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改版履歴 

版 項番 改版内容 

1.0 - きせかえツールコンテンツ作成ガイド作成 

1.1 付録 SH 向け電波ピクト電池ピクトについて注意書き追加 

1.1 付録 SH 向け電波ピクト電池ピクトについて注意書き削除。 

1.1 2.4.1 電池、電波ピクトについて注意書き追記。 

1.1 2.4.1   Flash と i モーションの同時設定について注意追記。 

1.1 3.5 きせかえツールスタジオ使用時の注意追記。 

1.1 5.2，5.3 きせかえツール設定時の注意追記。 

1.1 2.3.2 ファイルバージョンについて追記 

1.1 2.3.3 ファイルサイズについて追記。 

1.1 2.4.6 特大文字対応について追記。 

2.0 2.5.3 UI コンテンツの表示領域について追記。 

2.0 3 章 UI コンテンツについて追記。 

2.0 3 章以降 章番号追加に伴い章番号変更。 

2.0 4 章 コンテンツ作成フローに UI コンテンツについて追記。 

2.0 6 章 機種名及びプロファイルについての注意点追記。 

2.0 2 章 705i,906 シリーズのファイルフォーマットバージョンを記

載。 

2.1 2 章 706i シリーズのファイルフォーマットバージョンを記載。 

2.3.2 ファイルフォーマットバージョンを追記 

2.4.1 設定可能なコンテンツ（Flash,JPEG,GIF）の 大サイズを

500Ｋに変更（i モードブラウザ 2.0 対応機種のみ） 

2.2 

6.8 オーサリングツールについて文章を修正。 
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第1章  はじめに 

1.1 本資料について 

本資料では、FOMA 端末に搭載される「きせかえツール機能」について、機能概要やコンテンツ

作成の際の注意点について説明します。 

 

1.2 きせかえツールとは 

きせかえツールとは、コンテンツプロバイダー(以下 IP)提供の待受け画像やメロディなどのコンテ

ンツや電池ピクト画像などを IP が指定した通りに、待受け画面や着信音として一括設定すること

ができる機能です。 
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第2章 きせかえツール機能詳細 

本章では、きせかえツールのファイル構成やスペック等の機能詳細について説明します。 

2.1 対応端末 

きせかえツールは FOMA903i シリーズ以降のきせかえツール機能対応端末で利用が可能で

す。 

 

2.2 きせかえツールの設定の流れ 

きせかえツールコンテンツは、IP サーバより配信されます。 

端末内に保存されたコンテンツパッケージファイル(以下 ucp ファイル)は、端末内のきせかえツ

ールエンジンにより解凍され、指示ファイル(以下 ucm ファイル)の指示に従って、端末内の設定

領域に設定されます。 

 

 

待受け画像１

着メロ１

メニューアイコン

端末内データ BOX 

 
待受け画像１

着メロ１ 

メニューアイコン

きせかえツール 

コンテンツ 

ダウンロード 
 i モード網 

IP サーバー 

解凍 

端末内設定領域 

待受け画面 

電話着信音 

アイコンメニュー IP 作成きせかえツール 
コンテンツファイル(ucp) 

設定

設定

設定 

パッケージは端末内でそれぞれ個別のコン

テンツに解凍された後、指示ファイルに従っ

て、端末の各領域へ設定されます。 
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図 2-1 きせかえツール設定の流れ 
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2.3 きせかえツールファイル概要 

きせかえツールのコンテンツファイル概要は下記の様になっています。 

2.3.1 ファイル種別 

きせかえツールコンテンツとは、2 種類のファイルによって構成されています。 

(1) ucp ファイル(コンテンツパッケージファイル) 

画像やメロディなどの各コンテンツを、まとめて zip 形式にて圧縮したパッケージファイルです。 

 

(1-1) プレビュー画像 

コンテンツパッケージファイル(ucp ファイル)にはプレビュー画像用の GIF/JPEG ファイルも含ま

れます。ファイル容量、ファイルサイズに制限はありませんが、 低 1 ファイルをプレビュー画像と

して設定する必要があります。プレビュー画像が設定されていない場合、端末側で不正ファイルと

なり設定が不可となるのでご注意下さい。 

 

(2)ucm ファイル(コンテンツ設定ファイル) 

  上記の ucp ファイルの取得用 URL 及び ucp ファイル形式のパッケージファイルを端末に保存し

た後、端末内のどの領域にどのコンテンツを設定するか等の設定を行う為の指示ファイルです。 

 

2.3.2 ファイルフォーマットバージョン 

  ucm ファイルは端末のシリーズ毎にバージョンが存在し、下記の様になります。 

 

表 2-1 ファイルフォーマットバージョン 

端末シリーズ 

 

ucm ファイルフォーマットバ

ージョン 

903i/703i/704i 100 

904i 101 

905i / 906i /  102  

SH/F/D 101 705i 

SO/N/P 102 

F801i 101 

706i 102 

Ａ/Ｂ以降の機種 102 

   

※ きせかえツール非対応機種を除きます 
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2.3.3   機種名 

 
 きせかえツールではダウンロード対象とする機種名の指定を行うことができます。機種名がダウ

ンロード先の端末の機種名と異なる場合、ダウンロードができませんのでご注意下さい。 

904iまでの機種名はきせかえツールスタジオの「パッケージ情報」で設定が可能です。905i以降

は機種名の設定が自動で設定されるため IP 側での設定が不要になります。 

また、905i から対応しているきせかえツール UI コンテンツ(以下 UI コンテンツ)でも機種名の指定

を行えますが、UI コンテンツときせかえツールスタジオで指定されている機種名が異なる場合は、

きせかえツールコンテンツの作成ができません。 

 

