
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/
削除項目について説明させていただきます。

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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Android 11モデル共通機能 対応可否

特長１：メッセージアプリの会話を簡単に管理 ー

特長２：バブル機能 ー

特長３：画面録画 〇

特長４：電源ボタン長押し時の画面変更、 スマートデバイスの操作機能追加 ー

特長５：メディアコントロール機能を強化 ー

特長６：セキュリティの強化 〇

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
「バッテリーとパフォーマン
ス」：機能追加

「ウルトラバッテリーセーバー」機能が追加されます。本機能をオンにす
ると、通話、メッセージ及びネットワーク接続などの最低限の機能は制
限せず、電力消費量の多い機能(5G接続など)を制限して電力消費を
抑えることができます。

8

02 「Wi-Fi」：機能追加
「QRコードリーダー」が追加され、パスワードを入力せずWi-Fi接続でき
るようになります。

9

03 「接続と共有」：機能追加
「ニアバイシェア」が追加され、近くのデバイスとファイルの共有ができ
るようになります。

10

04
「サウンドとバイブレーショ
ン」：機能追加

「サイレントモードでメディアを無音にする」が追加されます。

本機能をオンに設定すると、「サイレントモード」設定時に着信音や通
知音だけではなく、メディアの音などすべての音が無音になります。

11

05
「サウンドとバイブレーショ
ン」：機能追加

Do Not Disturbモードの「常時」設定と「デバイスロック時」設定が追加さ
れます。

12

06
「サウンドとバイブレーショ
ン」：機能変更

サイレントモードとDo Not Disturbモードをそれぞれ設定できるようにな
ります。

13

07 「ホーム画面」：機能追加
「最近のタスクでアイテムを配置する」機能が追加されます。これにより、
最近使用したアプリ一覧の並びを縦表示や横表示に設定できるように
なります。

14

08 「ホーム画面」：機能追加
「追加設定」配下の「全画面表示」にある「システムナビゲーション」が、
「ホーム画面」配下に格納されます。

15
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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

09
「ホーム画面」：機能
変更

「アプリドロワー」と「ホーム画面で上にスワイプして検索を開く」が、「ホーム
画面モード」配下に移動します。

16

10
「ディスプレイ」：機能
変更

ダークモードのオン／オフが、アイコンデザインに変更されます。 17

11
「ディスプレイ」：機能
変更

「ノッチとステータスバー」が、「通知とコントロールセンター」配下の「ステータ
スバー」に移動し、名称変更されます。

18

12
「常時オンディスプレ
イとロック画面」：機能
変更

「ロック画面」にある「ロック画面所有者情報」が、「ロック画面の時計形式」配
下に移動されます。

19

13
「通知とコントロール
センター」：機能追加

「コントロールセンター」が追加されます。その配下に「コントロールセンター
のスタイル」と「下にスワイプした後にロック画面に表示されるアイテム」が追
加されます。

20

14
「通知とコントロール
センター」：機能変更

「通知とコントロールセンター」に「アプリの通知」メニューが追加され、アプリ
通知オン／オフ設定が「アプリの通知」配下に移動されます。

21

15
「パスワードとセキュ
リティ」：機能変更

パスワードとセキュリティ配下の画面ロックのオン／オフがアイコンデザイン
に変わります。

「指紋認証」は「指紋ロック解除」に、「顔認証」は「フェイスアンロック」に名称
変更されます。

22
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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
「プライバシー保護」：
機能追加

「プライバシー保護」が追加されます。本機能により、位置情報、連絡先や通
話履歴へのアクセスなどの権限を付与することができるようになります。

23

17
「デバイス情報」：機能
変更

「バックアップとリセット」が「バックアップと復元」と「ファクトリーリセット」に変
更されます。

24

18
「モバイルネットワー
ク」：機能変更

「データローミング」が「高度な設定」配下に移動されます。 25

19
「特別な機能」：機能
追加

「ライトモード」が追加され、アイコンやテキストを大きく見やすくすることがで
きます。

26
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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

20
「接続と共有」：機能追
加

「Chromebook」が追加されます。本製品をChromebookと連携すると
Chromebookからテキストメッセージを送信したり、本製品のインターネット接
続を共有したりできるほか、ロックも簡単に解除できるようになります。

