
Android™ 11 OSアップデートにおける
主な機能追加・変更/削除項目について
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※ 本資料の画面はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。



0.はじめに

お客さま各位

本資料では、表紙に記載したモデル特有の機能追加・変更/
削除項目についてご説明しております。

本モデル特有ではない、Android 11モデル共通の特徴に
つきましては、こちらをご参照ください。
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https://www.au.com/information/notice_mobile/update/os-update/


1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No. 項目 内容
説明
ページ

01 「音声増幅」：機能追加
音声を聞き取りやすくする「音声増幅」の設定が追加され、
各種設定ができるようになります。
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02 「緊急電話」：機能追加

セキュリティの設定メニューに「緊急SOS」の機能が追加されます。
・緊急時の情報が入力できるようになります。
※名前を非表示にすることもできます

・「緊急電話」をONにしておくことで、電源ボタンを5回押すと緊急電話
のページをすぐに表示させることができるようになります。
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03 「カメラ」：機能追加
動画モードに「慣性ズーム」の機能が追加されます。
撮影画面をロングタッチして、ズームイン/アウトができるようになります。
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04 「カメラ」：機能追加
カメラ設定メニュー内の「構図」より、グリッド/対角線/ゴールドスパイラルの
表示が設定できるようになります。
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05 「クイック設定」①：機能追加
「クイック設定」にアプリロック機能を追加することができるようになります。
アプリロックのアイコンをタップすると、設定したアプリのロックを素早く
ON/OFFできます。
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06 「クイック設定」②：機能追加
「クイック設定パネル」からWi-Fi、Bluetooth、サイレントモードの詳細設
定ができるようになります。
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07 「アイコン」：機能追加
ホーム画面の空きスペースをロングタッチし、下部に表示されるメニューに
「アイコン」、「レイアウト」が追加されます。
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1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No. 項目 内容
説明
ページ

08 「アプリの共有」：機能追加
ホーム画面上のアプリアイコンをロングタッチして、簡単にアプリを共有す
ることができるようになります。
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09 「フォルダの開放」：機能追加
ホーム画面上のフォルダを削除した場合、フォルダ内のアプリがホーム画
面上に配置されるようになります。
※ホーム画面上にはフォルダ内で表示されていた並び順で配置されます。
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10
「パーソナルカスタマイズ」：
機能追加

設定メニューに「パーソナルカスタマイズ」が追加されます。
「パーソナルカスタマイズ」より、テーマやカラー、アイコンスタイルなどの設
定ができるようになります。
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11
「常時表示ディスプレイ」：
機能追加

「パーソナルカスタマイズ」の「常時表示ディスプレイ」より、
ディスプレイの表示時間に関する設定ができるようになります。
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12 「ダークモード」：機能追加
「ダークモード設定」より、スタイルの変更、壁紙・アイコンへのダークモード
適用、周囲の明るさに合わせたコントラスト調整ができるようになります。
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13
「パーソナルホットスポット」：
機能追加

「パーソナルホットスポット」にQRコードが追加されます。
QRコードをスキャンすることで、このWi-Fiネットワークを共有することが
できるようになります。
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1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No. 項目 内容
説明
ページ

14 「フォルダ」：機能追加
フォルダを別のフォルダにドラッグすると、１つのフォルダに統合することがで
きるようになります。

-

15
「スクリーンショット」：
機能追加

物理ボタンのスクリーンショット（電源ボタン＋音量ダウンボタンを同時押
し）の設定スイッチが追加されます。
※初期設定はON

設定方法：設定→便利なツール→スクリーンショット

-

16 「音」：機能追加

端末が全画面表示（ビデオの視聴中やゲームプレイ中）のときに、
通知音を小さくして、振動を弱めることができるようになります。
※初期設定はON

設定方法：設定→サウンドとバイブ→全画面表示時の通知のフィード
バック軽減

-

17 「パーミッション」：機能変更
データ保護のため、アプリを長期間利用していない場合、アクセス権限
がリセットされ、利用再開時に改めて許可が必要となります。

-
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2.OSアップデートによる主な削除項目一覧

No. 項目 内容
説明
ページ

01 「連絡先」①：機能削除
「電話」アプリ内の「連絡先」メニューより「名刺をスキャン」と「名刺
フォルダ」が削除されます。
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02 「連絡先」②：機能削除
ホーム画面上で電話アプリのアイコンをロングタッチした際、お気に入りの
連絡先が表示されなくなります。
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03 「連絡先」③：機能削除

