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Xperia™ Z4 SOV31

Android 7.0 OSアップデートにおける
追加・変更 / 削除 / 初期化項目について
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項目 機能名 機能概要 説明
ページ

1-1 「マルチウィンドウ」機能の追加 マルチウィンドウ対応のアプリを画面に並べて使用すること
ができます。 16

1-2
通知画面：通知画面の表⽰変更および
実⾏できる機能の追加

1. 通知画面の表⽰が⼀部変更されます。
2. 通知画面から実⾏できる操作が追加されます。
(SMSの返信等)

18

1-3
アプリ履歴画面
- スモールアプリの起動⽅法の変更

OSアップデート後、スモールアプリは「アプリ履歴画面」の
左上のリンク「スモールアプリ」から起動するように変更とな
ります。

20

1-4
絵文字：google絵文字の追加 従来のキャリア絵文字に加えて、google絵文字が利用

可能となります。 21

1-5
「電話」アプリ：通話履歴の削除⽅法の
変更

通話履歴の削除⽅法が変更となります。
22

1-6
「電話」アプリ：タブの追加 ・ タブ表⽰の追加

[よく使う連絡先][通話履歴][連絡先][伝言メモ]の
4つのタブが表⽰されます。

24

1-7
「電話」アプリ：よく使う連絡先タブの連絡

先の配置の変更
よく使う連絡先タブに表⽰されている連絡先の配置を
変更する事が可能です。 25

1.OSアップデートによる追加・変更項目
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項目 機能名 機能概要 説明
ページ

1-8

「電話」アプリ：通話履歴タブの発信⽅法
変更および「通話履歴カード」の追加

・通話履歴をタップした際に「通話履歴カード」が表⽰
されるようになります。

・従来は通話履歴をタップすると履歴相⼿に発信されま
したが、通話履歴カードの受話器アイコンをタップして
発信するように変更されます。

・通話履歴カードの「通話詳細」をタップすると、通話
詳細画面が表⽰されます。

26

1-9 「電話」アプリ：通話履歴タブに「番号を
拒否設定」を追加

特定の番号を指定して着信拒否をする設定が追加され
ます。 27

1-10 「電話」アプリ：「通話履歴」画面の追加 メニューから「通話履歴」を選択すると、通話の種類ごと
にタブ分けされた 「通話履歴」画面が表⽰されます。 29

1-11
「連絡先」アプリ：UI変更 ・「すべて」タブのインデックスバーがスクロールバーへ変更

となります。
・連絡先⼀覧に表⽰されていた緊急情報アイコンの表⽰
位置がアクションバーへ変更となります。

30

1-12
「連絡先」アプリ：「お気に入り」タブの

変更
・「お気に入り」タブに表⽰される連絡先のサムネイルが
四角から円形へ 変更となります。

・「お気に入り」タブで ＋ボタンをタップすると「新しい
連絡先を追加」画面へ遷移するように変更となりました。

31

1.OSアップデートによる追加・変更項目
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項目 機能名 機能概要 説明
ページ

1-13

メモ：「電話」アプリの「連絡先」タブと
「連絡先」アプリの「すべて」タブの違い

「電話」アプリの「連絡先」タブと、「連絡先」アプリの「すべ
て」タブはどちらも連絡先⼀覧が表⽰されますが、以下の
点が異なります。
「連絡先」アプリの「すべて」タブ：「緊急情報」「自分の情報」
が表⽰される
「電話」アプリの「連絡先」タブ ：「緊急情報」「自分の情
報」が表⽰されない

32

1-14 緊急情報：ロック画面から緊急情報
(旧名称：ICE情報)へのアクセス⽅法の変更

ロック画面から緊急情報(旧名称：ICE情報)へアクセス
する⽅法が変更となります。 33

1-15
「設定」アプリ：⼀部の設定項目の配置
および名称の変更

・⼀部の設定項目の配置および名称が変更されます。
・「ホーム」「タップ＆ペイ」「印刷」の各項目の配置位置が
変更となります。

34

1-16
「設定」アプリ：「データ使用」に「データ

セーバー」機能の追加
データ通信量を抑える機能「データセーバー」が追加され
ました。
アプリがバックグラウンドで⾏うデータ送受信を停⽌する事
でデータ通信量を抑制する事が出来ます。

37

1-17
「設定」アプリ：「データ使用」にインジケー

タの表⽰を追加
「データ使用」画面にインジケータが追加されます。
<設定⽅法>
「設定」アプリ＞「無線とネットワーク」内「データ使用」

＞「モバイルデータ通信量」
38

1.OSアップデートによる追加・変更項目
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項目 機能名 機能概要 説明
ページ

1-18
「設定」アプリ：音設定に「アラーム音」の
追加

音設定に「アラーム音」の追加
<設定⽅法>
「設定」アプリ＞「機器」内「音設定」＞「アラーム音」

39

1-19
「設定」アプリ： 設定項目「表⽰サイズ」
の追加

画面に表⽰される文字・画像のサイズを変更する設定
項目「表⽰サイズ」が追加となります。※「画面設定」ま
たは「ユーザー補助」から設定可能となります。

40

1-20
「設定」アプリ：⼀部の設定がONまたは

OFFである事を知らせる表⽰を追加
特定の設定がONになっている場合に、ユーザーへ設定
状態を知らせる表⽰が「設定」アプリ内に追加されます。
ユーザーは表⽰から設定をOFFに変更できます。