‐

21
「接続と共有」：機能追
加

「Android Auto」が追加されます。
対応する自動車と接続してスマートフォンのアプリを操作できるようになります。

‐

22
「接続と共有」：機能追
加

「NFC機能を復元」が追加されます。
NFC機能を使用できない問題を修正できるようになります。

‐

23
「接続と共有」：機能変
更

「タップ&ペイ」が「非接触型決済」に名称変更されます。 -

24
「追加設定」：機能変
更

「通知ライト」が「LEDライト」に名称変更されます。 -

25
「ホーム画面」：機能
変更

「ホーム画面」が「ホーム画面モード」に名称変更されます。

また、モードのプレビューはアニメーションになり、「通常」モードが「クラシック」
モードに名称変更されます。

‐

26
「位置情報」：機能追
加

「通信事業者と位置情報を共有」機能が追加されます。緊急事態が発生した
際、緊急通報受理機関からの要請に応じて、通信事業者がお客様の位置確
認に協力することを許可するか設定できるようになります。

‐
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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
「モバイルネットワーク」：
機能削除

「データ使用量」が削除されます。 ‐

02 「Wi-Fi」：機能削除

「追加設定」配下の「MACアドレス」と「IPアドレス」が削除されます。

[設定]→[デバイス情報]→[すべての仕様]→[デバイスの状態]からIPアドレ
スとWi-FiのMACアドレスを確認できます。

‐

03
「サウンドとバイブレー
ション」：機能削除

「サウンドエフェクト」配下の「ヘッドフォンの種類を選択」が削除されます。 ‐

04
「サウンドとバイブレー
ション」：機能削除

「サイレント/DND」配下の「フローティング通知を制限する」が削除されます。 ‐

05
「ディスプレイ」：機能削
除

「ディスプレイ」配下にある「ノッチとステータスバー」が削除されます。

[設定]→[通知とコントロールセンター]→[ステータスバー]からノッチとス
テータスバーの各種設定ができます。

-

06 「追加設定」：機能削除
「追加設定」配下にある「全画面表示」が削除されます。

[設定]→[ホーム画面]→[システムナビゲーション]から設定できます。
-

07
「アカウントと同期」：機能
削除

「Xiaomiクラウドサービス」が削除されます。

[設定]→[デバイス情報]→[バックアップと復元]→[Xiaomi Cloud]からバック
アップや同期ができます。

-
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1-1）バッテリーとパフォーマンス

 「ウルトラバッテリーセーバー」機能が追加されます。
本機能をオンにすると、通話、メッセージおよびネットワーク接続などの機能は制限せず、
電力消費量の多い機能(5G接続など)を制限して、電力消費を抑えることができるようになります。

8

※更新後(Android™ 11)※更新前(Android™ 10)

操作手順：ホーム画面で［設定］→［バッテリーとパフォーマンス］→［ ］→［バッテリーセーバー］→ ［ウルトラバッテリーセーバー］



1-2）Wi-Fi

 「QRコードリーダー」を使って、パスワードを入力せず、Wi-Fi接続ができるようになります。

※更新後(Android™ 11)

9

※更新前(Android™ 10)

操作手順：ホーム画面で[設定]→[Wi-Fi]→画面右上の「 」をタップしてQRコードリーダーを起動



1-3）接続と共有

 「ニアバイシェア」機能が追加され、
本機能により、近くのデバイスと簡単にファイルの共有ができるようになります。

10

※更新後(Android™ 11)

操作手順：ホーム画面で「設定」→「接続と共有」→「ニアバイシェア」



1-4）サウンドとバイブレーション

 「サイレントモードでメディアを無音にする」を設定すると、
着信音や通知音だけではなく、すべての音が無音にすることができるようになります。

11

※更新後(Android™ 11)

操作手順：ホーム画面で[設定]→[サウンドとバイブレーション]



1-5）サウンドとバイブレーション

 Do Not Disturbモードの「常時」設定と「デバイスロック時」設定が追加されます。
□常時：スクリーンオン/オフにかかわらず、着信音や通知音やメディア音が無音になり、

バイブレーションも動作しなくなります。
□デバイスロック時：スクリーンオンの場合、バイブレーションのみ機能します。
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※更新後(Android™ 11)

操作手順：ホーム画面で「設定」→「サウンドとバイブレーション」→「Do Not Disturbモード」



1-6）サウンドとバイブレーション

 サイレントモードとDo Not Disturbモードをそれぞれ設定できるようになります。

13

※更新後(Android™ 11)

