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主な機能追加・変更/削除/初期化項目について
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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

2

お客様各位

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/初期化項目についてご説明しております。

本モデル特有でない、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。

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 通知パネル 画面表示が変更され、 「新着」や「通知」などの項目が追加されます。 ▶P.10
02

クイック設定パネル

スクリーンレコード（画面録画機能）が追加されます。 ▶P.11
03 メディアコントロールが追加されます。 ▶P.12
04 ニアバイシェア（ファイル共有機能）が追加されます。 ▶P.13

05
□ 「ライト」が1ページ目から2ページ目に移動します。
□ 「STAMINAモード」が1ページ目から2ページ目に移動します。
□ 「テザリング」が1ページ目から2ページ目に移動します。

▶P.14

06 電源ボタン 電源ボタン長押し時の画面表示が変更されます。 ▶P.15
07 サイドセンスバー サイドセンスバーを （フローティングアイコン）に変更できるようになります。 ▶P.16

08
「設定」→
「ネットワークとイン
ターネット」

「ネットワークとインターネット」→「モバイル ネットワーク」配下で、
□画面のデザインが変更され、データ使用量などを確認できるようになります。
□「データ使用量の警告と制限」が追加されます。モバイルデータの使用サイクルや、

データ使用量の警告と制限を設定できるようになります。
ー

09
「ネットワークとインターネット」→「テザリング」配下に「イーサネット テザリング」が追
加されます。本製品をUSB-LANアダプタ（市販品）と有線LANケーブル（市
販品）でパソコンなどと接続し、モデムとして利用することで、パソコンなどをインター
ネットに接続できます。

ー

10 「設定」→
「機器接続」

「機器接続」配下で、「利用可能なメディア デバイス」が「メディア デバイス」に名称
変更されます。 ー
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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

11 「設定」→
「機器接続」

「機器接続」→「接続の設定」配下にて、
□「NFC／おサイフケータイ」が移動します。
□「画面ロック中はロック」が移動します。

▶P.17

12

「設定」→
「アプリと通知」

「アプリと通知」→「通知の設定」配下で、
□「通知履歴」が追加されます。最近の通知とスヌーズに設定した通知を表示で

きます。
□「バブル」が追加されます。会話をバブル（フローティングアイコン）として表示で

きます。
□「ステータスバーにサイレント通知を表示しない」※1が追加されます。ステータス

バーにサイレント通知を表示するかどうかを設定できるようになります。
□「通知ドットの許可」が「アプリアイコン上の通知ドット」※1に名称変更されます。
※1 「詳細設定」をタップすると表示されます。

ー

13 「アプリと通知」→「詳細設定」→「標準のアプリ」配下で、「アシストアプリ」が「デジ
タル アシスタント アプリ」に名称変更されます。 ー

14

「アプリと通知」→「詳細設定」→「緊急速報メール」配下で、
□「最大音量を使用する」が「常に最大音量で通知音を鳴らす」に名称変更され

ます。
□「緊急速報メールの再通知」が「メッセージ受信を再通知する」に名称変更され

ます。
□「テストアラート」が追加されます。

▶P.18

15 「設定」→
「バッテリー」

「バッテリー」→「STAMINAモード」配下で、「フル充電で無効」が「充電時にオフに
する」に名称変更されます。 ー
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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

16 「設定」→
「バッテリー」

「バッテリー」→「いたわり充電」配下で、
□「自動設定」が「自動」に名称変更されます。
□「手動設定」が「手動」に名称変更されます。
□「常時」が追加されます。

▶P.19

17 「設定」→
「画面設定」

「画面設定」→「ロック画面」配下で、「ロック画面メッセージ」が「ロック画面にテキス
トを追加」に名称変更されます。 ー

18

「設定」→
「音設定」

「音設定」配下で、
□「着信時のバイブレーション」の設定方法が変更されます。
□「画面ロック音」が「画面ロックの音」※1に名称変更されます。
□「メディア」が追加されます。
※1 「詳細設定」をタップすると表示されます。

