
OSアップデートによる主な変更・機能追加について(1/2) 
No. 機能 

1. 指紋認証のセキュリティ強化 

2. 「バッテリー使用量を最適化」する機能の追加 

3. 「ギャラリー」アプリの機能追加①「周辺に共有」 

4. 「ギャラリー」アプリの機能追加②「アニメ」「コラージュ」機能 

5. ブラウザの「シークレットモードセキュリティ」機能の追加（1/2） 

6. ブラウザの「シークレットモードセキュリティ」機能の追加（2/2） 

7. ブラウザの機能追加(1/2） 

8. ブラウザの機能追加(2/2) 

9. ブックマークの「履歴表示」機能追加 

10. 「アプリの通知」機能の追加(1/2) 

11. 「アプリの通知」機能の追加(2/2) 

12. アプリへのアクセス許可の確認方法変更 

13. 「アプリの権限」機能の追加 

14. 通知パネル／クイック設定の変更 

15. 「スクリーンショット」機能の変更 

16. アプリ一覧の「検索」機能の追加 

17. ホーム画面の「画面グリッド」の機能追加 

18. 「近くのデバイスをスキャン」機能の追加 

19. 「高度な機能」のメニュー追加（1/2） 



OSアップデートによる主な変更・機能追加について(2/2) 
No. 機能 

20. 「高度な機能」のメニュー追加（2/2） 

21. サウンド機能の追加「充電時の音」の追加 

22. 「[通知をミュート]の管理アプリ」機能の追加 

23. 画面デザインの変更 

24. アイコンデザインの変更 

25. 「連絡先のIndex」のアイコンデザインの変更 

26. 電源オプションメニューの変更 

27. 「設定」アプリ内のメニュー追加 

28. 「設定」アプリ内のメニュー変更 

29. 「高度な機能」の機能名称の変更、機能追加について 

30. 「アイコンに背景を表示」機能の追加 

31. 「端末アシスタンスアプリ」機能の追加 

32. 標準アプリの選択機能の追加  

33. 「ネットワークの設定のリセット」機能の追加 

34. 「アラームをバイブに設定」機能の追加 

35. 「auスマートパス」アプリの変更 

36. 「ストレージ」メニューの変更 

37. 「ソフトウェアの更新予約」機能の追加 



1. 指紋認証のセキュリティ強化 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ロック画面とセキュリティ ⇒ 画面ロックの種類 ⇒ 指紋認証 

<指紋認証設定時> 

Android™ 6.0（更新後） 

<再起動時> 

画面ロックに指紋認証を利用している場合、以下機能が追加され、セキュリティがさらに
強化されます。 
 端末ロックに指紋認証を指定している場合、パスワード・パターン・PINのいずれか

の認証との併用が必須となります。 
 端末ロック解除に指紋認証を設定している場合、端末の再起動時も初回のみバック

アップパスワード、パターン、PINのいずれかを入力する必要があります。 
※アップデート前に指紋認証を登録していた場合は、アップデート後、バックアップパスワード、 
 パターン、PINを登録する必要があります。 



2. 「バッテリー使用量を最適化」する機能の追加 

 スマートフォンを使用していないときのバッテリーの消費量を低減する機能を追加します。 
 アプリごとに「バッテリー使用量を最適化」のON・OFFが設定できます。 
※ 本設定を行うと、モバイルネットワークを使用する機能や、データを同期する機能など一部の機能

が制限されます。以下のアプリ以外は、アップデート後「最適化ON」の設定になっていますので、
メッセージ受信通知やデータの自動同期などを行うアプリは、個別に「最適化OFF」に設定するこ
とをおすすめいたします。 

＜最適化ON」アプリを「最適化OFF」にする場合＞ 

 アップデート後、最適化OFFで設定されているアプリ 

データお預かり、auID設定、au Wi-Fi接続ツール、au災害対策、Eメール、Google Play開発者
サービス、Samsung Push Service、SMS、カーナビデータ通信設定、シンクコール、リモート
サポート、安心アクセスfor au、au Mrket、au位置情報サービス、Gemalto TMS Polic 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ バッテリー ⇒ バッテリーの使用量 ⇒ その他 ⇒ バッテリー使用量を最適化 



3.「ギャラリー」アプリの機能追加①「周辺に共有」 

「周辺に共有」を選択することで、ギャラリーに保存されている画像や動画を、 
簡単にコンテンツを共有している他のユーザーと、BluetoothもしくはWiFi 
Direct機能により簡単に共有できるようになります。 
※ 他のユーザーとコンテンツ共有時に、「周辺に共有」を選択すると、近くのBluetooth 
  もしくはWiFi DirectがONになっている端末を検索し、共有できるようになります。 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「ギャラリー」アプリ ⇒ その他 ⇒ 共有 ⇒ 任意のファイル選択 ⇒ 共有  