きせかえツールスタジオ、UI コンテンツの機種名及び対象機種のルールは下記のようになりま

す。 

表 2-2 機種名と対象機種 

機種名 対象機種 

all 全シリーズ全機種 

 

UI コンテンツで指定した機種名及びきせかえツールスタジオで指定されている機種名の整合性

については下記の様になります。これらの機種名が不一致の場合、UI コンテンツをきせかえツー

ル上に設定することはできません。 

対象機種が広くなるように機種名を記述する場合は（all を利用するなど）、非対応機種でダウン

ロード可能とならないよう、ご注意ください。 

表 2-3 UI コンテンツ機種名ときせかえツール機種名の対応 

UI コンテンツ 

機種名 

きせかえツール

機種名 

判定 備考 

z90XI Z90Xi OK 大文字小文字は区別しない

all Z90Xi,Y90Xi OK  

all all OK  

Z90Xi all NG  

Z90Xi Y90Xi NG 機種不一致 
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2.3.4 ファイルサイズ 

表 2-4 きせかえツールファイル内容及び容量 

 ファイル内容 大ファイルサイズ 

ucp ファイル 
コンテンツをパッケージしたファイル 

(含プレビュー画像ファイル) 

500Kbyte(903i シリーズ) 

2Mbyte(904i シリーズ～) 

ucm ファイル 
ucp ファイルの取得先、コンテンツの 

設定先を指示するファイル 
30Kbyte 

 

2.4 設定可能コンテンツ種類と設定可能領域 

 きせかえツールを利用して設定可能なコンテンツの種類と領域について説明します。 

 コンテンツの設定可能領域は主に画像/音/メニューに分類されます。 

なお、本資料にて対応としている領域及びコンテンツでも、端末によって設定できない場合があ

ります。 

 

2.4.1 画像領域 

 ここではきせかえツールで設定可能な画像コンテンツ及び、領域について説明します。 

 

(1) 設定可能コンテンツ種類 

きせかえツールを利用することでFlash※/GIF/JPG/i-motionコンテンツを指定する領域に設定

することが可能です。 

※ きせかえツールで設定するFlashファイルに、通信、音、バイブレーションの鳴動が指定され

ていた場合はこれらの設定は無効になります。 

※ 発着信画像にFlashを設定した場合、iモーションを着信音として設定できません。 

この場合、設定したFlash画像がデフォルト画像に戻ります。 

(2) 設定可能コンテンツ領域 

 待ち受け画面や、電話発着信画面、メール送受信画面等に対応コンテンツの設定が可能です。

そのほか、壁紙、スクリーンセーバ※1の設定、電池残量、電波強度のピクトデザインの変更も可能

です。ピクトデザインはきせかえツール機能を利用してのみ設定が可能です。

なお、電池残量については、基本的に「電池残量 0」「充電中」、電波強度については「圏外」は設

定ができません。「電池残量 0」「充電中」「圏外」は端末のデフォルトのピクトが表示されます。 

 

※1 メインディスプレイが見える状態で無通信かつ 30 秒以上キー入力が無い場合、スクリーンセー

バとして設定されたコンテンツが表示されます。 
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(3) 画像の設定領域 

画像の設定領域と設定可能コンテンツ種別とそのファイルサイズは基本的に下記の表のように

なります。 

 

表 2-5 画像領域に設定可能なコンテンツ種別とサイズ 

設定可能コンテンツ種別 

Flash  GIF/JPG  i-motion※1 設定領域 対応

大ｻｲｽﾞ※2 大ｻｲｽﾞ※３ 大ｻｲｽﾞ※2 

待ち受け画面（メイン） ○ 500K 500K  
500K 

V/A+V 

待ち受け画面（サブ） △ 500K  500K  － 

アイコンメニュー背景 ○ － 500K － 

音声（テレビ）電話発信画面 △ 500K  500K  － 

音声（テレビ）電話着信画面 ○ 500K  500K  
500K 

V/A+V 

メール送信画面 ○ 500K  500K  － 

メール/メッセージ受信中画面 ○ 500K  500K  － 

メール/メッセージ着信結果画面 ○ 500K  500K  
500K 

V/A+V 

センター問合せ画面 ○ 500K  500K  － 

メールフォルダデザイン △ － 500K  － 

ピクトデザイン  

（電池残量・電波状況） 
○ － 500K  － 

ソフトキーデザイン △ － 500K  － 

ダイアログデザイン △ － 500K  － 

スクリーンセーバ（全画面） △ 500K  500K  
500K 

V のみ 

ウェイクアップ画面 △ 500K  500K  
500K 

V のみ 

GPS 測位中画面 △ 500K 500K - 

アラーム画面 △ - - 
500K 

V/A+V 

○：きせかえツール対応端末は基本的に対応 

△：オプション機能 

-：非対応 

6 
 



Copyright Ⓒ 2012 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
 

※1 V：映像のみ i-motin V+A：映像＋音声 i-motin 

※2、※3 i モードブラウザ 2.0 非対応機種は、100Ｋまでの対応となります。 

※4 一部機種では 500Ｋ以上の i-motion に対応しています。 

 

(4) 壁紙設定 

メニュー、電話帳等の背景画面に、GIF/JPG コンテンツを壁紙として設定することが可能です。

壁紙としてコンテンツの設定が可能な領域及び対象コンテンツの画像サイズは下記のようになり

ます。 

 

