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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 

  

AQUOS R SHV39



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  AQUOS Home：スライドして⼀覧表⽰ AQUOS Home のどこで上にスライドしてもアプリ
⼀覧画⾯を表⽰できるようになりました。 

21 

2  

AQUOS Home：アイコン表⽰ 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
プリアイコンをロングタッチすると通知の内容を
確認できます。 

22 

3  
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した。 
23 

4  
「電話帳」アプリ：電話帳⼀覧画⾯ 「電話帳」アプリの電話帳⼀覧画⾯が⾒やすくなり

ました。 
24 

5  
「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」を追加しました。 

25 

6  
「電話」アプリ：ダイヤル画⾯ ダイヤル画⾯の UI を変更しました。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。 

26 



1. OS アップデートによる追加・変更項⽬ 

3 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

7  

「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。 

27 

8  

「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、メール
ボックスではなく、電話の中に履歴が残るようにな
りました。 

29 

9  

「電話」アプリ：連絡先をタブ内に表⽰ Android™ 7.1（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した。 

30 

10  「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。「 」を上
にスライドして応答します。 

31 



1. OS アップデートによる追加・変更項⽬ 

4 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

11  「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。 

32 

12  

「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、
より使いやすく変更しました。 

34 

13  「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した。 

35 

14  
「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。

応答する場合は画⾯を上に、着信を拒否して終了さ
せるには画⾯を下にスライドしてください。 

36 

15  「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。 

37 



1. OS アップデートによる追加・変更項⽬ 

5 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

16  

「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」
に変更しました。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。 

38 

17  
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した。 

39 

18  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した。 

40 

19  
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
になりました。 

41 



1. OS アップデートによる追加・変更項⽬ 

6 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

20  

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
るようになりました。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。 

42 

21  

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を 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。 

43 

22  
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
⽂⾔が変更されます。 

44 

23  
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した。 

45 



1. OS アップデートによる追加・変更項⽬ 

7 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

24  

「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。 

46 

25  「持つと画⾯点灯」の⾼速化 「持つと画⾯点灯」の反応速度を改善しました。よ
り速く、より快適に使⽤できるようになりました。

47 

26  

なめらか倍速表⽰の通知機能を追加 新しいアプリをインストールすると、なめらか倍速
表⽰機能についての通知が表⽰されるようになり
ました。通知から、なめらか倍速表⽰を ON に設定
することができます。 

48 

27  
「カメラ」アプリ：メインカメラ・サブカメラ

切替キー 

「カメラ」アプリのメインカメラ・サブカメラの切
替キーのデザインを変更します。 49 



1. OS アップデートによる追加・変更項⽬ 

8 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

28  

「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しました。Android™ 
7.1（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した。 

50 

29  

「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 UI（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。 

51 

30  

「アルバム」：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した。 
「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」に名称を変更しました。 

52 



1. OS アップデートによる追加・変更項⽬ 

9 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

31  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、
スッキリと迷わせないボタン配置に変更しました。

54 

32  

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が表
⽰されます。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。 

55 

33  

ビデオプレーヤーの UI の変更 ビデオプレーヤー起動時のレイアウトが変更とな
りました。 
また、端末の回転を「縦向きのままにする」として
いても1操作で全画⾯横表⽰ができるようになりま
した。 
Google Play よりアプリを更新することで変更され
ます。 

56 

34  
「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。 

― 



1. OS アップデートによる追加・変更項⽬ 

10 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

35  
「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。 

― 

36  
「カメラ」アプリ：動画撮影時間の制限を撤廃 発熱対策のための動画の撮影時間制限を、発熱が抑

えられており⻑時間の撮影可能となったため撤廃
します。 

― 

37  

「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。 

― 

38  「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。 

― 

39  
「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。 ― 

40  
「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。 ― 



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 

41  「設定」アプリ：UI の変更 シンプル化するため、カテゴリーの統合を⾏いまし
た。 

― 

42  USB での充電機能の変更 5V/3A・7V/3A・9V/3A の充電が可能です。 ― 

43  スクリーンショットの撮影⾳量変更 スクリーンショット撮影時の⾳量を下げます。 ― 

44  

エモパーの進化 Android™8.0（更新後）ではエモパーが、詳細を⾒
た記事からワードを抽出し、選択カテゴリー内の記
事とマッチング回数が多いワードを優先して学習
するようになりました。 