41

1-21

「設定」アプリ：「バッテリー」の「STAMINA
モード」機能の変更

「STAMINA」モード設定画面にON/OFFボタンが追加
されました。
従来は「電池残量15%で自動的に有効」「常に有効」
「無効」の設定値から選択していました。
OSアップデート後はSTAMINAモードをONに設定後に
「電池残量15%で自動的に有効」か「常に有効」を選
択するという⼿順に変更となります。

42

1-22
クイック設定：通知領域へショートカットを
追加および複数ページ対応

① 通知領域に、クイック設定パネルの先頭5つの
ショートカットを表⽰する機能が追加されます。

② クイック設定パネルが複数ページ対応となります。
45

1.OSアップデートによる追加・変更項目
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項目 機能名 機能概要 説明
ページ

1-23

「ダウンロード」アプリ：UIの追加・変更 ・画面左上にメニュー(≡)アイコンが追加されます。
(メニューから画像、動画、音声等 を選択する事により、
選択したファイル種別のみを表⽰する事が出来ます)

・画面表⽰形式切替アイコンが追加されます。
・画面右上のメニュー項目の変更

46

1-24
アプリ履歴画面：アプリ⼀括終了アイコン
の表⽰形式および位置の変更

アプリ履歴画面の右下に表⽰されていたアプリ⼀括終了
アイコンが「すべて削除」の文字列に変更されます。また、
表⽰位置が右上に変わります。

48

1-25
Player(LISMO) アプリ：うたパスと統合 LISMOとうたパスが統合されます。

Player(LISMO)アイコンを選択 > うたパス画面左下
の MENU を選択 > 「LISMOのライブラリ」 から
LISMOの画面へ移動します。

-

1-26

「設定」アプリ
- 「画面設定」カテゴリ
- 設定項目の移動
- カテゴリの追加/削除

・「画面設定」の以下の項目がアップデート後に別のペー
ジへ移動となります。
壁紙：「壁紙」へ移動
時計：「ロック画面とセキュリティ」へ移動

・「個人設定」「設定」カテゴリが削除され、「バックライト」
「画質」「表⽰」「画面の操作」カテゴリが追加されます。

-

1.OSアップデートによる追加・変更項目
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項目 機能名 機能概要 説明
ページ

1-27

「設定」アプリ
-ロック画面とセキュリティ
-画面のロック
-ギアアイコンの追加

「画面のロック」にギアアイコンが追加されます。
ギアアイコンから、現在設定しているロック種別の詳細設
定画面を開く事が出来ます。
※Android 6.0 では、「ロック画面とセキュリティ」画面に 現在設
定しているロック種別の設定項目が表⽰されていましたが、これらの
項目がギアアイコンの中へ移動しました。
※画面ロックの設定が「設定しない」の場合、ギアアイコンは表⽰さ
れません。

-

1-28
「設定」アプリ
-ロック画面とセキュリティ
-画面のピン留め

画面をピン⽌めした際の解除⽅法が変更となります。
アップデート後は「戻る」ボタンの⻑押しで画面のピン留め
を解除する事ができます。

-

1-29

「設定」アプリ
-ロック画面とセキュリティ
- 通知の設定

「ロック画面とセキュリティ」に「通知の設定」が追加されま
す。
「通知の設定」には、ロック画面に関連する通知の設定
が集められています。
※Android 6.0 では「音と通知」の項目だった「通知
LEDでお知らせ」が、「通知の設定」内へ移動しました。

-

1-30
「設定」アプリ
-ロック画面とセキュリティ
- PIN (ロックNo)

画面ロックの種類の⼀つである「PIN]が「ロックNo」に名
称変更となります。 -

1.OSアップデートによる追加・変更項目
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項目 機能名 機能概要 説明
ページ

1-31

「設定」アプリ
- ユーザー補助
- カテゴリ名の変更
- 項目の追加 / 削除

・「システム」「ディスプレイ」がカテゴリ削除されます。
・「聴覚」「表⽰」「色調整」「音声フィードバック」「操作」
カテゴリが追加されます。

・以下の設定項目が追加されます。
●「表⽰カテゴリ」
「フォントサイズ」「表⽰サイズ」「大きなマウスポインター」

●「聴覚」カテゴリー
「モノラル音声」

・以下の設定項目が削除されます。
- 大きい文字サイズ
- TalkBack

-

1-32
「設定」アプリ
- 音設定
- 通知の鳴動制限

「通知の鳴動制限」設定に、設定項目「通知表⽰のブ
ロック」が追加されます。画面がONの場合・OFFの場合
通知を鳴動させるかどうかを設定する事ができます。

-

1-33

「設定」アプリ
-設定項目

：フォントサイズ

「フォントサイズ」の設定画面にプレビュー画面が追加され
ます。
※設定値を変更するとプレビュー画面の文字サイズ・画
像サイズがリアルタイムで変わるため、設定変更後の画
面の⾒え⽅がイメージしやすくなりました)
※「フォントサイズ」は 「画面設定」 または 「ユーザー補
助」 から設定出来ます。

