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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 マナーモードをシンプルな構成に変更いたしました。

 � Android™ 8.0（従来） 
通常マナー／サイレント／アラームのみ／優先する通
知のみ
 � Android™ 9 Pie（更新後） 
バイブ／ミュート

9

2  「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。
これにより、非通知からの着信を一律拒否できるように
なります。

10

3  「電話」アプリ：通話音声メモ・簡易留守録 通話音声メモや簡易留守録の録音データの保存が本体メ
モリにもできるようになりました。
従来通り、microSDメモリカードに保存することもでき
ます。

11

4  「電話」アプリ：新しい連絡先作成方法の
変更／ダイヤルボタンの追加

連絡先画面にて、登録済の連絡先がある場合は、連絡先リ
ストの上に「新しい連絡先を作成」機能を追加いたしまし
た。
それに伴い、画面右下の電話帳登録ボタンをダイヤルボ
タンへ変更いたしました。

12

5  ステータスバー ステータスバーのデザインや表示内容を変更いたしまし
た。

13

6  クイックパネル クイックパネルのデザインや表示内容を変更いたしまし
た。

14



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  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を変更いたし

ました。
15

8  アプリ使用履歴画面 アプリ使用履歴が横に並ぶよう変更いたしました。
アプリを終了する場合は上にフリックに変更になりま
す。

17

9  マルチウィンドウ マルチウィンドウの表示方法を変更いたしました。 18
10  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を変更いた

しました。
19

11  文字入力機能 キーボード表示機能の改善を行いました。 20
12  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した。
また、一時メモ機能は削除されます。

22

13  「設定」アプリ：システム 「設定」アプリの「システム」の「システム アップデート」、
「バックアップ」、「リセット」などの項目は「詳細設定」に
折り畳まれた状態に変更いたしました。
また、「リセット」を「リセットオプション」に名称変更い
たしました。

23

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
の表示位置を変更し、「スクリーンショット」を追加いた
しました。

24

15  「設定」アプリ：名称／構成の変更 一部項目の名称変更を行いました。 25



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
16  「設定」アプリ：指紋登録の改善 指紋登録画面のガイダンス画像をわかりやすく改善いた

しました。
26

17  「設定」アプリ：指紋ジェスチャー機能 指紋ジェスチャー設定の自由度を向上いたしました。 27
18  「設定」アプリ：操作 操作に関する設定を行う項目を追加いたしました。

下記の設定を行うことができます。
・ 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

28

19  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
表示されるよう変更いたしました。
※ Android™ 8.0（従来）で搭載されていた「フルスクリー

ン切り替えアイコン（ ／ ）」は削除いたします。

29

20  ナビゲーションバー 新しいナビゲーションバーの操作方法を追加いたしまし
た。
※ OSアップデート直後は従来の仕様に設定されています。

30

21  長エネスイッチ 長エネスイッチの設定をシンプルな内容に変更いたしま
した。

31

22  「設定」アプリ：通話音量 「設定」アプリの「音」に通話音量の設定機能を追加いたし
ました。

32

23  「設定」アプリ：緊急時情報 「緊急時情報」の表示位置を変更いたしました。 33



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
24  「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」
の下の階層へ変更いたしました。

34

25  「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」は「詳細設定」に折り畳まれた状態
に変更いたしました。

35

26  画面回転 アルバム、Google、マップなど一部アプリで「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した。

をタップすると、画面が横向きに切り替わるようにな
りました。

36

27  誤操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）では誤操作防止機能が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いたしま
した。

37

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

されます。

―



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
29  「設定」アプリ：リラックスビュー リラックスビューの設定をシンプルな内容に変更いたし

ました。
※ 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。

―

30  文字入力：変換制度の向上 助詞始まりの入力の誤変換改善など変換精度を向上いた
しました。

―

31  「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
を、「フォト」アプリでひとつにまとめて表示するように
変更いたしました。
OSアップデート前に撮影した画像は対象外となります。