表 2-6 壁紙領域に設定可能なコンテンツ種別とサイズ 

GIF/JPEG 
壁紙設定領域 対応 

大 byte ｻｲｽﾞ 

2 階層目以下のｉモードメニュー、メールメニュー ○ 500K 

2 階層目以下のその他メニュー △ 500K 

電話帳一覧および詳細画面 △ 500K 

発着信履歴 / リダイヤル △ 500K 

アクセサリスキン（カレンダー、電卓、メモ帳、アラーム） △ 500K 

ネイティブアプリスキン（マルチメディアプレーヤ、テレビ電話、PoC） △ 500K 

サブメニュー画面 △   500K 

○：きせかえツール対応端末は基本的に対応 

△：オプション機能 

※1 i モードブラウザ 2.0 非対応機種は、100Ｋまでの対応となります。 

 

 

2.4.2 音領域 

ここではきせかえツールで設定可能な音コンテンツ及び、領域について説明します。 

 

(1) 設定可能コンテンツ種類 

  きせかえツールを利用することで SMF コンテンツを、指定する領域に設定することが可能で

す。 

  

(2) 設定可能コンテンツ領域 

電話着信音、メール着信音、アラーム等に対応コンテンツの設定が可能です。 

※アラームは複数指定できる機種においては複数個の設定が可能です。 
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音設定領域とコンテンツの 大サイズについては下記の表の様になります。 

 

表 2-7 音領域に設定可能なコンテンツ種別とサイズ 

SMF 

音設定領域 対応 大 

byte ｻｲｽﾞ 

端末開閉音 △ 100K 

音声（テレビ）電話/PoC 着信音※ ○ 100K 

メール/メッセージ R・F 着信音 ○ 100K 

アラーム音 ○ 100K 

キー/ボタン音 △ 100K 

○：きせかえツール対応端末は基本的に対応 

△：オプション機能 

※音声電話/テレビ電話/POC 着信音はそれぞれ個別に設定が可能です。 
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2.4.3 メニュー領域 

端末のメニューとして、メニューアイコンと Flash メニュー(903i/904i シリーズ)、UI コンテンツ(905i

シリーズ以降)の設定が可能です。 

UI コンテンツの詳細については第 3 章「きせかえツール UI コンテンツ詳細」をご確認下さい。 

また、メニューアイコンのファイルサイズは、各アイコンおよび背景画像コンテンツそれぞれ 1 フ

ァイルあたり 大 500Kbyte です。 

※1 i モードブラウザ 2.0 非対応機種は、100Ｋまでの対応となります。 

 

各きせかえツール対応 FOMA 端末シリーズごとの設定可能メニュー種別は下記の表の様にな

ります。 

 

表 2-8 端末別対応メニュー種別 

 メニューアイコン Flash メニュー UI コンテンツ 

903/904i シリーズ ○ ○ × 

905i シリーズ以降 ○ × ○ 

705i シリーズ/80x シリー

ズ 

○ △ △ 

○：対応 ×：非対応 △（一部機種は対応） 

 

表 2-9 Flash メニューを設定可能な領域及びコンテンツサイズ 

Flash ﾒﾆｭｰ設定領域 対応 大 byte サイズ

トップメニュー ○ 

2 階層目以下のｉモードメニュー、メールメニュー △ 
500K 

○：きせかえツール対応端末は基本的に対応 

△：オプション機能 

 

表 2-10 UI コンテンツを設定可能な領域及びコンテンツサイズ 

UI コンテンツ設定領域 対応 大 byte サイズ

トップメニュー ○ 

2 階層目メニュー ○ 

3 階層目以下のメニュー △ 

2M 

○：対応 △：オプション機能 

 

2.4.4 カラーテーマ 

電波・電池ピクト領域などの表示部の色や文字色を各端末のカラーテーマに一括で変更させる

ことが可能です。 

9 
 



Copyright Ⓒ 2012 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
 

 

2.4.5 独自領域 

各端末毎にオプション機能として、独自領域を設定できる機種があります。 

2.4.6 大きめフォント 

SH904i と 905i 以降のきせかえツール対応端末では、きせかえツールコンテンツに大きめフォ

ントフラグを設定することにより、文字サイズを大きくすることができます。 

大きめフォントが設定可能な箇所は下記の表のようになります。 

 

表 2-11 おおきめフォント設定可能箇所一覧 

設定箇所 対応 

トップメニュー(UI コンテンツ) ○ 

2 階層目以下のメニュー(UI コンテンツ) △ 

ブラウザ ○ 

メール ○ 

電話帳 ○ 

発着信履歴 ○ 

各機能サブメニュー △ 

FEP 画面(文字編集画面) △ 

ソフトキー △ 

ポップアップ △ 

○：きせかえツール対応端末は基本的に対応 

△：オプション機能 

-：非対応 

 

905i ではきせかえツールパッケージ内に、UI コンテンツが設定されていない場合は、大きめフォ

ント設定ができませんのでご注意下さい。 

 

大きめフォントへのフォントサイズ変更は、きせかえツール設定時のみではなく、ユーザ設定に

よっても可能です。この際、メニュー内フォントサイズを特大に変更できるのは大きめフォント文字

が指定されている UI コンテンツのみになります。 
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2.5 設定したコンテンツの表示方法 

ここでは、きせかえツール機能を用いて画像を設定した場合の画像の表示方法について説明し

ます。 

 

2.5.1 画像コンテンツの表示方法 

「2.4.1(3) 画像の設定領域」に記載された領域において、コンテンツ設定領域の dot サイズとフ

ァイルの dot サイズの差によって画像コンテンツの表示方法が異なります。 

 

表 2-12 画像コンテンツの表示 

dot サイズ コンテンツ表示方法 

設定領域 ＝ ファイル 

  

