
1

AQUOS R compact SHV41

Android 9 Pie 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  マナーモード マナーモードがシンプルな構成に変更されます。

上記により、マナーモードの切り替えが、音量UP／
DOWNキーを押して表示されるマナーモードアイコンを
タップする方法に変更されます。

12

2  ステータスバー ステータスバーのデザインや表示内容が変更となりま
す。

13

3  クイックパネル クイックパネルのデザインや表示内容が変更となりま
す。

14

4  クイック設定パネル クイック設定パネルのデザインや表示内容が変更となり
ます。

15

5  「電話」アプリ：新しい連絡先の作成方法
変更／ダイヤルボタンの追加

連絡先表示画面にて、登録済の連絡先がある場合、連絡先
リストの上に「新しい連絡先を作成」ボタンが表示される
ようになります。
上記により、画面右下の電話帳登録ボタンがダイヤルボ
タンに変更されます。

17

6  「電話」アプリ：非通知着信拒否 「着信拒否設定」に、「非通知」が追加されます。
上記により、非通知からの着信を一律拒否できるように
なります。

18

7  AQUOS Home AQUOS Homeのデザインや表示内容が変更となります。 19
8  アプリ使用履歴画面 アプリ使用履歴が横に並ぶように変更されます。

アプリを終了する方法が、従来の左右にフリックから上
にフリックに変更となります。

20



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
9  マルチウィンドウ マルチウィンドウの表示方法が変更されます。 21
10  「アルバム」アプリ：データ一覧画面 アルバムのデータ一覧画面で、サムネイルをロングタッ

チすると複数選択ができるようになります。
22

11  「コンテンツマネージャー」アプリ 「ファイル」が「コンテンツマネージャー」に名称変更しま
す。
画像・動画・オーディオのファイル表示方法を一覧表示に
変更したり、本体・SDカードの絞り込みができるように
なります。

23

12  「設定」アプリ：音 「音」配下に「通話音量」、「着信音を停止」、「充電時の音」が
追加されます。

「マナーモードの詳細設定」が「高度なマナーモード」に名
称変更します。

24

13  文字入力機能 キーボード表示機能が改善されます。 25
14  電源ボタン長押し時のポップアップ 電源ボタンを長押ししたときに表示されるポップアップ

の表示位置が変更され、「スクリーンショット」が追加さ
れます。

29

15  通知パネル クイックパネルの通知のデザインや表示内容が変更とな
ります。

30

16  「設定」アプリ：名称／構成の変更 一部項目名が変更されます。 31
17  「設定」アプリ：指紋設定画面の改善 指紋設定画面が改善されます。 32



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
18  AQUOS便利機能「戻るキー／履歴キーも

使う」
なぞる方向を戻るキー／履歴キーどちらに割り当てるか
設定できるようになります。
また、ナビゲーションバーを隠す機能は独立して設定で
きるようになります。

34

19  「設定」アプリ：操作 「システム」内に操作に関する設定を行う項目が追加さ
れ、下記の設定を行うことができるようになります。
・ カメラの起動
・ ホームボタンを上にスワイプ
・ 着信音を停止

35

20  ナビゲーションバー 新しいナビゲーションバーが追加されます。
※ OSアップデート後は従来の仕様に設定されています。

36

21  フルスクリーン対応 フルスクリーン表示可能なアプリは常時フルスクリーン
表示されるようになります。

37

22  「設定」アプリ：ディスプレイ 「ナビゲーションバーを隠す」、「端末のテーマ」が追加さ
れます。

「スリープ」が「ディスプレイ」配下に、「壁紙」が「詳細設
定」配下に移動します。

38

23  「設定」アプリ：電池 「長エネスイッチ」が「電池」配下に移動します。
「自動調節バッテリー」が追加されます。

39

24  長エネスイッチ 長エネスイッチの設定がシンプルな内容に変更されま
す。

40

25  「設定」アプリ：緊急時情報 「緊急時情報」の表示位置が変更されます。 41



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
26  「設定」アプリ：ネットワークとインター

ネット
「機内モード」、「VPN」が「詳細設定」配下に移動します。 42

27  「設定」アプリ：接続済みの端末 「Bluetooth」、「NFC／おサイフケータイ 設定」、「キャス
ト」、「印刷」、「受信済みファイルを表示」が「接続の設定」
配下に移動します。