-

1.OSアップデートによる追加・変更項目
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項目 機能名 機能概要 説明
ページ

1-34

「連絡先」アプリ
-お気に入り
- ＋アイコンの挙動変更

お気に入りタブ表⽰中に ＋アイコンをタップした際に、
「新しい連絡先を追加」画面が表⽰されるように変更さ
れます。
※Android 6.0 では＋アイコンをタップすると、登録された連絡先
の内からお気に入りに追加する連絡先を選択する画面が表⽰され
ていました。

-

1-35

「連絡先」アプリ
- 連絡先をリンク

「連絡先をリンク」が「連絡先詳細画面」に表⽰されるよ
うに変更となりました。
※Android 6.0では「メニュー」内に表⽰されていました
※「連絡先をリンク」は、氏名や電話番号等が同じ連絡先が複数
登録された場合に表⽰されます。

-

1-36
「連絡先」アプリ
- 表⽰グループ/アカウント

「すべて」タブ(Android 6.0 では「連絡先」タブ) 表⽰
時のメニュー項目「連絡先フィルター」が、「表⽰グループ/
アカウント」に名称変更となります。

-

1-37
クイック設定パネル
- Wi-Fi / Bluetooth

クイック設定パネルの編集画面にて、「Wi-Fi」および
「Bluetooth」のアイコン位置を変更できるようになります。 -

1-38 クイック設定パネル
- 電池/モバイルデータ通信

「電池」パネル または「モバイルデータ通信」パネルを選択
すると、設定画面へ遷移できるよう変更されます。 -

1-39
「カメラ」アプリ
- 自動撮影
(旧 スマイルシャッター)

設定項目「スマイルシャッター」が削除され、「自動撮影」
が追加されます。
※自動撮影の設定値の⼀つが「スマイルシャッター」となります
※OSアップデート後の設定値はデフォルトの「OFF」となります。

-

1.OSアップデートによる追加・変更項目
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項目 機能名 機能概要 説明
ページ

1-40 「カメラ」アプリ
- タッチ撮影

タッチ撮影の設定値に「フロントカメラのみ」の選択肢が追
加されます。 -

1-41

「カメラ」アプリ
- 静⽌画オートレビュー

静⽌画オートレビューの設定項目が「OFF/編集/3秒/5
秒/制限なし」から「OFF/フロントカメラのみ/ON」に変更
されます。
また、OSアップデート後の設定値はデフォルトの「フロント
カメラのみ」となります。

-

1-42
「カメラ」アプリ
- セルフタイマー

セルフタイマーの設定値が以下の通りに変更となります。
アップデート前：10秒、2秒、0.5秒、OFF
アップデート後：10秒、3秒、OFF

-

1-43
「カメラ」アプリ
- セルフタイムマーアイコンの追加

インカメラ時、セルフタイマーアイコンが追加されます。アイ
コンをタップする度にセルフタイマーの設定値を変更する
事が可能です。

-

1-44 「カメラ」アプリ
- ヘルプの追加

カメラアプリの設定内に「ヘルプ」が追加されます。 -

1-45 「緊急情報」アプリ
- 画面レイアウト

「緊急情報」画面が「情報」と「連絡先」の2つのタブに分
割して表⽰されるように変更となります。 -

1-46
ホーム画面
- 5×5のアイコン配列が可能

ホーム画面にアイコンを5×5で配列できるようになりました。
※【設定】–【ディスプレイ】–【表⽰サイズ】–“小” にしたと
きに設定可能です。

-

1.OSアップデートによる追加・変更項目



2.OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。
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項番 機能名 機能概要 説明
ページ

2-1

「連絡先」アプリ
- グループタブ

グループタブが削除されます。また、連絡先の新規追加/編集時に「グループ」の
項目が削除となります。
「グループ」に関する以下の機能が使用できなくなります。
・連絡先の新規追加/編集時における「グループ」の項目
(項目自体が削除されます)

・グループの削除とグループ名の変更
・グループ内メンバーへのメッセージやEmailの⼀⻫送信

以下の機能は継続して使用できます。
※「グループ」の登録がある連絡先を引き継いだ場合
・新規グループの作成やグループ内のメンバー変更

49

2-2
「スクリーンショットシェ
ア」アプリ
- ⼀部機能の削減

画面をスワイプしてスクリーンショットをとる機能が削除されます。
◎「電源」キーと音量キーの同時押しでスクリーンショットをとる機能は

引き続き利用可能です。
51

2-3

「連絡先」アプリ
- 全件削除

連絡先を全件⼀括選択する機能が削除されます。
※連絡先全件に関わる操作として、
「全件エクスポートする」または「全件共有する」事は可能です。

<全件エクスポート / 全件共有 の⼿順>
1. 連絡先⼀覧画面のオプションメニューから「インポート/エクスポート」を選択
2. 「SDカードや内部ストレージにエクスポート」 または 「すべての連絡先を

