
Galaxy S8 SCV36   
(Nougat to Oreo) 

 
Android 8.0 OSアップデートにおける 
主な機能追加・変更/削除/初期化項目について 
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 1.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 
説明
ページ 

01 
マルチウィンドウ： 
PIP(ピクチャー・イン・ピク
チャー)の追加 

アプリを小窓表示に切り替えて、別のアプリに重ねて表示する事が可能となります。
動画やナビを見ながらネット検索をするなど、使い勝手が向上します。  

20 

02 
マルチウィンドウ： 
ホーム画面へ移動した時の
見え方の変更 

マルチウィンドウ表示時にホームボタンをタップしてホーム画面を表示後も、マルチウィ
ンドウが維持されている為に画面上部にアプリの一部が表示されます。この表示の
仕方がより分かりやすく改善されます。 

21 

03 
「通知」： 
通知バッジ機能の追加 

ステータスバーにアプリの通知がある場合、アプリアイコンの右上に「アイコンバッジ」と
いう通知アイコンが表示されます。アイコンバッジのついたアイコンを長押しすると、新
着通知の内容が確認できるようになります。 

22 

04 
「通知」： 
通知スヌーズ機能の追加 

一定時間後に通知が再表示されるようにスヌーズさせることができるようになります。 23 

05 
通知パネル: 

通知の設定方法の変更 アプリごとに通知の設定を細かく設定できるようになります。 24 

06 
通知パネル： 
「優先度の低い通知の一
行表示」機能の変更 

優先度の低い通知は一行で表示されるように変更となります。 25 

07 
通知パネル: 
「通知の折り畳み表示」機
能の変更 

通知が一定数以上ある場合に、通知は折り畳み表示されるよう変更となります。 26 
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 1.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 
説明
ページ 

08 
通知： 
バックグラウンドでアプリが実行
中の通知の表示 

アプリがバックグラウンドで実行されている場合、通知欄に実行中のアプリ名が表
示されます。※バックグラウンドの実行時間が短いアプリの通知は一瞬のみ表示される
場合があります。 

27 

09 
「フレームワーク」 
オートフィル(自動入力)の追
加 (1/2) 

アプリを利用する際、IDやパスワードといったログイン情報の入力を自動化するこ
とができるようになります。 
※事前にGoogleアカウントの登録および自動入力の 許可が必要です。  

28 

10 
「フレームワーク」 
オートフィル(自動入力)の追
加 (2/2) 

自動入力の有効・無効は「設定」から変更できます。 
※設定 > システム > 言語とキーボード > 詳細設定 > 自動入力サービス 

29 

11 
「Smart Text Selection」
機能の追加 

ダブルタップするだけで住所や電話番号部分のみを選択できるようになります。 
さらに、住所を選択するとGoogleマップアプリが、電話番号を選ぶと電話アプリが
次のアクションの選択肢として表示されるので、住所をコピーした後にGoogleマッ
プを起動して貼り付けたり、電話番号をコピーして電話アプリのダイヤル画面に貼
り付けるといった手間が一切かかりません。 

30 

12 
「ピン留めされたショートカット」
機能の追加 

アプリ内で、サポートされているランチャー用のピン留めされたショートカットやウィ
ジェットを作成できます。 
※ご利用者さまの許可が必要です。 

- 

13 
ホーム：auベーシックホーム初
回利用時のバッチの表示設定
の追加 

auベーシックホームを初めて使う場合に、電話アイコンおよびアプリアイコンに通知
バッチを表示するためのガイダンスが表示されます。 
※通知を表示する設定をしなかった場合、アイコンにバッジが表示されません。 
※ホーム画面のランチャーの変更は、 設定 > ディスプレイ> ホーム画面>ホーム画面
について>アプリ情報>ホーム画面 にて行えます。 

31 

14 
設定一覧: 
検索バー機能追加 

・設定一覧にて、上部の検索バーに一部機能が追加されます。 
 □音声検索(マイク)機能が追加され、音声検索ができるようになります。 
 □SAMSUNGアカウントアイコンが追加されます。 

32 
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 1.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 
説明
ページ 

15 
「接続」①： 
機能追加/名称変更 

・「請求サイクルとデータ警告」が「測定開始日と使用量警告」に変更となります。 
・「測定開始日と使用量警告」画面にて、「データ警告を設定」機能が追加されます。 
・Bluetooth off時の説明文及び「[精度を向上]設定」の文字色が変更となります。 
・Bluetooth設定画面にて、右上のメニュー配下、「本体の着信音を使用」が追加。 

33 

16 
「接続」②： 
機能追加/名称変更 

・WiFi「詳細設定」画面にて、 
 □「自動的にWi-FiをON」機能が追加されます。 
 □「スマートネットワーク切り替え」が「モバイルデータに切り替え」に変更となります。 

34 

17 
「接続」③： 
機能追加/名称変更 

・「その他の接続設定」画面にて、 
 □「VPNの追加」機能の表記が「+」に変更となります。 
 □「印刷」設定画面にて、「デフォルト印刷サービス」ON/OFF機能が追加されます。 

35 

18 
「サウンドとバイブ」： 
機能配置・名称変更 

・「着信音」設定画面にて、 
 □「本体から追加」が「追加」に変更となります。 
 □「本体から追加」機能が下部から上部に配置変更となります。 
・「通知をミュート」設定画面にて、 
 □「予定時刻に有効化」が「予定時刻にON」に変更となります。 
 □「今すぐ有効化」が「今すぐON」に変更となります。 
 □「アプリのルール」機能が追加されます。 

36 

19 
「通知」： 
機能追加・変更 

・「アプリアイコンのバッジ」の機能が追加されます。※デフォルトがドットになる 

・アプリの通知設定画面が変わり、「カテゴリ」機能が追加されます。 
・複数の通知ブロックの機能が「ブロックしたアプリ」の機能に統合されます。 

37 

20 
「ディスプレイ」①: 
機能追加・変更 
名称変更 

・「フォントと画面のズーム」画面が変わります。 
・「通知パネルを素早く開く」機能名称は「通知パネルの開き方」に変更となります。 
・[ホーム画面グリッド]に「5×６」タイプが追加されます。 
・「全画面アプリ」でアプリを選択して表示する機能が追加されます。 

38 
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 1.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 
説明
ページ 

21 
「ディスプレイ」②: 
機能追加・変更 
名称変更 

・「エッジスクリーン」画面にて、 
 □エッジパネルのメニュー名称の変更及び、「任意の画面変更」項目が追加されます。 
 □「ハンドルを設定」→「エッジパネルハンドル」に変更となります。 
 □透明度が「弱い～強い」→「低～高」に変更となります。 
 □「Edge Lightingスタイル」機能が追加されます。 

39 

22 
「高度な機能」: 
機能追加・変更 

・「デュアルメッセンジャー」機能が追加されます。 
・「端末アシスタンスアプリ」の基本設定が「Googleの拡張サービス」に変更となります。 
・「DIRECT SHARE」の説明文の内容が変更となります。 

40 

23 
「端末のメンテナンス」
① 
機能追加/名称変更 

・「自動再起動」の項目が追加されます。 
・「ホーム画面にショートカットを追加」機能名称は「アプリ画面でアイコンを表示」に変更とな
ります。 
・「端末メンテナンス」設定画面の右上、「アプリの問題リポート」アイコンが追加されます。 
・「パフォーマンスモード」のアイコンが変わります。 
・「ストレージ」設定画面にて、「容器容量を確保」機能が追加されます。 

41 

24 
「端末のメンテナンス」
② 
機能追加/名称変更 

・「バッテリー」の標準モード画面にて、 
 □「バッテリー」の省電力モードを標準に変更時に発生するポップアップの内容や変更後の
画面が異なります。 
 □ポップアップ上でカスタマイズ→詳細に変更となります。 
 □ポップアップ上でトグルボタンに追加で素早く変更が可能となります。 

42 
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 1.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 
説明
ページ 

25 

「アプリ」： 
機能追加 
機能変更 
機能名称変更 

・「情報とFACEWIDGET」機能名称が「時計とFACEWIDGET」に変更となります。 
・「特別なアクセス」画面にて、 
 □「プレミアムSMSサービスを使用」は「プレミアムテキストメッセージサービスを使用」に
変更し、「デバイス管理機能」は「デバイス管理アプリ」に変更となります。 
 □「ピクチャーインピクチャー」、「不明なアプリをインストール」が追加されます。 
・「[通知をミュート]の管理アプリ」画面にて、「セキュリティフォルダ」が追加され、
「TouchWizホーム」は「Galaxyホーム」に変更となります。 
・「通知へのアクセス」画面にて、「People edge」のイメージが変更し、「セキュリティフォ
ルダ」、「auベーシックホーム」、「Galaxy ホーム」、「Samsung DeXホーム」、
「Workspace」が追加されます。 