「連絡先」に同じ氏名・電話番号が登録されている場合、自動で「連
絡先」をマージする機能が削除されます。
OSアップデート後は、同じ氏名・電話番号の「連絡先」を作成すること
ができず、既存の連絡先に上書きされます。

-

04
「Wi-Fiブリッジモード」：機能
削除

「Wi-Fiブリッジモード」は「パーソナルホットスポット」に統合され、「その他
のワイヤレス接続」のメニューから削除されます。
OSアップデート後は、「パーソナルホットスポット」より、Wi-Fiまたはモバ
イルネットワーク接続を共有することができます。

-

05 「カメラ」：機能削除 写真の自動補正が削除されます。
-
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1-1)音声増幅

・音声を聞き取りやすくする「音声増幅」の設定が追加され、下記設定ができるようになります。
□増幅

「周囲の音」、または「スマートフォンで再生中の音」より選択できます。
□音源の選択

「デバイスのマイク」、または「ヘッドセットマイク」より選択できます。
□音の調整

声のブースト、チューニングの微調整ができます。左右の音声を個別に調整することもできます。
□ノイズリダクションの強度

ノイズリダクションの強度を３段階で設定できます。

<増幅/音源の選択＞
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※更新後(Android™ 11)※更新前(Android™ 10)

音声増幅設定方法：「設定」→「その他の設定」→「アクセシビリティ」→「音声増幅」→タブを選択

<音の調整＞ <ノイズリダクションの強度＞



1-2)緊急電話

・セキュリティの設定メニューに「緊急SOS」機能が追加されます。
□緊急時の情報が入力できるようになります。 「 」

※名前を非表示にすることもできます
□「緊急電話」をONにしておくことで、

電源ボタンを5回押すと緊急電話のページをすぐに表示させることができるようになります。「 」

※更新後(Android™ 11)

緊急時の情報設定方法：設定→セキュリティ→緊急SOS→緊急時の情報
8

1

2

1

2



1-３)カメラ

・動画モードに、「慣性ズーム」の機能が追加されます。
下記操作により、撮影画面をロングタッチして、ズームイン/アウトができるようになります。
①慣性ズームをONに設定する。
②動画撮影を開始し、指を画面で上下にスライドさせ、ズームイン/アウトの速度を選択する。
③設定したい速度が表示されたら指を止め、画面をロングタッチした状態にすると、

スムーズにズームイン/アウトできるようになります。

※更新後(Android™ 11)

慣性ズーム設定方法：カメラ→動画→設定→慣性ズームをONに設定
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慣性ズームを
ONに設定

動画撮影を開始し、
指を画面で上下に滑らせ
ズームイン/アウトの速度を選択

動画撮影画面で
「 」 をタップ



1-4)カメラ

・カメラ設定メニュー内の「構図」より、
グリッド/対角線/ゴールドスパイラルの表示が設定できるようになります。

※更新後(Android™ 11)

構図設定方法：カメラアプリ→ →構図
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1-5)クイック設定①

・「クイック設定」にアプリロック機能を追加することができるようになります。
アプリロックのアイコンをタップすると、設定したアプリのロックを素早くON/OFFできます。
アプリロック機能をONにすると、アプリ利用時にパスワード入力が必要となるため、
不正利用を防ぐことができます。

※更新後(Android™ 11)
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編集ボタンをタップ 「アプリロック」のアイコン
を上にドラック

「アプリロック」が追加さ
れたことを確認

「アプリロック」のアイコン
をロングタッチ

※アプリロック設定後は
アイコンタップで
ON/OFFの切り替えが
可能

アプリ毎にON/OFFを
設定



1-6)クイック設定②

・「クイック設定パネル」からWi-Fi、Bluetooth、サイレントモードの詳細設定ができるようになります。
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※更新後(Android™ 11)

