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Android 8.0 OSアップデートにおける
追加・変更／削除項目について



1. OSアップデートによる追加・変更項目

2

NO 機能名 機能概要 説明ページ
1  ホームアプリ：AQUOS Homeの搭載 ホームアプリ「Feel Home」を「AQUOS Home」に変更し

ます。
23

2  「電話帳」アプリ：電話帳一覧画面 電話帳一覧画面の構成を変更します。 24
3  「電話帳」アプリ：電話帳詳細画面 電話帳詳細画面のメニューにおいて、「特番付加発信」の

起動⼿順を変更し、「発信前に番号を編集」、「ボイスメー
ルに転送」を追加します。

25

4  「電話帳」アプリ：グループ機能 「電話帳」アプリの「グループ」の表示方法を変更します。
従来の「グループ」ごとの着信音設定を廃止します。
グループのメンバーにメール送信、メッセージ送信機能
を追加します。

26

5  「電話」アプリ：ダイヤル画面 ダイヤル画面の構成および仕様が変更となります。

登録済みの連絡先に含まれる番号を⼊⼒すると、該当の
連絡先が表示されます。
また、ダイヤル画面のメニューから「P付加」を無くし、「2
秒間の停止を追加」と「待機を追加」を追加します。

27
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
6  「電話」アプリ：通話履歴画面（一覧／詳

細）
通話履歴の一覧画面および1件詳細画面の構成および仕
様が変更となります。
Android™ 8.0（更新後）では、タブの位置が画面上部に移
動し、発信履歴と着信履歴は同じ画面で確認できます。

最大件数が、以下のように変わります。
 � Android™ 7.0（従来） 
発信履歴が最大100件、着信履歴が最大100件、
合計で最大200件
 � Android™ 8.0（更新後） 
発信と着信の履歴の合計で最大500件

29

7  「電話」アプリ：連絡先をタブ内に表示 Android™ 7.0（従来）では「電話」アプリから「電話帳」ア
プリを起動して連絡先を確認していましたが、Android™ 
8.0（更新後）では、連絡先タブをタップして「電話」アプリ
を利用しながら連絡先が確認できるようになります。

31

8  「電話」アプリ：着信中画面 着信中の画面の仕様が変更となります。Android™ 8.0
（更新後）では「 」を上にスライドして応答します。

32

9  「電話」アプリ：通話中画面 通話中画面の仕様が変更となります。電話を終了するに
は「 」をタップしてください。

33

10  「電話」アプリ：クイック返信の履歴表示 着信に応答できない時、クイック返信で「すみません、今
出られません」などの返信を返すと、SMSアプリのメール
ボックスではなく、電話アプリの通話履歴（連絡先の詳
細）に履歴を残す仕様になります。

35
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
11  ピクチャー・イン・ピクチャーの対応 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。
36

12  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。

37

13  通知：通知の表示改善 画面に表示しきれていない通知を誤って消去することが
無いように、通知を一番下までスクロールすると「すべて
消去」が表示されるように変更します。また、通知数が多
い場合は、通知がアイコンで一行表示されるようになり
見やすくなります。

38

14  通知：アプリアイコンバッジについて アプリアイコンバッジは通知と連動しています。アプリ
によっては起動してもアイコンバッジが消えない場合が
ございますので、アイコンバッジを消したい場合には、ス
テータスバーを下にスライドして通知を左右にスワイプ
するなどして通知を削除してください。

39

15  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。

40
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
16  ロック画面：ロックフォトシャッフル対

応
ロックフォトシャッフル機能を追加します。ONに設定す
ると、ロック画面を表示するたびにロック画面の壁紙が、
設定したフォルダの画像をシャッフルし切り替わりま
す。

※ Android™ 8.0に更新後、機能はOFFに設定されており
ます。

41

17  ロック画面：ロック解除時のメッセージ
文⾔の変更

パターン／ロックNo.／パスワードの認証失敗時の文⾔
を変更します。

42

18  ロック画面／ホーム画面の文字色変動機
能の対応

背景色によって、ロック画面やホーム画面の文字色が自
動で変更されるようになります。

43

19  ホームアプリ：ショートカット機能の搭
載

ホーム画面／アプリ一覧画面でアプリアイコンをロング
タッチして、表示することができる「ショートカット機
能」を利用できます。「ショートカット機能」をタップする
と、選択した機能を直接起動できます。
カメラ・アルバムアプリなどで利用できます。

44

20  ホームアプリ：マルチウィンドウ画面 マルチウィンドウ利用中に「 」をタップしたときの分
割範囲を、より見やすくなるよう変更します。

45

21  ホームアプリ：Google Duoの追加 Google Duoを追加します。ビデオ通話が利用できます。 46
22  「電話帳」アプリ：新規登録画面 「電話帳」アプリの新規登録画面の表示を一部変更しま

す。名前とよみにミドルネーム、敬称を追加し、住所デー
タを１つのフィールドで⼊⼒できるよう、より使いやす
くします。

47
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
23  「電話帳」アプリ：アドレス帳プラス アドレス帳プラスで表示する1件詳細画面で、メニューの

仕様が変更となります。個別に着信音を設定できるよう
になりました。

48

24  「電話」アプリ：クイックアクセス（お気に
⼊り）画面

お気に⼊りに設定した連絡先に限らず、よく通話する相
⼿の連絡先も表示されるよう変更します。

49

25  「電話」アプリ：通話中の割込着信画面 通話中の割込着信について仕様が変更となります。
応答する場合は「 」を上に、着信を拒否して終了させる
には「 」を下にスライドしてください。