▶P.20

19

「音設定」→「サイレント モード」配下で、
□「通話」が移動します。
□「SMS、MMS、メッセージ アプリ」が「メッセージ」に名称変更され、移動します。
□「すべての例外を表示」が「アラームとその他の割り込み」に名称変更されます。
□「通知の制限」が「通知の表示オプション」※1に名称変更されます。
□「デフォルトの期間」が「クイック設定の期間」※1に名称変更されます。
※1 「詳細設定」をタップすると表示されます。

▶P.21

20 「設定」→
「ストレージ」

「ストレージ」配下で、「空き容量を増やす」が「ストレージを管理」に名称変更され
ます。 ー

21 「設定」→
「位置情報」

「位置情報」配下で、「アプリの権限」が「位置情報へのアプリのアクセス」に名称変
更されます。 ー
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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

22 「設定」→
「セキュリティ」

「セキュリティ」→「詳細設定」→「暗号化と認証情報」配下で、「SDカードからイン
ストール」が「証明書のインストール」に名称変更されます。 ー

23

「設定」→
「ユーザー補助」

「ユーザー補助」配下で、
□「色反転」の設定方法が変更されます。

色反転を利用するには、「色反転」をタップし、「色反転を使用」をタップしてON
にします。
「色反転のショートカット」をタップすると「色反転」のショートカット方法を設定でき
ます。

□「アニメーションの削除」が「アニメーションを無効化」に名称変更されます。

ー

24
「ユーザー補助」→「TalkBack」配下で、
□「サービスの使用」が「TalkBack を使用」に名称変更されます。
□「TalkBackのショートカット」が追加されます。

▶P.22

25
「ユーザー補助」→「選択して読み上げ」配下で、「サービスの使用」が「選択して
読み上げのショートカット」に名称変更されます。また、タップすると「選択して読み
上げ」のショートカット方法を設定できるようになります。

ー

26

「ユーザー補助」→「拡大操作」配下で、
□「トリプルタップで拡大」が「画面をトリプルタップ」※1に名称変更され、移動します。
□「ショートカットで拡大」が「ユーザー補助機能ボタンをタップ」に名称変更され、

移動します。
□「拡大操作のショートカット」が追加されます。
※1 「詳細設定」をタップすると表示されます。

▶P.23
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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

27

「設定」→
「ユーザー補助」

「ユーザー補助」→「色補正」配下で、
□「補正モード」の設定方法が変更されます。
□「色補正のショートカット」が追加されます。

▶P.24

28
「ユーザー補助」→「スイッチ アクセス」配下で、
□「サービスの使用」が「スイッチ アクセス を使用」に名称変更されます。
□「スイッチ アクセスのショートカット」が追加されます。「スイッチ アクセス」のショート

カット方法を設定できるようになります。
ー

29
「ユーザー補助」→「ユーザー補助機能メニュー」配下で、「サービスの使用」が
「ユーザー補助機能メニューのショートカット」に名称変更されます。また、タップする
と「ユーザー補助機能メニュー」のショートカット方法を設定できるようになります。

ー

30
「ユーザー補助」→「マウスポインターが停止したらクリック」配下で、
□「サービスの使用」の設定方法が変更され、「OFF」／「短め」／「中」／「長め」

／「カスタム」で設定できるようになります。
□「クリックまでの時間」が「カスタム」に名称変更されます。

ー

31
「設定」→
「システム」

「システム」配下で、「操作」が「ジェスチャー」に名称変更されます。 ー
32 「システム」→「ジェスチャー」配下で、「電源メニュー」が追加されます。 ▶P.25

33 「システム」→「ジェスチャー」→「システム ナビゲーション」配下で、「ジェスチャー ナビ
ゲーション」の設定内の項目が変更されます。 ー

34 「設定」→
「デバイス情報」

「デバイス情報」→「Android バージョン」配下で、「Android セキュリティパッチレ
ベル」が「Android セキュリティ アップデート」に名称変更されます。 ー
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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 電話 右上メニュー→「設定」→「通話」配下で、「スマート着信操作」の項目が削除され
ます。 ー