等倍表示 

 

設定領域 ＞ ファイル 

  

センタリングして等倍表示 

 

設定領域 ＜ ファイル 

  

アスペクト比を維持したまま縮小表示 
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2.5.2 壁紙の表示 

コンテンツを設定する領域の dot サイズと壁紙として設定する壁紙ファイルの dot サイズの差に

よって表示方法が異なります。また、アニメーション GIF が指定された場合は、1 フレーム目が表示

されます。 

 

表 2-13 壁紙コンテンツの表示 

dot サイズ 壁紙の表示 

設定領域 ＝ ファイル 

  

等倍表示 

 

①受信メール一覧 
②送信メール一覧 
③新規メール作成 
④チャットメール 
⑤問い合わせ 
⑥メール選択受信 
⑦メール設定 

 
①受信メール一覧 
②送信メール一覧 
③新規メール作成 
④チャットメール 
⑤問い合わせ 
⑥メール選択受信 
⑦メール設定

 

設定領域 ＞ ファイル 

  

左上を起点に等倍表示 

余白領域はタイリングして表示 

 

①受信メール一覧 
②送信メール一覧 
③新規メール作成 
④チャットメール 
⑤問い合わせ 
⑥メール選択受信 
⑦メール設定 

①受信メール一覧 
②送信メール一覧 
③新規メール作成 
④チャットメール 
⑤問い合わせ 
⑥メール選択受信 
⑦メール設定

設定領域 ＜ ファイル 

  

アスペクト比を維持して 

左上を起点に縮小表示 

余白の領域はタイリングして表示 

 

 
①受信メール一覧 
②送信メール一覧 
③新規メール作成 
④チャットメール 
⑤問い合わせ 
⑥メール選択受信 

  
①受信メール一覧 
②送信メール一覧 
③新規メール作成 
④チャットメール 
⑤問い合わせ 
⑥メール選択受信 
⑦メール設定

⑦メール設定 
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2.5.3 UI コンテンツの表示 

UI コンテンツの描画サイズをステージサイズと呼びます。ステージサイズはメニューボタン領域

とソフトキー領域とピクト領域を合わせたサイズになります。 

 

ステージサイズ 

ピクト領域 

メニューボタン領域 

ソフトキー領域 

図 2-2 UI コンテンツのステージサイズ 

 

UI コンテンツがピクト領域及びソフトキー領域に重畳しないようにメニュー画面の構成を行う必

要があります。 

コンテンツのサイズと画面サイズによる表示方法は下記の様になります。 

基本的に QVGA コンテンツはアスペクト比を維持したまま 大画面サイズまで拡大されます。

対応ステージサイズに非対応の UI コンテンツの場合には DL 自体ができません。 

 

表 2-14 UI コンテンツの拡大表示 

UI コンテンツ描画サイズ 
 

QVGA VGA 

QVGA 等倍表示 ‐ 
対応ステージサイズ 

VGA 拡大表示 等倍表示 
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2.6 きせかえツールコンテンツの DRM 

きせかえツールでは、きせかえツールコンテンツと、その中に含まれる画像やメロディ等の各コ

ンテンツは、再配布設定に関わらず一律再配布不可/UIM 実行制限の対象になります。 

この際、ucp ファイル内の各コンテンツを個別に再配布させることはできません。 

また、きせかえツールコンテンツは一部機種においては暗号化して外部メモリに保存させること

が可能です。これらの DRM 詳細については別途提供の「DRM 説明書」ご参照下さい。 

 

※きせかえツールコンテンツ作成用ツールでは、きせかえツールコンテンツの再配布を可に設定可

能ですが、端末では再配布の設定に関わらず一律再配布不可となります。 

 

2.7 きせかえツールコンテンツの重複設定 

きせかえツールコンテンツを設定した後に、重複して異なるコンテンツを設定することが可能で

す。 

 

(1) きせかえツールコンテンツ設定後の新規コンテンツ設定 

きせかえツールコンテンツ①を設定後、別のきせかえツールコンテンツ②を設定した場合、②

に含まれるコンテンツが②で指定されている領域に設定されます。②に含まれてない領域は、

①のコンテンツが継続して設定されます。このような場合でも、ucp ファイル内部のコンテンツ自

体が上書きされる等の変更はありません。 

領域A
デフォルト

コンテンツA

領域B
デフォルト

コンテンツB

領域C
デフォルト

コンテンツC

領域D
デフォルト

コンテンツD

領域E
デフォルト
コンテンツE

・・
・

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ①

ｺﾝﾃﾝﾂA

ｺﾝﾃﾝﾂC

ｺﾝﾃﾝﾂD

パッケージ①を設定

領域A
ｺﾝﾃﾝﾂA

領域B
デフォルト

コンテンツB

領域C

領域D

領域E
デフォルト
コンテンツE

ｺﾝﾃﾝﾂC

ｺﾝﾃﾝﾂD

領域A
ｺﾝﾃﾝﾂA

領域B
デフォルト

コンテンツB

領域C

領域D

領域E

ｺﾝﾃﾝﾂC

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ②

ｺﾝﾃﾝﾂA

ｺﾝﾃﾝﾂC

ｺﾝﾃﾝﾂE

パッケージ②を設定

ｺﾝﾃﾝﾂD

ｺﾝﾃﾝﾂE

領域 B と領域 E では
直前のコンテンツが 

継続して設定されている

領域 B と領域 D では 
直前のコンテンツが 

継続して設定されている
 

図 2-3 きせかえツール設定後の新規コンテンツ設定 
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(3) パッケージ設定後の個別設定 