共有」を選択

-



2.OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。
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項番 機能名 機能概要 説明
ページ

2-4
「連絡先」アプリ
- 表⽰グループ/アカ

ウント

「連絡先」アプリの「表⽰グループ/アカウント」画面にて、「オンラインの連絡先の
み」「電話番号のある連絡先のみ」の項目が削除となります。 -

2-5 「設定」アプリ
- メニュー (テーマ)

「テーマ」の「現在設定中です」 を選択して移動した画面に表⽰されていた画面
右上のメニューが削除となります。 -

2-6
「設定」アプリ
- ライブ壁紙

「壁紙」の「ライブ壁紙」の内、「バブル」、「フィーズビーム」、「ブラックホール」
「ホロ(スパイラル)」が削除となります。
※OSアップデート前に上記の壁紙に設定していた場合、アップデート後はデフォル
トのXperia™の壁紙が設定されます。

-

2-7
「電話」アプリ
- スマートサーチ

(かな)

「電話」アプリのダイヤルパッド(テンキー)画面の機能である「スマートサーチ」の
対象がアルファベットのみに変更となります。
( “かな” での検索が出来なくなります)

-

2-8
「電話」アプリ
- 着信時のポップアッ

プのダイアラーアイコン

画面点灯中に音声着信を受けた際に表⽰されるポップアップの右上に表⽰され
ていた「ダイヤルキーアイコン」が削除されます。
<ダイヤルキーアイコンを選択した際に表⽰されていた画面へ遷移する⽅法>
1. 「電話」アプリを起動し、[通話に戻る]を選択する

-

2-9
「カメラ」アプリ
-設定：フォーカス

モード

「設定 > その他の設定」から「フォーカスモード」の項目が削除されます。
※フォーカスモードの設定値の⼀つであった「追尾フォーカス」が設定項目として
追加されます。

-



2.OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。
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項番 機能名 機能概要 説明
ページ

2-10
DLNAのアップロード/
ダウンロード/UDO機
能の削除

・ファイル共有時のメニューから「DLNA」が削除されます。
・サーバーのコンテンツを選択時に、ダウンロードが実⾏出来なくなります。
・「設定」アプリ > 機器接続 > メディアサーバー の画面にて、「Xperiaにアップ
ロード」 の項目が削除されます。

-

2-11 「画像編集」アプリの
⼀部編集機能削減

ビネット、グラデーション、シャープ、彩度の4つの編集機能が削除されます。 -

2-12

「NFCタグリーダー
NFC Tag leader」
アプリ

アプリ自体が削除されます。
※Android7.0のサポートには対応しておりませんが、⼀度でもアプリをアップデートされている場
合は、アプリバージョン問わず、OSアップデート後も削除されません。
※アップデート後に同機能をご利用される場合は、お⼿数ですがご自⾝で判断のうえPlayスト
ア(Google play)から類似アプリのダウンロードをお願いいたします。

-

2-13

「GLOBAL 
PASSPORT」アプリ

アプリ自体が削除されます。
※2016年8⽉以降更新は終了しておりますが、⼀度でもアプリをアップデートされている場合は、
アプリバージョン問わず、OSアップデート後も削除されません。
※サポート終了に伴いau Marketからのダウンロード提供も2016年8⽉より終了しております。
今後は「世界データ定額」アプリをご利用ください。

-

2-14

Throw機能の削除 Throw機能が削除されます。これに伴い、クイック設定パネル、ウィジェット、設定
からThrowの項目が削除されます。
※Throwの機能は「キャスト」「メディアサーバー」で代替可能です。以下の⼿順で「キャスト」
(または「メディアサーバー」)の設定画面へ移動します。
「設定」アプリ > 機器接続 > 「キャスト」 (あるいは「メディアサーバー」)

-



機能名 機能概要
39) 「カメラ」アプリ 初期値に変更される設定項目

- 照明 (※ビデオモード時)
- 色合い・明るさ

以下のカメラアプリのメニュー内にある設定項目「プレビュー」は
設定値 が初期値の「OFF」に設定されます。
・クリエイティブエフェクト
・サウンドフォト
・スイングパノラマ
・フェイスインピクチャ
・スタイルポートレート

タイムシフトビデオ
露出設定：初期値の「0」に設定されます。
WB AUTO：初期値の「WB AUTO」に設定されます。

スタイルポートレート
縦横比(アイコン)：初期値の「16:9」に設定されます。

3.OSアップデートによる設定初期化項目

OSアップデート後、次の設定項目は初期値に変更されます。

14

項番 機能名 機能概要 説明
ページ

3-1

「カメラ」アプリ 初期値に変更される設定項目
- 照明 (※ビデオモード時)
- 色合い・明るさ

以下のカメラアプリのメニュー内にある設定項目「プレビュー」は
設定値 が初期値の「OFF」に設定されます。
・クリエイティブエフェクト
・サウンドフォト
・スイングパノラマ
・フェイスインピクチャー
・スタイルポートレート
・ARマスク