02 「設定」→
「au設定メニュー」 「au設定メニュー」配下で、「au ID」の項目が削除されます。 ー

03 「設定」→
「アプリと通知」

「アプリと通知」→「詳細設定」→「特別なアプリアクセス」配下で、「タップ＆ペイ」の
項目が削除されます。 ー

04 「設定」→
「画面設定」 「画面設定」→「ロック画面」配下で、「アルバムアート」の項目が削除されます。 ー

05 「設定」→
「ユーザー補助」 「ユーザー補助」配下で、「音量キーのショートカット」の項目が削除されます。 ー
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3.OSアップデートによる主な設定初期化項目一覧
No. 項目 内容 説明

ページ
01

カメラ

「Google Lens」モードの「検索」の設定値が初期化されます。 ー

02 「クリエイティブエフェクト」モードのメニュー内にある設定項目「プレビュー」の設定値
が、初期値の「OFF」に設定されます。 ー

03 撮影画面にある「ぼけ効果」の設定値が、初期値の （OFF）に設定されます。 ー

04 「設定」→
「アプリと通知」

「アプリと通知」→「詳細設定」→「緊急速報メール」配下の各設定値が初期化さ
れます。 ー
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1-1)通知パネル：表示デザインの変更
画面表示が変更され、 「新着」や「通知」などの項目が追加されます。

10

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）

操作方法：ステータスバーを下にスライド



1-2)クイック設定パネル：スクリーンレコード（画面録画機能）
スクリーンレコード機能が追加され、画面録画ができるようになります。
録画した動画は「Movies」フォルダ内に保存されます。

11

「録音」や「画面上のタップも記録す
る」の設定を行った後に「開始」をタッ
プします。
3秒間のカウントダウンの後、録画が
始まります。

2本の指でステータスバーを下にスラ
イドして、クイック設定パネルで「スク
リーン レコード」をタップします。

録画を止める場合は、 1本の指で
ステータスバーを下にスライドして、通
知パネルで上図の赤いエリアをタップ
します。

Android™ 11（更新後）



1-3)クイック設定パネル：メディアコントロール
クイック設定パネルから音楽の再生／一時停止／曲戻し／曲送りができるようになります。
また、接続デバイスの切り替えもすばやくできるようになります。

12

右上に表示されているデバイスをタッ
プします。

2本の指でステータスバーを下にスラ
イドして、クイック設定パネルから音
楽の再生／一時停止／曲戻し／
曲送りができます。

上図の画面から接続デバイスを切り
替えられます。

<メディアコントロール> <接続デバイスの切り替え>

Android™ 11（更新後）



1-4)クイック設定パネル：ニアバイシェア（ファイル共有機能）
クイック設定パネルに付近のAndroid™ デバイスとファイルやリンクを共有できる「ニアバイシェア」が追加さ
れます。

13

設定画面が表示されるので、デバイス
名や公開範囲の設定を行い、問題が
なければ「ONにする」をタップします。

2本の指でステータスバーを下にスラ
イドして、クイック設定パネルで「ニア
バイシェア」をタップします。

Android™ 11（更新後）

<Google フォトで写真を共有する場合>

共有したい写真を開いた
状態で、左下の「 」を
タップします。

表示される一覧から「ニア
バイシェア」をタップします。

ニアバイシェアをONにしている
端末が近くにある場合、一覧
に設定している端末名が表
示されるのでタップします。

受信側の端末に通知が出
るので、ファイルを受け取る
場合は「同意する」をタップ
します。

Google フォトでニアバイシェアを使ってファイルを共有する方法をご紹介します。



1-5)クイック設定パネル：表示デザインの変更
・ 「ライト」が1ページ目から2ページ目に移動します。[①]
・ 「STAMINAモード」が1ページ目から2ページ目に移動します。[②]
・ 「テザリング」が1ページ目から2ページ目に移動します。[③]

14

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）

② ③

①

①
②

③

操作方法：2本の指でステータスバーを下にスライド→クイック設定パネルを左にスライド



1-6)電源ボタン：長押し時の画面変更
電源ボタン長押し時に表示される画面のデザインが変更されます。

15

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）



1-7)サイドセンスバー
サイドセンスバーを （フローティングアイコン）に変更できるようになります。

16

Android™ 11（更新後）

サイドセンスバーをロングタッチします。 サイドセンスバーを画面の左端または
右端以外にドラッグすると、サイドセン
スバーが （フローティングアイコン）
に変わります。



