除 

[2] 
[3]
[4] 

【姿勢情報】 

[5]
[6]

姿勢情報

蓄積ﾃﾞｰﾀ取得②

(3 ﾚｺｰﾄﾞ)
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2.4.23.7. キーイベント代替 

 
端末の傾きを方向キーの状態に置き換え、S!アプリにて認識可能である。 
図 2.4.23.7-1. キーイベント代替イメージに示す方向へ端末を傾けた際、取得で

きるキーの状態に置き換えて状態をS!アプリに返却する。また、傾きによるキー

イベントと十字キー押下が競合した場合、十字キー押下を優先する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4.23.7-1 キーイベント代替イメージ 
 

表 2.4.23.7-1 キーイベントと姿勢情報のマッピング 
ピッチ角 ロール角 キーイベント 

＋方向 －方向 ＋方向 －方向 
上キー ○ － － － 
下キー － ○ － － 
右キー － － ○ － 
左キー － － － ○ 
右上キー ○ － ○ － 
左下キー ○ － － ○ 
右下キー － ○ ○ － 
左下キー － ○ － ○ 

 
2.4.23.8.  原点設定 

 
端末が任意の姿勢にある場合、その状態を原点（基点）として姿勢情報を取得が

できる。原点設定後の計測値は、設定された姿勢からの相対角度を返す。 
但し、原点設定はヨー角、ロール角、ピッチ角のみとなる。 
尚、原点設定を行うと、それまでに蓄積した姿勢情報は削除する。 

上キー

下キー

右キー左キー

右下キー左下キー

右上キー左上キー
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2.4.24. MEXA TV 

 
■ com.j_phone.io パッケージ <JSCL-1.3.2 以降 > 
 
このパッケージには機器の入出力機能を提供するインタフェースが含まれてい

る。 
表 2.4.24-1 com.j_phone.io パッケージ 

名前 内容 
インタフェース 
TelevisionConnection 

TV 機能を実現するためのインタフェースであ

る。 
インターフェース 
 TelevisionReserveDaraListener

予約情報更新イベントを待受けるリスナを実装

するためのインターフェース。 
クラス 
TelevisionReserveData 

TV 録画、視聴予約を扱うためのクラス。 

 
2.4.24.1. 概要 

 
MEXA TV、JSCL-1.3.2 搭載端末では、S!アプリから端末の TV 機能に関する以

下の機能が利用可能である。 
 

 端末の TV 機能の呼び出し 
 端末が保持している TV に関する情報の取得 
 端末の録画予約、視聴予約へのアクセス （MEXA 1.0 以降） 

 
また、対象となるのは地上波デジタル放送（MEXA 1.0 以降）、地上波アナログ

放送である。 
 

2.4.24.2. TV 起動 
 
S!アプリから端末に対し TV 起動要求を行った場合、S!アプリは一時停止状態と

なり TV を起動する。TV 起動要求に含まれる受信チャンネルが、端末に設定さ

れているチャンネル群の中に存在する場合、そのチャンネルを起動する。存在し

ない場合は、一時領域にその受信チャンネルを格納して起動する。端末で対応し

ていないチャンネルであった場合、TV 起動は行わない。 
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表 2.4.24.2-1 TV 情報取得メソッド 

メソッド 内容 
activate(int, int) チャンネルを指定してＴＶを起動。 

 
2.4.24.3. TV 情報の取得 

 
S!アプリから端末が保持している TV 情報を取得可能である。 
 

表 2.4.24.3-1 TV 情報取得メソッド 

メソッド 内容 
getLastCategory() 後に設定されたチャンネル種別を取得する。 
getLastChannel() 後に設定されたチャンネルを取得する。 
getState() 起動可否状態を取得する。 
getAreaInfo() エリア情報を取得する。 

 
2.4.24.3.1. エリアコード取得 

 
S!アプリから端末が保持している、現在 TV に設定しているチャンネル群の地域

に対応するエリアコードが取得できる。 
端末に地域が設定されていない場合は、都道府県コード、地域コード共に「00」
を取得する。また、表 2.4.24.3.1-1 エリアコード一覧にない地域が設定されてい