50

26  「電話」アプリ：切替通話画面 通話中の切替通話について通話相⼿を切り替えるキーの
デザインと位置が変更となります。

51

27  「電話」アプリ：三者通話画面 通話中の三者通話について、名称を「グループ通話」に変
更します。切替通話画面で「統合」をタップするとグルー
プ通話を開始できます。「管理」をタップして、グループ通
話オプションを利用することができます。

52

28  「電話」アプリ：設定 「電話」アプリの設定の表示順（階層）や内容が変わりま
す。

53

29  「コンテンツマネージャー」アプリ：機能
変更

コンテンツマネージャーの機能「ファイル管理」をタップ
すると、「ファイル」アプリが起動するようになります。
また、「再生プレーヤー変更」、「再生プレーヤー一覧」を削
除します。

54

30  「ファイル」アプリ：ファイル管理アプリ
の追加

ファイルが追加されます。データの管理を行うことがで
きます。

56
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
31  「カメラ」アプリ：保存先確認ダイアログ 「カメラ」起動時に、保存先をmicroSDメモリカードにす

るか確認ダイアログを表示します。
57

32  「カメラ」アプリ：インカメラ／アウトカ
メラ切替アイコン

インカメラとアウトカメラの切替ボタンのグラフィック
を変更します。

58

33  「カメラ」アプリ：設定バーの自動調節 撮影モードが「おすすめプラス」などの場合に表示される
ホワイトバランスなどの設定バーで、「AUTO」の場合はス
ライダーの位置が設定値に応じて自動的に変化するよう
になります。Android™ 7.0（従来）では「AUTO」のときの
値を確認できなかったため、より使いやすくなります。

59

34  「カメラ」アプリ：アイキャッチセル
フィーの対応

サブカメラでセルフタイマー撮影をする際に、サブカメ
ラのレンズに視線を集めるアニメーション（アイキャッ
チセルフィー）を表示します。撮影時に起こりがちな目線
のズレも解消できます。

60

35  「カメラ」アプリ：動画撮影開始・停止時の
ボタン切替対応

動画撮影開始時にボタン押下後すぐに白いボタンに表示
が変わり、実際に撮影が開始された時に赤いボタンに変
わります。
動画撮影停止時は、押下直後に白いボタンに変わり、その
後、ビデオアイコンに変わります。

61
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
36  「アルバム」アプリ：メニュー項目の変更 「アルバム」のメニュー項目について、使用頻度の低いも

のや重複しているメニュー項目を統合し、コンパクトに
使いやすく変更します。

「アルバム」の1件表示画面のメニュー項目について、使用
頻度の低いものや重複しているメニュー項目を統合し、
メニュー項目「プリントサービスで印刷」は「印刷」に名称
を変更します。

62

37  文字⼊⼒：12キーボードのレイアウト変
更

12キーボードのレイアウト・デザインを変更し、スッキリ
と迷わないボタン配置にします。

64

38  エモパーアプリのアイコンを追加 アプリ一覧画面にエモパーアプリのアイコンを表示しま
す。アイコンをロングタッチして、ショートカットとして
ホーム画面に追加することもできます。

65

39  ステータスアイコン 一部のステータスアイコンを変更します。 66
40  充電：電源OFF状態での充電画面の変更 Android™ 7.0（従来）では電源OFF状態で充電を開始す

ると、充電ランプのみ点灯して充電していましたが、
Android™ 8.0（更新後）では、電源OFF状態で充電を開始
するとロゴ画面を表示し、電池画像を5秒程度表示するよ
うになります。

※ 電池画像では、パーセントによる残量表示を行います。

67
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
41  通知 Android™ 8.0（更新後）では、通知に関する仕様を変更し

ます。
Android™ 7.0（従来）でアプリ内に通知設定を持ってい
たアプリは、仕様が変更されることで設定値が変更にな
ることがありますので、あらためて設定してください。

68

42  通知チャンネルの対応 アプリの通知種類ごとに通知カテゴリが分かれており、
通知カテゴリ単位で重要度や音、バイブレーションなど
を設定できるようになります。

69

43  スヌーズ機能の対応 後で知らせて欲しい通知を間隔指定して再度通知できる
ようになります。

70

44  オートフィルの対応 アプリを利用する際、IDやパスワードなどログインに必
要な情報の⼊⼒を自動化することができるようになりま
す。

71

45  スマートテキスト選択の対応 テキスト選択の際に、該当箇所をダブルタップするだけ
で住所や電話番号のみを選択することができるようにな
ります。これまでの指でなぞる選択方法より、早く、ミス
なく、必要な部分だけを選択できます。
さらに、住所を選択するとGoogle マップアプリ、電話番
号を選択すると電話アプリがショートカット表示される
ので、次の動作もスムーズに行えます。

72

46  「設定」アプリ：構成の変更 シンプル化するため、カテゴリーの統合を行います。 73
47  「設定」アプリ：カメラ起動 電源ボタンを２回押してカメラを起動する方法を変更し

ます。
74
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
48  「設定」アプリ：電池表示 「設定」アプリ「省エネ＆バッテリー」内項目の電池画面に

おいて、電池残り予測時間および充電完了時間が表示さ
れます。
また、ロック画面でも充電完了時間が表示されます。

75

49  「時計」アプリ：アラーム機能 音量ボタンの設定項目が変更となります。

 � Android™ 7.0（従来） 
何もしない／解除／スヌーズ
 � Android™ 8.0（更新後） 
音量の調整／解除／スヌーズ

Android™ 7.0（従来）で「何もしない」に設定していた場
合は、Android™ 8.0（更新後）では「音量の調整」に変更し
ます。

76

50  ロック画面：充電中ガイダンス表示の変
更

ロック画面における充電中ガイダンス表示がAndroid標
準となります。

 � Android™ 7.0（従来） 
充電しています／急速充電しています／低速充電して
います
 � Android™ 8.0（更新後） 
充電中／急速充電中／低速充電中＋充電完了までの予
測時間

