
HTC 10 HTV32
Android7.0 OSアップデートにおける機能追加・
変更内容・削除項目について



OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧
No. 項目 内容 ページ

01 マルチウインドウ対応

画面を2分割し、異なるアプリケーションを同時に画面上に表⽰することができ
ます。
※対応するアプリケーションとしないアプリケーションがあります。対応しないア

プリケーションを2画面にしようとした場合、「アプリが分割画面に対応していま
せん」 と表⽰されます

8

02
通知パネル：
通知画面上でSMS等を
返信する機能の追加

通知パネルからSMS等の返信が⾏えるようになります。 10

03
通知パネル：
クイック設定のショートカット
を追加

通知パネルにクイック設定のショートカットが追加されました。ショートカットをタッ
プすることで機能の ON/OFF が可能です。表⽰させるショートカットは、変更
することができます。(No.11 参照)

11

04
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

12

05
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(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：機内モード / 省電⼒(バッテリーセーバー) / データ

セーバー/ テザリング(アクセスポイント) / 通知を非通知 / モバイルデータ
※モバイルデータのみ OFF設定時に表⽰されます

13



OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧
No. 項目 内容 ページ

06
設定アプリ：
ストレージ利用状況など現
在の状況を表⽰

設定アプリにて、一部設定メニューに現在の状況が表⽰されるようになります。 14

07
設定アプリ：
設定項目「表⽰サイズ」の
追加

画面の表⽰サイズを変更する設定が追加されます。 15

08 設定アプリ：
夜モード の追加

夜モードとして、暗い環境で⾒やすいような画面設定が可能となります。
また、その設定を自動で呼び出す (機能する) 時刻を設定することができます。 16

09
設定アプリ：
「通知の非表⽰」設定に
選択項目が追加

「通知の非表⽰」に関する設定として、画面 OFF /画面 ON のそれぞれの
状態の時に通知をブロックする・しない を設定する項目が追加されます。 17

10
設定アプリ：
設定項目一覧を表⽰する
機能の追加

画面の左端からスワイプすると設定項目一覧が表⽰される機能が追加されま
す。深い設定階層に進んだ後も、戻るボタンを押下して設定ホームへ戻ること
なく別の設定に移動することができます。

18

11
クイック設定：
編集機能の追加および複
数ページ対応

クイック設定パネルに 【編集】 ボタンが追加され、表⽰の並び替えができるよ
うになりました。また、クイック設定パネルが複数ページに対応しました。 19

12
カメラ機能：
プロモードでのシーンセレク
ト追加

カメラ – プロモード選択時、シーンセレクトの選択ができるようになります。
「マクロ」「スポーツ」「夜」「自動」 の4つのシーンセレクトから選択ができます。 20



OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧
No. 項目 内容 ページ

13
カメラ機能：
プロモードでのカスタム設定
の保存

カメラ – プロモードで、「ホワイトバランス(WB)」「露出」「ISO」「シャッタース
ピード」「焦点距離(ズーム)」を設定したものをカスタムとして保存することがで
きます。保存した設定は、カスタム設定にて呼び出すことができます。

21

14 カメラ機能：
自動露出機能の追加

カメラ機能の設定の中に、自動露出の機能が追加されます。
OSアップデート後の初期設定はOFFです。 22

15
カメラ機能：
HDRモードを選択時、撮
影後にHDRアイコンが表
⽰される機能の追加

カメラモードを選択時、かつ HDR 機能を ON にしている場合、通常の写真
撮影のプロセスより時間がかかります (HDR画像処理プロセスに時間を要す
ため)。その処理プロセス時間中、HDRアイコンを表⽰して画像処理中である
ことが明⽰されるように変更となります。

23

16 ホーム画面のアイコン配列
に5×5が設定可能

ホーム画面にて、5×5のアイコン配列ができるようになりました。
(【設定】–【ディスプレイ、ジェスチャ、ボタン】–【表⽰サイズ】–“小” にしたとき
に設定できます)

-

17 Bluetooth のペアリング
時のUI変更

接続する側のBluetooth機器からペアリング要求があった場合、端末側で
ペアリングをする際の表⽰が変更となります。

・Android™ 6.0（従来）
“(機器名)”とペアリングするには、
このパスキーが表⽰されていることを確認してください： (パスキー)