4.「ギャラリー」アプリの機能追加②「アニメ」「コラージュ」機能 

「ギャラリー」のその他メニューに「アニメ」「コラージュ」が追加になります。 

Android™ 6.0（更新後） 

アニメ 
選択した複数の写真で一つのスライドショーを作成
できる機能です 
  

コラージュ 
選択した複数の写真を画角を自動的に変更し、組み
合わせることにより、一枚の写真にできる機能です。 

＜設定方法＞ 

「ギャラリー」アプリ ⇒ その他  



5. ブラウザの「シークレットモードセキュリティ」機能の追加（1/2） 

「シークレットモードセキュリティ」機能が追加となり、ブラウザのセキュリティレベル
をご自身で設定できるようになります。 
 シークレットモードONの間に表示したWebページは、シークレットモードOFFとし

た場合に、閲覧履歴や検索履歴に表示されなくなります。 
 シークレットモードONの間に保存したブックマークおよびWebページは、シーク

レットセキュリティモードOFFの際に表示されなくなります。 

＜設定方法＞ 

「ブラウザ」アプリ ⇒ タブ 

シークレットモード無効⇔有効の切換ができます。 

※初期値は「シークレットモード 無効」です。 

Android™ 6.0（更新後） 



6. ブラウザの「シークレットモードセキュリティ」機能の追加（2/2） 

「シークレットモード」の有効／無効の切換時、パスワード認証、もしくは、指紋認証を
設定ができるようになり、他のユーザーがシークレットモードの切換設定ができないよう
にすることができます。 

＜設定方法＞ 

「ブラウザ」アプリ ⇒ タブ⇒ その他  

⇒ シークレットセキュリティ 

①「パスワードを使用」をON、もしくは、

「指紋認証」を設定 

②シークレットモードを「有効」→「無効」に変更 

※ 「無効」→「有効」の際は、①の設定をしてい

た場合でも、パスワード入力・指紋認証は不要

です。 

Android™ 6.0（更新後） 



7. ブラウザの機能追加(1/2） 

「クイックアクセスに追加」 「問い合わせ内容を送信」が追加され、ブラウザが
利用しやすくなります。 

＜設定方法＞ 

「ブラウザ」アプリ ⇒ その他  

①クイックアクセスに追加 
ブラウザのアドレスバーをタップした
時に表示される「クイックアクセス」
に登録することができます。 
 
②問い合わせ内容を送信 
ブラウザ使用時のトラブルや不明点を
SAMSUNGのカスタマーサービスに問
い合わせることができます。 
※Galaxyアカウントが必要となります。 

Android™ 6.0（更新後） 

① 

② 



8．ブラウザの機能追加(2/2) 

「ステータスバー」「Web通知を受信」「テキストサイズ」機能が追加になり、 
 ブラウザがより使いやすくなります。 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「ブラウザ」アプリ ⇒ その他 ⇒ 設定 ⇒ 詳細設定 

ステータスバー 
ブラウザ閲覧中、常に画面上部のステータスバー
を表示するか否かを選択できます 
 
Web通知を受信 
特定のWebサイトから通知を受信する機能です。
特定Webサイト上で通知をONにしていても、
Web通知受信をOFFに設定しておけば、通知は表
示しません。 
 
テキサスサイズ 
文字の大きさを設定できます 
 



9. ブックマークの「履歴表示」機能追加 

ブックマークの「履歴表示」で「再生履歴」が表示できるようになります。 

＜設定方法＞ 

「ブラウザ」アプリ ⇒ ブックマーク ⇒ 履歴 

Android™ 6.0（更新後） Android™ 5.0（従来） 



10. 「アプリの通知」機能の追加(1/2) 

アプリ通知の機能に「ポップアップのプレビュー」や「ロック画面での通知内容を非表
示」が追加され、追加された通知機能の表示／非表示が選択可能になります。 

 ポップアップでプレビュー追加 
指定したアプリからの通知を、画面
上部にポップアップ表示します。 
 
 
 ロック画面で通知内容を非表示 
画面ロック時、指定したアプリから
の通知がロック画面に表示されます
が、通知の具体的な内容は非表示と
なります。 
 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 通知 ⇒ 詳細設定 ⇒ 任意のアプリ 



11. 「アプリの通知」機能の追加(2/2) 

「通知をブロックするアプリ」「重要な通知として設定するアプリ」「ポップアップを
ブロックするアプリ」「ロック画面で通知を表示しないアプリ」「ロック画面で通知内
容を表示するアプリ」をフィルタリングし、表示できるようになります。 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 通知 ⇒ 詳細設定 ⇒ 全てのアプリ 