― 

45  

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。 

― 



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 

46  

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™7.1（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⻑押しで終話 
■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⻑押しでミュート 

― 



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。) 

13 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

1  

「電話帳」アプリ：グループ機能を⼀部変更 「電話帳」アプリの「グループ」を「ラベル」に名
称変更しました。 
新規のラベルを作成するときは、個別に必要だった
着信設定を廃⽌し、シンプルに名前を付けて作成で
きるようになりました。 

57 

2  

「電話」アプリ：発信中画⾯ Android™ 7.1（従来）の発信中画⾯で表⽰されてい
た「⾳量・⾳質」、「⾳声メモ」、「メニュー」を⾮表
⽰とし、シンプルな UI に変更しました。 
発信操作直後から、呼出中になるまでの間に鳴動し
ていたダイヤルトーン（プップップッ・・・）は鳴
動しなくなります。 

59 



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。) 

14 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

3  

「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。 

60 

4  

「電話帳」アプリ：検索条件設定機能の削除 Android™ 7.1（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。 

61 

5  

「電話帳」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→［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。 

62 



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。) 

15 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

6  
ロック画⾯：指紋認証時のメッセージ表⽰の
変更 

指紋認証時／指紋認証エラー時のメッセージ表⽰を
変更しました。 

63 

7  

「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。 

64 

8  
「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」を廃⽌しました。 
65 

9  
「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」を廃⽌しまし

た。写真や動画を探す場合は、表⽰切替欄／絞り込
み欄で条件を絞り込んで探してください。 

66 

10  
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。 
67 



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 

11  

⽂字⼊⼒：12 キーボードのレイアウト変更

（キーの廃⽌） 

⼊⼒する⽂字種などにかかわらず、キーの位置が変
わらないように、12 キーボードのレイアウト・デザ
インを変更します。 
戻すキー／逆トグルキー／カナ英数キー／変換キー
を廃⽌し、⽂字確定直後と⼊⼒中でキーが切り替わ
らないように変更します。また、確定／改⾏キーを
⼤きくし、タップしやすくします。 

68 

12  
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。) 

17 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

13  

「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 

― 

14  

「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」が削除さ
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。 

※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。) 

18 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

15  

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
ました。 

― 

16  
「NFC」ウィジェット：削除 Android™ 8.0 へアップデート後、ウィジェットは

削除されます。 
― 

17  
「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。) 

19 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

18  

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 

― 

19  
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。 ― 



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。) 

20 
 

NO 機能名 機能概要 説明ページ 

20  
モバイルライトの⾃動消灯機能を削除 Android™ 8.0 ではユーザー操作でのみ消灯可能と

なります。 
― 

21  

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。 

― 



1-1) AQUOS Home：スライドして⼀覧表⽰ 

21 
 

AQUOS Home のどこで上にスライドしてもアプリ⼀覧画⾯を表⽰できるようになりました。 
 

 

赤枠の箇所をスライドして
アプリ一覧画面を表示します。

赤枠内どこをスライドしても
アプリ一覧画面を表示します。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）



1-2) AQUOS Home：アイコン表⽰ 

22 
 

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プリアイコンをロングタッチすると通知の内容を確認できます。 
 

 
 
<アプリアイコンにアイコンバッジを表⽰させる⽅法> 
ホーム画⾯をロングタッチ→［設定］→［アイコンバッジ］→「通知ドットの許可」を ON にする 
・「通知ドットの許可」を ON にすると、アイコンバッジに通知の件数を表⽰させるか設定できます。 
 設定する場合は、「アイコンバッジに件数を表⽰」を ON にしてください。 