「新しいデバイスとペア設定する」「以前接続されていた
デバイス」が追加されます。

43

28  ピクチャー・イン・ピクチャー Googleマップなどでピクチャー・イン・ピクチャー機能
を使用する際に、ホーム画面に表示される小窓の位置が
変更されます。
・ 小窓をタップすると小窓が拡大され、「 」が表示され

ます。「 」をタップするとピクチャー・イン・ピク
チャー機能を利用するか設定できます。

44

29  画面回転 アルバム、Google、マップなど横画面表示可能なアプリ
を使用中に「自動回転」がOFFの状態で端末を横にする
と、ナビゲーションバーに が表示されるようになりま
す。

をタップすると、画面が横向きに切り替わるようにな
ります。

45

30  AQUOS Home：アプリ一覧画面 AQUOS Homeのアプリ一覧画面にアプリを検索できる
機能が追加されます。

46



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
31  「設定」アプリ：システム 「システム」配下の「システム アップデート」、「バック

アップ」、「リセット」などの項目が「詳細設定」配下に移動
します。
また、「リセット」が「リセットオプション」に名称変更し
ます。

47

32  誤動作防止機能の仕様改善
(強制画面消灯の廃止)

「持つと画面点灯」機能で画面を点灯させたときに、近接
センサーが反応すると、誤動作防止のためタッチ操作が
できない状態になります。
Android™ 8.0（従来）では誤動作防止機能が3秒間動作す
ると画面が消灯しておりましたが、Android™ 9 Pie（更
新後）では3秒経過しても消灯しないように変更されま
す。

48

33  Frost Signに対応 AQUOS Frosted Cover装着中、カバーの上に記号を描く
と使える便利な機能（Frost Sign）に対応します。

49

34  ロック画面：通知を整理 ロック画面で一度確認した通知が、ロック解除後は表示
されないように変更されます。

50

35  Clip Now：標準スクリーンショットへ変
更

「Clip Now」で取得したスクリーンショットも、通常のス
クリーンショット同様に「Screenshots」フォルダに保存
されるようになります。
また、一時メモ機能が削除されます。

―

36  スクリーンショット スクリーンショット取得時の音が無音に変更されます。
カメラアプリ起動中は取得時の音が鳴ります。

―



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
37  「設定」アプリ：端末のテーマ 端末のテーマを設定できるようになります。

AQUOS Homeもテーマ設定に連動します。
※ OSアップデート後は「自動（壁紙に基づく）」に設定さ

れます。

―

38  「設定」アプリ：ネットワークとインター
ネット

「アクセスポイントとテザリング」が「テザリング」に名称
変更します。

―

39  「設定」アプリ：Wi-Fiテザリング 「Wi-Fiテザリングを自動的にオフにする」機能が追加さ
れます。
・ 本製品に接続されていない状態が続くと、自動的に

Wi-Fiテザリングがオフになります。

―

40  「設定」アプリ：のぞき見ブロック のぞき見ブロックのパターン選択時に、選択したパター
ンがプレビューされるようになります。

―

41  「設定」アプリ：セキュリティと位置情報 「SIMカードロック設定」などの項目が「詳細設定」配下に
移動します。

―

42  「設定」アプリ：ユーザー補助 「ポインタが停止したらクリック」が「停止時間」に名称変
更します。

「アニメーションの削除」「バイブレーション」が追加され
ます。

―

43  「持つと画面点灯」の高速化 「持つと画面点灯」の反応速度が改善されます。
より速く、より快適に使用できるようになります。

―

44  なめらかハイスピード表示 「なめらか倍速表示」が「なめらかハイスピード表示」に名
称変更します。

―



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
45  「設定」アプリ：リラックスビュー リラックスビューの設定がシンプルな内容に変更されま

す。
※ OSアップデート前に設定していた輝度（リラックス

ビューの濃淡）の設定は変更されません。
※ 「エモパー連動」は引き継ぐことができません。

―

46  文字入力：ダウンロード辞書 ダウンロード辞書を追加する手順が変更されます。

 � Android™ 8.0（従来） 
文字入力画面→［ ］→［その他の設定］→［辞書］→［ダ
ウンロード辞書］→［ ］

 � Android™ 9 Pie（更新後） 
文字入力画面→［ ］→［その他の設定］→［辞書］→［ダ
ウンロード辞書を追加］

―

47  「設定」アプリ：言語 言語設定から英語／日本語以外の言語も選択できるよう
になります。

―

48  Google アシスタント連携：発話に反応し
てインカメラが起動

Google アシスタントに「アイキャッチセルフィーで撮っ
て」と発話するのみで、5秒タイマーでインカメラが起動
し、そのままかざしているだけで自動的に撮影できる機
能が追加されます。