る場合は、地域コードは「00」を取得する。 
 

表 2.4.24.3.1-1 エリアコード一覧 

都道府県 コード 地域 
コード 

905SH,911SH 

コード 

911T 以降 

札幌 1 1 

旭川 2 2 

北見 3 3 

帯広 4 4 

釧路 5 5 

室蘭 6 6 

函館 7 7 

苫小牧 - 8 

小樽 - 9 

名寄 - 10 

稚内 - 11 

北海道 1 

網走 - 12 

青森県 2 青森 1 1 
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都道府県 コード 地域 
コード 

905SH,911SH 

コード 

911T 以降 

八戸 2 2 

むつ - 3 

盛岡 1 1 

釜石 - 2 

岩手県 3 

二戸 - 3 

仙台 1 1 

石巻 - 2 

宮城県 4 

気仙沼 - 3 

秋田 1 1 

大館 2 2 

秋田県 5 

大曲 - 3 

山形 1 1 

鶴岡 2 2 

山形県 6 

米沢 - 3 

福島 1 1 

会津若松 2 2 

福島県 7 

いわき 3 3 

水戸 1 1 茨城県 8 

日立 - 2 

宇都宮 1 1 栃木県 9 

矢板 - 2 

前橋 1 1 群馬県 10 

桐生 - 2 

さいたま 1 1 

熊谷 - 2 

埼玉県 11 

秩父 - 3 

千葉 1 1 千葉県 12 

銚子 - 2 

23 区 1 1 

八王子 - 2 

東京都 13 

多摩 - 3 

横浜 1 1 

平塚 - 2 

小田原 - 3 

神奈川県 14 

秦野 - 4 

新潟 1 1 新潟県 15 

上越 - 2 

富山 1 1 富山県 16 

高岡 - 2 

金沢 1 1 石川県 17 

七尾 - 2 

福井 1 1 福井県 18 

敦賀 - 2 

山梨県 19 甲府 1 1 
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都道府県 コード 地域 
コード 