1-11)設定：NFC／おサイフケータイ
「機器接続」→ 「接続の設定」配下にて、
□「NFC／おサイフケータイ」が移動します。
□「画面ロック中はロック」が移動します。

17操作方法：設定アプリ→［機器接続］→［接続の設定］→［NFC／おサイフケータイ］

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）



1-14)設定：緊急速報メール
・「最大音量を使用する」が「常に最大音量で通知音を鳴らす」に名称変更されます。 [①]
・「緊急速報メールの再通知」が「メッセージ受信を再通知する」に名称変更されます。 [②]
・「テストアラート」が追加されます。安全警告システムの携帯通信会社テストと毎月のテストを受信できま

す。 [③]

18

②②

①

③

①

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）

操作方法：設定アプリ→［アプリと通知］→［詳細設定］→［緊急速報メール］



1-16)設定：いたわり充電
・「自動設定」が「自動」に名称変更されます。[①]
・「手動設定」が「手動」に名称変更されます。[②]
・「常時」が追加されます。 常に設定した制限容量（80%／90%）で充電をストップすることで、バッテ

リーへの負担を軽減し、劣化を防ぎます。[③]

19

③

② ②

①①

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）

操作方法：設定アプリ→［バッテリー］→［いたわり充電］



1-18)設定：音設定
・「着信時のバイブレーション」の設定方法が変更されます。[①]
・「画面ロック音」が「画面ロックの音」 ※1に名称変更されます。[②]
・「メディア」が追加されます。メディアの再生を終了したときに、クイック設定パネルのプレーヤーを非表示に

するかどうかを設定できるようになります。[③]
※1 「詳細設定」をタップすると表示されます。

20

②
②

③

①
①

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）

操作方法：設定アプリ→［音設定］



1-19)設定：サイレント モード
・「通話」が移動します。[①]
・「SMS、MMS、メッセージ アプリ」が「メッセージ」に名称変更され、移動します。[②]
・「すべての例外を表示」が「アラームとその他の割り込み」に名称変更されます。 [③]
・「通知の制限」が「通知の表示オプション」※1に名称変更されます。[④]
・「デフォルトの期間」が「クイック設定の期間」 ※1に名称変更されます。[⑤]
※1 「詳細設定」をタップすると表示されます。

21

③

②

②

①

①

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）

操作方法：設定アプリ→［音設定］→［サイレント モード］

③

④

⑤

④

⑤



1-24)設定：TalkBack
・「サービスの使用」が「TalkBack を使用」に名称変更されます。[①]
・「TalkBackのショートカット」が追加されます。「TalkBack」のショートカット方法を設定できるようになりま
す。[②]

22操作方法：設定アプリ→［ユーザー補助］→［TalkBack］

①

①

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）

②



1-26)設定：拡大操作
・「トリプルタップで拡大」が「画面をトリプルタップ」 ※1に名称変更され、移動します。[①]
・「ショートカットで拡大」が「ユーザー補助機能ボタンをタップ」に名称変更され、移動します。[②]
・「拡大操作のショートカット」が追加されます。「拡大操作」のショートカット方法を設定できるようになりま
す。[③]

※1 「詳細設定」をタップすると表示されます。

23操作方法：設定アプリ→［ユーザー補助］→［拡大操作］

②①

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）

③

②

①



1-27)設定：色補正
・「補正モード」の設定方法が変更されます。[①]
・「色補正のショートカット」が追加されます。「色補正」のショートカット方法を設定できるようになります。
[②]

24操作方法：設定アプリ→［ユーザー補助］→［色補正］

①

①

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）

②



1-32)設定：ジェスチャー
「電源メニュー」が追加されます。電源キーを1秒以上長押ししたときに表示されるメニューに、接続してい
るデバイスのコントロールを表示するかどうかを設定できるようになります。

25操作方法：設定アプリ→［システム］→［ジェスチャー］

Android™ 10（更新前） Android™ 11（更新後）
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