―



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
49  「アルバム」アプリ：画面右上のメニュー 「複数選択」、「並べ替え」が追加され、「写真を送る」、「動画

を送る」、「選択削除」が削除されます。
Android™ 9 Pie（更新後）ではデータ一覧画面で共有／
削除するデータをロングタッチして選択することで、共
有／削除を行うことができます。

―

50  「アルバム」アプリ：「カメラ」アプリから
起動時の動作改善

カメラアプリのミニプレビューからアルバムアプリを起
動した時に、左右スワイプすることで本体メモリ／
microSDメモリカードなどフォルダが異なるデータも確
認できるよう動作が変更されます。 

―

51  HDRコンテンツのプロパティ表示 「アルバム」アプリの一件表示画面でHDRコンテンツには
「HDR」アイコンが表示されるようになり、データのプロ
パティでもフォーマット形式（HDR／SDR）が確認できま
す。
また、動画再生アプリもHDRコンテンツのプロパティ表
示に対応します。

―

52  「アルバム」アプリ：1件表示画面の拡大動
作改善

画像１件表示画面をダブルタップした時の拡大動作が改
善されます。

―

53  「カメラ」アプリ：静止画連写画像のサム
ネイル

「カメラ」アプリで撮影した静止画連写画像のサムネイル
が、「フォト」アプリでひとつにまとめて表示するように
変更されます。
OSアップデート前に撮影した画像は対象外となります。

―



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
54  「アルバム」アプリ：静止画を含む動画 動画撮影中に静止画を撮影した場合、静止画と動画が関

連付けられ、以下の操作ができるようになります。
・ 動画再生時、撮影した静止画の表示するか選択して再生
・ 静止画データから関連した動画の再生

―

55  「アルバム」アプリ：インテリジェントフ
レーミング

「カメラ」アプリで撮影時に、インテリジェントフレーミ
ングによって自動作成されたおすすめ画像（補正後の画
像）が、「アルバム」アプリ以外のアプリでは非表示になる
よう変更されます。

―

56  あとからキャプチャー：切り出し範囲の
表示

あとからキャプチャーで再生時間の長い動画を「動画切
り出し」する際、切り出し範囲の表示が小さくならないよ
う改善されます。

―

57  USB接続 パソコンにUSB接続した際に表示されるポップアップが
変更されます。また、「設定」アプリで設定が変更できるよ
うになります。

―

58  エモパー：バージョンアップ 最新バージョンのエモパーが搭載されます。
COCORO IDによるデータ自動バックアップに対応しま
す。

―

59  エモパー：外でも耳に当てるとお話 端末を耳に当てると、エモパーが通知内容を発話する機
能が追加されます。

―

60  Google ドライブへのバックアップ Google ドライブへのバックアップ機能で以下の項目が
バックアップ対象に追加されます。
・ なめらかハイスピード表示の対象アプリリスト
・ スクロールオートの対象アプリリスト

―



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。)

11

NO 機能名 機能概要 説明ページ
1  クイックパネル クイックパネル／クイック設定パネル切り替えアイコン

（ ／ ）が削除されます。
従来通り、スライドしてパネルを切り替えることができ
ます。

51

2  クイック設定パネル 各機能ボタン直下の「 」が削除されます。従来通り機能
ボタンをタップすることでON／OFFの切り替えを行う
ことができます。
機能ボタンによってはロングタッチすると詳細設定画面
を表示できるものもあります。
・ 機能ボタンから「BrightKeep」が削除されます。

52

3  「時計」アプリ：通常マナー中の鳴動 マナーモードのシンプル化に伴い、時計アプリの｢通常マ
ナー中の鳴動｣が削除されます。

53

4  「電話」アプリ：非通知着信拒否 「ユーザー補助機能」が削除されます。 ―
5  「カメラ」アプリ：ウィジェット 「手鏡」「読取カメラ」のウィジェットが削除されます。

従来通り、カメラアプリのショートカット機能を利用し
てホーム画面から直接利用できます。

―

6  Wi-Fi：WPS機能の非対応化 Android™ 9 Pieでの非サポート化に伴い、Wi-Fi／Wi-Fi
テザリングのWPS機能が削除されます。

―

7  「設定」アプリ：ディスプレイ 「スタンダードモード」が削除されます。 ―
8  「設定」アプリ：ユーザー補助 「ダウンロード済サービス」が削除されます。 ―
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1-1) マナーモード
マナーモードがシンプルな構成に変更されます。また、マナーモードのON／OFFや種類を切り替える手順が以
下のように変更されます。
Android™ 8.0（従来）では音量UP／DOWNキーを押して音量を0にしたあと、再度音量UP／DOWNキーを押して切り替えてお
りましたが、Android™ 9 Pie（更新後）では音量UP／DOWNキーを押すと表示されるマナーモードアイコンをタップして切り
替えるように変更されます。
従来通りクイックパネル／クイック設定パネルのマナーモードアイコンをタップしても切り替えることができます。