ホーム画面のアイコンや
アイコンバッジについて
設定できます

デスクトップ
シートを
ロングタッチ

アプリアイコンを
ロングタッチすると
詳細が表示されます。

Android™ 8.0（更新後）



1-3) ピクチャー・イン・ピクチャーの対応 

23 
 

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した。 
※Google マップのナビを利⽤した例です。 
 

 
  

ナビを起動した状態で「○」を
タップすると小窓画面に
切り替わります。

表示された小窓は画面上を
移動させることができます。

Android™ 8.0（更新後）

小窓をタップすると 「×」 と 「　 」が
表示されます。
× ： タップすると小窓が閉じます。
　 ： タップすると元のサイズに戻ります。



1-4) 「電話帳」アプリ：電話帳⼀覧画⾯ 

24 
 

「電話帳」アプリの電話帳⼀覧画⾯が⾒やすくなりました。 
 

 
 

＜電話帳の起動⽅法＞ 
①ホーム画⾯→「アプリ⼀覧画⾯」を表⽰→［電話帳］ 

タブ／アカウントの種類の
表示を変更しました。

左側にアカウントを表すアイコンと
インデックスを表示し、
電話帳一覧を見やすくしました。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）



1-5) 「電話帳」アプリ：電話帳詳細画⾯ 

25 
 

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」を追加しま
した。 

 

 

Android™ 7.1（従来）

「特番付加発信」 は
ダイヤル画面から操作
できるようになります。

「184 ／ 186 ／ + ／国番号」
などを付加して発信できます。

電話番号をロングタッチして
「発信前に番号を編集」 を
タップすると、 電話番号が
入力されたダイヤル画面が
表示されます。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）

［　 ］→［特番付加］ と操作すると
「特番付加」 のメニューが
利用できます。



1-6) 「電話」アプリ：ダイヤル画⾯ 

26 
 

ダイヤル画⾯の UI を変更しました。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。 
 

 
＜起動⽅法＞ 
① ホーム画⾯→「アプリ⼀覧画⾯」を表⽰→［電話］→［ ］ 

電話番号を入力すると
登録済みの連絡先が表示されます。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）



1-7) 「電話」アプリ：通話履歴画⾯（⼀覧／詳細） 

27 
 

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。 

 

 
 

発信履歴 着信履歴

＋

＋

： 発信

　　
： 着信

： 不在着信／
　　　      着信拒否

「　  」をタップして発信履歴／
着信履歴を確認できます。

連絡先クイック
アクセス

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）

（1/2） 



1-7) 「電話」アプリ：通話履歴画⾯（⼀覧／詳細） 

28 
 

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した。 

 

 
＜通話履歴の 1 件詳細画⾯の表⽰⽅法＞ 
① ホーム画⾯→「アプリ⼀覧画⾯」を表⽰→［電話］→［ ］ 
②通話履歴をタップ→［通話の詳細］ 
※SMS を送信する場合は「メッセージを送信」をタップしてください。 

 

まとめられた通話履歴をタップすると履歴の詳細画面が表示されます。 履歴の詳細画面で
まとめられた通話履歴を
一覧で確認できます。

タップして
発信できます。

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）

（２/2） 



1-8) 「電話」アプリ：クイック返信の履歴表⽰ 

29 
 

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、メールボックス
ではなく、電話の中に履歴が残るようになりました。 

 

 

通話履歴画面の 「電話帳に登録
している写真」 をタップすると履歴
が出てきます。

Android™ 8.0（更新後）



1-9) 「電話」アプリ：連絡先をタブ内に表⽰ 

30 
 

Android™ 7.1（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
うになりました。 
 

 
 

Android™ 7.1（従来）

「電話帳」 アプリが起動します。 赤枠の連絡先タブをタップすると、
連絡先がタブの下に表示されます。

Android™ 8.0（更新後）



1-10) 「電話」アプリ：着信中画⾯ 

31 
 

着信中の画⾯の仕様が変更となります。「 」を上にスライドして応答します。 
 

 