きせかえツールコンテンツ①を設定した後、ユーザの端末操作により、各領域に個別に別コン

テンツを設定することができます。このような場合でも、ucp ファイル内部のコンテンツ自体が上書

きされる等の変更はありません。 

 

領域A
デフォルト

コンテンツA

領域B
デフォルト

コンテンツB

領域C
デフォルト

コンテンツC

領域D
デフォルト

コンテンツD

領域E
デフォルト
コンテンツE

・
・
・

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ①

ｺﾝﾃﾝﾂA

ｺﾝﾃﾝﾂC

ｺﾝﾃﾝﾂD

ｺﾝﾃﾝﾂD’

パッケージ①を設定

領域A
ｺﾝﾃﾝﾂA

領域B
デフォルト

コンテンツB

領域C

領域D

領域E
デフォルト
コンテンツE

ｺﾝﾃﾝﾂC

ｺﾝﾃﾝﾂD

領域D用のｺﾝﾃﾝﾂを

個別設定

領域A
ｺﾝﾃﾝﾂA

領域B
デフォルト

コンテンツB

領域C

領域D

領域E

ｺﾝﾃﾝﾂC

ｺﾝﾃﾝﾂD’

デフォルト
コンテンツE

コンテンツ D‘が設定はされるが、 
パッケージ①そのものは上書き変更されない 

 

図 2-4 きせかえツール設定後のコンテンツ個別設定 
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第3章 UI コンテンツについて 

ここでは UI コンテンツの概要について説明します。 

機能の詳細につきましては UI コンテンツ作成用ツール「きせかえツール UI クリエイター（以下 

UI クリエイター）」に添付のドキュメント類をご参照下さい。 

 

3.1 UI コンテンツとは 

  UI コンテンツとは、きせかえツール機能を利用してメニューの UI を変更する為のコンテンツで 

す。 

   905i 以降の UI コンテンツ対応端末ではメニューコンテンツは全て UI コンテンツになり、Flash 

メニューは非対応となります。 

 

3.2 UI コンテンツ機能について 

ここでは UI コンテンツの機能について説明します。 

3.2.1 対応端末 

  905i 以降の UI コンテンツ対応端末で利用可能です。 

  

3.2.2 UI コンテンツの設定方法 

   UI コンテンツはきせかえツール機能を利用して端末に設定します。 

   きせかえツールコンテンツに、UI コンテンツをパッケージすることにより端末内にメニューとし 

て設定することが可能です。 

パッケージファイルの作成方法などの詳細は、きせかえツールスタジオに添付されているドキ 

ュメント類をご参照ください。 

 

3.2.3 UI コンテンツ機能詳細 

UI コンテンツは、下記のような特徴があります。 

 

 (1) メニュー階層 

メニューの TOP メニュー(1 階層目)、TOP メニュー配下(2 階層目)の全メニューを UI コンテ

ンツで作成することが可能です。3 階層目以降の設定箇所は端末のオプション機能になりま

す。 

 

(2) 端末情報の取得 

UI コンテンツは端末の情報を取得して UI コンテンツに反映させることが可能です。 

UI コンテンツが取得可能な端末の情報は下記になります。 

・日付/時刻 

・電波状態（ 大値、現在値） 
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・電源・電池状態（電池の 大値、現在値） 

・端末種別/機種情報 

・使用言語 

・ボリューム状態(設定 大値/現在値) 

・メニュー利用履歴                        等 

 

本機能を利用する為に、メニュー履歴の取得とその反映を UI コンテンツに行うように作成

すれば、利用頻度の高い順番にメニュー項目を並び替えたり、利用頻度に応じてキャラクタ

ーを成長するなどの機能を持った UI コンテンツを提供可能です。 

 

(3)メニューの表示変更機能 

UI コンテンツで作成されたメニューでは、メニュー項目の並べ替えや入れ替えが可能です。

また、入れ替えの各メニューの可/不可を IP 側で指定が可能です。 

メニュー項目は手動/自動で並べ替えが可能です。この機能を利用することにより 2 階層

目のメニュー項目を TOP メニュー上に表示させたり、端末からユーザのメニュー利用回数な

どの履歴を取得して、利用頻度の高いメニューを並べ替えたりすることが可能です。 

 

データ BOX 

メール 

i モード 

i アプリ 

設定 

決定 

データ BOX 

メール 

i モード 

i アプリ 

設定 

電話帳 

機能 

 

 

データ BOX 

データ BOX  i モード 

メール 

i アプリ 

設定 

電話帳 

機能 決定 

電話帳 

機能 

機能一覧 

1．並び替え

2．変更 

… 

並び替え 

1．メール 

2．i アプリ 

3．データ BOX

・・・ 

 メール 

決定 

i モード 

i アプリ 

設定 

電話帳 

機能 決定 

①機能メニューから 

「入れ替え」を選択 

②「入れ替え」メニュー内で入

れ替えるメニューを選択 

③並び替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 手動並び替えの例 
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端末内利用履歴 DB

メール 

i モード 

i アプリ 

70 回 

110 回 

90 回 

・
・
・

データ BOX 

メール 

i モード 

i アプリ 

設定 

i アプリ 

受信メール 

imenu 

メール 

imode 

imenu 

受信メール 200 回 

100 回 
電話帳 設定 

④並び替え 
②利用履歴蓄積 

③利用履歴反映 

①ユーザがメニューを利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 自動並び替えの例 

※組み込みロジックを使用した自動並び替え機能を利用した場合、端末によって同じメニ

ューが複数個同じメニュー内に表示される場合があります。事象の詳細については第 6 章

「その他の注意点」をご参照下さい。 
 

(4) フォント変更 

   メニュー内の文字を、端末側があらかじめ持っているフォントに変更させることが可能で 

す。フォントの変更は各機種向けにフォント ID を指定する必要があります。 

フォント ID については UI クリエイターにて設定が可能です。 
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(5)ラベル変更 