43 

26 

「ロック画面とセキュリ
ティ」①： 
機能追加・変更 
機能名称変更 

・PINを設定する際に、「OKタップなしでPINを確認」機能が追加されます。 
・パスワードを設定する際に、入力されるパスワードを表示/非表示設定できるようになり
ます。 
・ロック画面の時計のデザインを選択できるようになります。 

44 

27 
「ロック画面とセキュリ
ティ」②： 
機能・配置変更 

・[Always On Display]画面にて 
 □配下の設定メニューが変わります 
 □「時計のスタイル」は「時計と「FaceWidget」の下に配置されます。 
 □[ローミング時計]配下「表示する場所」の項目が追加されます。 
・「連絡先情報」が「自分の連絡情報」に変更となります。 

45 

28 
「ロック画面とセキュリ
ティ」③： 
機能追加・変更 

・「提供元不明のアプリ」が「アプリの権限モニター」に変更となります。 
・「通知」設定画面にて、 
 □「通知」の映像が変更となります。 
 □「全てのアプリ」が「通知を表示するアプリ」に変更し、すべてのアプリ一覧は「通知」
設定画面で直接に表示されず、「通知を表示するアプリ」に配置されるようになります。 
 □「透明度」、「テキストの色を最適化」「通知を表示する場所」が追加されます。 

46 
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 1.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 
説明
ページ 

29 
「ロック画面とセキュリ
ティ」④： 
機能・名称変更 

・[端末リモート追跡サビース]設定画面にて、 
 □「端末リモート追跡サビース」のメニューが変更となります。 
 □「直前の位置情報を送信」→「最後に検出された位置情報を送信」に変わります。 

- 

30 
「クラウドとアカウント」①: 
機能変更・追加 

・「アカウント」画面にて、 
 □「自動同期を有効/無効にする」項目が「データを自動同期ON/OFF」に変更とな
ります。 
 □「アカウントを削除」機能はメニューキー配下から画面の中央部に「アカウントを削
除」ボタンに変更となります。 
 □Galaxyアカウント入力画面に「Galaxy Pass」経由機能追加されます。 

47 

31 
「クラウドとアカウント」②: 
機能変更 

・Smart Switch進入時に初期が画面が変更となります。 
・Galaxyアカウント画面が変わります。 
・「IDまたはパスワードを忘れた場合」→「IDを検査」と「パスワードをリセット」に分けて表
示されるようになります。 

48 

32 
「ユーザー補助」①： 
機能追加 
機能名称・配置変更 

・「カラーレンズ」が追加されます。 
・「画面のズームとフォント」が「フォントと画面のズーム」に変更となります。 
・「ユーザー補助ショートカット」は「視覚」から「ユーザー補助」設定画面に配置されるよう
になります。 
・「ユーザー補助ショートカット」配下「ショートカットサービス」、「ロック画面からの使用を許
可」機能が追加されます。 

49 

33 
「ユーザー補助」②： 
機能追加・変更 

・「高コントラストフォント」画面にて、機能ON時確認ポップアップが追加されます。 
・「ボタンを強調して表示」画面にて、機能ON時確認ポップアップが追加されます。 
・「拡大ジェスチャー」が「拡大」の下のメニューに配置され、「画面をトリプルトップして拡
大」に名称変更となります。 
・「ルーペウィンドウ」画面にて、「水平フォーカスロック」の機能が追加されます。 
・「ボタンをタップして拡大」機能が追加されます。  

50 
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 1.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 
説明
ページ 

34 
「ユーザー補助」③： 
機能追加 

・「ネガポジ反転」画面にて、確認ポップアップ画面が追加されます。 
・「色の調節」画面にて、 
 □「彩度」調節機能が追加されます。 
 □グレースケール/第一色弱/第二色弱/第三色弱/カスタマイズカラーの項目が追加され
ます。 

51 

35 
「一般管理」①: 
機能追加 
機能配置変更 

・[言葉とキーボード]画面にて、 
 □「キーボードボタンを表示」と「自動入力サービス」の機能が追加されます。 
 □「キーボードボタンを表示」の機能が追加されます。 
 □「記号アシスト入力」機能が追加されます。 
 □「左右キーを表示」、「数字キー表示」の配置変更があります。 

52 

36 
「一般管理」②: 
機能追加 
機能配置変更 

・「リセット」画面にて、「工場出荷状態に初期化」画面に「ガイド」が追加されます。 
・「Galaxy音声読み上げエンジン」が「優先エンジン」の下のメニューに配置変更されます。 
・「Galaxy音声読み上げエンジン」の設定メニューにあった「言語」が配置変更されます。 
・「読み上げ速度をリセット」、「トーンをリセット」が「リセット」統合されます。 
・「サンプルを視聴」が「再生」に変更されます。 
・「設定」が「Galaxy音声読み上げエンジン設定」に名称変更し、「言語」が上のメニューに
配置変更されます。 

53 

37 開始画面 更新後の開始画面が変わります。 54 

38 
[ソフトウェア更新]： 
機能追加 

「最終更新情報」の項目が追加されます。 55 

39 
「壁紙とテーマ」： 
機能追加・変更 

・「壁紙とテーマ」の設定で「Galaxy Themesのショートカットを表示」を選択するとホーム
画面に追加確認ポップアップが表示するように追加されます。 
・「壁紙とテーマ」の「AOD」でイメージを選択すると表示されるポップアップの内容に変更され
ます。 

- 
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 1.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 
説明
ページ 

40 
「端末情報」： 
機能追加・変更 
機能配置変更 

・「電話番号」、「デバイス名称」、「モデル番号」が一か所に統合されます。 
・[シリアル番号]、「IMEI」も一緒に表示されるようになります。 
・「デバイス名称」の配置が変わります。 
・「FCC認証」と「RATED」の配置は「バッテリー情報」から「ステータス」に変更されます。 
・「バッテリー情報」配下、「バッテリー性能」の項目が追加されます。 

56 

41 タスク履歴画面 
・アプリ固定モードのアイコンが変更されます。 
・タスク画面で表示される使用した履歴画面のレイアウトの色が変更されます。 

57 

42 
履歴にマルチウィンド
ウのカード機能： 

履歴にマルチウィンドウのカード機能が追加され、マルチウィンドウ終了後に履歴キーを押す
とペアが表示されます。 

58 

43 
「ブラウザ」： 
機能追加 

「インターネット設定」画面にて、「カスタマイズサービス設定」、「ユーザー補助」が追加されま
す。 

59 

44 
ホーム画面： 
天気予報追加 

・Index情報にて、天気アプリの「肌の乾燥指数」が「Umbrella index」に変更されます。 
・天気予報のレイアウトが変わります。 

60 

45 
「時計」アプリ： 
機能追加 
機能・名称変更 

・サイレントモードが追加されます。 
・ボリューム、バイブ機能が追加されます。 
・通知バーでタイマー、ストップウォッチの操作が可能です。 

61 

46 
「マイファイル」： 
機能追加 

「Onedrive」項目が追加されます。 62 

47 
「ギャラリー」： 
機能追加 
名称変更 

・「アルバムを表示/非表示」が追加されます。 
・イメージの詳細画面のメニュー項目やランチャーバーの項目に変更があります。 

63 
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1.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 
説明
ページ 

48 
「カメラ」①： 
機能追加 
機能変更 

・カメラを起動する際に、 
 □カメラメイン画面のレイアウト変更（HDR→設定へ、全画面モードボタン追加） 
 □BIXBYマーク→「BIXBY VISION」文字へ変更されます。 
 □スタンプアイコン→「スタンプ」文字へ変更されます。 
 □ナビバー左側HIDDEN機能ボタンが追加されます。 

64 

49 
「カメラ」②： 
機能追加 
機能変更 

・スタンプ画面にて、 
 □２行のスタンプを１行に変更されます。 
 □＋ボタンの位置が変更されます。 
 □下部ボタンのレイアウト、イメージスタイルが変更されます。 
 □上下スクロール→左右スクロールに変更されます。 
・カメラ画面を左にスワイプすると、２行の機能ボタンを１行に変更されます。 