905SH,911SH 

コード 

911T 以降 

長野 1 1 

飯田 2 2 

松本 - 3 

長野県 20 

岡谷・諏訪 - 4 

岐阜 1 1 

高山 - 2 

岐阜県 21 

中津川 - 3 

静岡 1 1 

浜松 2 2 

富士 - 3 

三島・沼津 - 4 

藤枝 - 5 

静岡県 22 

島田 - 6 

名古屋 1 1 

豊橋 - 2 

愛知県 23 

豊田 - 3 

三重 1 - 

津 - 1 

伊勢 - 2 

三重県 24 

名張 - 3 

滋賀 1 - 

大津 - 1 

滋賀県 25 

彦根 - 2 

京都 1 1 

舞鶴 - 2 

京都府 26 

福知山 - 3 

大阪府 27 大阪 1 1 

兵庫 1 - 

神戸 - 1 

姫路 - 2 

明石 - 3 

川西 - 4 

神戸灘 - 5 

兵庫県 28 

三木 - 6 

奈良 1 1 奈良県 29 

五条 - 2 

和歌山 1 1 和歌山県 30 

海南・田辺 - 2 

鳥取県 31 鳥取 1 1 

松江 1 1 島根県 32 

浜田 2 2 

岡山 1 1 

津山 - 2 

岡山県 33 

笠岡 - 3 
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都道府県 コード 地域 
コード 

905SH,911SH 

コード 

911T 以降 

広島 1 1 

福山 2 2 

呉 - 3 

広島県 34 

尾道 - 4 

山口 1 1 

下関 - 2 

宇部 - 3 

山口県 35 

岩国 - 4 

徳島県 36 徳島 1 1 

高松 1 1 香川県 37 

丸亀 - 2 

松山 1 1 

新居浜 2 2 

今治 - 3 

愛媛県 38 

宇和島 - 4 

高知県 39 高知 1 1 

福岡 1 1 

北九州 2 2 

久留米 - 3 

大牟田 - 4 

福岡県 40 

行橋 - 5 

佐賀県 41 佐賀 1 1 

長崎 1 1 

佐世保 - 2 

長崎県 42 

諫早 - 3 

熊本県 43 熊本 1 1 

大分 1 1 大分県 44 

中津 - 2 

宮崎 1 1 宮崎県 45 

延岡 2 2 

鹿児島 1 1 

阿久根 2 2 

鹿児島県 46 

鹿屋 - 3 

沖縄県 47 那覇 1 1 

 
2.4.24.4. 録画予約、視聴予約機能 <MEXA 1.0 以降 > 

 
S!アプリから端末で保持している録画予約、視聴予約へアクセスすることで録画

予約情報、視聴予約情報の取得・登録・削除が可能である。 
 

2.4.24.4.1. 録画予約情報、視聴予約情報の取得 

 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 174 of 192 
複製転載禁止 

S!アプリから端末が保持している録画予約データ、視聴予約データを取得可能で

ある。 
 

表 2.4.24.4.1-1 録画予約、視聴予約情報の取得メソッド 
（TelevisionConnection インターフェース） 

メソッド 内容 
getReserveData(int) 登録済みの予約情報を取得する。 
getReserveDataCount(int) 現在の予約数を取得する。 
getReserveDataMaxCount(int) 登録可能な 大予約数を取得する。 
setTelevisionReverveDataListener
(TelevisionReserveDataListener) 

予約情報更新イベントを待受けるリスナを

登録する。 
 

表 2.4.24.4.1-2 録画予約、視聴予約情報の取得メソッド 
（TelevisionReserveData インターフェース） 

メソッド 内容 
getReserveNumber() 予約番号を取得する。 
getReserveCategory() チャンネル種別を取得する。 
getReserveChannel() チャンネル番号を取得する。 
getReserveEndTime() 予約終了時間を取得する。 
getReserveStartTime() 予約開始時間を取得する。 
getReserveStation() ＴＶ局名を取得する。 
getReserveTitle() タイトル名を取得する。 
getReserveType() 予約種別を取得する。 

 
2.4.24.4.2.  録画、視聴予約の設定 

 
S!アプリから端末のＴＶ予約機能へ登録可能である。 
 

表 2.4.24.4.2-1 録画、視聴予約メソッド 
（TelevisionConnection インターフェース） 

メソッド 内容 
addReserveData(TelevisionReserveData) 予約を登録する。 
createReserveData() 新規に予約情報を作成する。 
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録画、視聴予約の各メソッド及び指定時の必須項目について下記に示す。 
 

表 2.4.24.4.2-2 録画、視聴予約メソッド 
（TelevisionReserveData インターフェース） 

メソッド 内容 
setReserveCategory(int) チャンネル種別を取得する。 

＊予約時、必須項目 
setReserveChannel(int) チャンネル番号を設定する。 

＊予約時、必須項目 
setReserveEndTime(String) 予約終了時間を設定する。 

＊予約時、必須項目 
setReserveStartTime(String) 予約開始時間を設定する。 

＊予約時、必須項目 
setReserveStation(String) ＴＶ局名を設定する。 

＊予約時、任意項目 
setReserveTitle(String) タイトル名を設定する。 

＊予約時、任意項目 
setReserveType(int) 予約種別を設定する。 

＊予約時、必須項目 

 
2.4.24.4.3.  録画、視聴予約の削除 

 
S!アプリから端末のＴＶ予約機能の録画、視聴予約を削除可能である。 
 

表 2.4.24.4.3-1 録画、視聴予約の削除メソッド 

メソッド 内容 
removeReserveData(TelevisionReserveData) 録画、視聴予約を削除する。 

 
2.4.24.4.4.  予約情報（録画・視聴）更新イベント 

 
端末で管理する予約情報（録画・視聴）に変更があった場合、S!アプリへ更新イ

ベントを通知する。 
 

表 2.4.24.4.4-1 予約情報更新イベントリスナ 

メソッド 内容 
ReserveDataUpdated() 予約情報が更新された場合に呼び出される。 
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2.4.25. MEXA EnhancedFEP Control 

 
 
■com.j_phone.ui パッケージ ＜MEXA 1.0 以降＞ 
 
このパッケージにはネイティブシステム内の FEP を起動して入力した文字列を

取得する為の拡張クラスが含まれる。 
 

表 2.4.25-1 com.j_phone.ui パッケージ 

名前 内容 
クラス 
EnhancedFEPControl 

端末ネイティブ機能の FEP を起動して、入力した文字列

を取得する。 

 
2.4.25.1. 概要 

 
MEXA EnhancedFEP Control では、端末機能の FEP を起動し、端末画面の下

部に文字列を表示する。FEP の文字入力画面表示中も端末画面上部の S!アプリ

描画部分の更新が可能となる。 
 

2.4.25.2. 部分画面 FEP 表示位置 
 
部分画面 FEP での表示位置は端末実装依存となる。よって、表示位置について

は下記を利用して取得すること。 
 
System#getProperty(jscl.system.e-fep_startposition) 
Java™実行画面の(X,Y : 0,190)の位置から下が FEP 画面の場合、190 を返す 
 