―

32  「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、SHアルバムアプリ以外のアプリでは非表示にな
るよう変更いたしました。

―

33  「アルバム」アプリ：画面右上のメニュー 「複数選択」「並べ替え」を追加いたしました。 ―
34  SHビデオプレーヤー：写真から動画を再

生する動作を改善
動画撮影中に撮影された静止画から動画を再生した場
合、選択した静止画が撮影される直前から動画が再生さ
れるように変更いたしました。

―

35  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」する際に、切り出し範囲の表示が小さくならない
ように改善いたしました。

―



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
36  USB接続 パソコンにUSB接続したときに表示されるポップアップ

を変更いたしました。また、「設定」アプリで設定を変更で
きるようになりました。

―

37  エモパー：バージョンアップ 最新バージョンのエモパーを搭載いたしました。 ―
38  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

能に対応いたしました。
―

39  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ます。

―

40  ピクチャー・イン・ピクチャー Googleマップでピクチャー・イン・ピクチャー機能を使
用する際に、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。

―



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  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

（ ／ ）を削除いたしました。
従来通り、スライドしてパネルを切り替えられます。

38

2  クイック設定パネル 各機能ボタン直下の「 」を削除しました。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
を表示するものもあります。
・ 機能ボタンから「BrightKeep」を削除いたします。

39

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｣を削除いたしました。

40

4  「設定」アプリ：フルスクリーンモード 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
表示されるよう変更したため、「ディスプレイ」の「フルス
クリーンモード」を削除いたしました。

41

5  AQUOS Home：シートの並び替え AQUOS Homeのシートの並び替え機能を削除いたしま
した。

―

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機能を廃止いたしました。

―



9

1-1) マナーモード
マナーモードをシンプルな構成に変更いたしました。
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や、音量UP／DOWNキーを押すと表示されるマナーモードアイ
コンをタップしてマナーモードの設定を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］



10

1-2) 「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。
これにより、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］



11

1-3) 「電話」アプリ：通話音声メモ・簡易留守録
通話音声メモや簡易留守録の録音データの保存が本体メモリにもできるようになりました。
従来通り、microSDメモリカードに保存することもできます。

<通話音声メモ／簡易留守録の起動方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［電話］
B ［ ］→［設定］→［通話］→［簡易留守録］
C ［通話音声メモリスト］／［簡易留守録リスト］



12

1-4) 「電話」アプリ：新しい連絡先作成方法の変更／ダイヤルボタンの追加
連絡先画面にて、登録済の連絡先がある場合は、連絡先リストの上に「新しい連絡先を作成」機能を追加いたしま
した。
それに伴い、画面右下の電話帳登録ボタンをダイヤルボタンへ変更いたしました。

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



13

1-5) ステータスバー
ステータスバーのデザインや表示内容を変更いたしました。
時間／電池と電池残量の表示位置を変更いたしました。また、電波状況を示すアイコンを変更いたしました。



14

1-6) クイックパネル
クイックパネルのデザインや表示内容を変更いたしました。
電波状況を示すアイコンを追加し、また、「日付」「時間」の表示位置を変更いたしました。
設定アイコンはクイック設定パネルへ移動いたしました。



15

1-7) 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を変更いたしました。
最上部には、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

1-7) 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を変更いたしました。
機能ボタン編集画面の文言を変更いたしました。また、機能ボタンには「高度なマナーモード」を追加いたしました。



17

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変更いたしました。
アプリを終了する場合は上にフリックに変更になります。



18

1-9) マルチウィンドウ
マルチウィンドウの表示方法を変更いたしました。



19

1-10) 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を変更いたしました。
最下部に「通知を管理する」を追加しました。タップすると通知を表示するアプリが表示されます。
また、通知をロングタッチして表示される下記機能について、表示内容を変更いたしました。
• 通知の表示／非表示を設定のする手順 