65 

50 
「カメラ」③： 
機能追加 
機能変更 

・動画サイズ設定画面にて、リア動画撮影時「18.5:9比率撮影モード」が追加されます。 
・カメラのメイン画面にあった「HDR ON/OFFボタン」を設定メニューの中に配置変更されます。 
・画像撮影時フロントカメラの撮影サイズで「18.5:9比率」撮影モードが追加されます。 
・動画撮影時フロントカメラの撮影サイズで「18.5:9比率」撮影モードが追加されます。 

 
66 

51 

「電話」①： 
機能追加 
名称変更 
配置変更 

・設定画面にて、 
 □電話設定の「着信ブロック」の下位メニューだった「ブロックリスト」が「番号指定拒否」に変更され
ます。 
 □「クイック拒否メッセージ」を上位メニューに配置変更されます。 
 □電話設定に「電話スタンプを表示」メニューが追加されます。 

67 

52 

「電話」②： 
機能追加 
名称変更 
配置変更 

・通話中画面にて、 
 □音声コール画面イメージ変更、一部ボタンの配置変更（キーパッド、消音）があります。 
 □通話中連絡先追加画面のレイアウト変更があります。 
 □下部機能ボタンのイメージ追加があります。 
・電話番号登録手順が簡素化されます。 
（追加ボタン →「登録」or「更新」選びからステップ簡素化） 

68 

10 



 1.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 
説明
ページ 

53 
「クイックメニュー」 
表示機能追加 

アプリアイコンを長押すと、アプリの主な機能をすぐに実行出来る「クイックメニュー」表示機能
が追加されます。 

69 

54 
アプリ一覧： 
表示変更 

アプリ一覧の検索欄が変わります。 - 

55 
ホーム画面： 
ホーム画面の設定 

ホーム画面配置の選択する画面にて、画面下のアイコン配置及び項目の変更があります。 
「壁紙とテーマ」の項目が各々「壁紙」、「テーマ」として分離されます。 

70 

56 
クイックパネル： 
機能・名称変更 

・自動回転⇔縦画面アイコンの表示方法が変更されます。 
・「パフォーマンスモード」のアイコン表示が変わります。タップした後の遷移画面が変わります。 
・「NFC/おサイフケータイ」の名称は「NFC」に変わります。 
・「Smart View」のアイコン表示が変わります。 
・「明るさレベル調節バー」右の「^」タブの配下に「詳細」ボタンが追加され、「ディスプレイ」設
定画面に直接アクセスできるようになります。 
・通知バー最下段に位置する「通知をブロック」が「通知設定」に、「全て消去」が「消去」に
変更されます。 

71 

57 
ホーム画面： 
アイコン変更 

・アプリケーション内の一部Googleアイコンデザインが変わります。 
・メニュー配下の「設定」は「ホーム画面設定」に変わります。 
メニュー配下の「ファインダー設定」、「お問い合わせ」が追加されます。  

72 

58 
エッジパネル： 
機能追加 

・パネル間の移動ができる画面が追加されます。 
・「編集ボタン」がパネルに追加されます。 

73 

59 
「アプリペア」作成機
能追加 

アプリペアとして分割画面表示で起動するアプリをホーム画面に追加できるようになります。 
※設定方法：アプリ２個以上起動→マルチキータップ→中央の線タップ→アイコンタップ 

74 
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 1.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 
説明
ページ 

60 
[高度な機能]： 
機能追加 

Game Launcher on時に「ホーム画面追加」確認ポップアップ表示後にトストポップアッ
プが表示するように変更されます。 

- 

61 
「テレビ」： 
アイコン表記変更 

ワンセグでデータ放送表示時のマークが変更となります。 - 

62 
「セキュリティフォルダ」： 
機能・アイコン表記 
配置変更 

・セキュリティフォルダ内のアイコン、アイコンの配置、セキュリティマークが変更されます。 
・アプリを追加画面の配色およびアプリを編集画面のアイコンが変更されます。 
・セキュリティフォルダ内のギャラリーにて、右上メニューの項目が変更されます。 
セキュリティフォルダ初期起動時、サインインまでの説明モーションが変更されます。 

75 

63 
「Galaxy Notes」： 
機能変更・追加 

・初進入時のガイド画面に変更されます。 
・「設定」画面にて、「手書きグリッドライン」が追加されます。 
・「データをインポート」で「Galaxyアカウントから」, 「Googleドライブから」を選択すると、
モバイルデータ関連ポップアップが表示されるように変更されます。 

76 

64 
「Bixby」①： 
機能追加・名称変更 

・Bixby初期起動時のサインイン画面のレイアウトの変更、パスワード表示/非表示アイコ
ンの追加、ID検索、パスワードリセットなどの文句変更があります。 
・サインイン後のアカウント表示画面のレイアウト、文字サイズ、文句の変更があります。 

- 

65 
「Bixby」②： 
機能追加・名称変更 

・「パスワードとセキュリティー」、「マイインフォメーション」、「関係」、「場所」、「決済」の項
目が追加されます。 
・「アカウント削除」メニューバー配下の「更新」、「お知らせ」、「同期設定」、「ヘルプ」、
「Samsungアカウントについて」が追加されます。 
・「マイプロフィール」→「アカウント情報」に項目名変更、押下後表示される画面の変更
があります。 

77 

66 
「S Health」： 
機能変更 

S Health初期起動時の同意項目が省略され、一項目になります。 - 

12 



 1.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 
説明
ページ 

67 

「Game 
Launcher」① 
機能・名称変更 
機能追加 

・「Game Launcher」のメイン画面に変更があります。 
 □タイトルの位置変更があります。 
 □メニューの変更があります。(マイゲームがメニューではなく、メイン画面にアイコン追加) 
 □「他のゲームを検索」の位置変更及び、アイコン追加があります。 
 □「通常のパフォーマンス」アイコンの変更があります。 
 □メニューの「ヘルプ」が「お問い合わせ」に名称変更があります。 

- 

68 
「Game 
Launcher」② 
機能・名称変更 

・「ゲームの音を消音」「通常のパフォーマンス」のガイド画面、アイコンに変更があります。 
 □「ゲームの音を消音」のガイド画面の背景色、説明文サイズの変更があります。 
 □「パフォーマンスの調整」のガイド画面の背景色、説明文サイズ、イメージの変更があります。 
 □「パフォーマンス」選択時に表示されるアイコン形の変更があります。 

- 

69 

「Game 
Launcher」③ 
機能・名称変更 
機能追加 

・「他のゲームを検索」の移動画面及び、詳細ゲームダウンロード画面の変更があります。 
 □リストが人気ゲームに絞り、見やすくランキングが表示されるように変更されます。 
 □ゲームの詳細画面にダウンロードボタンの変更や共有ボタンの追加があります。 

- 

70 
「Game 
Launcher」④ 
機能・名称変更  

・「マイゲーム」メイン&詳細画面の変更があります。 
 □「プレイしたゲーム」や「録画した動画」タップの色変更があります。 
 □保有するゲーム表示画面のイメージ変更があります。 
 □「録画した動画」の編集(共有、削除、詳細)ボタンがアイコン化及び、色の変更があります。 

- 

71 
「Game 
Launcher」⑤ 
機能追加 

・ゲーム実施時のGAME TOOLSに項目の追加があります。 
 □「明るさ自動調整をロック」の追加があります。 
 □「ナビゲーションロック」の追加があります。 
 □GAME TOOLS設定に「画面キャプチャの解像度」の追加があります。 

- 

72 
「Smart View」 
機能変更 

テレビにミラーリング時、端末の自動消灯時間に応じて端末の画面をブラックアウトします。 - 
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 2.OSアップデートによる主な削除項目一覧 

No. 項目 内容 
説明
ページ 

01 サウンドとバイブ 

・「通知音」設定画面にて、「カレンダーの通知」の機能が削除されます。 
※各アプリの設定から機能毎に設定可能となります。 

・「例外を許可」設定画面にて、「重要アプリの通知」の項目が削除されます。 
※「ミュートの例外許可機能」で対応可能となります。 

78 

02 アプリ 

・「通知へのアクセス」設定画面にて、「Always On Display」の項目が削除されます。 
※設定→[ロック画面とセキュリティ]→[Always on Display]にて設定可能となります。 
・[[通知をミュート]の管理アプリ]画面にて、「TouchWizホーム」が削除されます。 
※「TouchWizホーム」機能がなくなり、代わりに「Galaxyホーム」が搭載されるようになります。 