―
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
51  電子書籍GALAPAGOS：名称・アイコン変

更
COCORO＋ブランド統一化に伴い、「電子書籍
GALAPAGOS」から「COCORO BOOKS」へ名称およびア
イコンを変更します。

―

52  「電話帳」アプリ：ホーム画面の位置変更 au ベーシックホーム／AQUOS Home以外のホームア
プリをお使いのかたは、「電話帳」アプリのアイコン配置
が変わる可能性があります。

―

53  「電話帳」アプリ：自動統合機能の追加 すでに登録されている連絡先と内容が同じ連絡先を登録
した場合に、１つの連絡先としてまとめて表示されるこ
とがあります。

―

54  「電話」アプリ：機能利用中の電話着信画
面

シンクコールOFFに設定時、機能利用中に電話着信が
あった場合に表示されるメニューを変更します。

 � Android™ 7.0（従来） 
拒否／応答
 � Android™ 8.0（更新後） 
拒否／電話に出る

―
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
55  「電話」アプリ：非通知着信表示 相⼿の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてき

たときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた
場合にディスプレイに表示される文⾔を変更します。

 � Android™ 7.0（従来） 
「非通知設定」（ID Unsent） 
「公衆電話」（Payphone） 
「通知不可能」（Not Support）
 � Android™ 8.0（更新後） 
「非通知設定」（Private number） 
「公衆電話」（Payphone） 
「不明」（Unknown）

―

56  「カメラ」アプリ：名称変更 カメラアプリの名称を「SHカメラ」から「カメラ」に変更
します。

―

57  「カメラ」アプリ：セルフタイマーの秒数
変更

「カメラ」アプリの「セルフタイマー」の秒数をメイン（10
秒＆2秒）／イン（5秒＆2秒）からメイン（10秒＆5秒）／イ
ン（5秒＆3秒）に変更します。

―

58  「カメラ」アプリ：セルフタイマーメ
ニュー名

「タイマー」のメニュー名が「セルフタイマー」に変更とな
ります。
設定項目名が「XX秒タイマー」から「XX秒」に変更となり
ます。

―

59  「カメラ」アプリ：設定画面のON／OFF 
スイッチ

設定メニューのON／OFF切り替えを、リスト方式からス
イッチ方式に変更します。

―
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
60  「カメラ」アプリ：撮影画面のナビゲー

ションバーの色変更
ナビゲーションバーの色を薄暗くして撮影時に目立たな
いようにします。

―

61  「カメラ」アプリ：シャッター音量の調整 シャッター音量を小さく調整します。 ―
62  「アルバム」アプリ：Google Photoアップ

ロード画像閲覧対応
Google Photoにアップロードされた画像がアルバムで
閲覧可能となります。

―

63  「アルバム」アプリ：AQUOS TVへの出⼒ アルバムより、静止画・動画をAQUOS(Android TV)へ出
⼒できるようになります。

―

64  「アルバム」アプリ：レイアウト Android™ 8.0（更新後）ではアルバムのレイアウトをグ
リッド表示に変更します。

［ ］→［設定］→［サムネイル表示着替］と操作してレイア
ウトを表示に変更できます。

―

65  エモパーの進化 エモパー バージョン7.0にアップデートします。 ―
66  AQUOS便利機能 「便利機能」を「AQUOS便利機能」に変更します。 ―
67  「設定」アプリ：Cast通知機能 周辺にCast接続可能な機器がある場合にお知らせが通知

されるようになります。
―

68  「設定」アプリ：ストレージ機能追加 「空き容量を増やす」をタップするとダウンロードした
データやほとんど使われないアプリなどを削除してスト
レージの空き容量を増やすことができるようになりま
す。

―

69  「設定」アプリ：ユーザーとアカウント機
能追加

「緊急時情報」にプロフィール情報や連絡先を登録した
り、「自動的にデータを同期」でアプリがデータの自動更
新をするよう設定できるようになります。

―
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
70  「設定」アプリ：セキュリティと現在地情

報の位置情報機能追加
「アプリレベルの権限」で位置情報の利用を許可するアプ
リを設定したり、「スキャン」で位置情報サービスやアプ
リが、位置情報の精度向上のためにWi-Fiネットワークや
Bluetooth機器をスキャンするか設定できるようになり
ます。

―

71  「設定」アプリ：システムのリセット機能
追加

「アプリの設定をリセット」でアプリに設定した内容をす
べてリセットできるようになります。

―

72  「設定」アプリ：音の機能名変更 機能名が「通知を非表示」から「マナーモードの詳細設定」
に変更となります。

―

73  タップ＆ペイアプリ：表示方法変更 ［設定］→［接続済みの端末］→［NFC／おサイフケータイ 
設定］→［タップ＆ペイ］と操作するとタップ＆ペイアプ
リを利用できます。

―

74  SIM 未挿⼊時メッセージの変更 SIM 未挿⼊時のメッセージ表示を「SIMカードが挿⼊さ
れておりません-緊急通報のみ」から「SIMカードが挿⼊さ
れていません-通信サービスはありません」へ変更しま
す。

―

75  スクリーンショット撮影時の音量調整 スクリーンショット撮影時の音量を小さく調整します。 ―



1. OSアップデートによる追加・変更項目
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
76  プリセットサウンド追加 下記の着信音・お知らせ音を追加します。

・ 着信音１(光の花)
・ 着信音２(湖畔)
・ 着信音３(ロボスピーカー)
・ 着信音４(マリオネット)
・ お知らせ音２(ティータイム)