・Android™ 7.0（更新後)
Bluetoothのペア設定リクエスト
(機器名)をペアに設定しますか？
Bluetoothペア設定コード
(設定コード)

-



OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧
No. 項目 内容 ページ

18
Bluetooth でペアリングし
た端末の詳細表⽰画面
の形式変更

Bluetooth でペアリングした端末の詳細表⽰画面の形式が「一画面表⽰」
から「ポップアップ画面表⽰」に変更となります。
※画面への遷移手順
「設定」アプリ > Bluetooth > (ペアリングされたデバイス名の横に表⽰され
ている)⻭⾞アイコン

-

19

位置情報機能OFFの状
態で天気ウィジェットを起
動した際に、位置情報機
能がダイレクトにONへ設
定可能

位置情報機能OFFの状態で天気ウィジェットを起動した際に表⽰されるポッ
プアップから、位置情報機能がONに設定できるようになります。 -

20
天気ウィジェットの地点タッ
プ時、地点選択画面への
ダイレクト遷移

天気ウィジェットの地点表⽰ (「東京都」など) をタップした場合に、地点の選
択画面へダイレクトに遷移するように変更となります。 -

21 画面固定機能の解除時
の操作変更

画面固定機能の解除操作が変更となります。OSアップデート後は「戻る」
キー⻑押しにより解除となります。 -

22 『Google Duo』 アプリが
プリインストール ビデオ通話アプリのGoogle Duoがインストールされます。 -

23 通知パネルのクリアボタンの
名称変更

通知パネルを一括消去するボタンの名称が「クリア」から「すべてを消去します」
に変更になります。 -

24 BlinkFeedの「auスマート
パス」名称の変更

BlinkFeedに表⽰される「auスマートパス」アプリの名称が「au Webポータ
ル」に変更となります。また、アイコンデザインが変更となります。 -

25 故障診断アプリの名称及
び内容の変更 「故障診断アプリ」が「故障受付アプリ」に名称および内容が変更となります。 -



OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧
No. 項目 内容 ページ

26 直前に開いていたアプリの
簡単表⽰

「最近使用したアプリ」キーを２回タップすることで、直前に使用していたアプリ
を開くことができます。 -

27 設定アプリ：メニューボタン
(アイコン) の追加

一部のアプリを起動した際、該当アプリ内にメニューアイコンを表⽰する機能が
追加となります。メニューアイコンの機能については、アプリ毎に異なります。
「メニューボタン設定」は以下の手順で設定を変更できます。
「設定」アプリ > ディスプレイ、ジェスチャ、ボタン > メニューボタン

-

28
言語選択画面 (表⽰) の
変更および複数言語の登
録が可能に

Android 6.0 では言語選択画面にて、言語の選択肢が「言語 (地域名)」
と表⽰されていました。Android7.0 では、「言語」を選択後に「地域」を選
択する⼆段階⽅式に変更となります。

また、Android 7.0では複数言語が登録可能となります。複数言語登録後、
設定された言語の右側に表⽰されている「＝」をタップしてスライドする事で言
語の優先順位を変更する事ができます。

-

29 絵文字の一部デザイン・
⾊変更 Android7.0から絵文字のデザインと⾊が一部変更となります。 -



OSアップデートによる主な削除項目内容一覧
No. 項目 内容 ページ

30 設定項目「最近使用したア
プリケーションボタン」の削除

設定項目「最近使用したアプリケーションボタン」が削除されます。
※OSアップデート後に「最近使用したアプリ」キーを⻑押しした際は、マルチ
ウィンドウ機能が動作します。

-

31 ライブ壁紙の削除

壁紙に設定できる壁紙のうち、「ライブ壁紙」が削除されます。
※設定アプリ > 個人設定 > 壁紙を変更 を選択すると「壁紙の選択先」
に「ライブ壁紙」が表⽰されますが、「ライブ壁紙」を選択しても候補となる壁
紙は表⽰されません。
※ライブ壁紙を選択した状態で Android 7.0 へアップデートした場合、
デフォルトの壁紙が設定されます。