- 

03 
ロック画面と 
セキュリティ 

・「Always on Display」設定画面にて、メニュー配下の[Galaxy Themesに移動]が削除さ
れます。※設定→[壁紙とテーマ]からアクセス可能 

・「Always on Display」設定画面にて、「時計のスタイル」配下の「背景」が削除されます。 
※ユーザーの使用率が低いため削除となります。 

・[デバイス管理アプリ]設定画面にて、「セキュリティフォルダ」、「ソフトウェア管理」、「セルフケア設
定」項目が削除されます。 
・「セキュリティフォルダ設定」画面にて、「キーボードと入力」が削除されます。 

- 

04 Google 「マイフィード」画面にて、「通知」の項目が削除されます。 79 

05 ユーザー補助 
「視覚」設定画面にて、「パスワードの音声出力」、「ユーザー補助ショートカット」、「グレースケー
ル」の機能が削除されます。※「ユーザー補助ショートカット」機能は一つ上の層に配置変更されます。
「ユーザー補助」設定画面にてご利用可能となります。 

80 

06 
Game 
Launcher 

ホーム画面から「Game Launcher」を選択し、「ゲーム中に通知を制限」が削除されます。 
※Game Tools機能に同機能が含まれたため、削除となります。 

81 

07 アプリの削除 
・下記のアプリが削除されます 
 □RealTimes For au(2017年11月30日サービス終了) 

- 
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 2.OSアップデートによる主な削除項目一覧 

No. 項目 内容 
説明
ページ 

08 アプリ一覧 
・アプリ一覧画面にて、 
 □フォルダを長押しした場合は、「アプリを追加」機能が削除されます。 
 □単体アプリを長押しした場合は、「アプリ情報」機能が削除されます。 

82 

09 
クラウドとアカウ
ント 

・「バックアップと復元」画面にて、「バックアップ設定」項目が削除されます。 
・「Galaxyクラウド」>画面右上のメニューから「設定」画面にて、「Wi-Fi接続時のみ同期」、「プッ
シュ通知」が削除されます。 
・「Galaxyクラウド」画面にて、「バックアップ設定」配下の「自動バックアップ」項目が削除されます。 

83 
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 3.OSアップデートによる主な初期化項目一覧 

No. 項目 内容 
説明
ページ 

01 カレンダー 

(カレンダー画面の右上のメニューに表示される「カレンダーを管理」内の項目) 
 ・祝日 (初期値：ON) 
 ・振替休日(初期値：ON) 
 
(カレンダー画面の右上のメニューに表示される「設定」>「天気予報」>「天気設定」内の項目) 
 ・[天気予報]ｱｲｺﾝをｱﾌﾟﾘ画面に追加 (初期値：OFF) 
 ・現在地情報を使用 (初期値：ON) 
 
(カレンダー画面の右上のメニューに表示される「設定」>「通知」内の項目) 
 ・ON (初期値：ON) 
 
(カレンダーの画面右上のメニューに表示される「設定」>「通知」>「一般通知」内の項目) 
 ・サウンド  (初期値：on Time) 
 ・バイブ  (初期値：OFF) 

- 

02 マイファイル 
(マイファイル画面右上のメニューに表示される「設定」内の項目) 
 ・Wi-Fi接続時のみファイルを管理 (初期値：ON) 

- 

03 Eメール 
(Eメール画面の右上に表示されている項目) 
 ・並べ替え (初期値：日付(新しい順)) 

- 

04 
設定 
サウンドとバイブ 

・音量キーでメディアを調整 (初期値：OFF) - 

05 
設定 
壁紙とテーマ 

(壁紙とテーマ画面で「AOD」>「全てを表示」を選択で表示される項目) 
 ・AOD(Always On Display) (初期値：標準) 

- 
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 3.OSアップデートによる主な削除・初期化項目一覧 

No. 項目 内容 
説明
ページ 

06 
設定 
ロック画面とセ
キュリティ 

(ロック画面とセキュリティ画面の「時計とFaceWidget」>「時計のスタイル」内の項目) 
○デジタル時計に設定していた場合 
 ・カラー (初期値：ホワイト) 
○アナログ時計に設定していた場合 
 ・タイプ (初期値：1番目の時計) 
 ・カラー (初期値：ホワイト) 
○世界時計に設定していた場合 
 ・カラー (初期値：ホワイト) 
○エッジクロックに設定していた場合 
 ・カラー (初期値：ホワイト) 
 
(ロック画面とセキュリティ画面の「通知」>「通知を表示するアプリ」内の項目) 
・すべてのアプリ (初期値：ON) 
 
(ロック画面とセキュリティ画面の「その他のセキュリティ設定」>「通知へのアクセス」内の項目) 
・Google VR サービス (初期値：ON) 

- 

07 
設定 
クラウドとアカウン
ト 

※クラウドとアカウント画面の「バックアップと復元」>「データをバックアップ」内にある項目 
※事前に「Galaxy アカウント」にログインする必要があります。 
・電話 (初期値：ON) 
・時計 (初期値：ON) 
・設定  (初期値：ON) 
・ホーム画面 (初期値：ON) 
・アプリ (初期値：ON) 
・ドキュメント (初期値：ON) 
・ボイスレコーダー (初期値：ON) 
・音楽 (初期値：ON) 

- 
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 3.OSアップデートによる主な削除・初期化項目一覧 

No. 項目 内容 
説明
ページ 

08 
設定 
ユーザー補助 

(ユーザー補助画面の「視覚」>「Voice Assistant」>「設定」内の項目) 
・読み上げの音量 (初期値：メディア音量に合わせる) 
・トーンを変更 (初期値：ON) 
・キーボードの入力を読み上げ (初期値：常にON) 
・画面OFF時の音声入力 (初期値：OFF) 
・近接センサーで消音 (初期値：ON) 
・端末を振って連続読み上げ (初期値：OFF) 
・発信者IDを読み上げ (初期値：ON) 
・音標文字 (初期値：ON) 
・使用方法のヒント (初期値：ON) 
・バイブフィードバック (初期値：ON) 
・サウンドフィードバック (初期値：ON) 
・音声フォーカス (初期値：OFF) 
・サウンドフィードバックの音量 (初期値：メディア音量の50%) 
・カーソルの色 (初期値：青) 
・クイックメニュー (メニュー内の各項目の初期値：ON) 
 

(ユーザー補助画面の「視覚」>「Voice Assistant」>「設定」>[キーボードショートカット]内の
項目) 
・キーマッピング (初期値：標準キーマッピング) 
 
(ユーザー補助画面の「視覚」>「Voice Assistant」>「設定」>「ステータスバーの情報」内の項目) 

・時間 (初期値：ON) 
・日付 (初期値：OFF) 
・バッテリー残量 (初期値：ON) 
・電波強度 (初期値：ON) 
・Bluetooth (初期値：OFF)  

- 
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 3.OSアップデートによる主な初期化項目一覧 

No. 項目 内容 
説明
ページ 

09 
設定 
ユーザー補助 

(ユーザー補助画面の「視覚」>「Voice Assistant」>「設定」>「開発者向けオプション」内の
項目) 
・ログ出力レベル (初期値：ERROR) 
・TTS出力を表示 (初期値：OFF) 
・ノードツリーのデバッグ (初期値：OFF) 
 
(ユーザー補助画面の項目) 
・ユーザー補助のｼｮｰﾄｶｯﾄ (初期値：OFF) 

- 

10 
設定 
ユーザー補助 
 操作と制御 

(「ユニバーサルスイッチ」>「設定」の中の項目) 
・ユニバーサルスイッチ (初期値：OFF) 
・スイッチ (初期値：スイッチが選択されていない状態) 

- 

19 



1-1)マルチウィンドウ：PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)の追加 

ディスプレイ上に小さな小窓を表示させ、複数の画面を同時に表示できるようになります。 
※Googleマップのナビを利用した例です。 
※Google マップでご利用する場合は、最新バージョンに更新する必要があります。 

※更新後(Android 8.0) 

1.ナビを起動した状
態でホームボタンを
タップすると、小窓に
切り替えます。 

2.表示された小窓は
画面上を移動させる
ことができます。 

3.小窓画面とタップし、右上の「X」アイコンが表
示されます。 
「X」アイコンをタップすると、小窓が閉じます。 
    をタップすると、元のサイズに戻ります。 