   ソフトキー領域に表示される決定キーラベルを、4byte までの絵文字を含む任意の文字列に

変更できます。 

ラベル変更は UI クリエイターにて設定が可能です。 

データ BOX 

メール 

i モード 

i アプリ 

設定 

電話帳 

決定 

データ BOX 

メール 

i モード 

i アプリ 

設定 

電話帳 

機能 

ＵＩコンテンツ設定 

機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 フォント/ラベル変更の例 
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(6)基本構造メニューの呼び出し 

端末があらかじめ用意しているメニューを、基本構造メニューと呼びます。 

メニューの 2 階層目以降を作成しない場合も TOP メニュー内の各メニュー項目から 2 階層

目以降の基本構造メニューを呼び出し起動させることが可能です。 

また、メニュー並び替えによりメニュー構成が複雑になった場合も、ユーザが簡易な操作で

基本構造メニューへ切り替えることが可能です。  

基本構造メニュー呼び出しを利用した場合、２階層目以降メニューの利用履歴を取得する

ことができません。利用履歴を取得する場合には、階層毎にメニューを作成する必要があり

ます。 

 

ド
コ
モ
ダ
ケ

imode 
メール 
i アプリ 
データ BOX 
設定 
Stationary 
サービス 
電話帳 
カメラ 

imode 
メール 
i アプリ 
データ BOX 
設定 
Stationary 
サービス 
電話帳 
カメラ 

受信 BOX 
送信 BOX 
保存 BOX 
新規作成 
 

ド
コ
モ
ダ
ケ

TOP メニュー内のメニュー

を選択 

2 階層目以下の基本構造メニュー

が呼び出される。 

図 3-4 デフォルトメニュー呼び出し機能の例 
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(7)機能 ID 

Flash メニューでは機種ごとに機能を呼び出す ID が異なっていましたが、UI コンテンツでは   

各メニュー項目内に機能 ID と呼ばれる ID を設定します。 

機能 ID には、下記の種別があります。 

・全端末機種で共通の共通機能 ID 

・端末機種毎の独自メニューを起動する為のメーカ独自機能 ID 

また各メニューページごとに、そのページが、どのメニューかを識別する為のページ DID と

呼ばれる ID を設定します。 

これらの機能 ID/ページ DID は UI クリエイターにて設定が可能です。なお、UI コンテンツ内

を構成するパーツ毎に命名規則があります。この命名規則に従わない場合、コンテンツが正

常に動作しない場合がありますのでご注意下さい。 

・ボタン： "r_b"＋"機能 ID" 

・コンテナ："r_c＋"機能 ID" 

・ページ DID は、"機能 ID"＋"子番号" 

 （ハードキー対応する場合は子番号を 00 とする。） 

    パーツや設定方法の詳細については UI コンテンツ作成用ソフトウェアに同梱されるドキュメ

ントをご確認下さい。 
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3.2.4 Flash メニューとの違い 

UI コンテンツと Flash メニューの主な機能差分は下記のようになります。 

表 3-1 Flash メニューと UI コンテンツの違い 

機能など Flash メニュー UI コンテンツ 

ファイル種別 Flash ファイル(.swf) VUI ファイル(.vui) 

動画対応 × △ 

3Ｄ対応 × △ 

TOP メニュー ○ ○ 

2 階層目 △ ○ 

設定可能階層 

3 階層目以降 △ △ 

メニュー項目並び替え ×(固定) ○（自動/手動） 

端末状態取得 ○ ○ 

メニュー利用履歴取得 × ○ 

機能呼び出し ID 端末毎に異なる 全機種共通 

○：きせかえツール対応端末は基本的に対応 

△：オプション機能 

×：非対応 
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第4章  コンテンツ作成方法 

ここではきせかえツールコンテンツを作成する為の方法について説明します。 

 

4.1 コンテンツ作成の流れ 

きせかえツールコンテンツの作成手順の流れを説明します。 

 

③きせかえツールコンテンツをダウンロードして端末

に設定します。 

①パッケージする UI コンテンツ及びその他のコ

ンテンツを作成します。 

②きせかえツールスタジオにて①で作成した 

パッケージするコンテンツを選択し、コン 

テンツを設定する領域を指定し ucm ファイ 

ル及び ucp ファイルを作成します。  

カラーテーマやプレビュー画像等も設定します。 

  

●コンテンツ設定領域を指定(ucm ファイル)

●パッケージコンテンツ指定(ucp ファイル) 

(きせかえツールスタジオ) 

② 

① 

③ 

作成したきせかえツールコンテンツのエミュ

レートを行い最終的な動作の確認を行いま

す。（きせかえツールスタジオで UI コンテン

ツのエミュレートはできません。）  

その他コンテンツ UI コンテンツ 

UI コンテンツ作成 

(UI クリエイター) 

UI コンテンツ動作確認 

動作確認 

(きせかえツールエミュレータ) 

コンテンツ作成 

(その他作成ツール) 

(UI エミュレータ) 

携帯端末へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 きせかえツールコンテンツ作成フロー 
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4.2 きせかえツールコンテンツ作成概要 

きせかえツールスタジオにて設定するコンテンツの作成方法と ucp ファイルと ucm ファイル作成

の概要について説明します。 

 