―

77  ヘッドセットボタン押下時の動作変更 ヘッドセットのボタンを押した際の動作を変更します。

 � Android™ 7.0（従来） 
通話中ヘッドセットボタン短押しでミュート 
通話中ヘッドセットボタン長押しで終話
 � Android™ 8.0（更新後） 
通話中ヘッドセットボタン短押しで終話 
通話中ヘッドセットボタン長押しでミュート

―



1. OSアップデートによる追加・変更項目
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
78  「時計」アプリ：機能変更 アプリ名とアプリアイコンを変更します。

・ 「アラーム・時計」→ 「時計」
 �アラーム機能について 
アラームの音量を設定する⼿順が変更になります。 
⼿動で操作するまで、アラームが止まらないようにす
る設定を追加します。
 �時計機能について 
世界各地の時刻を追加するアイコンが変更になりま
す。 

「時刻に秒を表示」機能を追加します。
 �タイマー機能について 
タイマー計測中に時間を1分追加するアイコン、カウン
トダウンをリセットするアイコン、タイマーを追加す
るアイコン、タイマーを削除するアイコンが変更にな
ります。 
タイマー鳴動時にバイブレーションを動作させる機能
を追加します。
 �ストップウォッチ機能について 
ラップタイム／スプリットタイムを計測するアイコ
ン、計測結果をリセットするアイコンが変更になりま
す。 
計測をストップしているときに、計測結果を共有でき
る機能を追加します。

―



1. OSアップデートによる追加・変更項目
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
79  ステータスパネル：機能ボタン ステータスパネルに表示される機能ボタンの名称が変更

になるものがあります。

Android™ 7.0（従来） → Android™ 8.0（更新後）
・ ワイヤレス出⼒ → キャスト
・ Wi-Fiテザリング → アクセスポイント
・ モバイルライト → ライト
・ 位置情報   → 現在地
・ 自動画面回転  → 画面回転

―

80  Bluetooth：音量制御機能 AVRCPのAbsolute Volumeに対応します。
接続する機器が同様にAVRCP1.4のAbsolute Volume対
応だった場合は、接続機器の音量アップ／ダウン操作で、
本製品側のメディア音量を直接変更できるようになりま
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。
※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
1  ロック画面：ショートカット機能の削除 ロック画面の仕様が変更され、「ロック画面のショート

カット」が非搭載になります。
77

2  「電話」アプリ：発信中画面 Android™ 7.0（従来）の発信中画面で表示されていた「音
量」、「音声メモ」、「メニュー」を非表示とし、シンプルな構
成に変更します。

78

3  「電話帳」アプリ：電話帳編集画面 電話帳編集画面で連絡先を登録するアカウントの変更機
能を削除します。
登録されているアカウントの確認は可能です。

79

4  「音声検索」アプリアイコンの削除 ホームアプリの「音声検索」アプリアイコンが表示されな
くなります。
音声検索はGoogle 検索ウィジェットやクイック検索
ボックスなどで利用できます。

80

5  「電話帳」アプリ：自局電話番号表示の変
更

「電話帳」アプリのプロフィールから自局電話番号を確認
する機能を廃止します。「電話帳」アプリのユーザー情報
にご自分の情報を登録することで、引き続き電話帳アプ
リで電話番号やメールアドレスを確認することができま
す。

81



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。
※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
6  「電話帳」アプリ：検索条件設定機能の削

除
Android™ 7.0（従来）では「 」→［設定・管理］の「検索設
定」で検索の条件を設定することができましたが、
Android™ 8.0（更新後）では「検索設定」を廃止し、すべて
の条件で検索します。

82

7  「電話帳」アプリ：メモリ登録件数表示廃
止

「電話帳」に登録している連絡先の登録件数が非表示とな
ります。
ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話帳］→

［ ］→アカウントを選択すると、選択したアカウントに
登録されている連絡先と件数が確認できます。

83

8  「電話」アプリ：迷惑電話撃退サービス ［通話設定］→［着信拒否］→［迷惑電話撃退サービス］と操
作し、電話番号リスト画面時のメニューから「変更」を削
除します。

84

9  「アルバム」アプリ：mixi連携機能の削除 「アルバム」アプリのメニュー項目「アカウント設定と同
期」を廃止します。

85

10  チャイルドロック機能の削除 「チャイルドロック」を削除します。
Android™ 8.0（更新後）は「画面の固定」機能をご利用く
ださい。

86

11  「アルバム」アプリ：検索機能の変更 メニューを見やすくするため、「検索」を廃止します。写真
や動画を探す場合は、「表示切替」「絞り込み」にある条件
で絞り込んで探すことができます。

87



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。
※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
12  ロック画面：音楽再生時のアルバムジャ

ケット画像の非表示設定を廃止
「ロック画面の通知」の設定が「通知をすべて表示しない」
に設定されている場合に、音楽再生時のアルバムジャ
ケット画像が非表示となる設定を廃止します。

―

13  「NFC」ウィジェット：削除 Android™ 8.0へアップデート後、ウィジェットを削除し
ます。「NFC」機能のON／OFF切り替えはステータスパネ
ルなどから行えます。