1-2)マルチウィンドウ：ホーム画面へ移動した時の見え方の変更 

ホーム画面へ移動した時に、マルチウィンドウで起動しているアプリの表示がより分かりや
すく改善されます。 

※マルチウィンドウでマップとGoogle検索を利用している場合 

※更新後(Android 8.0) ※更新前(Android 7.0) 

1.任意の2つのアプリ
を分割表示中にホー
ムボタンをタップする。 

2.マルチウィンドウが維
持されているため、画面
上部にマルチウィンドウの
マークのみ表示されます。 

1.任意の2つのアプリ
を分割表示中にホー
ムボタンをタップする。 

2.画面上部に表示され
るアプリが従来より幅広く
表示されます。 

タップ 
タップ 



1-3)SENSE HOME:通知バッジ 

ステータスバーに通知がある場合、アプリアイコンに「アイコンバッジ」という通知アイコンが表示されます。 
アイコンバッジの付いたアイコンを長押しすると、新着通知の内容が表示されます。 
※通知バッジは、通知ドットとも呼ばれます。  
※アプリに関連付けられている通知(ユーザーがまだ消去していない、または操作していない通知)があることを示します。 

<アプリアイコンにアイコンバッジの設定方法> 
ホーム画面をロングタッチ→「ホーム画面設定」→「アプリアイコンのバッジ」→「通知を表示」をONにする。もしくは「設定」→「アプリ」→
任意アプリ→「通知」→「アプリアイコンのバッジ」にて設定可能です。 
※「アプリアイコンのバッジ」機能はデフォルトでONになっております。 
※アイコンバッジへの通知件数の表示／非表示を設定できます。 

※更新後(Android 8.0) 例：「電話」アプリの場合 

070XXXXXXXX 

長押し 

デスクトップ 
シートを 
ロングタップ 



1-4)通知スヌーズ 

一定時間後に通知が再表示されるようにスヌーズさせることができます。 
※最初に表示された時と同じ重要度で通知が再表示されます。 
※スヌーズ中の通知はアプリから削除したりアップデートしたりできますが、スヌーズ中の通知をアップデート
しても再表示されません。  

設定方法： 
「通知パネル」＞設定したい通知を左もしくは右にスワイプ＞ベルのアイコンをタップ＞スヌーズ時間を設定 
※左にスライドしすぎると通知が削除されてしまうので、ご注意ください。 

※更新後(Android 8.0) 



1-5)通知の設定方法の変更 

通知画面からアプリごとに通知の設定を細かく設定できるようになります。 

「設定」からもアプリの通知設定を変更することができます。 
設定 > 通知 > 任意アプリ > アプリの通知 
設定 > アプリ > 任意アプリ > アプリの通知 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

長押し 長押し 



1-6)優先度の低い通知の一行表示 

バージョンアップ後、通知パネルにて優先度の低い通知は一行で表示されるようになり、見易さが向上します。 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 



070XXXXXXXX 

070XXXXXXXX 

070XXXXXXXX 

1-7)通知の折り畳み表示 

バージョンアップ後、通知パネルにて、通知が一定数以上ある場合に、通知は折り畳み表示されるよう 
変更となります。 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

クイック設定パネルを下に引っ張
ると、すべての通知が重なり、一
番上の通知のみ表示されます。 

クイック設定パネルを下に
引っ張ると、すべての通知は
折り畳み表示されるようにな
ります。 

070XXXXXXXX 

070XXXXXXXX 

070XXXXXXXX 

070XXXXXXXX 

070XXXXXXXX 

070XXXXXXXX 

070XXXXXXXX 

070XXXXXXXX 



1-8) 通知：バックグラウンドでアプリが実行中の通知の表示 

アプリがバックグラウンドで実行されている場合、通知欄に実行中のアプリ名が表示されます。 
※バックグラウンドの実行時間が短いアプリの通知は一瞬のみ表示される場合があります。 
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※更新後(Android 8.0) 



1-9) 「 Autofill フレームワーク」機能:オートフィル(自動入力)の追加① 

アプリを利用する際、IDやパスワードといったログイン情報の入力を自動化することができるようになります。 
※Facebookを利用した例です。 
※事前にログイン情報を登録する必要があります。一度ログインを行い、パスワードを保存してください。 

設定方法： 
「設定」＞「一般管理」＞「言語とキーボード」＞「自動入力サービス」＞「Googleで自動入力」を選択 
(例)Facebookをはじめてログインする際に、「Googleで自動入力」という通知が表示され、「続行」をタップすると設定完了。 

※更新後(Android 8.0) 



1-10) 「Autofill フレームワーク」:オートフィル(自動入力)の追加② 

自動入力の有効・無効は「設定」から変更できます。 
※設定 > システム > 言語とキーボード > 詳細設定 > 自動入力サービス 

設定方法： 
設定 > 一般管理> 言語とキーボード > 「自動入力サービス」をタップすると、「自動入力サービス」の設定画面が表示されます。 

※更新後(Android 8.0) 

ここで自動入
力のON/OFF
を切替えます。 

Googleで自
動入力される
各情報の管理
を行います。 
各項目をタップ
後、Chrome
が起動して各
サイトへ移動し
ます。 

※自動入力サービスが
OFFになっている場合、
設定(歯車)アイコンは
表示されません。 



1-11) 「Smart Text Selection」機能の追加 

長押しするだけで住所や電話番号部分のみを選択できます。 
さらに、住所を選択するとGoogleマップアプリが、電話番号を選ぶと電話アプリが次のアクションの選択肢 
として表示できます。これにより、Googleマップを起動してコピーした住所を貼り付けたり、電話アプリを起動
してコピーした電話番号を貼り付けるなどの操作が不要になります。 

住所を選択する場合 
※更新後(Android 8.0) 

電話番号を選択する場合 
※更新後(Android 8.0) 



1-13)ホーム：auベーシックホーム初回利用時のバッチの表示設定の追加 

auベーシックホームを初めて使う場合に、電話アイコンおよびアプリアイコンに通知バッチを表示するための 
ガイダンスが表示されます。 
※通知を表示する設定をしなかった場合（下図の手順を実施しなかった場合）、アイコンにバッジが表示されません。 
※使用するホーム画面の変更は、設定 > ディスプレイ> ホーム画面>ホーム画面について>アプリ情報>ホーム画面 にて
行えます。 

1.ホーム画面設定画面
にauベーシックホームを選
択後、ガイダンスを進める
と「バッチの表示方法が
～」のメッセージが表示さ
れるので「OK」をタップ。 

2.確認画面にて「許可」
をタップ。 
※電話アイコンにバッチを
表示する為の許可 

3.再度「バッチの～」のメッ
セージが表示されるので、
「設定メニュー」をタップ。 
※アプリアイコンにバッチを
表示する為の許可 

4.「auベーシックホーム」
のラジオボタンを右へスラ
イドする(ラジオボタンが青
くなる) 
※設定後はホームボタン
で画面を閉じてください 

auベーシックホームで通
知のバッチが表示されるよ
うになります。 

※更新後(Android 8.0) 

「Ok Google」と発声 



1-14) 設定一覧の検索バーの機能追加 

設定一覧にて、上部の検索バーに一部機能が追加されます。 
□音声検索(マイク)機能が追加され、音声検索ができるようになります。 
□SAMSUNGアカウントアイコンが追加されます。 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 



1-15) 接続①：機能追加・名称変更 

□「データ使用量」画面にて、「請求サイクルとデータ警告」が「測定開始日と使用量警告」に変更となります。「A」 

□Bluetooth設定画面にて、右上のメニュー配下、「本体の着信音を使用」が追加されます。 「   」 
□「測定開始日と使用量警告」画面にて、「データ警告を設定」機能が追加されます。 「   」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

設定方法： 
設定 > 接続 > データ使用量/Bluetooth 

2  

1 

2  

1 



1-16) 接続②：機能追加・名称変更 

WiFi「詳細設定」画面にて、 
□「自動的にWi-FiをON」機能が追加されます。「●」 
□「スマートネットワーク切り替え」が「モバイルデータに切り替え」に変更となります。「A」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

● 

設定方法： 
設定 > 接続 > Wi-Fi > 詳細設定 



1-17) 接続③：機能追加・名称変更 

「その他の接続設定」画面にて、 
□「VPNの追加」機能の表記が「+」に変更となります。「A」 
□「印刷」設定画面にて、「デフォルト印刷サービス」ON/OFF機能が追加されます。 「●」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