4.2.1 設定用コンテンツの作成 

設定用の画像/メロディなどのコンテンツを、それぞれ作成します。 

 

4.2.2 メニューコンテンツ作成について 

(1) アイコンメニュー 

 各端末のスペックに従って、メニュー用のアイコン画像と背景画像を作成します。 

 

(2) Flash メニュー 

 各端末のスペックに従って、Flash メニューに各端末向けのメニューコマンドを設定します。 

Flash メニューのコマンド等のインターフェースは端末毎に異なります。 

インターフェース等の詳細については、「きせかえツールコンテンツ作成ガイド-Flash メニュー

編-」及び各端末のスペック表をご参照下さい。 

 

(3)UI コンテンツ 

 第 3 章で記載している UI コンテンツを、各端末のスペックにしたがって作成します。 

 UI コンテンツの作成にはドコモから提供の UI クリエイターを利用します。 

 

4.2.3 コンテンツ圧縮と指示ファイルの作成 

(1) ucp ファイル 

ucp ファイルは、パッケージするコンテンツを zip 形式にて圧縮します。 

きせかえツールスタジオを利用することにより適切な形式でパッケージすることが可能です。 

(2) ucm ファイル 

ucm ファイルは XML で記述された指定ファイルをバイナリ化したファイルになります。 

きせかえツールスタジオを利用することにより適切な形で XML ファイルの作成及びバイナリ

化が可能です。 

きせかえツールスタジオはドコモより提供しておりますので必要に応じてご利用下さい。 

 

4.3 ツール利用時の注意点 

 きせかえツールスタジオでSH端末の電池、電波ピクトを設定する場合、UI上複数指定箇所が

ある場合でも一箇所に設定してください。複数箇所に指定した場合、端末上で無効なファイルと

して扱われます。 
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第5章  きせかえツールコンテンツの配信方法 

本章ではきせかえツールコンテンツを配信する際の、HTML タグ及び配信の際の注意点につい

て説明します。 

 

5.1 配信タグ 

きせかえツールコンテンツは object タグを利用して、ucm ファイルを取得後に、ucp ファイルを取

得します。ucm ファイルフォーマット内の記述が異なっていた場合など、不正フォーマットの場合、

ucp ファイルの取得を中断し、ucp ファイルの取得を行いません。 

ucp ファイル取得用の object タグ記述例は下記の様になっています。 

 

 

 

 

 

 

<A href=”#上記で指定した id”>ダウンロード</A> 

例：<OBJECT declare id=“任意の文字列”  

data=”http://docomo.ne.jp/a/abc.ucm”type=”application/x-ucf-package”> 

</OBJECT> 

ucp ファイル取得先 URL は「きせかえツールスタジオ」の「パッケージ情報」内「ダウンロード URL」

に記述します。ここで記述された URL が ucm ファイル内に ucp ファイル取得先 URL として記述さ

れます。 

きせかえツールスタジオの「ダウンロード先 URL」には取得するきせかえツールスタジオ「ucp ファ

イル.名」まで記述するようにしてください。 

 

表 5-1  object タグ属性一覧 

タグ 属性 用途／属性値 備考 

“declare” 
本宣言が記載されている場合、A タグの契機により

OBJECT タグを実行する。 

declare 属性がない

場合、OBJECT タグ

が無効 

“id” 
OBJECT タグの識別用 id を規定する。 

例)id=”uicustomize1” 
 

“data” 
ucm ファイルの取得先を記載した URL を指定する。

例) data=”http://docomo.ne.jp/a/abc.ucm” 

絶対パス、相対パ

ス共に指定可能 

object 

“type” 
コンテントタイプを指定する。 

“application/x-ucf-package” 
 

A “href” 

OBJECT タグの#id を指定し、ucp ファイルを一意に

特定する。 

例)href=”#uicustomize1” 
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上記 HTML の記述フォーマットの雛形を「きせかえツールスタジオ」を利用する事により、簡単に

作成する事が出来ます。 

 

 

 

 

 

 

①ucm ファイル取得要求（http://xxx.xxx/hoge.ucm） 

③ucm ファイル内に記載された指定箇所に ucp ファイル取得要求 

(hoge.ucm 内 http:xxx.xxx/hoge.ucp) 

④ucp ファイル取得(hoge.ucp) 

②ucm ファイル取得(hoge.ucm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 きせかえツールコンテンツ取得時のフロー 

 

5.2 URL 記述の際の注意点  

(1) ucp ファイル取得先 URL は ucm ファイル内に記述され、端末はその URL からコンテンツを

取得します。 

ucp ファイル取得先 URL は「きせかえツールスタジオ」の「パッケージ情報」内「ダウンロード

URL」に記述します。ここで記述された URL が ucm ファイル内に ucp ファイル取得先 URL とし

て記述されます。きせかえツールスタジオの「ダウンロード先 URL」には取得する ucp ファイル

の「ファイル名.ucp」まで記述するようにしてください。 

 

5.3 取得途中のコンテンツ 

きせかえツールは、電波状況の悪化などでコンテンツの取得が中断された場合 RangeRequet 機

能により取得済みきせかえツールコンテンツデータの続きから再取得することが可能です。以下
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に、再取得を行う際のサーバ設定や注意点について説明します。 

 

5.3.1 HTTP リクエスト/レスポンス 

RangeRequest機能を用いて、取得途中のきせかえツールコンテンツのucpデータを途中から取

得する為に、端末からは If-Unmodified-Since ヘッダ及び Range ヘッダが送出されます。これに対

して、Web サーバからは上記リクエストに適切なレスポンスとして、Last-Modified ヘッダ、

Accept-Ranges ヘッダ、Content-Type ヘッダ、Content-Range ヘッダを送出する必要があります。 

※ WEB サーバーの各種設定につきましては各サーバーのマニュアルをご参照ください。 

 