操作手順：
ホーム画面で［設定］→［サウンドとバイブレーション］→［サイレントモード］→［ ］→オン/オフに設定
ホーム画面で［設定］→［サウンドとバイブレーション］→［Do Not Disturbモード］→ [Do Not Disturbモード] →［ ］→オン/
オフに設定



1-7）ホーム画面

 「最近のタスク」画面の表示を「縦」表示/「横」表示から選択して設定できるようになります。

14

※更新後(Android™ 11)

操作手順：ホーム画面で空白エリアをロングタッチ→[設定]→[その他]→[最近のタスク”でアイテムを配置する]



1-8）ホーム画面

 「システムナビゲーション」が「ホーム画面」配下に移動します。

15

※更新後(Android™ 11)※更新前(Android™ 10)

・操作手順：ホーム画面で空白エリアをロングタッチ→[設定]→[その他]→[システムナビゲーション]



1-9）ホーム画面

 「アプリドロワー」 と「ホーム画面で上にスワイプして検索を開く」 が、「ホーム画面モード」配下に
移動します。

※更新後(Android™ 11)

16

※更新前(Android™ 10)

操作手順：ホーム画面で空白エリアをロングタッチ→ ［設定］→［その他］→[ホーム画面モード]

②①

②

②

①

①



1-10）ディスプレイ

 ダークモードのオン／オフのデザインが変更されます。

※更新後(Android™ 11)
※更新前(Android™ 10)  

操作手順：ホーム画面で［設定］→［ディスプレイ］
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1-11）ディスプレイ

 「ノッチとステータスバー」が「ステータスバー」に名称変更され、「通知とコントロールセンター」配下に移動
します。

※更新後(Android™ 11)

18

※更新前(Android™ 10)

操作手順：ホーム画面で［設定］→［通知とコントロールセンター］→［ステータスバー］



1-12）常時オンディスプレイとロック画面

 「ロック画面所有者情報」が「ロック画面の時計形式」配下に移動します。

※更新後(Android™ 11)※更新前(Android™ 10)

操作手順：ホーム画面で［設定］→［常時オンディスプレイとロック画面］→［ロック画面の時計形式］
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1-13）通知とコントロールセンター

 「コントロールセンター」でコントロールセンターのスタイルなどが設定できるようになります。

20

※更新後(Android™ 11)

操作手順：ホーム画面で[設定]→[通知とコントロールセンター]



1-14）通知とコントロールセンター

 「通知とコントロールセンター」に「アプリの通知」メニューが追加され、
各アプリの通知オン／オフ設定が「アプリの通知」配下に移動します。

※更新後(Android™ 11)※更新前(Android™ 10)

操作手順：ホーム画面で［設定］→［通知とコントロールセンター］→［アプリの通知］
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1-15）パスワードとセキュリティ

 パスワードとセキュリティ配下の画面ロックのオン／オフのデザインが変更されます。
「指紋認証」は「指紋ロック解除」に、「顔認証」は「フェイスアンロック」に名称変更されます。

※更新後(Android™ 11)※更新前(Android™ 10)

操作手順：ホーム画面で［設定］→［パスワードとセキュリティ］
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1-16）プライバシー保護

 「プライバシー保護」機能が追加されます。
位置情報、連絡先や通話履歴へのアクセスなどの権限が付与できるようになります。

※更新後(Android™ 11)

操作手順：ホーム画面で［設定］→［プライバシー保護］
23



1-17）デバイス情報

 「バックアップとリセット」が「バックアップと復元」と「ファクトリーリセット」に変更されます。

※更新後(Android™ 11)
※更新前(Android™ 10)

操作手順：ホーム画面で［設定］→［デバイス情報］→［バックアップと復元］／［ファクトリーリセット］
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1-18）モバイルネットワーク

 「データローミング」が「高度な設定」配下に移動します。

※更新後(Android™ 11)※更新前(Android™ 10)

操作手順：ホーム画面で［設定］→［モバイルネットワーク］→［高度な設定］
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1-19）特別な機能

 「ライトモード」が追加され、アイコンやテキストを大きく表示させることができるようになります。

※更新後(Android™ 11)

操作手順：ホーム画面で［設定］→［特別な機能］→［ライトモード］→［ライトモードをオンにする］
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