赤枠内を上にスライドすると着信応答できます。
また、 下にスライドすると着信を拒否できます。

赤枠内のメニューを上に
スライドすると
着信転送／伝言メモが
利用できます。

「応答」 ／ 「着信拒否」 を
下にスライドして応答、
または着信を拒否できます。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）



1-11) 「電話」アプリ：通話中画⾯ 

32 
 

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。 
 

 
 

通話中画⾯→［メニュー］と操作して、くっきりトークやスロートーク、⾳声メモを利⽤できます。 

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）

（1/2） 



1-11) 「電話」アプリ：通話中画⾯ 

33 
 

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。 

 

 
 

「キーパッド」をタップすると
ダイヤル画面を表示します。

「×」をタップすると
通話中画面に戻ります。

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）

（２/2）



1-12) 「電話帳」アプリ：新規登録画⾯ 

34 
 

「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、より使いやすく変更しました。 

 

 
 

住所データを１つのフィールドで表示します。
※保存先が 「本体」 ドの場合は複数のフィール で表示する場合があります。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）

「 」 をタップすると、
アイコンが 「 」 となり、
名前とよみにミドルネーム、
敬称のフィールドを表示します。



1-13) 「電話」アプリ：クイックアクセス画⾯ 

35 
 

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した。 
 

 
 

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）



1-14) 「電話」アプリ：通話中の割込着信画⾯ 

36 
 

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

 
 

Android™ 7.1（従来）Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）



1-15) 「電話」アプリ：切替通話画⾯ 

37 
 

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。 
 

 
 

「相手切替」 をタップして
通話相手を切り替えます。

「切り替え」 をタップして
通話相手を切り替えます。

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）



1-16) 「電話」アプリ：三者通話画⾯ 

38 
 

通話中の三者通話について、名称を「グループ通話」に変更しました。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。 
 

 
 

「管理」 をタップすると
グループ通話オプション
を表示します。

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）

「統合」 をタップして
グループ通話を開始します。



1-17) 通知チャンネルの対応 

39 
 

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した。 
※電話通知を利⽤した例です。 
 

 
＜設定画⾯表⽰⽅法＞ 
① 通知をロングタッチ 
② 「すべてのカテゴリ」を選択する

通知カテゴリを選択するとその
カテゴリの通知設定が表示され
ます。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 8.0（更新後）



1-18) スヌーズ機能の対応 

40 
 

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した。 
 

 
＜設定⽅法＞ 
① お知らせパネルを左にスライド ※ 
②［ ］→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。

左にスライド

Android™ 8.0（更新後）



1-19) オートフィルの対応 

41 
 

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した。 
※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。 
 

 
 

ログイン後　⇒　「はい」 を
選択する

入力欄をタップすると
登録した情報が表示されます。

登録情報をタップすると自動
的に情報が入力されます。

Android™ 8.0（更新後）



1-20) スマートテキスト選択の対応 

42 
 

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
りました。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。 
 
 

 

Android™ 8.0（更新後）



1-21) ロック画⾯：ロックフォトシャッフル対応 

43 
 

ロックフォトシャッフルを 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。 
 

 
 

＜起動⽅法＞ 
① 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］ 
② 「OFF」をタップして「ON」に切り替える 
③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。 

選択したフォルダの画像が
壁紙としてシャッフルされて
切り替わります。

Android™ 8.0（更新後）



1-22) ロック画⾯：ロック解除時のメッセージの変更 

44 
 

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が変更されます。 
※画⾯は⼀例です。 

 
 

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）

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。 



1-23) ロック画⾯／ホーム画⾯の⽂字⾊変動機能の対応 

45 
 

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した。 
 

 
 

Android™ 8.0（更新後）



1-24) 「設定」アプリ：電池表⽰ 

46 
 

「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。 

 