「うたパス」アプリの、『重要な通知として 
設定するアプリ』を『ON』にした場合。 



12. アプリへのアクセス許可の確認方法変更 

 これまでアプリのインストール時に確認していたアクセス許可が、 
 アプリが必要な情報にアクセスするときに個別にアクセス許可の確認を行う 
 ように変更となります。アクセス許可・拒否は設定で変更することが可能です。 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ アプリケーション ⇒ アプリケーション管理 ⇒ 任意のアプリ ⇒ 権限 



13. 「アプリの権限」機能の追加 

「プライバシーと安全」に「アプリの権限」が追加になり、端末の情報に対して 
アクセスまたは修正を許可するアプリの一括管理ができるようになります。  

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ プライバシーと安全 

Android™ 6.0（更新後） 

 

例えば、位置情報のアクセスを許可する際に各アプリ個別に設定していく必要はなく、

本機能の位置情報の項目をタップし、許可するアプリを選択していくだけで、設定が

行えます。 

 



14. 通知パネル／クイック設定の変更 

画面上部から２本指でスワイプ、または1本指で2段階にスワイプすることで 
クイック設定項目を一覧で表示することができ、より便利に利用できます。  

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 

1本指 2本指 

2本指で 
2段階 



15.「スクリーンショット」機能の変更 

スクリーンショット撮影後、その画面上で簡単に共有ができるようになります。 
また、「さらにキャプチャ」は、画面がスクロールして表示できる領域が2枚以上
あるときに、続けてキャプチャし続けることができます。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 

さらにキャプチャ 



16. アプリ一覧の「検索」機能の追加 

「アプリ一覧」に「検索」機能を追加し、アプリ一覧に存在するアプリを検索する
ことができます。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 



17. ホーム画面の「画面グリッド」の機能追加 

画面グリッドを3パターンから選択可能になります。 
※パターン：「4 x 4」、「4 x 5」、「5 x 5」 

＜設定方法＞ 

 ホーム画面でロングタッチ 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 



18.「近くのデバイスをスキャン」機能の追加 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

 「設定」アプリ ⇒ その他の接続設定 

「近くのデバイスをスキャン」する機能が追加になります。 
近くにBluetooth BLE機器がある場合、クイックパネルなどに通知を表示します。 



19. 「高度な機能」のメニュー追加（1/2） 

「片手操作」のメニューの位置が変わります。 
 アップデート前：「設定」内のディスプレイ 
 アップデート後：「設定」内の高度な機能 
※片手操作内の「画面サイズ縮小」「片手入力」は、引き続き同様の機能をご使用頂けます。 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 高度な機能 

Android™ 5.0（従来） 



20. 「高度な機能」のメニュー追加（2/2） 

 「スワイプでポップアップ表示」「Direct Share」のON/OFFを切り替えられ
るようになります。※OSアップデート前後で機能の変更はありません。 

 「カメラをクイック起動」は、以前はカメラアプリ内からの設定のみでしたが、
それに加え「高度な機能」からもON/OFFを切り替えられます。 

Android™ 6.0（更新後） 

カメラをクイック起動 
ホームキーを素早く2回押してカメラを起動し
ます。 

 
スワイプでポップアップ表示 
画面左上もしくは右上から対角線上にスワイ
プすることにより、ポップアップウィンドウ
で表示することができます。 

 
Direct Share 
Samsungのアプリ(Eメール、Messenger)又は
3rd partyアプリ(Whatsapp, InBox等)で発信の履歴
がある場合、メモ、イメージ等直接共有する
ことができます。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 高度な機能 

<メモを共有する場合> 

Direct Share 
スワイプで 
ポップアップ表示 



21. サウンド機能の追加「充電時の音」の追加 

その他サウンドに、「充電時の音」が追加されます。 

Android™ 6.0（更新後） 

■充電時の音 

充電器を接続したときの音を再生します。 

※OSアップデート後の初期値はONです。 

Android™ 5.0（従来） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 「サウンドとバイブ」 ⇒ 「充電時の音」 



22. 「[通知をミュート]の管理アプリ」機能の追加 

通知をミュート（消音）設定ができるアプリを表示できるようになります。 
※ OSアップデート後に設定されているアプリはありません。 
※ 対象のアプリをダウンロードすると、自動的に表示します。 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ロック画面とセキュリティ ⇒ その他のセキュリティ設定 



23. 画面デザインの変更  

電話、ステータスバーなどの画面デザインが白色に変更になります。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 



24. アイコンデザインの変更 

アイコンのビジュアルが変更されます。 
※ 対象アプリ：ブラウザ、ミュージック、ボイスレコーダー、Sプランナー、Sボイス、スマート

マネージャ、設定 など 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 



25.「連絡先のIndex」のアイコンデザインの変更 

連絡先のインデックス上で、ドラッグした時に表示するアイコンのデザインが変更とな
ります。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「電話」アプリ ⇒ 連絡先 