＊ フルスクリーンモードでの描画表示時、EnhancedFEP Control の利用はでき

ない。 
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2.4.26. MEXA Bluetooth 

 
 
■ com.vodafone.bluetooth パッケージ <MEXA 1.0 以降 > 
 
このパッケージには機器の Bluetooth®機能を提供するインタフェース及びクラ

スが含まれている。 
 

表 2.4.26-1 com.vodafone.bluetooth パッケージ 

名前 内容 
インタフェース 
SeekListener 

デバイス検索の結果とサービス検索の結果を待受けるた

めのイベントリスナ。 
インタフェース 
 SessionListener 

接続処理結果の通知と通知結果を待受けるためのイベン

トリスナ。 
クラス 
BaseService 

Bluetooth®のサービスレコードを表すためのスーパーク

ラス。 
＊一部 MEXA 1.2（MEXA Bluetooth1.1）以降対応 

クラス 
 BluetoothManager 

Bluetooth 通信の管理機能を提供するクラス。 

クラス 
 Device 

リモートデバイスを表すクラス。 

クラス 
 LocalService 

ローカルデバイスが公開するサービスのサービスレコー

ドを生成するためのクラス。 
＊一部 MEXA 1.2（MEXA Bluetooth1.1）以降対応 

クラス 
 RemoteService 

リモートデバイスが公開しているサービスのサービスレ

コードを表すクラス。 
クラス 
 SessionBase 

接続処理の機能を提供する抽象クラス。 

クラス 
 SessionManager 

クライアント S!アプリが使用する接続所処理の機能を提

供するクラス。 
クラス 
 SessionMember 

サーバ S!アプリが使用する接続処理の機能を提供するク

ラス。 
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■ com.mexa.bluetooth パッケージ <MEXA 2.1 以降 > 
 

表 2.4.26-2 com.mexa.bluetooth パッケージ 

名前 内容 
インタフェース 
SeekListener 

デバイス検索の結果とサービス検索の結果を待受けるた

めのイベントリスナ。 
インタフェース 
 SessionListener 

接続処理結果の通知と通知結果を待受けるためのイベン

トリスナ。 
クラス 
BaseService 

Bluetooth®のサービスレコードを表すためのスーパーク

ラス。 
＊一部 MEXA 2.0（MEXA Bluetooth2.0）以降対応 

クラス 
 BluetoothManager 

Bluetooth 通信の管理機能を提供するクラス。 

クラス 
 Device 

リモートデバイスを表すクラス。 

クラス 
 LocalService 

ローカルデバイスが公開するサービスのサービスレコー

ドを生成するためのクラス。 
＊一部 MEXA 2.0（MEXA Bluetooth2.0）以降対応 

クラス 
 RemoteService 

リモートデバイスが公開しているサービスのサービスレ

コードを表すクラス。 
クラス 
 SessionBase 

接続処理の機能を提供する抽象クラス。 

クラス 
 SessionManager 

クライアント S!アプリが使用する接続所処理の機能を提

供するクラス。 
クラス 
 SessionMember 

サーバ S!アプリが使用する接続処理の機能を提供するク

ラス。 

 
 

2.4.26.1. 概要 
 
MEXA Bluetooth では、図 2.4.26.1-1 に示すように、1 つのクライアントと複数

のサーバから成る「セッション」を実現する。「セッション」とは、Bluetooth®

通信の 1 ピコネットによって構築されるネットワークである。 
 
尚、Bluetooth®のセキュリティーモードはレベル２をサポートする。 
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図 2.4.26.1-1 MEXA Bluetooth セッションのイメージ 

 
サーバとなる S!アプリは、公開するサービスレコードを登録してクライアントか

らの接続を待ち受ける。クライアントとなる S!アプリは、公開されているサービ

スレコードを取得して接続待ちをしているサーバと接続する。 1 つのセッション

において、クライアントは複数のサーバと接続可能である。サーバが接続できる

のはクライアントのみとなり、他のサーバとは、クライアントを介して間接的に

接続する。 
 
※ 大接続台数は 8 台（クライアント 1 台につきサーバ 7 台）とし、一つのネ

ットワークにクライアントは 1 台までとする。 
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2.4.26.2. 接続 