 

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）



1-2

 

5) 「持
「持つと画
 
 
 

持つと画
画⾯点灯」の

画⾯点灯」
反応速度を改

」の⾼速
改善しました

速化 
た。より速く、、より快適にに使⽤できるよようになりまました。 

 

47 



1-26) なめらか倍速表⽰の通知機能を追加 

48 
 

新しいアプリをインストールすると、なめらか倍速表⽰機能についての通知が表⽰されるようになりました。通
知から、なめらか倍速表⽰を ON に設定することができます。 
 
 
 

 
 
＜起動⽅法＞ 
① ホーム画⾯→「アプリ⼀覧画⾯」を表⽰→［設定］→［AQUOS 便利機能］→［なめらか倍速表⽰］ 
② 表⽰されるアプリの「 」／「 」をタップして ON／OFF を設定します。 
 
表⽰するアプリの⼀覧は「最近使⽤したアプリ」／「すべてのアプリ」をタップして切り替えることができます。 
アプリケーションによっては効果が得られない、または動作に⽀障が出ることがあります。その場合は、「なめらか倍速表⽰」
を OFF にしてください。 

Android™ 8.0（更新後）



1-27) 「カメラ」アプリ：メインカメラ・サブカメラ切替キー 

49 
 

「カメラ」アプリのメインカメラ・サブカメラの切替キーのデザインを変更します。 
 

 
 

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）



1-28) 「カメラ」アプリ：設定バーの⾃動調節 

50 
 

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しました。Android™ 7.1（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した。 
※ホワイトバランスを「AUTO」に設定した例です。 

 

 
 

撮影状況に応じて
自動で調節します

Android™ 8.0（更新後）



1-29) 「カメラ」アプリ：アイキャッチセルフィーの対応 

51 
 

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 UI（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。 
 

 

Android™ 8.0（更新後）



1-30) 「アルバム」：メニュー項⽬の変更 

52 
 

「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した。 
 

 
  

赤枠部分のメニューを削除しました。
※「メモリ使用状況」 も削除しました。

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）

（１/2）



1-30) 「アルバム」：メニュー項⽬の変更 

53 
 

「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」に名称を変更しました。 
 

 
 

赤枠部分のメニューを削除しました。 メニュー名を 「印刷」 に
変更しました。

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）

（２/2）



1-31) ⽂字⼊⼒：12 キーボードのレイアウト変更 

54 
 

12 キーボードのレイアウト・デザインを変更し、設定キー／スペースキーの位置を固定しました。 
 

 
 

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）

ひらがな漢字入力中は設定キーとスペースキーが非表示となります。 ひらがな漢字入力中も設定キーは表示されたままとなります。

英字入力中は設定キーが非表示となり、
スペースキーの位置が変更となります。

英字入力前と入力中で
設定キー／スペースキーは固定されたままとなります。



1-32) エモパーアプリのアイコンを追加 

55 
 

アプリ⼀覧画⾯にエモパーアプリのアイコンが表⽰されます。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。 
 

 
 

Android™ 8.0（更新後）



1-33) ビデオプレーヤーの UI の変更 

56 
 

ビデオプレーヤー起動時のレイアウトが変更となりました。 
また、端末の回転を「縦向きのままにする」としていても 1 操作で全画⾯横表⽰ができるようになりました。 
Google Play よりアプリを更新することで変更されます。 
 

 
 

 

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）

「　　」 をタップすると
全面横表示に切り替わります。



2-1) 「電話帳」アプリ：グループ機能を⼀部変更 

57 
 

「電話帳」アプリの「グループ」を「ラベル」に名称変更しました。 
新規のラベルを作成するときは、個別に必要だった着信設定を廃⽌し、シンプルに名前を付けて作成できるよう
になりました。 
 

 