タイムシフトビデオ
露出設定：初期値の「0」に設定されます。
WB AUTO：初期値の「WB AUTO」に設定されます。

スタイルポートレート
縦横比(アイコン)：初期値の「16:9」に設定されます。

-



3.OSアップデートによる設定初期化項目

OSアップデート後、次の設定項目は初期値に変更されます。

15

項番 機能名 機能概要 説明
ページ

3-2

カレンダー 以下の設定値が初期値に変更されます。
- 通知 (初期値：ON)
- 通知音 (初期値：設定しない)
- バイブレーション (初期値：OFF)
- 標準の通知時間 (初期値：10分前)

-

3-3
ビデオ 以下の設定値が初期値に変更されます。

- バックグラウンド再生 (初期値：OFF)
- 字幕設定 (初期値：カスタム設定：OFF)

-

3-4
What's NEW 設定値「動画の自動再生」が初期値の「ON」に変更されま

す。 -



1-1)「マルチウィンドウ」機能の追加 (1/2)

マルチウィンドウ対応のアプリを画面に並べて使用することができます。
※マルチウィンドウ非対応のアプリでは マルチウィンドウは使用できません。

<起動方法>

1.マルチウィンドウ対応のアプリが複数起動している状態でアプリ履歴ボタンを⻑押しする

2. アプリ履歴画⾯にて、マルチウィンドウで表⽰させたいアプリを選択する

長押し

マルチタスクしたい
アプリを選択

マルチウィンドウ状態。
中央のバーをスライドさせて
ウィンドウサイズを変更可能。

マルチウィンドウ状態の時に
アプリ履歴ボタンが分割して表示されます。

16



1-1)「マルチウィンドウ」機能の追加 (2/2)

マルチウィンドウの終了方法は以下の通りです。

<マルチウィンドウ終了方法>
・マルチウィンドウ画⾯にて、

アプリ分割バーを画⾯上部に向かってドラッグする
または

・アプリ履歴ボタンを⻑押しする

ホームボタンを選択しても
マルチウィンドウは終了しません。

(ステータスバーに起動中の
アプリが透けて表示されます)

長押し

17



1-2) 通知画面：通知画面の表示変更および実⾏できる機能の追加 (1/2)

1. 通知画面の表示が⼀部変更されます。

① 通知を発信したアプリ名の表⽰が追加されます。
② 通知の受信から経過した時間が表⽰されるように変更となります。
③ 通知の開閉ボタンが追加されます。
④ 通知に関するアイコンの表⽰位置が右に変更となります。

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

1 2

3 4

通知を開いた状態

18



1-2) 通知画面：通知画面の表示変更および実⾏できる機能の追加 (2/2)

2. 通知画面から実⾏できる操作が追加されます。(SMSの返信、設定変更等)

① 通知画⾯からSMS等の返信が⾏えるようになります。
② 通知を発信したアプリの、通知に関する設定を変更できるようになります。

長押し

19



1-3) アプリ履歴画面：スモールアプリの起動方法の変更

アプリ履歴画面からスモールアプリを起動する方法が変更となります。
従来はアプリ履歴画面下部のショートカットまたは展開ボタン(^)を
選択してアプリを起動していましたが、アップデート後は
画面左上の「スモールアプリ」からスモールアプリ⼀覧画面へ移動します。

20

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）



1-4) 絵文字：google絵文字の追加

従来のキャリア絵文字に加えて、google絵文字が利用可能となります。

21

・絵⽂字は⽂字⼊⼒画⾯で「キーボード」ボタン(または ボタン) を選択後、

「絵⽂字」タブを選択した際に表⽰されます。

・絵⽂字は前方にキャリア絵⽂字、後方にAndroid絵⽂字 の順に表⽰されます。

Android™ 7.0（更新後）

キャリア絵⽂字 google絵⽂字



通話履歴の削除方法が変更となります。

22

<発着信履歴削除⼿順>
1.  削除したい通話履歴を選択する
2. 通話履歴カードの「通話詳細」を選択する
3. 画⾯右上の「ゴミ箱」アイコンを選択する

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

長押し

1-5) 「電話」アプリ：通話履歴の削除方法の変更 (個別削除)



1-5) 「電話」アプリ：通話履歴の削除方法の変更 (⼀括削除)

23

※「通話履歴を削除」を実⾏した場合、
表示しているタブ以外のタブに存在する通話履歴も全て削除されます。

以下の⼿順で通話履歴を⼀括削除する事ができます。
※⼀括削除を実施しても伝言メモは削除されません。

1. 画⾯右上のメニューを
選択し、

「通話履歴」を選択する

2. 通話履歴画⾯にて、
画⾯右上のメニューを
選択する

3.「通話履歴を削除」を
選択し、確認メッセージの

「OK」を選択する

Android™ 7.0（更新後）



1-6) 「電話」アプリ：タブの追加

[よく使う連絡先][通話履歴][連絡先][伝言メモ]の4つのタブが追加
されました。

よく使う連絡先 通話履歴 連絡先 伝言メモ

よく使う連絡先：やり取りの多い連絡先や、お気に⼊りに設定した連絡先が表⽰されます。
通話履歴 ：通話履歴が表⽰されます。
連絡先 ：「連絡先」アプリに登録されている連絡先一覧が表⽰されます。
伝言メモ ：不在着信時に記録された伝言メモが表⽰されます。