―

14  「電話帳」アプリ：連絡先全件インポー
ト／エクスポート一部機能削除

「電話帳」アプリについて以下の機能を廃止します。
・ 全件エクスポート時のグループ情報出⼒
・ 全件インポート（上書き）時のグループ情報取り込み
・ 全件エクスポート時のプロフィール情報出⼒
・ 全件インポート（上書き）時のプロフィール情報登録
・ 連絡先内データ表示
・ 連絡先内特定のデータを選択

―

15  「電話帳」アプリ：アカウント切り替え／
アカウント間コピー機能の削除

「電話帳」アプリで連絡先を登録中にアカウントの切り替
えができなくなります。また、「設定・管理」メニュー項目
内の「アカウント間コピー」を削除します。

―

16  文字⼊⼒：「予測変換」の削除 変換候補の精度を改善し、常に予測変換を表示するよう
変更しました。

―

17  文字⼊⼒：アプリ連携の「電話帳」削除 文字⼊⼒時に「アプリ連携・引用（マッシュルーム）」の「電
話帳」から電話帳データを引用する機能を削除します。

―



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。
※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
18  文字⼊⼒：「変換機能」の「⼊⼒ミス補正」

削除
文字⼊⼒の「⼊⼒ミス補正」項目を削除します。 ―

19  文字⼊⼒：スキンの変更 Android™ 8.0（更新後）では文字⼊⼒のスキンが
Neutral/Cool/High Contrastの3つとなります。
キーボードの設定をリセットした場合は、Neutralとなり
ます。
以下のスキンが非搭載となります。
・ Standard
・ ModernRetro
・ Monotone
・ WarmConfort
・ StylishActive
・ ClearSmooth

―

20  「アルバム」アプリ：「全天球画像」を削除 「アルバム」の「絞り込み」から「全天球画像」を削除しま
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。
※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)
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NO 機能名 機能概要 説明ページ
21  「設定」アプリ：Miracast 「設定」アプリのメニュー名を変更します。

・ 「ワイヤレス出⼒」→「キャスト」

起動時にヘルプ画面が表示されなくなります。

メニュー内の「ヘルプ」を削除します。

ON／OFF切り替え表示をメニュー内の「ワイヤレスディ
スプレイの有効化」に変更します。

―

22  モバイルライトの自動消灯機能を削除 Android™ 8.0（更新後）ではユーザー操作でのみ消灯可
能となります。

―

23  ツイストマジック削除 「ツイストマジック」を削除します。
Android™ 8.0（更新後）は「履歴キー」をダブルタップす
るとツイストマジック同様に直前に使用していたアプリ
を起動できます。

―

24  FeliCa PUSH機能の削除 おサイフケータイをリーダー／ライターなどにかざし
て、ブラウザのURLなどを受信し、対応Webブラウザや対
応アプリの起動通知を受信する「FeliCa PUSH」機能を廃
止します。

―

25  「体験しよう！」アプリ：削除 「体験しよう！」アプリを削除します。 ―
26  フォトスクリーンセーバー：削除 フォトスクリーンセーバー機能を削除します。 ―



23

1-1) ホームアプリ：AQUOS Homeの搭載
ホームアプリ「Feel Home」を「AQUOS Home」に変更します。

「Feel Home」で設定していたアイコンやウィジェットの配置は「AQUOS Home」に引き継がれますが、1画面に収まりきらない
アイコンがある場合は次ページを追加して配置します。
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1-2) 「電話帳」アプリ：電話帳一覧画面
電話帳一覧画面の構成を変更します。
お気に入りに設定している連絡先は、一覧内の 部分に表示されるようになります。

＜電話帳の表示方法＞
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話帳］
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1-3) 「電話帳」アプリ：電話帳詳細画面
電話帳詳細画面のメニューにおいて、「特番付加発信」の起動⼿順を変更し、「発信前に番号を編集」、 

「ボイスメールに転送」を追加します。
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1-4) 「電話帳」アプリ：グループ機能
「電話帳」アプリの「グループ」の表示方法を変更します。
従来の「グループ」ごとの着信音設定を廃止します。
グループのメンバーにメール送信、メッセージ送信機能を追加します。
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1-5) 「電話」アプリ：ダイヤル画面 （1/2）
ダイヤル画面の構成を変更します。登録済みの連絡先に含まれる番号を入力すると、 
該当の連絡先が表示されます。

<ダイヤル画面の表示方法>
A ホーム画面→［ ］→［ ］
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1-5) 「電話」アプリ：ダイヤル画面 （2/2）
ダイヤル画面のメニューから「P付加」を無くし、「2秒間の停止を追加」と「待機を追加」を追加します。
・ 2秒間の停止（,）の後ろに入力した番号は、電話がつながった約2秒後にプッシュ信号として自動的に送信されます。
・ 待機（;）の後ろに入力した番号は、電話がつながったあとに「はい」を選択してプッシュ信号として送信できます。
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1-6) 「電話」アプリ：通話履歴画面（一覧／詳細） （1/2）
通話履歴の一覧画面および1件詳細画面の仕様が変更となります。
Android™ 8.0（更新後）では、タブの位置が画面上部に移動となり、 
発信履歴と着信履歴は同じ画面で確認できます。
最大件数が、以下のように変わります。
■ Android™ 7.0（従来）：発信履歴が最大100件、着信履歴が最大100件、合計で最大200件
■ Android™ 8.0（更新後）：発信と着信の履歴の合計で最大500件
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1-6) 「電話」アプリ：通話履歴画面（一覧／詳細） （2/2）
通話履歴の1件詳細画面が以下のように変更となります。 
1件詳細画面で、相⼿との発着信のやりとりを一覧で確認できるようになります。