グループごとの着信時の
設定を廃止しました。

「ラベル」 を
作成できるようになりました。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）

（1/2） 



2-1) 「電話帳」アプリ：グループ機能を⼀部変更 

58 
 

「ラベル」では登録されているすべての連絡先に対して⼀⻫にメールやメッセージを送信できます。 
 

 

ラベルごとに一斉メールや
メッセージを送信できます。

Android™ 8.0（更新後）

（2/2） 



2-2) 「電話」アプリ：発信中画⾯ 

59 
 

Android™ 7.1（従来）の発信中画⾯で表⽰されていた「⾳量・⾳質」、「⾳声メモ」、「メニュー」を⾮表⽰とし、
シンプルな UI に変更しました。 
発信操作直後から、呼出中になるまでの間に鳴動していたダイヤルトーン（プップップッ…）は 
鳴動しなくなります。 
 

 
 

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）



2-3) 「電話帳」アプリ：⾃局電話番号表⽰の変更 

60 
 

「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。 
 

 
 

「プロフィール」 を
廃止しました。

「設定」 アプリで
自局電話番号を確認できます。

タップすると
編集できます。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）



2-4) 「電話帳」アプリ：検索条件設定機能の削除 

61 
 

Android™ 7.1（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。 

 

 
 

「検索設定」 を廃止しました。

Android™ 7.1（従来）



2-5) 「電話帳」メモリ登録件数表⽰廃⽌ 

62 
 

「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。 
アカウントが複数登録されている場合、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。 
 

 

アカウントごとの件数
を確認できます。

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
連絡先を表示します。

「　　」をタップすると
メニューを表示します。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）



2-6) ロック画⾯：指紋認証時のメッセージ表⽰の変更  

63 
 

指紋認証時／指紋認証エラー時のメッセージ表⽰を変更しました。 
 

 
 

赤枠部分のメッセージの表示を
変更しました。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）



2-7) 「⾳声検索」アプリアイコンの削除 

64 
 

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。 

 

 
 

「音声検索」 アイコンが
表示されなくなります。

「音声検索」 は、
クイック検索ボックスなどで
起動します。

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）



2-8) 「アルバム」アプリ：mixi 連携機能の削除 

65 
 

「アルバム」アプリのメニュー項⽬「アカウント設定と同期」を廃⽌しました。 
 

 
 

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。 

「アカウント設定と同期」 を
廃止しました。

Android™ 7.1（従来）



2-9) 「アルバム」アプリ：検索機能の変更 

66 
 

メニューを⾒やすくするため、「検索」を廃⽌しました。写真や動画を探す場合は、表⽰切替欄／絞り込み欄で 
条件を絞り込んで探してください。 
 

 
 

メニュー項目から検索を
廃止しました。

画面を左端から右へスライドすると
表示切替／絞り込み欄が表示され、
写真や動画を探すことができます。

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）

右にスライド



2-10) ⽂字⼊⼒：「予測変換」の削除 

67 
 

「予測変換」のメニュー項⽬を廃⽌し、常に予測変換が表⽰されるように UI を変更しました。 
 

 
 

「予測変換」 を廃止しました。

Android™ 7.1（従来） Android™ 8.0（更新後）



2-11) ⽂字⼊⼒：12 キーボードのレイアウト変更（キーの廃⽌） 

68 
 

⼊⼒する⽂字種などにかかわらず、キーの位置が変わらないように、12 キーボードのレイアウト・デザインを変
更します。 
戻すキー／逆トグルキー／カナ英数キー／変換キーを廃⽌し、⽂字確定直後と⼊⼒中でキーが切り替わらないよ
うに変更します。また、確定／改⾏キーを⼤きくし、タップしやすくします。 

 

 
 

赤枠のキーを廃止しました。 ポップが表示されます。
下にフリックして、
音声入力を利用できます。

赤枠内のアイコンをタップすると
変換候補が表示されます。
ここからカナ英数 ・ 変換の候補
を絞り込むことができます。

設定キーを
ロングタッチ

Android™ 8.0（更新後）Android™ 7.1（従来）


