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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  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。
9

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。

10

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。

11

4  「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した。「お気に入り」に
登録した連絡先や、「グループ」の表示方法が変更されま
す。

12

5  「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し
た。
従来の「グループ」ごとの着信音設定は廃止されます。
グループのメンバーにメール送信、メッセージ送信機能
を追加しました。

13



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
6  「電話帳」アプリ：「PHONE」アカウントの

廃止
「PHONE」アカウントを非搭載とします。
OSアップデート実施前に「PHONE」アカウントに登録し
ていた電話帳データは、以下のアカウントのデータとし
て引き継ぎます。
A 「Google」アカウントを登録していた場合：「Google」ア

カウント
※ この場合、「Google」アカウントの連絡先の同期設定

に従い、サーバと同期を行います。
B 「Google」アカウントを登録していない場合：「端末」ア

カウント

14

7  「電話」アプリ：ダイヤル画面 ダイヤル画面の構成を変更しました。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。

15

8  「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。

16

9  「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。

18



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
10  「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。

19

11  「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。

20

12  「電話」アプリ：通話中画面 通話中のダイヤル画面から通話中画面に戻るボタンを追
加しました。

21

13  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。

22

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通
知を削除してください。

23

15  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。

24

16  「電話帳」アプリ：ユーザー情報設定の変
更

「電話帳」アプリでユーザー情報を確認／設定する方法が
変更されます。

25

17  「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。

26



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
18  「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。

27

19  「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。

28

20  「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。

29

21  「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。

30

22  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。

31

23  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。

32

24  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
した。

33



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
25  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。

34

26  「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。

35

27  「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した。 36
28  auメール：着信音の設定 auメールの着信音が設定できるようになりました。

※ OSアップデートを実施するとデフォルトの着信音が
変更となります。OSアップデート前の着信音に戻すこ
とはできません。

37

29  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。

―

30  「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。

―



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
31  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

―

32  機能利用中の電話着信拒否表示変更 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「拒否する」から「拒否」へ変更します。

―



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。)

8

NO 機能名 機能概要 説明ページ
1  「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
ルな構成に変更しました。

38

2  「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。

39



9

1-1) 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。
※ ホームアプリ「AQUOS Home」の機能です。 

ホーム画⾯→「アプリ一覧画⾯」を表示→［設定］→［ホーム切替］と操作するとホームアプリを選択できます。



10

1-2) 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。
※ ホームアプリ「AQUOS Home」の機能です。 

ホーム画⾯→「アプリ一覧画⾯」を表示→［設定］→［ホーム切替］と操作するとホームアプリを選択できます。

<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。



11

1-3) 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。
※ Googleマップのナビを利用した例です。



12

1-4) 「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した。「お気に入り」に登録した連絡先や、「グループ」の表示方法が変更されま
す。

＜電話帳の起動方法＞
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話帳］



13

1-5) 「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した。
従来の「グループ」ごとの着信音設定は廃止されます。
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した。



14

1-6) 「電話帳」アプリ：「PHONE」アカウントの廃止
「PHONE」アカウントを非搭載とします。
OSアップデート実施前に「PHONE」アカウントに登録していた電話帳データは、以下のアカウントのデータと
して引き継ぎます。
A 「Google」アカウントを登録していた場合：「Google」アカウント

※ この場合、「Google」アカウントの連絡先の同期設定に従い、サーバと同期を行います。
B 「Google」アカウントを登録していない場合：「端末」アカウント



15

1-7) 「電話」アプリ：ダイヤル画⾯
ダイヤル画⾯の構成を変更しました。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>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話］→［ ］



16

1-8) 「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。



17

1-8) 「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した。

<通話履歴の1件詳細画面の表示方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話］→［ ］
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。



18

1-9) 「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。



19

1-10) 「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。



20

1-11) 「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。



21

1-12) 「電話」アプリ：通話中画⾯
通話中のダイヤル画⾯から通話中画⾯に戻るボタンを追加しました。



22

1-13) 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。



23

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通知を削除してください。



24

1-15) 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。
※ 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。



25

1-16) 「電話帳」アプリ：ユーザー情報設定の変更
「電話帳」アプリでユーザー情報を確認／設定する方法が変更されます。
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1-17) 「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。



27

1-18) 「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。



28

1-19) 「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。



29

1-20) 「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。



30

1-21) 「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→「アプリ一覧画面」を表示→［電話］→［ ］→［設定］



31

1-22) 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。
※ 電話通知を利用した例です。

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



32

1-23) 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。

＜設定方法＞
A お知らせパネルを左にスライド※

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。



33

1-24) 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。



34

1-25) 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。



35

1-26) 「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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1-27) 「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した。

赤枠：名称変更、統合した項目
A  「au設定メニュー」「auサポート」 

→「au設定」

B  「通知」「アプリ」 
→「アプリと通知」

C  「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D「接続済みの端末」に移動しました。

D  「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』および「ディスプレイ」内の『キャスト』もこち
らに移動しました。

E  「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」

F  「アカウント」 
→「ユーザーとアカウント」

G  「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
 「エモパー」

※ 「AQUOS便利機能」の『エモパー』から設定できます。
 「メモリ」
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1-28) auメール：着信音の設定
auメールの着信音が設定できるようになりました。
※ OSアップデートを実施するとデフォルトの着信音が変更となります。OSアップデート前の着信音に戻すことはできません。

<auメールのアプリ情報画面の表示方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［アプリと通知］→［アプリ情報］→［auメール］
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2-1) 「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
プルな構成に変更しました。



39

2-2) 「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。