※「通話履歴」タブで伝言メモを再⽣することはできません。 24

Android™ 7.0（更新後）



1-7)「電話」アプリ：よく使う連絡先タブの連絡先の配置の変更

よく使う連絡先タブに表示されている連絡先の配置を変更する事が可能に
なります。 ※ よく使う連絡先には「使用頻度の⾼い連絡先」「お気に⼊りに設定された連絡先」が表示されます。

<変更方法>
1. 位置を変更したい連絡先のサムネイルを⻑押しする
2. ⻑押ししたまま、移動したい位置へドラッグする
3. 移動したい位置で指を離す 25

Android™ 7.0（更新後）



1-8)「電話」アプリ：通話履歴タブの発信方法変更および「通話履歴カード」の追加

通話履歴タブに「通話履歴カード」の追加されました。
①通話履歴をタップした際に「通話履歴カード」が表示されるようになります。
②従来は通話履歴をタップすると履歴相⼿に発信されましたが、

通話履歴カードの受話器アイコンをタップして発信するように変更されます。
③通話履歴カードの「通話詳細」をタップすると、通話詳細画面が表示されます。

26

Android™ 7.0（更新後）

①

②

③



1-9)「電話」アプリ：通話履歴タブに「番号を拒否設定」を追加 (1/2)
・特定の番号を指定して着信拒否をする設定が追加されます。

<設定方法>

1. 通話履歴タブにて、拒否設定したい電話番号の履歴を⻑押しする

2. 表⽰されたメニューから「番号を拒否設定」を選択

3. 確認ダイアログにて「追加」を選択

※「設定」アプリの「通話設定」から「着信拒否設定」>「番号指定拒否」 からも設定する事が出来ます。
27

Android™ 7.0（更新後）



1-9)「電話」アプリ：通話履歴タブに「番号を拒否設定」を追加 (2/2)

※ 着信拒否した電話番号の確認方法について
「電話」アプリ、「連絡先」アプリ、「設定」アプリから確認することができます。

<「電話」アプリの場合>

メニュー表⽰ > 通話 > 着信拒否設定 >番号指定拒否

<「連絡先」アプリの場合>

メニュー表⽰ >番号指定拒否

<「設定」アプリの場合>

通話設定 > 着信拒否設定 >番号指定拒否

「電話」アプリ

「連絡先」アプリ

28

Android™ 7.0（更新後）



1-10)「電話」アプリ：「通話履歴」画面の追加

「通話履歴」画面が追加されます。
メニューから「通話履歴」を選択すると、通話の種類ごとにタブ分けされた

「通話履歴」画面が表示されます。

通話履歴画⾯には「すべて」「不在着信」「着信」「発信」タブが表⽰されます。

29

Android™ 7.0（更新後）



1-11)「連絡先」アプリ：UI変更

① 連絡先⼀覧に表示されていた緊急情報アイコンの表示位置が
アクションバーへ変更となります。

②「すべて」タブのインデックスバーがスクロールバーへ変更となります。
Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

※Android 6.0(従来)では、「緊急情報」は「ICE情報」という名称でした。

※緊急情報アイコンを
タップすると、

緊急情報設定画⾯へ
遷移します。

①

②

30



1-12)「連絡先」アプリ：「お気に⼊り」タブの変更

①「お気に⼊り」タブに表示される連絡先のサムネイルが四角から円形へ
変更となります。

②「お気に⼊り」タブで ＋ボタンをタップすると「新しい連絡先を追加」
画面へ遷移するように変更となりました。

(従来は、＋ボタンをタップすると 「連絡先検索」画面が表示されていました。)

31

①

②

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）



1-13) メモ：「電話」アプリの「連絡先」タブ と 「連絡先」アプリの「すべて」タブ の違い

「電話」アプリの「連絡先」タブと「連絡先」アプリの「すべて」タブは
どちらも連絡先⼀覧が表示されますが、以下の点が異なります。
「電話」アプリの「連絡先」タブ ：「緊急情報」「自分の情報」が表示されない
「連絡先」アプリの「すべて」タブ：「緊急情報」「自分の情報」が表示される

32

「電話」アプリ 「連絡先」アプリ

Android™ 7.0（更新後）



1-14) 緊急情報：ロック画面から緊急情報(旧名称：ICE情報)へのアクセス方法の変更

・ロック画面から緊急情報(旧名称：ICE情報)へアクセスする方法が
変更となります。

<アクセス方法>
1. ロック画⾯にて「緊急/情報」を選択する
2. ダイアラー画⾯にて「緊急情報」を2回選択する
※画⾯のロック設定をしていない場合はロック画⾯が表⽰されません。

画⾯のロックは、「設定」アプリ >「ロック画⾯とセキュリティ」>「画⾯のロック」から設定できます。
33

Android™ 7.0（更新後）



1-15) 「設定」アプリ：⼀部の設定項目の配置および名称の変更 (1/3)

⼀部の設定項目の配置および名称が変更されます。

34

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

赤枠：設定アプリ直下に
新しく追加された項目

(※項目自体は元々あったもの)