通知の種類によって着信時の動作を設定できたり、時間帯によってマナーモードのON／OFFを自動的に切り替えることができる
「高度なマナーモード」を利用する場合は、下記の操作で設定してください。
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］
B ［音］→［高度なマナーモード］
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1-2) ステータスバー
ステータスバーのデザインや表示内容が変更となります。
時間の表示位置が画面左上に変更されます。また、電波状況を示すアイコンが変更されます。
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1-3) クイックパネル
クイックパネルのデザインや表示内容が変更となります。
電波状況を示すアイコンが追加され、「日付」「時間」の表示位置が変更されます。
設定アイコンがクイック設定パネルに移動します。



15

1-4) クイック設定パネル（1/2）
クイック設定パネルのデザインや表示内容が変更となります。
最上部に現在のマナーモード状態が表示されるようになります。



16

1-4) クイック設定パネル（2/2）
クイック設定パネルのデザインや表示内容が変更となります。
機能ボタンに「高度なマナーモード」が追加されます。
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1-5) 「電話」アプリ：新しい連絡先の作成方法変更／ダイヤルボタンの追加
連絡先表示画面にて、登録済の連絡先がある場合、連絡先リストの上に「新しい連絡先を作成」ボタンが表示され
るようになります。
上記により、画面右下の電話帳登録ボタンがダイヤルボタンに変更されます。

<連絡先表示画面の起動方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話］→［ ］



18

1-6) 「電話」アプリ：非通知着信拒否
「着信拒否設定」に、「非通知」が追加されます。
上記により、非通知からの着信を一律拒否できるようになります。

<着信拒否の設定方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話］
B ［ ］→［設定］
C ［通話］→［au通話設定］→［着信拒否］
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1-7) AQUOS Home
AQUOS Homeのデザインや表示内容が変更となります。
• 「画面の自動回転」をONに設定している場合、アプリ一覧画面表示時に端末を横向きにすることで、画面を横表示に切り替える

ことができるようになります。 
また、上記設定の状態で、ホーム画面の空きスペースをロングタッチ→［ホームの設定］→［ホーム画面の回転を許可］をONにし
た場合、ホーム画面で端末を横向きにすると、画面が横表示へ切り替わるようになります。

• 「アイコンバッジ」が「通知ドット」に名称変更します。

＜画面の自動回転の設定方法＞
・ 「設定」アプリから設定する
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］
B ［ディスプレイ］→［詳細設定］
C 「画面の自動回転」をタップしON／OFFを切り替える

・ 「クイックパネル」から設定する
A ステータスバーを下にフリックしクイックパネルを表示
B 「 」（自動回転アイコン）をタップしON／OFFを切り替える
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1-8) アプリ使用履歴画面
アプリ使用履歴が横に並ぶように変更されます。
アプリを終了する方法が、従来の左右にフリックから上にフリックに変更となります。
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1-9) マルチウィンドウ
マルチウィンドウの表示方法が変更されます。
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1-10) 「アルバム」アプリ：データ一覧画面
アルバムのデータ一覧画面で、サムネイルをロングタッチすると複数選択ができるようになります。



23

1-11) 「コンテンツマネージャー」アプリ
「ファイル」が「コンテンツマネージャー」に名称変更します。
画像・動画・オーディオのファイル表示方法を一覧表示に変更したり、本体・SDカードの絞り込みができるよう
になります。
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1-12) 「設定」アプリ：音
「音」配下に「通話音量」、「着信音を停止」、「充電時の音」が追加されます。
「マナーモードの詳細設定」が「高度なマナーモード」に名称変更します。