-

32 「NFCタグリーダー」アプリの
削除

Android 7.0 へアップデート後、左記のアプリは削除となります。
※Android7.0以降のサポートはしておりませんが、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。

-

33 「GLOBAL PASSPORT」
アプリの削除

Android 7.0 へアップデート後、左記のアプリは削除となります。
※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。

-



01. マルチウインドウ対応 (1/2)

2つのアプリケーションを同時に表示するマルチウィンドウ機能が追加されます。
※対応するアプリケーションとしないアプリケーションがあります。対応しないアプリケーションを2画面

にしようとした場合、「アプリが分割画面に対応していません」 と表示されます。

Android™ 7.0（更新後）

1. □ボタンで「最近使用したアプリ」
画面を開き、 マルチウィンドウで利用
したいアプリを⻑押ししながら
「ここにドロップして分割画面を使用す
る」 へドロップする

2. 下に表⽰されているアプリの中から、
マルチウィンドウで利用したいアプリを
選択する

(マルチウィンドウ状態)

8



01. マルチウインドウ対応 (2/2)

マルチウィンドウの終了⽅法は以下の通りです。

1. アプリの分割バーを画面上部へドラッグする
もしくは
□ボタン(「最近使用したアプリ」ボタン)を
⻑押しする

(マルチウィンドウ解除状態)

9



02. 通知パネル：通知画面上でSMS等を返信する機能の追加

通知パネルからSMS等の返信が⾏えるようになります。

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

1. SMSメッセージの下の「返信」 を
タップする

2. メッセージを⼊⼒し、送信アイコン
をタップして返信する

Android6.0では
機能が存在しませんでした。

10



03. 通知パネル：クイック設定のショートカットを追加

通知パネルにクイック設定のショートカットが追加されました。ショートカットをタップすることで機能の
ON/OFF が可能です。
※通知パネルに表示されるショートカットは、クイック設定パネルの先頭〜6番目に並んでいるパネルとなります。

先頭〜6番目のパネルを入れ替えた場合、入れ替えたものが通知パネルに表示されます。
(入れ替え⽅法については「11. クイック設定：編集機能の追加」をご参照ください)

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

11Android6.0では
機能が存在しませんでした。

6つのショートカットが表⽰されます。



04. 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

Android™ 7.0（更新後）

3. データセーバー機能をONにする
※[データへの無制限アクセス]を

タップするとアプリごとの設定画面へ
遷移します。

バックグラウンド通信を制限しない
アプリを設定する事ができます。

＜設定⽅法＞
1. [設定]アプリを選択する
2. [詳細]→[データ使用累計]

→[データセーバー]を選択する 12



05. 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(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：機内モード / 省電⼒(バッテリーセーバー) / データセーバー/ 
テザリング(アクセスポイント) / 通知を非通知 / モバイルデータ ※モバイルデータのみ OFF設定時に表示されます

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

「通知を非通知」 「バッテリーセーバー」
「データセーバー」 「機内モード」がON、
「モバイルデータ」がOFFの時の表⽰例。 13

Android6.0では
機能が存在しませんでした。



06. 設定アプリ：ストレージ利用状況など現在の状況を表示

設定アプリにて、一部設定メニューに現在の状況が表示されるようになります。

Android™ 7.0（更新後）Android™ 6.0（従来）

14

Android6.0では
機能が存在しませんでした。

各項目の下に現在の状況が表⽰
されます。(赤の下線部分)



07. 設定アプリ：設定項目「表示サイズ」の追加

画面の表示サイズを変更する設定が追加されます。

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

＜設定⽅法＞
1. [設定]アプリを選択する
2. [ディスプレイ、ジェスチャ、ボタン]