⻩枠：設定アプリ直下から
他の設定内へ移動した項目
(次ページで詳細説明)

⻘枠：名称が変更された項目
①「その他の設定」

→「もっと⾒る」
②「音と通知」

→「通知」と「音設定」
③「セキュリティ」

→「ﾛｯｸ画⾯とｾｷｭﾘﾃｨ」
④「アカウント」

→「アカウントと同期」
1

1

2

2

3

3

4

4

5



1-15) 「設定」アプリ：⼀部の設定項目の配置および名称の変更 (2/3)

「ホーム」「タップ＆ペイ」「印刷」の各項目の配置位置が変更となります。

35

1. 「アプリ」を選択する

Android™ 7.0（更新後）
「ホーム」

「タップ＆ペイ」

2. ⻭⾞アイコン を選択する 3.「ﾎｰﾑｱﾌﾟﾘ」 を選択する

「印刷」

1. 「もっと⾒る」を
選択する

2. 「NFC/おｻｲﾌｹｰﾀｲ
設定」を選択する

1. 「機器接続」を
選択する



1-15) 「設定」アプリ：⼀部の設定項目の配置および名称の変更 (3/3)

メモ：設定したい項目が⾒つけられない場合は、画面右上の マークより
検索機能をご利用ください。

36

例：「機内モード」を検索する場合

1. 画⾯右上の虫眼鏡アイコンを
選択する

2. 検索画⾯に移動後、
検索したい設定項目名を
⼊⼒する

⼊⼒した⽂字列と合致する
設定項目が表⽰される



1-16)「設定」アプリ：「データ使用」に「データセーバー」機能の追加

データ通信量を抑える機能「データセーバー」が追加されました。
アプリがバックグラウンドで⾏うデータ送受信を停⽌する事でデータ通信量を抑制する
事が出来ます。OSアップデート後の初期値はOFFです。
※使用中のアプリからデータにアクセスすることは出来ますが、アクセス頻度が低くな
る場合があります。この影響として、例えば画像はタップしないと表示されないように
なります。

<設定方法>
1. 「設定」アプリ の「データ使用」を選択する
2. 「データセーバー」を選択し、ONに設定する
3. データ通信を制限したくないアプリがある場合は、

「データ通信を制限しないアプリ」を選択し、当該のアプリをONに設定する
37



1-17) 「設定」アプリ：「データ使用」にインジケータの表示を追加

「データ使用」画面にインジケータが追加されます。

※従来 同画⾯に表⽰されていた
「モバイルデータ使用量」のグラフは
同画⾯の「モバイルデータ使用量」から
表⽰できます。

38

<設定方法>

「設定」アプリ＞「無線とネットワーク」内「データ使用」＞「モバイルデータ通信量」

Android™ 7.0（更新後）



1-18)「設定」アプリ：音設定に「アラーム音」の追加

「音設定」に「アラーム音」の設定が追加されます。

※「設定」アプリで設定したアラーム音は、
「時計」アプリの新規アラーム追加画⾯で、

アラーム音のデフォルト値として設定されます。)

「音設定」で
アラーム音に「A」を設定すると、
「時計」アプリで
新規アラーム追加画面を
表示した時に

アラーム音のデフォルト値として
「A」が設定されます。

39

<設定方法>

「設定」アプリ＞「機器」内「音設定」＞「アラーム音」

Android™ 7.0（更新後）



1-19) 「設定」アプリ： 設定項目「表示サイズ」 の 追加

画面に表示される文字・画像のサイズを変更する設定項目「表示サイズ」が
追加となります。※「画面設定」または「ユーザー補助」から設定可能です。

<設定方法>

「画⾯設定」から設定する場合

1. 「設定」アプリの「画⾯設定」を選択する

2. 「表⽰サイズ」を選択する

「ユーザー補助」から設定する場合

1. 「設定」アプリの「ユーザー補助」を選択する

2. 「表⽰サイズ」を選択する

※設定値は「小」「標準」「大」から選択可能

40



1-20) 「設定」アプリ：⼀部の設定がONまたはOFFである事を知らせる表示を追加

⼀部の設定がONまたはOFFである事を知らせる表示が追加されます。
特定の設定がON(またはOFF)になっている場合に、
ユーザーへ設定状態を知らせる表示が「設定」アプリ内に追加されます。
この表示から設定をOFF(またはON)に変更する事が可能です。

表示対象となる設定
(設定がONの時に表⽰)
・機内モード
・STAMINAモード
・テザリング
・通知の鳴動制限
・データセーバー
・Android for Work

(設定がOFFの時に表⽰)
・モバイルデータ

41

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）



1-21)「設定」アプリ：「バッテリー」の「STAMINAモード」機能の変更 (1/3)

「STAMINA」モード設定画面にON/OFFボタンが追加されました。
従来は「電池残量15%で自動的に有効」「常に有効」「無効」の設定値から
選択していました。
OSアップデート後は STAMINAモードをONに設定後に

「電池残量15%で自動的に有効」か「常に有効」を選択する⼿順に変更となります。
※STAMINAモードを無効にする場合はON/OFFボタンを「OFF」に設定します。
OSアップデート後の初期値はOFFです。