<通話履歴の1件詳細画面の表示方法>
A ホーム画面→［ ］→［ ］
B 通話履歴をタップ→［通話の詳細］
※ SMSを送信する場合は、通話履歴をタップ→［メッセージを送信］と操作してください。
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1-7) 「電話」アプリ：連絡先をタブ内に表示
Android™ 7.0（従来）では「電話」アプリから「電話帳」アプリを起動して連絡先を確認していましたが、
Android™ 8.0（更新後）では、連絡先タブをタップして「電話」アプリを利用しながら連絡先が確認できるよう
になります。
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1-8) 「電話」アプリ：着信中画面
着信中の画面の仕様が変更となります。Android™ 8.0（更新後）では「 」を上にスライドして応答します。
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1-9) 「電話」アプリ：通話中画面 （1/2）
通話中画面の仕様が変更となります。電話を終了するには「 」をタップしてください。
通話中に電話帳を利用する場合は、［ ］→ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話帳］と操作してください。
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1-9) 「電話」アプリ：通話中画面 （2/2）
通話中に表示するダイヤル画面の仕様が変更となります。
通話中にダイヤル画面を表示するには、通話中画面で「キーパッド」をタップしてください。通話中画面に戻る場合は「×」をタップ
してください。
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1-10) 「電話」アプリ：クイック返信の履歴表示
着信に応答できない時、クイック返信で「すみません、今出られません」などの返信を返すと、SMSアプリのメー
ルボックスではなく、電話アプリの通話履歴（連絡先の詳細）に履歴を残す仕様になります。
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1-11) ピクチャー・イン・ピクチャーの対応
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。

［設定］→［アプリと通知］→［詳細設定］→［特別なアプリアクセス］→［PIP］と操作すると、 
ピクチャー・イン・ピクチャーで利用できるアプリを設定することができます。
※ Googleマップのナビを利用した例です。
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1-12) 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。
バックグラウンドでの実行が終了すると通知は削除されます。
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1-13) 通知：通知の表示改善
画面に表示しきれていない通知を誤って消去することが無いように、 
通知を一番下までスクロールすると「すべて消去」が表示されるように変更します。 
また、通知数が多い場合は、通知がアイコンで一行表示されるようになり見やすくなります。
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1-14) 通知：アプリアイコンバッジについて
アプリアイコンバッジは通知と連動しています。 
アプリによっては起動してもアイコンバッジが消えない場合がございますので、アイコンバッジを消したい場
合には、ステータスバーを下にスライドして通知を左右にスワイプするなどして通知を削除してください。
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1-15) 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。
※ ホームアプリを変更するには、 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［ホーム切替］と操作してください。
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1-16) ロック画面：ロックフォトシャッフル対応
ロックフォトシャッフル機能を追加します。ONに設定すると、ロック画面を表示するたびに 
ロック画面の壁紙が、設定したフォルダの画像をシャッフルし切り替わります。
※ Android™ 8.0に更新後、機能はOFFに設定されております。

＜ロックフォトシャッフルの設定方法＞
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［ディスプレイ］→［壁紙］→［ロックフォトシャッフル］
B 「OFF」をタップして「ON」に切り替える
C ロックフォトシャッフルで表示させるフォルダを選択
※ ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［ツール］→［ファイル］→［ ］→［新しいフォルダ］と操作すると新しいフォルダが 

作成できます。作成したフォルダに画像を保存し、ロックフォトシャッフルで壁紙として表示させます。
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1-17) ロック画面：ロック解除時のメッセージの変更
パターン／ロックNo.／パスワードの認証失敗時のメッセージを変更します。
※ 画面は一例です。

パターンが違います。
XX回失敗したためXX秒間⼊⼒できません。

ロック解除パターンの⼊⼒をxx回間違えました。
xx 秒後にもう一度お試しください。

ロックNo.が違います。
XX回失敗したためXX秒間⼊⼒できません。

PINの⼊⼒をxx回間違えました。
xx秒後にもう一度お試しください。

パスワードが違います。
XX回失敗したためXX秒間⼊⼒できません。

パスワードの⼊⼒をxx回間違えました。
xx秒後にもう一度お試しください。
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1-18) ロック画面／ホーム画面の文字色変動機能の対応
背景色によって、ロック画面やホーム画面の文字色が自動で変更されるようになります。
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1-19) ホームアプリ：ショートカット機能の搭載
ホーム画面／アプリ一覧画面でアプリアイコンをロングタッチして、 
表示することができる「ショートカット機能」を利用できます。
カメラ・アルバムアプリなどで利用できます。
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1-20) ホームアプリ：マルチウィンドウ画面
マルチウィンドウ利用中に「 」をタップしたときの分割範囲を、より見やすくなるよう変更します。
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1-21) ホームアプリ：Google Duoの追加
Google Duoを追加します。ビデオ通話が利用できます。
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1-22) 「電話帳」アプリ：新規登録画面
「電話帳」アプリの新規登録画面の表示を一部変更します。名前とよみにミドルネーム、敬称を追加し、住所デー
タを１つのフィールドで入力できるよう、より使いやすくします。
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1-23) 「電話帳」アプリ：アドレス帳プラス
アドレス帳プラスで表示する1件詳細画面で、メニューの仕様が変更となります。 
個別に着信音を設定できるようになります。
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1-24) 「電話」アプリ：クイックアクセス画面
お気に入りに設定した連絡先に限らず、よく通話する相⼿の連絡先も表示されるよう変更します。
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1-25) 「電話」アプリ：通話中の割込着信画面
通話中の割込着信について仕様が変更となります。
応答する場合は「 」を上に、着信を拒否して終了させるには「 」を下にスライドしてください。
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1-26) 「電話」アプリ：切替通話画面
通話中の切替通話について通話相⼿を切り替えるキーのデザインと位置が変更となります。
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1-27) 「電話」アプリ：三者通話画面
通話中の三者通話について、名称を「グループ通話」に変更します。 
切替通話画面で「統合」をタップするとグループ通話を開始できます。 