 
サーバ側 S!アプリとクライアント側 S!アプリ共に起動状態で接続確立シーケン

スを図 2.4.26.2-1 に示す。 

図 2.4.26.2-1 MEXA Bluetooth 接続シーケンス 

クライアント側 

S!ｱﾌﾟﾘ MEXA BT VM 以下 

サーバ側 

S!ｱﾌﾟﾘ MEXA BT VM 以下 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ検索開始 
startDeviceSeek() 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ検索開始 
ﾃﾞﾊﾞｲｽ名の検索 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ名 
ﾃﾞﾊﾞｲｽ発見通知 

foundDevice() 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ検索完了 

接続待ち開始 
open()/openSecured() 

ｻｰﾋﾞｽ検索開始 
startServiceSeek() 

復帰 ｻｰﾋﾞｽ検索開始 
ｻｰﾋﾞｽ名の検索 

ｻｰﾋﾞｽ名 
ｻｰﾋﾞｽ発見通知 
foundService() 

ｻｰﾋﾞｽ検索完了 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ検索でﾋｯ

ﾄしたﾃﾞﾊﾞｲｽの

数だけ繰り返す

接続 
open()/openSecured() 

接続 復帰 

接続完了 接続完了 接続完了通知 
gotConnectionStatus() 

接続確立 
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2.4.26.3. 切断 

 
サーバ側 S!アプリとクライアント側 S!アプリでの切断シーケンスを図 2.4.26.3-1
に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4.26.3-1 MEXA Bluetooth 切断シーケンス 

Java 実行環境 ネイティブシステムタスク ネイティブシステムタスク Java 実行環境 S!アプリ 

クライアントまたはサーバ側 クライアントまたはサーバ側 

Bluetooth 通信のクローズ処理 

S!アプリ 

SessionManager 

#close メソッド 
<<切断要求>> 

true 

SessionListener#getConnectionStatus 

(接続 ID,CONN CLOSED) 

SessionListener#getConnectionStatus 

(接続 ID,CONN CLOSED) 

凡例 

：同期型の関数呼び出し 

：同期型の関数呼び出しの復帰 

：非同期型の関数呼び出しまたはタスク間通信
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2.4.26.4. 通信 

 
S!アプリ間の通信シーケンスを図 2.4.26.4-1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4.26.4-1 MEXA Bluetooth 通信シーケンス 
 

2.4.26.5. ライフサイクル 
 

 起動 
MEXA Bluetooth 利用 S!アプリの実行中は、端末の Bluetooth®機能は利

用できない。また、端末の Bluetooth®設定内の Java™通信設定が ON の

場合のみ通信可能である。 
 一時停止・再開 

MEXA Bluetooth 利用 S!アプリ一時停止時は、S!アプリで使用していた接

続状情報を破棄する。S!アプリが通信中に一時停止を行った場合も接続情

報は破棄し、一時停止再開時に通信エラーとなる。尚、一時停止中、端末

ネイティブの Bluetooth®機能を利用することができる。 
 終了 

   MEXA Bluetooth 利用 S!アプリ終了時、利用していた接続情報は破棄す 
る。 

 

リスナ登録 

setMessageListener() 

 

OutputStream#write() 

 

InputStream#read() 

 

msgID 

MEXA BT VM 以下

クライアントまたはサーバ側 クライアントまたはサーバ側 

S!アプリ 

リスナ登録 

setMessageListener() 

MEXA BT VM 以下 S!アプリ

メッセージ送信 

send() 

Read からリターン 

InputStream#read() 

MessageListener#gotMessager 

OutputStream#read( ack ) 
ack

msg

Read からリターン 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 183 of 192 
複製転載禁止 

2.4.26.6. MEXA Bluetooth 利用 S!アプリでの制限事項 
 
MEXA Bluetooth 利用 S!アプリでの制限事項について以下に示す。 
 

 MEXA Bluetooth 利用 S!アプリは常に着信優先動作となる。 
 待受アプリ／継続起動待受アプリとして起動できない。 
 MEXA Bluetooth 利用 S!アプリで利用した Bluetooth 情報（ペアリングし

た機器情報）は、端末側 Bluetooth®機能における機器登録はできない。 
 検索時に対戦したい相手を見つけることができない場合がある。また、相手

が見つからない場合にはタイムアウトとなる。 
 通信状況により、途中で接続が切れる場合がある。 
 クライアントを中心としたネットワークを構成するため、クライアントの接