<音の設定方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［音］



25

1-13) 文字入力機能（1/4）
キーボード表示機能が改善されます。
• 文字入力中に「カナ英数」キーを表示させる設定が追加されます。

<「表示・キーボード設定」の表示方法>
A 文字入力画面で［ ］→［表示・キーボード設定］
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1-13) 文字入力機能（2/4）
キーボード表示機能が改善されます。
• QWERTYキーボード利用時に独立した数字キーが表示されるように変更されます。
• QWERTYキーボードで英字入力中は、数字キーを上にフリックして記号入力ができるようになります。
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1-13) 文字入力機能（3/4）
キーボード表示機能が改善されます。
• 文字未入力時にキーボードの上にツールバーを表示する機能が追加されます。 
「音声入力」、「貼付け」、「元に戻す」などの機能を利用できます。

• 絵文字記号入力キーのデザインが変更されます。

<ツールバーの表示方法>
A 文字入力画面→［ ］→［表示・キーボード設定］
B ［ツールバー］
C 表示内容を選択
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1-13) 文字入力機能（4/4）
キーボード表示機能が改善されます。
• 12キーボードの英字モード時のキートップ表記に、数字のガイドが追加されます。
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1-14) 電源ボタン長押し時のポップアップ
電源ボタンを長押ししたときに表示されるポップアップの表示位置が変更され、「スクリーンショット」が追加
されます。
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1-15) 通知パネル
クイックパネルの通知のデザインや表示内容が変更となります。
最下部に「通知を管理する」が追加されます。タップすると「アプリの通知」設定画面が表示され、アプリごとに通知表示のON／
OFFが設定できます。
また、通知をロングタッチして表示する下記機能について、表示内容が変更されます。
• 通知の表示／非表示を設定のする手順

 ■ Android™ 8.0（従来） 
／

 ■ Android™ 9 Pie（更新後） 
［通知を表示しない］／［今後も表示する］

• 通知の詳細設定の手順
 ■ Android™ 8.0（従来） 
［詳細設定］
 ■ Android™ 9 Pie（更新後） 
［ ］→［通知］

※ 通知の種類によっては異なるメニュー名が表示される場合があります。
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1-16) 「設定」アプリ：名称の変更
一部項目名が変更されます。

「省エネ＆バッテリー」が「電池」に、「ユーザーとアカウント」が「アカウント」に名称変更します。
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1-17) 「設定」アプリ：指紋設定画面の改善（1/2）
指紋設定画面に説明が追加されます。

<指紋画面の起動方法>
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］→［指紋］

※ 指紋を登録していない場合は、画面に従って登録してください。



33

1-17) 「設定」アプリ：指紋設定画面の改善（2/2）
指紋登録画面のガイダンス画像が変更されます。

<指紋登録画面の起動方法>
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］→［指紋］
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1-18) AQUOS便利機能「戻るキー／履歴キーも使う」
なぞる方向を戻るキー／履歴キーどちらに割り当てるか設定できるようになります。
また、ナビゲーションバーを隠す機能は独立して設定できるようになります。

<戻るキー／履歴キーも使うの設定方法>
あらかじめ「ホームキーとして使う」をONにしておく必要があります。
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［AQUOS便利機能］
B ［指紋センサー］→［戻るキー／履歴キーも使う］
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1-19) 「設定」アプリ：操作
「システム」内に操作に関する設定を行う項目が追加され、下記の設定を行うことができるようになります。
• カメラの起動 

電源キーを2回押した際に「カメラ」アプリを起動させる動作のON／OFFを設定します。 
• ホームボタンを上にスワイプ 

ナビゲーションバーの操作方法を変更します。変更した場合の操作方法については、36 ページをご参照ください。
• 着信音を停止 

着信音が鳴っている場合に電源キーと音量UPキーを同時に押したときの動作を設定します。

<操作画面の起動方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［システム］
B ［操作］
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1-20) ナビゲーションバー
新しいナビゲーションバーが追加されます。

 ■ 新しいナビゲーションバーの操作方法 
「戻る」ボタンが必要に応じて表示されるようになります。 
アプリ使用中は「ホーム」ボタンを画面の1/4ほどまで上にフリックすることで「アプリ使用履歴画面」が、
画面の1/2ほどまで上にフリックすることで「アプリ一覧画面」が表示されます。 
また、ナビゲーションバー部分を左右にスライドすることで「アプリ使用履歴画面」を表示し、アプリを切り替えることができます。
※ ホーム画面ではホームボタン以外の場所でも、同じ操作で「アプリ使用履歴画面」「アプリ一覧画面」を表示させることができ