42
※STAMINAモードが「OFF」に設定されている場合、

STAMINAモードの詳細設定項目はグレーアウト表⽰されます。

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）



1-21)「設定」アプリ：「バッテリー」の「STAMINAモード」機能の変更 (2/3)

クイック設定パネルからSTAMINAモードを起動する場合、現状の設定値に
よって表示されるメッセージが変更となります。

43

<クイック設定パネルからSTAMINAモードを起動する方法>
1.  クイック設定パネルにて、「電池」タイルを選択する
2.  バッテリー画⾯にて「STAMINAモード」を選択する
3.  確認ダイアログで「OK」を選択する
※以前の操作で「今後表⽰しない」のチェックボックスをONにして「OK」を選択した場合、

⼿順3は省略されます。

「常に有効」に設定している場合「電池残量15%で自動的に有効」に
設定している場合



1-21)「設定」アプリ：「バッテリー」の「STAMINAモード」機能の変更 (3/3)

電池残量が15%まで低下した際に表示されるSTAMINAモードの有効化を
促す文言が変更となります。

(旧) 「STAMINAを自動で有効」
(新) 「STAMINAモードを

ONにしてください」

※この文言は「STAMINAモード」を
「電池残量15%で自動的に有効」に

設定している場合に表示されます。
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1-22) クイック設定：通知領域へショートカットを追加および複数ページ対応

① 通知領域に、クイック設定パネルの先頭5つのショートカットを表示する
機能が追加されます。

② クイック設定パネルが複数ページ対応となります。
これにより、従来よりも多くのタイルをクイック設定パネルへ追加する事が
可能となります。
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① ②



1-23)「ダウンロード」アプリ：UIの追加・変更 (1/2)

①画面左上にメニュー(≡)アイコンが追加されます。
(メニューから画像、動画、音声等 を選択する事により、選択したファイル種別のみを
表示する事が出来ます)

②画面表示形式切替アイコンが追加されます。
③画面右上のメニュー( )項目が変更されます。

(「グリッド表示/リスト表示」→「新しいフォルダ」「ファイルサイズを表示/非表示」に変更)

表⽰形式切替メニュー(左)表⽰

メニュー(右)表⽰
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① ② ③



1-23)「ダウンロード」アプリ：UIの追加・変更 (2/2)

・ファイル選択時のメニュー項目に「移動」「名前を変更」が追加されます。

サムネイルの
長押しで

選択状態にする

<ファイルの移動方法>
1. 移動したいファイルのサムネイルを⻑押しする
2. メニュー > 「移動」を選択する
3. 移動先を選択する
4. 「移動」を選択する

<名前の変更方法>
1. 移動したいファイルのサムネイルを⻑押しする
2. メニュー > 「名前を変更」を選択する
3.「名前を変更」 ダイアログにて、

変えたい名前を⼊⼒して「OK」を選択する

47



1-24) アプリ履歴画面：アプリ⼀括終了アイコンの表示形式および位置の変更

アプリ履歴画面の右下に表示されていたアプリ⼀括終了アイコンが
「すべて削除」の文字列に変更されます。また、表示位置が右上に変わります。
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Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）



2-1) 「連絡先」アプリ：グループタグの削除 (1/2)

グループタブが削除されます。また、連絡先の新規追加/編集時に「グループ」
の項目が削除となります。

「グループ」に関する以下の機能が使用できなくなります。
・連絡先の新規追加/編集時における「グループ」の項目(項目自体が削除されます)
・グループの削除とグループ名の変更
・グループ内メンバーへのメッセージやEmailの一⻫送信

以下の機能は継続して使用できます。(※「グループ」の登録がある連絡先を引き継いだ場合)
・新規グループの作成やグループ内のメンバー変更

※グループの作成/メンバーの変更は
「新しい連絡先を追加」画⾯ または「連絡先を編集」画⾯で実施できます。

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）
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2-1) 「連絡先」アプリ：グループタグの削除 (2/2)

指定したグループの連絡先のみを表示させたい場合は「連絡先」アプリの
「すべて」タブのメニューから表示させたいグループを選択ください。
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指定したグループを「すべて」タブへ表示する⼿順は、以下の場合にのみ実施できます。
・「グループ」に登録された連絡先がある状態でOSアップデートを実施している場合
※OSアップデート後、「グループ」登録のある連絡先が本体連絡先に保存されていない場合は

連絡先の新規追加画⾯および編集画⾯にて「グループ」という項目は表⽰されません。

1. 画⾯右上のメニューを
選択し、

「表⽰グループ/アカウント」
を選択

2.「グループを選択」の
ラジオボタンをONにする

3. 表⽰したいグループの
チェックボックスのみを
ONにする

チェックボックスをONにした
グループの連絡先のみが
「すべて」タブに表⽰される



2-2)「スクリーンショットシェア」アプリ：⼀部機能の削減

画面をスワイプしてスクリーンショットをとる機能が削除されます。
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◎「電源」キーと音量キーの同時押しでスクリーンショットをとる機能は
引き続き利用可能です。

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）