続が切れると全てのサーバの接続を切断する。 
 接続が確立している場合、別のクライアントからの検索には検出されない。 
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2.4.27. MEXA Enhanced 3D Graphics (3D Graphics 拡張) 
 
 

■ com.jblend.graphics.j3d パッケージ ＜MEXA 1.1 以降＞ 
 

モデル用、環境マッピング用のテクスチャデータを扱う。 
 

表 2.4.27-1. Texture クラス 

コンストラクタ パラメータ 
Texture(byte[] data, 
 boolean isForModel) 

data = テクスチャデータ 
isForModel = モデル用テクスチャかどうか

（true：モデル用、false：環境マッピング用） 
Texture(Image image, int x, int 
y, int width, int height, boolean 
isForModel) 
※1 

Image = テクスチャデータ 
x = 矩形領域の左上の x 座標 
y = 矩形領域の左上の y 座標 
width = 矩形領域の幅 
height = 矩形領域の高さ 
isForModel = モデル用テクスチャかどうか

（true：モデル用、false：環境マッピング用） 
Texture(String name,  
boolean isForModel) 

name = リソース名 
isForModel = モデル用テクスチャかどうか

（true：モデル用、false：環境マッピング用） 

 
2.4.27.1. 概要 
 

S!アプリ対応の弊社端末では 3D オブジェクトと呼ぶ 3 次元画像データをアニメ

ーション表示することができる。3D オブジェクトは株式会社エイチアイ様が規

定したデータフォーマットであり、モデルデータ、アクションデータ、テクスチ

ャ デ ー タ の 3 つ で 構 成 す る 。 本 機 能 は ３ Ｄ グ ラ フ ィ ッ ク ス 描 画

(com.jblend.graphics.j3d パッケージの拡張機能である。 
イメージからテクスチャを生成する際、テクスチャには以下の制限がある。  
【 カラー 】  

テクスチャデータは 8bit のインデックスカラーとして扱われる。 ハイカラ

ー以上の場合は減色される。  
【 大サイズ 】 

モデル用：256×256  
環境マッピング用：64×64
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2.4.28. MEXA Enhanced Graphics (Graphics 拡張) 
 
 

■com.mexa.lcdui パッケージ ＜MEXA 1.2 以降＞ 
 

MIDP の javax.microedition.lcdui.Graphics クラスの描画拡張クラス。 
 

表 2.4.28-1 com.mexa.lcdui パッケージ 

名前 内容 
クラス 
EnhancedGraphics 

描画機能を拡張するためのクラスである。 

 
 

2.4.28.1. 概要 
 
MEXA EnhancedGraphics は、MIDP の javax.microedition.lcdui.Graphics 
クラスへ、以下の拡張機能を利用可能である。 

 
◆ fillPolygon 
  配列で指定された座標を頂点とする多角形を塗りつぶす機能 
◆ drawPolyline 
  配列で指定された座標を頂点とする点を結ぶ線分（多折線）を描画する機能 
 

表2.4.28.1-1 EnhancedGraphics API 
API 説明 

drawPolyline(int[] xPoints, int[] yPoints, int count) 指定した点を結ぶ

線分を描画する。 

drawPolyline(int[] xPoints, int[] yPoints, int offset, int count) 指定した点を結ぶ

線分を描画する。 

fillPolygon(int[] xPoints, int[] yPoints, int count) 多角形を塗りつぶ

す。 

fillPolygon(int[] xPoints, int[] yPoints, int offset, int count) 多角形を塗りつぶ

す。 

 
    ※ fillPolygon()の描画方式は「even-odd-rule」となる。 
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2.4.29. MEXA Enhanced RMS 

 
 

■ com.mexa.rms パッケージ <MEXA 1.2 以降> 
 

このパッケージには機器の入出力機能を提供するクラス及びインタフェースが含

まれている。 
 

表 2.4.29-1. com.mexa.rms パッケージ 

名前 内容 

クラス 
CachedRecords 

キャッシュメモリ等へ一時的に保存された RecordStore を、

S!アプリからの要求タイミングにて、端末へ書き込むためのク

ラスである。 

 
表 2.4.29-2. CachedRecords クラスのメソッド 

メソッド 内容 

flush() キャッシュメモリ等に一時的に保存されている RecordSotre
のデータを端末にフラッシュする。 

 
 