26. 電源オプションメニューの変更 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 

電源オプションメニューのデザインが変更になります。 
また、電源オプションメニューから「機内モード」が削除されますが、設定 
アプリおよびクイック設定から利用可能です。 
※ 「設定」アプリ＞機内モード、または、ステータスバーから２本指で下にスクロール＞ 
  クイック設定＞機内モード 



27. 「設定」アプリ内のメニュー追加 

●「スマートマネージャー」が追加となります。 
 ※スマートマネージャー機能（アプリ）は、OSアップデート前後で変更ありません。 

 
●「Google」が追加となります。 
 ※Android Lの「ホーム→アプリ一覧→Google→Google設定」と同一となります。 

 
●「ホーム画面」が追加となります。 
 ※ホーム画面長押しでも同じ機能が利用可能です。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ 

Android™ 6.0（更新後） 



28. 「設定」アプリ内のメニュー変更 

 「サウンドと通知」を、「サウンドとバイブ」「通知」「通知をミュート」に分けて
表示します。 

 「モーションとジェスチャー」が「高度な機能」に変更になります。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ  



29. 「高度な機能」の機能名称の変更、機能追加について 

 「モーションとジェスチャー」の機能名称が下記の通り変更になります。 

- 「消音」→「簡単に消音」 

- 「手のひらでキャプチャ」→「スワイプキャプチャ」 

 「スワイプでポップアップ表示」「スマートキャプチャ」が機能の追加となります。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 高度な機能 

 スワイプでポップアップ表示 
画面左上もしくは右上から対角線上
にスワイプすることにより、ポップ
アップウィンドウで表示することが
できます。 
 
 スマートキャプチャ  
画面左上もしくは右上から対角線上
にスワイプすることにより、キャプ
チャがとれるようになります。 



30. 「アイコンに背景を表示」機能の追加 

「アイコンに背景を表示」する機能を選択すると、背景色がないアプリについては、
ホーム画面/「アプリ一覧」画面で、背景に色をつけて表示します。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ディスプレイ ⇒ アイコンの背景 

Android™ 6.0（更新後） アイコンのみ アイコンに背景を表示 



31. 「端末アシスタンスアプリ」機能の追加  

ホームキー長押しで起動できるアプリが「端末アシスタンスアプリ」から設定できる 
ようになります。 
※予め選択できるアプリも増加し、設定できるアプリも追加できるようになります。 

Android™ 6.0（更新後） 

↑ 
ホームボタン長押し 

「auサービスTOP」アプリ 
起動 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ アプリケーション ⇒ 標準アプリケーション 

↑ 
別のアシスタンスアプリをインス
トールすると、上記に表示され、選
択可能となります。 
※初期表示アプリは、Googleアプリ、

サービスTOPアプリ、S Voice 
Appです。 



32. 標準アプリの選択機能の追加  

「ブラウザ」アプリ、「電話」アプリの標準アプリを設定できるようになります。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ アプリケーション ⇒ 標準アプリケーション 

Android™ 6.0（更新後） ブラウザアプリ 電話アプリ 



33. 「ネットワークの設定のリセット」機能の追加 

「ネットワークの設定のリセット」機能が追加されます。リセットすると、Wi-Fi設定、
モバイルデータ、Bluetoothのペアリングが全て初期化されます。 

Android™ 6.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ バックアップとリセット 



34. 「アラームをバイブに設定」機能の追加 

「アラームをバイブに設定」機能が追加されます。 
端末のサウンドモードを「サイレント」または「バイブ」に設定している場合、 
アラームの鳴動を選択できるようになります。 
 アラームをバイブに設定ON ：アラーム音が無音(バイブで鳴動) 
 アラームをバイブに設定OFF ：アラーム音が鳴動 
※ アップデート後、「アラームをバイブに設定」はONで設定されているため、アラームを鳴動

したい場合は、OFFに設定することをおすすめいたします。 

＜設定方法＞  

※アラーム登録有りの場合 

「時計」アプリ ⇒ アラーム ⇒ 設定 

Android™ 6.0（更新後） 



35. 「auスマートパス」アプリの変更 

「auスマートパス」アプリの名称が「auサービスTOP」に変更となり、 
 アイコンデザインも変更となります。 
※既に新しいアプリをご利用の場合は、そちらが優先されます。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 



36. 「ストレージ」メニューの変更 

ストレージの外部SD カード挿入有無によってメニューの表示項目が変化します。 
※SDカード有りの場合のみ、SDカードのマウント解除や初期化項目が表示されます。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 

SDカードなしの場合 SDカードありの場合 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ストレージ 



37. 「ソフトウェアの更新予約」機能の追加 

「ソフトウェアの更新予約」機能が追加されます。 
インストール日時を予約すると、自動的にソフトウェアが更新されます。 
※「毎日インストール」を選択し、毎日更新を予約することもできます。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 端末情報 

Android™ 6.0（更新後） 