／ →［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 
［詳細設定］→［ ］

※	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。



20

1-11) 文字入力機能（1/2）
キーボード表示機能の改善を行いました。
文字入力中に「カナ英数」キーを表示させる設定を追加いたしました。

<「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］



21

1-11) 文字入力機能（2/2）
キーボード表示機能の改善を行いました。
横画面時のQWERTYキーボードでも独立した数字キーが表示されるように変更いたしました。



22

1-12) 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した。
また、一時メモ機能は削除されます。
なぞる方向の設定はClip	Nowの設定で行うことができます。

<Clip Nowの設定方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］
B ［AQUOS便利機能］→［Clip Now］



23

1-13) 「設定」アプリ：システム
「設定」アプリの「システム」の「システム	アップデート」、「バックアップ」、「リセット」などの項目は「詳細設定」
に折り畳まれた状態に変更いたしました。
また、「リセット」を「リセットオプション」に名称変更いたしました。

<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］



24

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を変更し、「スクリーンショット」を追加い
たしました。



25

1-15) 「設定」アプリ：名称の変更
一部項目名の変更を行いました。
「省エネ＆バッテリー」を「電池」に、「ユーザーとアカウント」を「アカウント」に名称変更致しました。



26

1-16) 「設定」アプリ：指紋登録の改善
指紋登録画面のガイダンス画像をわかりやすく改善いたしました。

<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］



27

1-17) 「設定」アプリ：指紋ジェスチャー機能
指紋ジェスチャー設定の自由度を向上いたしました。
使用履歴を表示させる操作／画面を戻る操作を、左右どちらのスワイプジェスチャーで使用するか選択することができるように
なりました。
また、ナビゲーションバー表示・非表示の設定を独立させました。「指紋センサー」と「ディスプレイ」から設定できます。

<指紋センサー画面の起動方法>
A ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［AQUOS便利機能］
B ［指紋センサー］



28

1-18) 「設定」アプリ：操作
操作に関する設定を行う項目を追加いたしました。下記の設定を行うことができます。
• 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

<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］



29

1-19) 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変更いたしました。
※	Android™	8.0（従来）で搭載されていた「フルスクリーン切り替えアイコン（ ／ ）」は削除いたします。



30

1-20) ナビゲーションバー
新しいナビゲーションバーの操作方法を追加いたしました。
ナビゲーションバーの操作方法はホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→［設定］→［システム］→［操作］→［ホームボタンを上に
スワイプ］と操作して、「ホームボタンを上にスワイプ」をONに設定すると使用することができます。
「戻るボタン」は必要に応じて表示され、「ホームボタン」を上にフリックすることでアプリ使用履歴画面が表示されます。また、
「ホームボタン」を左右にスライドしてもアプリ使用履歴を表示しアプリを切り替えることができます。
※	OSアップデート直後は従来の仕様に設定されています。



31

1-21) 長エネスイッチ
長エネスイッチの設定をシンプルな内容に変更いたしました。

<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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1-22) 「設定」アプリ：通話音量
「設定」アプリの「音」に通話音量の設定機能を追加いたしました。
通話中に音量キーでの音量設定は従来通り行うことができます。

<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］



33

1-23) 「設定」アプリ：緊急時情報
「緊急時情報」の表示位置を変更いたしました。



34

1-24) 「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」の下の階層へ変更いたしました。

<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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1-25) 「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」は「詳細設定」に折り畳まれた状態に変更いたしました。

<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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1-26) 画面回転
アルバム、Google、マップなど一部アプリで「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した。
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した。
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1-27) 誤操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）では誤操作防止機能が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いたしました。
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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（ ／ ）を削除いたしました。
従来通り、スライドしてパネルを切り替えられます。
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2-2) クイック設定パネル
各機能ボタン直下の「 」を削除しました。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するものもあります。
• 機能ボタンから「BrightKeep」を削除いたします。
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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｣を削除いたしました。

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］
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2-4) 「設定」アプリ：フルスクリーンモード
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変更したため、「ディスプレイ」の「フル
スクリーンモード」を削除いたしました。