● 

設定方法： 
設定 > 接続 > その他の接続設定 

A 
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1-18) サウンドとバイブ：機能追加・名称変更・配置変更 

「着信音」設定画面にて、 
 □「本体から追加」機能が下部から上部に配置され、名称は「追加」に変わります。「A」 
「通知をミュート」設定画面にて、 
 □「今すぐ有効化」が「今すぐON」に変更となります。 「B」 
 □「予定時刻に有効化」が「予定時刻にON」に変更し「C」、 「曜日」のデザインが変わります。「D」 
 □「アプリのルール」機能が追加されます。「●」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

● 

B 

C 

設定方法：設定 > サウンドとバイブ 

D 
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1-19) 通知：機能追加・機能変更・配置変更 

□「アプリアイコンのバッジ」の機能が追加されます。アプリアイコンのバッジは新着通知があるとき、アイコンのバッジを
表示する方法を選択可能になります。※デフォルトがドットになる 「A」 
□複数の通知ブロックの機能が「ブロックしたアプリ」の機能に統合されます。 「B」 
□アプリの通知設定画面が変わり、「カテゴリ」機能が追加されます。 「●」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

● 

B 

設定方法：設定 > 通知 

A 
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1-20) ディスプレイ①：機能追加・名称変更 

□「通知パネルを素早く開く」機能名称は「通知パネルの開き方」に変更となります。「A」 
□[ホーム画面グリッド]に「5×６」タイプが追加されます。 「  」 
□「全画面アプリ」でアプリを選択して表示する機能が追加されます。 「  」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

設定方法：設定 > ディスプレイ 

2  

1 

2  

1 
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1-21) ディスプレイ②：機能追加・名称変更 

□「エッジパネルハンドル」画面にて、「任意の画面変更」項目が追加されます。 「  」 
□「Edge Lighting」画面にて、「Edge Lightingスタイル」機能が追加されます。 「  」 
□「エッジパネル」のメニュにて、「ハンドルを設定」→「エッジパネルハンドル」に変更となります。「A」 
□「エッジパネルハンドル」画面にて、透明度が「弱い～強い」→「低～高」に変更となります。「B」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

B 

設定方法： 
設定 > ディスプレイ > エッジスクリーン 

2  

1 

2  

1 
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1-22) 高度な機能：機能追加 

□「デュアルメッセンジャー」機能が追加されます。 「●」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

● 

設定方法： 
設定 > 高度な機能  



1-23) 端末のメンテナンス①：機能追加・名称変更 

□「ホーム画面にショートカットを追加」機能名称は「アプリ画面でアイコンを表示」に変更となります。「A」 
□「パフォーマンスモード」のアイコンが変わります。「B」 
□「ストレージ」設定画面にて、「容器容量を確保」機能が追加されます。「  」 
□「自動再起動」の項目が追加されます。「  」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

B 

設定方法：設定 > 端末メンテナンス 

2  

1 

2  

1 



1-24) 端末のメンテナンス②：機能変更・名称変更 

「バッテリー」の標準モード画面にて、「バッテリー」の省電力モードを標準に変更時に発生するポップアップの
内容や変更後の画面が異なります。 
 □ポップアップ上で「カスタマイズ」は「詳細」に変更となります。「A」 
 □ポップアップ上でトグルボタンに追加で素早く変更が可能になります。「B」 
 □「カスタマイズ」配下の「暗くする」は「明るさを下げる」に変更となります。「C」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 
A 

B 

C 

設定方法：設定 > 端末メンテナンス > バッテリー 



1-25) アプリ：機能追加・機能変更・名称変更 

「特別なアクセス」画面にて、 
 □「プレミアムSMSサービスを使用」は「プレミアムテキストメッセージサービスを使用」に変更となります。「A」 
 □「デバイス管理機能」は「デバイス管理アプリ」に変更となります。「B」 
 □「ピクチャーインピクチャー」、「不明なアプリをインストール」が追加されます。 「  」 
「[通知をミュート]の管理アプリ」画面にて、「セキュリティフォルダ」が追加され「   」 、「TouchWizホーム」は
「Galaxyホーム」に変更となります。「C」 
「通知へのアクセス」画面にて、「People edge」のイメージが変更し「D」、「セキュリティフォルダ」、「auベーシック

ホーム」、「Galaxy ホーム」、「Samsung DeXホーム」、「Workspace」が追加されます。 「  」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

C 

D 

設定方法：設定 > アプリ > 特別なアクセス 

2  

1  

B 

2  

1 

3 

3  

1 

3  

3  



1-26) ロック画面とセキュリティ①：機能追加・機能変更 

□PINを設定する際に、「OKタップなしでPINを確認」機能が追加されます。「A」 
□パスワードを設定する際に、入力されるパスワードを表示/非表示設定できるようになります。「B」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

B 

設定方法： 
設定 > ロック画面とセキュリティ > 画面ロックの種類 > PIN/パスワード 



1-27) ロック画面とセキュリティ②：機能追加・配置変更・名称変更 
[Always On Display]画面にて 
 □表示するコンテンツの配置が変わります。「A」 
 □「時計のスタイル」は「時計と「FaceWidget」の下に配置されます。「B」 
   ※アナログ4種またはデジタル5種から選択可能になり、選択できる時計のデザインも変わります。 
 □配下「表示する場所」の項目が追加されます。「●」 
「連絡先情報」が「自分の連絡情報」に変更となります。「C」 
 ※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

B 

C 

設定方法：設定 >ロック画面とセキュリティ> Always On Display/情報とFaceWidget 

● 
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1-28) ロック画面とセキュリティ③：機能追加・機能変更・配置変更 

「提供元不明のアプリ」が「アプリの権限モニター」に変更となります。「A」 
「通知」設定画面にて、 
 □「通知」の映像が変わります。「B」 
 □「全てのアプリ」が「通知を表示するアプリ」に変更し、すべてのアプリ一覧は「通知」設定画面で直接に
表示されず、「通知を表示するアプリ」に配置されるようになります。「C」 
 □「透明度」、「テキストの色を自動反転」、「通知を表示する場所」が追加されます。 「        」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

B 

C 

設定方法：設定 >ロック画面とセキュリティ> 通知 

1 

2  

3  

1 2  3  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7aT6kPXQAhVJiVQKHTK5DFYQjRwIBw&url=http://junichi11.com/?p%3D1895&psig=AFQjCNGwGaps_4FqaI0cxY1cDs0M7L38QA&ust=1481854511456104
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7aT6kPXQAhVJiVQKHTK5DFYQjRwIBw&url=http://junichi11.com/?p%3D1895&psig=AFQjCNGwGaps_4FqaI0cxY1cDs0M7L38QA&ust=1481854511456104
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7aT6kPXQAhVJiVQKHTK5DFYQjRwIBw&url=http://junichi11.com/?p%3D1895&psig=AFQjCNGwGaps_4FqaI0cxY1cDs0M7L38QA&ust=1481854511456104
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7aT6kPXQAhVJiVQKHTK5DFYQjRwIBw&url=http://junichi11.com/?p%3D1895&psig=AFQjCNGwGaps_4FqaI0cxY1cDs0M7L38QA&ust=1481854511456104
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7aT6kPXQAhVJiVQKHTK5DFYQjRwIBw&url=http://junichi11.com/?p%3D1895&psig=AFQjCNGwGaps_4FqaI0cxY1cDs0M7L38QA&ust=1481854511456104


1-30) クラウドとアカウント①：機能変更・名称変更 

「アカウント」画面にて、 
 □「自動同期を有効/無効にする」項目が「データを自動同期ON/OFF」に変更となります。「A」 
 □「アカウントを削除」機能は、メニューキー配下から画面の中央部に「アカウントを削除」ボタンに変更となり
ます。「B」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

B 

設定方法：設定 > クラウドとアカウント> アカウント 



1-31) クラウドとアカウント②：機能追加・機能変更 

□Smart Switch進入時に初期が画面変更及び画面の変更となります。「A」 
□Galaxyアカウント入力画面に「Galaxy Pass」経由機能追加されます。 「●」 
※Galaxy Passを使用し、パスワードの代わりに生体認証でユーザー承認ができるようになります。 