を選択する
3. [表⽰サイズ]を選択する

“ー(小)”/”既定”/“+(大)” の
3つの設定値から選択します。

Android6.0では
機能が存在しませんでした。

“ー(小)”を選択した場合、ホーム
画面のアプリ配列が５×５になり
ます。

15



08. 設定アプリ：夜モードの追加

夜モードとして、暗い環境で⾒やすいような画面設定が可能となります。
また、その設定を自動で呼び出す (機能する) 時刻を設定することができます。

Android™ 7.0（更新後）

＜設定⽅法＞
1. [設定]アプリを選択する
2. [ディスプレイ、ジェスチャ、ボタン］

→[夜モード] を選択する

3. 夜モードをONにする
・⾊温度をバー操作で変更できます
・夜モードを有効化するタイミングを
設定できます 16



Android™ 7.0（更新後）

<設定⽅法>
1. [設定]アプリを選択する
2. [サウンドと通知] > [通知の非表
⽰] > [視覚的な通知のブロック] を
選択する

[画面が ON のときにブロックする]と
【画面が OFF のときにブロックする]
の ON/ OFF が選択できます。

Android™ 6.0（従来）

09. 設定アプリ：「通知の非表示」設定に選択項目が追加

「通知の非表示」に関する設定として、画面 OFF /画面 ON のそれぞれの状態の時に通知を
ブロックする・しない を設定する項目が追加されます。

Android6.0では
機能が存在しませんでした。

17



10. 設定アプリ：設定項目一覧を表示する機能の追加

画面の左端からスワイプすると設定項目一覧が表示される機能が追加されます。
深い設定階層に進んだ後も、戻るボタンを押下して設定ホームへ戻ることなく別の設定に移動すること
ができます。

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

任意の設定画面で、画面左端から
スワイプします。

設定項目一覧が表⽰されます。
(別の設定への移動が可能です)

メニューアイコンが
表⽰されている画面で

本機能が利用可能です。

Android6.0では
機能が存在しませんでした。

18



11. クイック設定：編集機能の追加および複数ページ対応

クイック設定パネルに 【編集】 ボタンが追加され、表示の並び替えやタイルの追加削除ができるよう
になりました。
また、クイック設定パネルが複数ページに対応しました。

1.編集ボタン(画面上部の赤枠のア
イコン)をタップする

2.編集画面が表⽰されます。
各アイコンを⻑押し→ドラッグすること
で任意の場所へ移動できます。

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

1ページ表⽰のみで、表⽰の並び替
えは出来ませんでした。

19

複数ページ対応。
左へスライドすると

⼆ページ目へ遷移します。



12. カメラ機能：プロモードでのシーンセレクト追加

カメラ – プロモード選択時、シーンセレクトの選択ができるようになります。
「マクロ」「スポーツ」「夜」「自動」 の4つのシーンセレクトから選択ができます。

「マクロ」
被写体までの距離が短いときの撮影に
適しています。
(花、昆虫 など)

「スポーツ」
被写体の動作が速いものの撮影に適して
います。
(子供、ペット など)

「夜」
照度が低いところでの撮影に適しています。

「自動」
マニュアルモードをやめ、オートモードに
復帰します。

20

Android™ 7.0（更新後）



13. カメラ機能：プロモードでのカスタム設定の保存

カメラ – プロモードで、「ホワイトバランス(WB)」「露出」「ISO」「シャッタースピード」「焦点距離
(ズーム)」を設定したものをカスタムとして保存することができます。
保存した設定は、カスタム設定にて呼び出すことができます。

「ホワイトバランス(WB)」
「露出」
「ISO」
「シャッタースピード」
「焦点距離(ズーム)」
を任意の設定としたあと、”+” ボタンを
押下することで設定を保存することが
できます。
(カスタム設定は3つまで保存できます)
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14. カメラ機能：自動露出機能の追加

カメラ機能の設定の中に、自動露出の機能が追加されます。
OSアップデート後の初期設定はOFFです。
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15.カメラ機能：HDRモードを選択時、撮影後にHDRアイコンが表示される機能の追加

カメラモードを選択時、かつ HDR 機能を ON にしている場合、通常の写真撮影より画像処理に時
間がかかります。処理時間中にHDRアイコンが表示されて画像処理中であることが明示されるように
変更となります。

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後）

HRDが起動した際、HRDのアイコンも表⽰されます。画
像処理が終了後、緑⾊のサークルラインのアニメーション
が終了し同時にHDRアイコンの表⽰も消えます。

HRDが起動した際、緑⾊のサークルラインのアニメーション
が表⽰され、HDRが起動していることを⽰します。
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