ます。

<ナビゲーションバーの設定方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］
B ［システム］→［操作］
C 「ホームボタンを上にスワイプ」をタップしON／OFFを切り替える
※ OSアップデート後は従来の仕様に設定されています。
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1-21) フルスクリーン対応
フルスクリーン表示可能なアプリは常時フルスクリーン表示されるようになります。
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1-22) 「設定」アプリ：ディスプレイ
「ナビゲーションバーを隠す」、「端末のテーマ」が追加されます。
「スリープ」が「ディスプレイ」配下に、「壁紙」が「詳細設定」配下に移動します。
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1-23) 「設定」アプリ：電池
「長エネスイッチ」が「電池」配下に移動します。
「自動調節バッテリー」が追加されます。
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1-24) 長エネスイッチ
長エネスイッチの設定がシンプルな内容に変更されます。
• 「電池残量で切替」が「しきい値」に名称変更します。
• ホーム画面に配置された長エネアプリのショートカットアイコンは削除されます。

<長エネスイッチの起動方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［電池］
B ［長エネスイッチ］
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1-25) 「設定」アプリ：緊急時情報
「緊急時情報」の表示位置が変更されます。
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1-26) 「設定」アプリ：ネットワークとインターネット
「機内モード」、「VPN」が「詳細設定」配下に移動します。

<ネットワークとインターネットの起動方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［ネットワークとインターネット］
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1-27) 「設定」アプリ：接続済みの端末
「Bluetooth」、「NFC／おサイフケータイ 設定」、「キャスト」、「印刷」、「受信済みファイルを表示」が「接続の設
定」配下に移動します。

「新しいデバイスとペア設定する」「以前接続されていたデバイス」が追加されます。

<接続済みの端末の起動方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［接続済みの端末］
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1-28) ピクチャー・イン・ピクチャー
Googleマップなどでピクチャー・イン・ピクチャー機能を使用する際に、ホーム画面に表示される小窓の位置が
変更されます。
• 小窓をタップすると小窓が拡大され、「 」が表示されます。「 」をタップするとピクチャー・イン・ピクチャー機能を利用するか

設定できます。
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1-29) 画面回転
アルバム、Google、マップなど横画面表示可能なアプリを使用中に「自動回転」がOFFの状態で端末を横にする
と、ナビゲーションバーに が表示されるようになります。

をタップすると、画面が横向きに切り替わるようになります。
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1-30) AQUOS Home：アプリ一覧画面
AQUOS Homeのアプリ一覧画面にアプリを検索できる機能が追加されます。
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1-31) 「設定」アプリ：システム
「システム」配下の「システム アップデート」、「バックアップ」、「リセット」などの項目が「詳細設定」配下に移動
します。
また、「リセット」が「リセットオプション」に名称変更します。

<システム画面の起動方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［システム］
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1-32) 誤動作防止機能の仕様改善(強制画面消灯の廃止)
「持つと画面点灯」機能で画面を点灯させたときに、近接センサーが反応すると、誤動作防止のためタッチ操作が
できない状態になります。
Android™ 8.0（従来）では誤動作防止機能が3秒間動作すると画面が消灯しておりましたが、Android™ 9 Pie（更新後）では3秒
経過しても消灯しないように変更されます。
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1-33) Frost Signに対応
AQUOS Frosted Cover装着中、カバーの上に記号を描くと使える便利な機能（Frost Sign）に対応します。
※ Frost Signの使い方や使用できる機能は「スマホカバー設定」をご確認ください。

<スマホカバー設定の起動方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［AQUOS便利機能］
B ［スマホカバー設定］
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1-34) ロック画面：通知を整理
ロック画面で一度確認した通知が、ロック解除後は表示されないように変更されます。

<ロック画面の通知を整理の起動方法>
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］
B ［ロック画面の設定］→［ロック画面の通知を整理］
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2-1) クイックパネル
クイックパネル／クイック設定パネル切り替えアイコン（ ／ ）が削除されます。
従来通り、スライドしてパネルを切り替えることができます。
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2-2) クイック設定パネル
各機能ボタン直下の「 」が削除されます。従来通り機能ボタンをタップすることでON／OFFの切り替えを行
うことができます。
機能ボタンによってはロングタッチすると詳細設定画面を表示できるものもあります。
• 機能ボタンから「BrightKeep」が削除されます。
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2-3) 「時計」アプリ：通常マナー中の鳴動
マナーモードのシンプル化に伴い、時計アプリの｢通常マナー中の鳴動｣が削除されます。

マナーモード設定中にアラームを鳴動させないように設定するには、「高度なマナーモード」の「着信音とバイブレーション」から
設定します。
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］
B ［音］→［高度なマナーモード］
C 「着信音とバイブレーション」などでマナーモードの動作を設定→［今すぐONにする］