□「IDまたはパスワードを忘れた場合」→「IDを検査」と「パスワードをリセット」に分けて表示されるようになり
ます。「B」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) ※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

● 

B 



1-32) ユーザー補助①：機能追加・名称変更・配置変更 

「視覚」画面にて、 
□「画面のズームとフォント」が「フォントと画面のズーム」に変更となります。「A」 
□「ユーザー補助ショートカット」は「視覚」から「ユーザー補助」設定画面に配置されるようになります。「B」 
□「ユーザー補助ショートカット」配下「ショートカットサービス」、「ロック画面からの使用を許可」機能が追加さ
れます。「  」 
□「カラーレンズ」が追加されます。  「  」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

B 

設定方法：設定 > ユーザー補助 > 視覚 

A 

2  

1 

2  

1 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7aT6kPXQAhVJiVQKHTK5DFYQjRwIBw&url=http://junichi11.com/?p%3D1895&psig=AFQjCNGwGaps_4FqaI0cxY1cDs0M7L38QA&ust=1481854511456104
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7aT6kPXQAhVJiVQKHTK5DFYQjRwIBw&url=http://junichi11.com/?p%3D1895&psig=AFQjCNGwGaps_4FqaI0cxY1cDs0M7L38QA&ust=1481854511456104
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7aT6kPXQAhVJiVQKHTK5DFYQjRwIBw&url=http://junichi11.com/?p%3D1895&psig=AFQjCNGwGaps_4FqaI0cxY1cDs0M7L38QA&ust=1481854511456104
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7aT6kPXQAhVJiVQKHTK5DFYQjRwIBw&url=http://junichi11.com/?p%3D1895&psig=AFQjCNGwGaps_4FqaI0cxY1cDs0M7L38QA&ust=1481854511456104


1-33) ユーザー補助②：機能追加・名称変更 

「視覚」画面にて、 
□「ルーペウィンドウ」画面にて、「水平フォーカスロック」の機能が追加されます。 「  」 
□「拡大ジェスチャー」が「拡大」の下のメニューに配置され、「画面をトリプルトップして拡大」に名称が変わり
ます。「A」 
□「ボタンをタップして拡大」機能が追加されます。 「  」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

設定方法：設定 > ユーザー補助 > 視覚 

2  

1 

2  

1 



1-34) ユーザー補助③：機能追加 

「色の調節」画面にて、 
□グレースケール/第一色弱/第二色弱/第三色弱/カスタマイズカラーの項目が追加されます。 「  」   
□「彩度」調節機能が追加されます。 「  」 
  

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

設定方法：設定 > ユーザー補助 > 視覚 > 色の調整 

2  

1 

2  

1 



1-35) 一般管理①：機能追加 

□[言葉とキーボード]画面にて、 
 □「キーボードボタンを表示」と「自動入力サービス」の機能が追加されます。「  ,   」 
 □「記号アシスト入力」機能が追加されます。 「  」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

設定方法： 
設定 > 一般管理 > 言葉とキーボード 

1 

2  

2  1 

3 

3 



1-36) 一般管理②：配置変更・名称変更 

□「Galaxy音声読み上げエンジン」が「優先エンジン」の下のメニューに配置されるようになります。「A」 
□「Galaxy音声読み上げエンジン」の設定メニューにあった「言語」の配置が変わります。「B」 
□「読み上げ速度をリセット」、「トーンをリセット」が「リセット」統合されます。「C」 
□「サンプルを視聴」が「再生」に変更されます。「D」 
□「設定」が「Galaxy音声読み上げエンジン設定」に名称変更されます。「E」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

C 

B 

D 
E 

設定方法：設定 > 一般管理 > 言語とキーボード 



1-37) 開始画面 

更新後の開始画面が変わります。 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 



1-38) ソフトウェア更新 

「最終更新情報」の項目が追加されます。 「●」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

● 

設定方法：設定 > ソフトウェア更新 



1-40) 端末情報：機能変更 

□「電話番号」、「デバイス名称」、「モデル番号」が一か所に統合し、[シリアル番号]、「IMEI」も一緒に表
示されるようになります。 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

設定方法：設定 > 端末情報 



1-41)タスク履歴画面：アイコン変更 

□アプリ固定モードのアイコンが変わります。「A」 
□タスク画面で表示される使用した履歴画面のレイアウトの色が変わります。「B」 

※更新後(Android 8.0) 

設定方法： 
ホーム画面 > タスクキーを押下し、履歴の画面のレイアウトを確認 

※更新前(Android 7.0) 

A 

B 



1-42)マルチウィンドウのカード機能 

履歴にマルチウィンドウのカード機能が追加され、マルチウィンドウ終了後に履歴キーを押すとペアが表示さ
れます。 

※更新後(Android 8.0) 

080-XXXX-XXXX 

設定方法：ホーム画面 > 履歴キー 



1-43)ブラウザ：機能追加 

「インターネット設定」画面にて、 
□「カスタマイズサービス設定」、「ユーザー補助」が追加されます。 「●」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

● 

設定方法：ホーム画面 > ブラウザ > 右上メニュー 



1-44)ホーム画面：天気予報追加 

□Index情報にて、「天気アプリの「肌の乾燥指数」が「湿度」に変更となります。「A」 
□天気予報のレイアウトが変わります。「B」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

B 

A 



1-45)時計：機能追加・機能変更 

□「タイマー」設定画面にて、右上メニュー配下に「タイマー音を設定」機能が追加されます。 「  」 
□「タイマー音を設定」画面にて、サイレントモードが追加されます。 「  」 
□「タイマー音を設定」画面にて、ボリューム、バイブ機能追加されます。 「  」 
□通知バーでタイマー、ストップウォッチの操作が可能になります。 

※更新後(Android 8.0) 

※タイマーの操作 

※ストップウォッチの操作 

設定方法：時計 > タイマー > 右上メニュー 

※タイマー音の設定 

2  

1 

2  

1 

3  

3  



1-46) 「Onedrive」機能の追加 

□「マイファイル」画面にて、「Onedrive」機能が追加されます。「   」 
□「マイファイル設定」画面にて、「クラウドアカウント」に「Onedrive」項目が追加されます。「   」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

2  

1 

2  

1 



1-47)ギャラリー：機能追加・機能変更 

□「アルバムを表示/非表示」が追加されます。 「  」 
□「日時および位置情報タグを表」、「フォトエディタープロで開く」が追加されます。「  」 
□イメージの詳細画面のメニュー項目やランチャーバーの項目に変更されます。「A」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

設定方法：ギャラリー > メニューボタン 
              ギャラリー > 画像 > メニューボタン 

1 

2  

1 

2  

2  



1-48)カメラ①：機能追加・配置変更 

カメラを起動する際に、 
 □カメラメイン画面にて、「HDR ON/OFFボタン」が設定メニューの中に配置変更されます。「A」 
 □カメラメイン画面にて、全画面モードボタン追加されます。 「  」 
 □BIXBYマーク→「BIXBY VISION」文字へ変更されます。「B」 
 □スタンプアイコン→「スタンプ」文字へ変更されます。「C」 
 □ナビバー左側HIDDEN機能ボタン追加されます。 「  」 
 □シャッターボタン下部ページ表示ボタン削除されます。「D」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

B 

C 

D 

1 

2  

1 

2  



1-49)カメラ②：配置変更 

スタンプ画面にて、 
 □２行のスタンプを１行に変更します。「A」 
 □＋ボタンの位置が変更します。「B」 
 □下部ボタンのレイアウト、イメージスタイルが変更します。「C」 
 □上下スクロール→左右スクロールに変更します。「D」 
カメラ画面を左にスワイプすると、２行の機能ボタンを１行に変更します。「E」 
右上部「編集」ボタンが削除されます。※ボタン無しでも長押しで編集可能 「F」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

B 

C 

E 

D 

D 

F 



1-50)カメラ③：機能追加 

□動画サイズ設定画面にて、リア動画撮影時「18.5:9比率撮影モード」が追加されます。 「  」 
□画像撮影時フロントカメラの撮影サイズで「18.5:9比率」撮影モードが追加されます。 「  」 
□動画撮影時フロントカメラの撮影サイズで「18.5:9比率」撮影モードが追加されます。 「  」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

設定方法：カメラ > 右上「歯車」ボタン  

1 

2  

1 

2  

3  

3  



1-51)電話①：機能追加・機能変更配置変更 

設定画面にて、 
□電話設定の「着信ブロック」の下位メニューだった「ブロックリスト」が「番号指定拒否」に変更します。「A」 
□「クイック拒否メッセージ」を上位メニューに配置変更します。「B」 
□電話設定に「電話スタンプを表示」メニュー追加されます。「●」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