「管理」をタップして、グループ通話オプションを利用することができます。
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1-28) 「電話」アプリ：設定
「電話」アプリの設定の表示順（階層）や内容が変わります。

<通話設定の表示方法>
A ホーム画面→［ ］→［ ］→［設定］
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1-29) 「コンテンツマネージャー」アプリ：機能変更 （1/2）
コンテンツマネージャーの機能「ファイル管理」をタップすると、「ファイル」アプリが起動するようになります。
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1-29) 「コンテンツマネージャー」アプリ：機能変更 （2/2）
「再生プレーヤー変更」、「再生プレーヤー一覧」を削除します。
※ 再生するコンテンツをコンテンツを選択すると、再生プレーヤー選択画面が表示され、プレーヤーの選択や変更ができます。

<コンテンツマネージャーの表示方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［コンテンツマネージャー］
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1-30) 「ファイル」アプリ：ファイル管理アプリの追加
ファイルが追加されます。データの管理を行うことができます。
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1-31) 「カメラ」アプリ：保存先確認ダイアログ
「カメラ」起動時に、保存先をmicroSDメモリカードにするか確認ダイアログを表示します。
本製品にmicroSDメモリカードが挿入されており、「保存先設定」が「本体」に設定されている場合に表示されます。
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1-32) 「カメラ」アプリ：インカメラ／アウトカメラ切替アイコン
インカメラとアウトカメラの切替ボタンのグラフィックを変更します。
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1-33) 「カメラ」アプリ：設定バーの自動調節
撮影モードが「おすすめプラス」などの場合に表示されるホワイトバランスなどの設定バーで、

「AUTO」の場合はスライダーの位置が設定値に応じて自動的に変化するようになります。 
Android™ 7.0（従来）では「AUTO」のときの値を確認できなかったため、より使いやすくなります。
ホワイトバランスを「AUTO」に設定した例です。
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1-34) 「カメラ」アプリ：アイキャッチセルフィーの対応
サブカメラでセルフタイマー撮影をする際に、 
サブカメラのレンズに視線を集めるアニメーション（アイキャッチセルフィー）を表示します。 
撮影時に起こりがちな⽬線のズレも解消できます。
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1-35) 「カメラ」アプリ：動画撮影開始・停止時のボタン切替対応
動画撮影開始時にボタン押下後すぐに白いボタンに表示が変わり、実際に撮影が開始された時に赤いボタンに
変わります。
動画撮影停止時は、押下直後に白いボタンに変わり、その後、ビデオアイコンに変わります。
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1-36) 「アルバム」：メニュー項⽬の変更 （1/2）
「アルバム」のメニュー項⽬について、使用頻度の低いものや重複しているメニュー項⽬を統合し、 
コンパクトに使いやすく変更します。
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1-36) 「アルバム」：メニュー項⽬の変更 （2/2）
「アルバム」の1件表示画面のメニュー項⽬について、 
使用頻度の低いものや重複しているメニュー項⽬を統合し、 
メニュー項⽬「プリントサービスで印刷」は「印刷」に名称を変更します。
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1-37) 文字入力：12キーボードのレイアウト変更
12キーボードのレイアウト・デザインを変更します。 
どの入力モード（ひらがな漢字入力／英字入力など）で入力中、入力前であっても 
ボタン配置が変わらないようになり、スッキリと迷わないボタン配置になります。
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1-38) エモパーアプリのアイコンを追加
アプリ一覧画面にエモパーアプリのアイコンを表示します。アイコンをロングタッチして、 
ショートカットとしてホーム画面に追加することもできます。
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1-39) ステータスアイコン
一部のステータスアイコンを変更します。
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1-40) 充電：電源OFF状態での充電画面の変更
Android™ 7.0（従来）では電源OFF状態で充電を開始すると、充電ランプのみ点灯して充電していましたが、
Android™ 8.0（更新後）では、電源OFF状態で充電を開始するとロゴ画面を表示し、 
電池画像を5秒程度表示するようになります。
電池画像では、パーセントによる残量表示を行います。
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1-41) 通知
Android™ 8.0（更新後）では、通知に関する仕様を変更します。
Android™ 7.0（従来）でアプリ内に通知設定を持っていたアプリは、仕様が変更されることで 
設定値が変更になることがありますので、あらためて設定してください。

<設定方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［アプリと通知］→［アプリ情報］
B 設定するアプリを選択
C ［アプリの通知］
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1-42) 通知チャンネルの対応
アプリの通知種類ごとに通知カテゴリが分かれており、 
通知カテゴリ単位で重要度や音、バイブレーションなどを設定できるようになります。
※ 電話通知を利用した例です。

＜設定画面の表示方法＞
A 通知をロングタッチ
B 「すべてのカテゴリ」を選択する 
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1-43) スヌーズ機能の対応
後で知らせて欲しい通知を間隔指定して再度通知できるようになります。