機能名の右に表示されている
三角形のアイコン「 」をタップ

「詳細」をタップ

例）サイレントモードの場合



1-7)アイコンのカスタマイズ

・ホーム画面の空きスペースをロングタッチし、下部に表示されるメニューに、
「アイコン」、「レイアウト」が追加されます。
□アイコン「 」

Art+アイコン ：一部アプリ (facebook、Netflix、Soloop、音楽)が、アーティスティックなアイコンデザイン
に切り替わります。

アイコン ：アイコンの表示サイズを変更することができます。
アプリの名称 ：最小表示にすることで、アプリ名を非表示にすることができます。

□レイアウト「 」
行数、列数を変更することができます。

※更新後(Android™ 11)

空きスペースを
ロングタッチ

「アイコン」または
「レイアウト」をロングタッチ

最小表示にすることでアプリ名を
非表示にすることができます

1

2

1

行数、列数を変更
することができます

2
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1-8)アプリの共有

・ホーム画面上のアプリアイコンをロングタッチして、簡単にアプリを共有することができるようになります。
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※更新後(Android™ 11)

①共有したいアプリをロングタッチ
②共有ボタンをタップ

③共有方法を選択

①

②
③



1-9)フォルダの開放

・ホーム画面上のフォルダを削除した場合、フォルダ内のアプリがホーム画面上に配置されるようになります。
※ホーム画面上にはフォルダ内で表示されていた並び順で配置されます。

※更新後(Android™ 11)
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フォルダをロングタッチ→
削除をタップ



1-10)パーソナルカスタマイズ

・設定メニューに「パーソナルカスタマイズ」が追加されます。
「パーソナルカスタマイズ」より、テーマやカラー、アイコンスタイルなどの設定ができるようになります。
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※更新後(Android™ 11)

パーソナルカスタマイズ設定方法：設定→パーソナルカスタマイズ



1-11)常時表示ディスプレイ

・「パーソナルカスタマイズ」の「常時表示ディスプレイ」より、ディスプレイの表示時間に関する設定ができるように
なります。

□表示オプションは省エネ/時間指定/終日より選択できます。【 】
「省エネ」モードでは、10秒後に自動的に画面が消え、端末を動かすと画面が表示されます。
「時間指定」モードでは、開始時間/終了時間を指定できます。

※更新後(Android™ 11)

常時表示ディスプレイ設定方法：設定→パーソナルカスタマイズ→常時表示ディスプレイ
17

常時表示ディスプレイを
ONに設定

表示オプションを選択

A

A



1-12)ダークモード設定

・「ダークモード設定」より下記項目の設定ができるようになります。
□ブラック/中程度/グレーの３つのスタイルから選択ができます。「 」
□「壁紙」「アイコン」をダークモードにすることができます。「 」
□「暗い場所では低コントラストにする」が追加され、

設定をONにすることで、周囲の明るさに合わせてコントラストを調整することができます。「 」

ダークモード設定方法：設定→ディスプレイと輝度→「ダーク」を選択→ダークモード設定
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2

3

※更新後(Android™ 11)

1

2

3



1-13)パーソナルホットスポット

・パーソナルホットスポットにQRコードが追加されます。
QRコードをスキャンすることでこのWi-Fiネットワークを共有することができるようになります。

※更新後(Android™ 11)

パーソナルホットスポット設定方法：設定→接続と共有→パーソナルホットスポット→パーソナルホットスポットをON→QRコード
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2-1)連絡先①

・「電話」アプリ内の「連絡先」メニューより、名刺をスキャン「 」と名刺フォルダ「 」が削除されます。
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※更新前(Android™ 10) ※更新後(Android™ 11)

名刺をスキャン設定方法：電話アプリ→連絡先→設定→名刺をスキャン→名刺を撮影→連絡先を登録

1 2

1

2



2-1)連絡先②

・ホーム画面上で「電話」アプリのアイコンをロングタッチした際、お気に入りの連絡先が表示されなくなります。
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※更新前(Android™ 10) ※更新後(Android™ 11)

ホーム画面で電話アプリのアイコンを
ロングタッチ

連絡先のお気に入りに追加