5.3.2 RangeRequest 機能に対応される際の注意点【重要】 

(1) RangeRequest対応端末においては、IPサーバからのレスポンスヘッダにAccept-Rangeヘッ

ダが無い場合は、きせかえツールコンテンツの取得ができませんのでご注意下さい。 

(2) CGIを利用してきせかえツールコンテンツを配信される際にも、必ずLast-Modifiedヘッダ、

Accept-Rangesヘッダ、Content-Typeヘッダ、Content-Rangeを送出する設定にしていただく必

要があります。 
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第6章  その他注意点 

コンテンツ作成、配信の他の注意点について説明します。 

6.1 端末のきせかえツール設定リセット 

ユーザは端末のハードキーにて、設定したきせかえツールコンテンツの設定リセットできます。

また、Flash メニューについては Flash が動作しない場合など、不正なコンテンツを設定した場

合、一旦電源を落とし、再度電源を入れた際に、設定が解除されます。 

 

6.2 電池、電波ピクトの設定 

 電池、電波ピクトで「圏外」「電池残量 0」「充電中」ピクトはきせかえツールで設定ができません。

これらのピクトはきせかえツール設定後も端末のデフォルトピクトが表示されます。 

 

6.3 i モーションと Flash の同時設定 

 電話発信画面等、音と画像を同時設定できる箇所において、Flash と着信設定をした i モーション

を同時に設定することはできません。Flash を発着信画面に設定後、i モーションを着信音として設

定した場合、画像がデフォルト画像に戻ります。 

 

6.4  対象機種名の設定 

 904i 以前向けにコンテンツを作成する場合、きせかえツールスタジオで対象機種名を設定する

必要があります。対象機種名が違う場合、コンテンツがダウンロードできない場合があります。 

 

6.5 プロファイルについて 

 UI クリエイターで UI コンテンツを作成する場合、きせかえツールスタジオと同様、ドコモから別途

提供される各機種のプロファイルが必要となります。 

 

6.6 UI コンテンツでのハードキー押下時の挙動について 

i モード、メールなど、端末のハードキー押下時に 2 階層目が起動するメニューの場合、メニュー

表示後クリアキーを押下した場合、TOP メニューなどに戻らず待ち受け画面に戻ります。 

メニュー数が多く、メニューを n ページ構成にしていた場合には、1/n⇒2/n ページに移行してク

リアキーを押した場合には、1/n ページではなく待ち受け画面に戻ります。 

 

6.7 UI コンテンツで動画を利用する際の注意点 

 UI コンテンツで動画を利用する場合、UI コンテンツ内で拡縮などを行うと、動画のコマ落ち等動

画の再生が正しく行われない場合があります。 

 

6.8 UI コンテンツで Flash 内に絵文字を利用する際の注意点 

 UI コンテンツに Flash を利用する場合、Flash 内の絵文字はデフォルト色ではなく、オーサリング
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ツールにて規定した色となります。 

 

6.9 SH905i 向け UI コンテンツで基本構造メニューを利用する際の注意点 

 SH905i では第 2 階層以降の基本構造メニューに対応しておりません。そのためきせかえツール

UI クリエイター内に同梱されている機種共通サンプルコンテンツには対応しておりませんのでご注

意ください。 

 

6.10 UI コンテンツ内で Flash を利用する際の注意点 

 UI コンテンツ内で Flash を動画として利用することが可能ですが、1 コンテンツの中で設定できる

Flash の個数の上限は 8 個程度となります。設定する Flash により 8 個未満でも表示できない可能

性がありますので、ご注意ください。 

 

6.11 UI コンテンツ内のテキスト表示 

 UI コンテンツ内でテキストを利用する場合、フォントサイズの指定値が端末に無い場合、フォント

サイズを繰り上げて、一番近い端末内のフォントサイズにあわせます。 

(例：UI コンテンツでは 26 を指定していたが、端末フォントが 24、28 に対応の場合、28 として表示

されます。) 

 

6.12 サンプルコンテンツを利用した自動並び替えについて 

UI コンテンツ作成ツールに同梱されている、組み込みロジックを利用した自動並び替えサンプ

ルコンテンツを利用した場合、Ｐ905i 以外の 905i 端末では同じ機能のメニューが２個表示され、使

い続けると、限られたメニューが 2 個ずつ表示されます。 

自動並び替え UI コンテンツを作成する際は、組み込みロジックを利用せずに、script によってロ

ジックを記述していただく必要があります。 

 

6.13 F905i/D905i 向け UI コンテンツを作成する際の PNG 利用について 

 F905i/D905i では、PNG ファイルは非対応となっておりますので、ご注意ください。 

 

6.14 UI コンテンツ作成時のボタン、コンテナの ID 付与規則とページ名について 

UI コンテンツの各要素の ID について、ボタンは “r_b”＋“機能 ID”（<例>r_b00_mail）、コンテナ

は  “r_c” ＋ “ 機 能 ID ”  （ < 例 >r_c00_mail ） 、 ペ ー ジ は  “ 機 能 ID. 子 番 号 .xml ” （  < 例

>00_databox.00.xml）という規則に沿って付与してください。この付与規則に沿わないID,ページ名を

作成された場合、正常に動作しない可能性がありますので、ご注意ください。 

詳細はコンテンツ作成ツールに同梱されている UI コンテンツ作成ガイドラインをご参照ください。 

－以上－ 
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