＜スヌーズ機能の操作方法＞
A お知らせパネルで通知を左にスライド※

B ［ ］→時間指定（15分／30分／1時間／2時間）
※ 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。
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1-44) オートフィルの対応
アプリを利用する際、IDやパスワードなどログインに必要な情報の入力を 
自動化することができるようになります。
ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［システム］→［言語と入力］→［自動入力サービス］と操作するとログインに必要
な情報を保存するサービスを選択することができます。
※ Twitter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。
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1-45) スマートテキスト選択の対応
テキスト選択の際に、該当箇所をダブルタップするだけで住所や電話番号のみを選択することが 
できるようになります。これまでの指でなぞる選択方法より、早く、ミスなく、 
必要な部分だけを選択できます。

さらに、住所を選択するとGoogleマップアプリ、電話番号を選択すると電話アプリが 
ショートカット表示されるので、次の動作もスムーズに行えます。
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1-46) 「設定」アプリ：構成の変更
シンプル化するため、カテゴリーの統合を行います。

Android  8.0（更新後）Android  7.0（従来） 赤枠：名称変更、統合した項目
A  「au設定メニュー」「auお客さまサポート」 

→「au設定」
B  「プロフィール」 

→「電話番号」
C  「通知」「アプリ」 

→「アプリと通知」
D  「便利機能」「エモパー」 

→「AQUOS便利機能」」
E  「Wi-Fi」「データ通信」「もっと見る※」 

→「ネットワークとインターネット」
※ 「もっと見る」内の『NFC/おサイフケータイ設定』

はF「接続済みの端末」に移動しました。
F  「Bluetooth」「印刷」 

→「接続済みの端末」
※ 「もっと見る」内の『NFC／おサイフケータイ設定』

もこちらに移動しました。
G  「位置情報」「ロックとセキュリティ」 

→「セキュリティと現在地情報」
H  「アカウント」 

→「ユーザーとアカウント」
I  「位置情報」「ロックとセキュリティ」「日付と時

刻」「端末設定」 
→「システム」

青枠：新たに追加した項目
 「よくあるご質問」
黄枠：削除した項目
 「通話」

※ 「電話」アプリの「設定」から設定できます。
 「メモリ」
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1-47) 「設定」アプリ：カメラ起動
電源ボタンを２回押してカメラを起動する方法を変更します。

＜カメラの起動設定画面の表示方法＞
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］
B ［システム］
C ［⾔語と⼊⼒］→［詳細設定］→［カメラの起動］
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1-48) 「設定」アプリ：電池表示
「設定」アプリ「省エネ＆バッテリー」内項⽬の電池画面において、 
電池残り予測時間および充電完了時間が表示されます。 
また、ロック画面でも充電完了時間が表示されます。
電池残り予測時間および充電完了時間はリアルタイムで情報を更新しています。
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1-49) 「時計」アプリ：アラーム機能
音量ボタンの設定項⽬が変更となります。
Android™ 7.0（従来）で「何もしない」に設定していた場合は、Android™ 8.0（更新後）では「音量の調整」に変更します。
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2-1) ロック画面：ショートカット機能の削除
ロック画面の仕様が変更され、「ロック画面のショートカット」が非搭載になります。
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2-2) 「電話」アプリ：発信中画面
Android™ 7.0（従来）の発信中画面で表示されていた「音量」、「音声メモ」、「メニュー」を非表示とし、 
シンプルな構成に変更します。
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2-3) 「電話帳」アプリ：電話帳編集画面
電話帳編集画面で連絡先を登録するアカウントの変更機能を削除します。
登録されているアカウントの確認は可能です。
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2-4) 「音声検索」アプリアイコンの削除
ホームアプリの「音声検索」アプリアイコンが表示されなくなります。
音声検索はGoogle 検索ウィジェットやクイック検索ボックスなどで利用できます。
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2-5) 「電話帳」アプリ：自局電話番号表示の変更
「電話帳」アプリのプロフィールからau ICカードの自局電話番号を確認する機能を廃止します。 
「電話帳」アプリのユーザー情報に電話番号やメールアドレスを登録することはできます。
※ au ICカードの自局電話番号の確認は、「設定」アプリの「電話番号」で確認できます。

＜ユーザー情報の設定方法＞
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話帳］
B ［ ］→［設定］
C ［ユーザー情報］
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2-6) 「電話帳」アプリ：検索条件設定機能の削除
Android™ 7.0（従来）では「 」→［設定・管理］の「検索設定」で検索の条件を設定することができましたが、
Android™ 8.0（更新後）では「検索設定」を廃止し、すべての条件で検索します。
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2-7) 「電話帳」アプリ：メモリ登録件数表示廃止
「電話帳」に登録している連絡先の登録件数が非表示となります。
ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話帳］→［ ］→アカウントを選択すると、 
選択したアカウントに登録されている連絡先と件数が確認できます。
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2-8) 「電話」アプリ：迷惑電話撃退サービス
［通話設定］→［着信拒否］→［迷惑電話撃退サービス］と操作し、 
電話番号リスト画面時のメニューから「変更」を削除します。
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2-9) 「アルバム」アプリ：mixi連携機能の削除
「アルバム」アプリのメニュー項⽬「アカウント設定と同期」を廃止します。

mixiとの同期を行う場合は、Android用mixi公式アプリをご利用ください。
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2-10) チャイルドロック機能の削除
「チャイルドロック」を削除します。
Android™ 8.0（更新後）は「画面の固定」機能をご利用ください。

＜「画面の固定」の設定方法＞
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［セキュリティと現在地情報］→［画面の固定］
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2-11) 「アルバム」アプリ：検索機能の変更
メニューを見やすくするため、「検索」を廃止します。写真や動画を探す場合は、 

「表示切替」「絞り込み」にある条件で絞り込んで探すことができます。