2.4.29.1. 概要 

本機能は、一時的にキャッシュメモリ等へ保存された RecordStore を、S!アプリ

から要求したタイミングにてフラッシュメモリ等の永続的に保存するメモリ領域

へ書き込むことができる。RecordStore の状態(オープン中など)に関係なく該当

S!アプリが利用している全ての RecordStore の内容 (他 S!アプリの共有

RecordStore を含む)を書き込む。 
  

なお、以下の条件において API が呼び出された場合、S!アプリ実行環境へエラー

を通知せず、正常に終了したものとして S!アプリへ通知する。 
 

表 2.4.29-3. 正常終了する API のコール条件 

API 呼び出し条件 ネイティブ側の動作 
RecordStore が存在しない S!アプリからの呼び出し フラッシュメモリ等への書き込み

を行わない 
RecordStore が存在し、且つ API 呼び出し前に

Record への更新(追加/削除含む)が行われていない 
フラッシュメモリ等への書き込み

は端末実装依存 
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2.4.30. MEXA TMR 

 
 

■ com.j_phone.system パッケージ <MEXA2.0 以降> 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するクラスが含まれている。 
 

表 2.4.30-1 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 

クラス  
DeviceControl 

このクラスは、下記の機能を提供するメソッドを規定する。 
・伝送速度取得 

 
DeviceControl オブジェクトは 
DeviceControl.getDefaultDeviceControl()メソッドを使って

取得する。 

 
 

2.4.30.1. 概要 
 
本機能を搭載している端末では、端末が保持している下り伝送速度種別を取得す

ることが可能である。 
 

表 2.4.30.1-1. 伝送速度取得のメソッド 
メソッド 機 能 

getTransmissionRateType() 伝送速度種別を返す。 
 
伝送速度種別を以下のいずれかのフ
ィールドで返す。 
RAB_GPRS ：GSM-GPRS 
RAB_R99 ：384kbps 
RAB_HSDPA_C6 ：3.6Mbps 
RAB_HSDPA_C7 ：7.2Mbps 
RAB_NULL ：通信停止中 初期値 
RAB_MEASUREMENT ：測定中 
RAB_INDEFINITE ：不定 
（圏外、規制中、オフラインモード
中など） 
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2.4.31. MEXA OPGL 

 
■ com.mexa.opgl パッケージ ＜MEXA 2.3 以降＞ 

 
このパッケージには OpenGL®機能を利用するためのクラスが含まれている。 
 

表 2.4.31-1 com.mexa.opgl パッケージ 

名前 内容 
クラス 
OpglGraphics 

OpenGL® ES 1.1 API に相当するグラフィックス機能を提供するク

ラスである。 
クラス 
Buffer 

ネイティブシステムとのデータの受け渡しに使用するメモリ領域を

管理するための抽象クラスである。 
クラス 
ByteBuffer 

byte 型データを受け渡しに使用するためのメモリ領域を扱うための

サブクラスである。 
クラス 
FloatBuffer 

float 型データを受け渡しに使用するためのメモリ領域を扱うための

サブクラスである。 
クラス 
IntBuffer 

int 型データを受け渡しに使用するためのメモリ領域を扱うためのサ

ブクラスである。 
クラス 
ShortBuffer 

short型データを受け渡しに使用するためのメモリ領域を扱うための

サブクラスである。 

 
2.4.31.1. 概要 

 
MEXA OPGL は、OpenGL®機能を利用可能である。 
MEXA OPGLを利用して、リッチな3Dコンテンツを提供することが可能となる。 
 
また、MEXA OPGL で操作できるバッファは以下となる。 

 
表 2.4.31.1-1 利用できる機能 

バッファ種別 利用可否 
カラーバッファ 利用可能 
Z バッファ(デプスバッファ) 利用可能 
ステンシルバッファ 端末実装依存 

 



 

 
S! Appli Development Guide 

 

 
Copyright© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved       Page 189 of 192 
複製転載禁止 

 
2.4.31.2. MEXA OPGL 利用 S!アプリでの制限事項 

 
MEXA OPGL 利用 S!アプリでの制限事項について以下に示す。 
 

 bind メソッドでバインドした描画先に対して release メソッドを呼び出す

までの間に、 MEXA OPGL 以外の方法で描画した場合の描画結果は保証

されない。 
(GameCanvas を生成した場合、setCurrent()によるカレント表示対象の切

替、セキュリティダイアログ表示等を伴う処理の実行、など) 
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2.4.32. MEXA Display Rotation Sensor 
 