● 

A 

B 

設定方法：電話 > 右上メニューボタン > 設定  

※Galaxyアカウントでログイン
するとグレーアウト解除されます。 



1-52)電話②：機能変更・配置変更 

通話中画面にて、 
 □音声コール画面一部ボタンの配置が変わります。（キーパッド、消音）「A」 
 □通話中連絡先追加画面のレイアウトが変わります。「B」 
 □下部機能ボタンが変わります。「C」 
電話番号登録手順が簡素化されます。（追加ボタン→「登録」or「更新」選びからステップ簡素化）「D」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 

B 

C 

D 

設定方法：電話 



1-53)「クイックメニュー」機能追加 

ホーム画面にて、アプリアイコンを長押すと、アプリの主な機能をすぐに実行出来る「クイックメニュー」表示機
能が追加されます。 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

設定方法：ホーム画面 > 任意アプリを長押し 



1-55)：ホーム画面の設定  

ホーム画面配置の選択する画面にて、「壁紙とテーマ」の項目は「壁紙」、「テーマ」として分離されます。 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

設定方法：ホーム画面 > 長押し 



1-56)クイックパネル ：機能変更・名称変更 

□自動回転⇔縦画面アイコンの表示が変わります。「A」 
□「パフォーマンスモード」のアイコン表示が変わります。「B」 
□「NFC/おサイフケータイ」の名称は「NFC」に変わります。「C」 
□「Smart View」のアイコン表示が変わります。「D」 
□「明るさレベル調節バー」右の「^」タブの配下に「詳細」ボタンが追加され、「ディスプレイ」設定画面に直接アクセ
スできるようになります。「E」 
□通知バー最下段に位置する「通知をブロック」が「通知設定」に、「全て消去」が「消去」に変わります。「F」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

設定方法：ホーム画面 > クイックパネル 

A 

B 

C 

D 

E 

F 



1-57)ホーム画面：アイコン変更・名称変更・機能追加・ 

アプリ一覧画面にて、 

□アプリケーション内の一部Googleアイコンデザインが変わります。 
 □マップ「A」 □Google「B」 □キャラリー「C」 
□メニュー配下の「設定」は「ホーム画面設定」に変わります。「D」 
□メニュー配下の「ファインダー設定」、「お問い合わせ」が追加されます。 「   」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

A 
B 

C 

D 

1 

2  

1 2  



1-58)エッジパネル:機能追加 

□パネル間の移動ができる画面が追加されます。「A」 
□「編集ボタン」をパネルに追加されます。 「●」 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

設定方法：ホーム画面 > 左スライドし、エッジパネルを開く 

● 

A 



1-59)「アプリペア」作成機能追加 

アプリペアとして分割画面表示で起動するアプリをホーム画面に追加できるようになります。 

※更新後(Android 8.0) 

設定方法： 
アプリ２個以上起動 > マルチキータップ > 中央の線タップ > アイコンタップ 

タップ 



1-62)セキュリティフォルダ：機能・アイコン変更 

□セキュリティフォルダ内のアイコン、アイコンの配置、セキュリティマークが変わります。 
□「アプリを追加」画面の配色および、「アプリを編集」画面のアイコンが変わります。 

※更新後(Android 8.0) 

設定方法： 
アプリ一覧 > セキュリティフォルダ 

※更新前(Android 7.0) 



1-63)Galaxy Notes：機能追加 

□「設定」画面にて、「手書きグリッドライン」が追加されます。 「●」 

※更新後(Android 8.0) 

設定方法： 
ホーム画面 > Galaxy Notes > 右上メニュー欄 

● 



1-65)Bixby②：機能追加・機能変更 

□「マイプロフィール」が「アカウント情報」に名称変更されます。「A」 
□アカウント画面にて、下記の項目が追加されます。 「  」  
「パスワードとセキュリティー」、「マイインフォメーション」、「関係」、「場所」、「決済」 
□メニューバーにて、下記の項目追加されます。 「  」 
「更新」、「お知らせ」、「同期設定」、「ヘルプ」、「Samsungアカウントについて」 

※更新後(Android 8.0) 

設定方法： 
ホーム画面 > 右スライド > 右上メニュー欄 

※更新前(Android 7.0) 

A 

1 

2  

1 
2  

2  



2-1)サウンドとバイブ 

□「通知音」設定画面にて、「カレンダーの通知」の機能が削除されます。「   」 
※各アプリの設定から機能毎に設定可能 

□「例外を許可」設定画面にて、「重要アプリの通知」の項目が削除されます。「   」 
※「ミュートの例外許可機能」で対応可能 

※更新後(Android 8.0) 

設定方法： 
「カレンダー」アプリ > 右上メニューボタン > 設定 > 通知 > 
一般通知 > サウンド にて設定可能  

※更新前(Android 7.0) ※更新前(Android 7.0) 

※更新後(Android 8.0) 

※「ミュートの例外許
可機能」で対応可能 

1  

1  

2  

2  
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2-4) Google 

□「マイフィード」画面にて、「通知」の項目が削除されます。「  」 
「受け取る通知の内容」メニューは維持されています。 
※既存の「通知」メニューは、「受け取る通知の内容」下位メニューとして含まれています。 
※全体のアプリに対する「通知」をOFFにする設定方法： 
  設定 > 通知 にて「Google」アプリに対する通知をOFFにしてください。 

※更新後(Android 8.0) 

設定方法： 
設定 > Google > 検索 > マイフィード 

※更新前(Android 7.0) 

1  

1  



2-5)ユーザー補助 

「視覚」設定画面にて、下記の項目が削除されます。 
 □パスワードの音声出力 「  」  
 □ユーザー補助ショートカット 「  」   
 □グレースケール 「  」 
※「ユーザー補助ショートカット」機能は一つ上の層に配置変更され、ユーザー補助」設定画面にてご利用可能。 

※更新後 
(Android 8.0) 

設定方法： 
設定 > ユーザー補助 > 視覚 

※更新前 
(Android 7.0) 

1  

1  

2  

3  

2  

3  
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2-6) Game Launcher 

□ホーム画面から「Game Launcher」を選択し、「ゲーム中に通知を制限」が削除されます。「  」 
※ Game Tools機能に同機能が含まれたため、 Game Tools機能にて設定可能です。 

※更新後(Android 8.0) 

設定方法： 
ホーム画面 > Game Launcher 

※更新前(Android 7.0) 

1  

1  



2-８)アプリ一覧 

アプリ一覧画面にて、 
□単体アプリを長押しした場合は、「アプリ情報」機能が削除されます。「   」 
※「設定」→「アプリ」にて各アプリ情報が確認できます 

□フォルダを長押しした場合は、「アプリを追加」機能が削除されます。「   」 
※フォルダを開き、下部の「アプリを追加」ボタンにて設定可能 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) 

設定方法：ホーム画面 > 任意アプリ/フォルダを長押し 

※更新前 
(Android 7.0) 

※更新後(Android 8.0) 

※単体アプリの場合 

※フォルダの場合 

1  

1  

2  

2  



2-9)クラウドとアカウント 

□「バックアップと復元」画面にて、「バックアップ設定」項目が削除されます。「   」 
□「Galaxyクラウド」画面にて、「バックアップ設定」配下の「自動バックアップ」項目が削除されます。「   」 
□「Galaxyクラウド」>画面右上のメニューから「設定」画面にて、「Wi-Fi接続時のみ同期」、「プッシュ通
知」が削除されます。「   」 

※更新後(Android 8.0) 

※「Wi-Fi接続時のみ同期」機能は、Galaxyクラウド > ギャラリー、GALAXY 
NOTES、その他の端末のデータなどの同期オプションにて設定可能です。 
※「プッシュ通知」機能は非対応となります。 

※更新前(Android 7.0) ※更新後(Android 8.0) ※更新前(Android 7.0) 

※更新後(Android 8.0) ※更新前(Android 7.0) 

1  

1  

※「Galaxyクラウド」画面にて、「GALAXY S8(この端末)」配下
の「バックアップ」機能でご利用できます。 

※「Galaxyクラウド」画面右上のメニュー配下の「設定」画面
にて、「自動バックアップ設定」機能で設定できます。 

2  

3  

2  

3  