■ com.j_phone.system パッケージ <MEXA2.1 以降> 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能に関するクラスが含まれている。 
 

表 2.4.32-1. com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 

クラス  
DeviceControl 

このクラスは、下記の機能を提供するメソッドを規定する。 
・描画方向の切り替えイベントの取得 

 
DeviceControl オブジェクトは 
DeviceControl.getDefaultDeviceControl()メソッドを使って取得する。

 
表 2.4.32-2. com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
インターフェース  
StyleChangedListener 

描画方向の切り替えイベントを待ち受けるリスナを実装する

ためのインタフェース。 

 
2.4.32.1. 概要 

 
本機能を搭載している端末では、ユーザ操作等により画面の向き(縦横)を変更さ

せた場合、描画方向の切り替えを検知することが可能となる。 
 

表 2.4.32.1-1. 画面の向き取得メソッド 
メソッド 機 能 

getStyle() 描画方向を以下のどれかのフィールドで返す。 
 
STYLE_PORTRAIT：画面の向きが縦方向 
STYLE_LANDSCAPE：画面の向きが横方向 
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2.4.32.2. MIDxlet-WideScreen 属性との競合 

 
MEXA Display. Rotation Sensor 利用 S!アプリにおける、MIDxlet-WideScreen
属性指定時のアプリ起動時競合動作について、以下に示す。 
 

表 2.4.32.2-1. 属性競合 
MIDxlet-Rotate

属性値 
MIDxlet-WideScreen 属性値 描画の向き 

Y Y 起動時から画面の向きに従い切り替え 
Y N、又は属性なし 起動時から画面の向きに従い切り替え 
N、又は属性なし Y 常に横向き 
N、又は属性なし N、又は属性なし 常に縦向き 

 
2.4.32.3. MEXA Display Rotation Sensor 利用 S!アプリでの制限事項 

 
MEXA Display Rotation Sensor 利用 S!アプリでの制限事項を以下に示す。 
 

 ユーザ操作等による描画方向切り替えと、Graphics3D クラスによる描画

命令が競合した場合、Exception がスローされる。従って、描画方向切り

替えを検知後は、再描画等を行う必要がある。 
 

 MEXA OPGL 利用アプリにおいては、以下の制限がある。 
 
 OpglGraphics.bind()処理開始後、OpglGraphics.release()を呼び出すま

での間に、描画方向の切り替えが発生した場合、OpglGraphics.release()
が実行された後に描画方向の切り替えが完了する。 
またこの間、複数回におよぶ描画方向切り替えが発生した場合は、 後

の描画方向切り替えのみが実行される。 
 

 描画方向の切り替えが発生した直後に OpglGraphics.bind()による描画

が開始された場合、描画方向切り替えが実行されない場合がある。また、

描画方向切り替え中に OpglGraphics.bind()による描画が開始された場

合は、描画方向切り替え中であることを示すExceptionがスローされる。 
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2.5.  その他（JSCL のみ） 
 
 

2.5.1. JSCL ApplicationManager 
 
 
■ com.j_phone.system パッケージ 
 
このパッケージには、端末に固有なデバイス機能を提供するクラスが含まれてい

る。 
 

        表 2.5.1-1 com.j_phone.system パッケージ 

名前 内容 
クラス 
 ApplicationManager 

S!アプリとネイティブシステムを連携するための機能を

提供する為のクラスである。 

 
 

2.5.1.1.  概要 
 
ApplicationManager クラスは、以下の機能を提供する。 
 

 RecordStore 随時書き込み 
 

2.5.1.1.1.  RecordStore 随時書き込み 

 
ApplicationManager クラスの flushRMS()メソッドを使用して、その時点で S!
アプリ実行環境が保有しているRecordStoreのデータをストレージに書き込みで

きる。 
なお、このメソッドを呼び出さない場合でも、S!アプリが終了するときには

RecordStore のデータは自動的に書き込まれる。 
 
ただし、RecordStore の不揮発性メモリへの書込みタイミングは、従来の終了時

ではなく随時書込みとなる。 
このため、ApplicationManager クラスの flushRMS()メソッドを使用することが

できない場合がある。 
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