
OSアップデートによる主な変更・機能追加について 
No. 機能 

1. サウンド機能の追加 

2. Webサインイン機能の追加 

3. ロック画面の操作方法変更 

4. 「端末アシスタントアプリ」機能の追加 

5. 標準アプリケーション機能の変更 

6. 「ネットワークの設定のリセット」機能の追加 

7. アイコンデザインの変更 

8. 「Google設定」の変更 

9. 「バッテリー使用量を最適化」する機能の追加 

10. 「アプリを省電力化」する機能の追加 

11. 「バッテリーのパーセンテージをステータスバーに表示」「省電力モードの開始タイミング」の機能追加 

12. 「スマートマネージャー」アプリの追加 

13. au「Eメール」アプリの変更 

14. 「auスマートパス」アプリの変更 

15. 「データお預かりアプリ」の追加（データ保存アプリへの統合） 

16. 「Lookout for au 」アプリ追加について 

17. カメラ機能の詳細説明追加 

18. アプリへのアクセス許可の確認方法変更 

19. フローティング機能の追加 

20. 「ソフトウェアの更新予約」機能の追加 



1. サウンド機能の追加 

その他サウンドに、「充電時の音」、「タッチ操作バイブ」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。 

■タッチ操作バイブ 

戻るキーまたは履歴キーを押したり、 

ボタンを長押しするなど、特定の 

操作をしたときに振動します。 

 

 

※OSアップデート後の初期値 

 充電時の音：ON 

 タッチ動作バイブ：OFF 

 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→サウンドと通知 



2. Webサインイン機能の追加 

 Webサインイン機能が追加されます。Webサインイン機能を有効にすると、 

 パスワードを保存できるWebサイトで、 登録した指をホームキーにスワイプする 

 ことで、簡単にサインインすることができます。 

※指紋スキャナーで指紋を登録しておく必要があります。また、Webサインインデータは、

「ブラウザ」アプリ→設定→プライバシー→個人データより削除できます。  

※例：au Online Shop Webサイト    

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→指紋スキャナー→Webサインイン 

Android™ 6.0（更新後） 



３. ロック画面の操作方法変更 

ロック画面の操作方法変更になります。セキュリティ強化のため、Android™ 6.0

から端末の指紋認証によるロックを解除またはユーザー認証に指紋認証を使用する 

には、バックアップパスワードを設定する必要があります。 

※端末の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   

 パスワードを入力する必要があります。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→指紋スキャナー 

＜指紋認証によるロックを解除する場合＞ Android™ 6.0（更新後） 



4. 「端末アシスタントアプリ」機能の追加 

ホームキー長押しで起動できるアプリが「端末アシスタントアプリ」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。 

 

 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→標準アプリケーション→端末アシスタントアプリ 

↑ 
ホームボタン長押し 

「auサービスTOP」アプリ 
起動 

↑ 
別のアシスタントアプリをインス
トールすると、上記に表示され、

選択可能となります。 

Android™ 6.0（更新後） 



5. 標準アプリケーション機能の変更 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→標準アプリケーション 

 標準アプリとして設定できる項目に、「ブラウザアプリ」と「電話アプリ」が 

 加わります。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 



6. 「ネットワークの設定のリセット」機能の追加 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→バックアップとリセット 

「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、     

 モバイルデータ設定、Bluetoothのペアリングが全て消去されます。 

 ※設定＞モバイルネットワーク内のデータローミング/ローミング設定/4Gデータ通信/CPA接続設

定はリセットされません。 

Android™ 6.0（更新後） 



7. アイコンデザインの変更 

アイコンが全体的に丸みを帯びたデザインに変更となります。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 



8. 「Google設定」の変更 

「Google設定」の場所が、設定アプリ→ユーザーとバックアップ内に変更となります。 

Android™ 6.0（更新後） Android™ 5.0（従来） 

設定アプリ ホーム画面→アプリ一覧   

→Googleフォルダ 



9. 「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。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→バッテリー→バッテリーの使用量→右上のメニュー  →バッテリー使用量を最適化 

＜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 

Android™ 6.0（更新後） 



10. 「アプリを省電力化」する機能の追加 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→バッテリー→詳細 
 

※OSアップデート前に、「設定」アプリ内にあった「省電力」は、「バッテリー」に含まれます。 

Android™ 6.0（更新後） 

 アプリのバッテリーの使用量を最適化して、バッテリーの消費を低減する機能が 

 追加されます。これによりアプリごとに省電力化の設定を行うことができます。 

 OSアップデート後の初期値はONです。通知が制限されるアプリは、個別に 

「アプリ省電力化」を「無効」にすることをおすすめいたします。 

※ 「アプリ省電力化」をONにした場合のアプリごとの初期値は「自動省電力化」になっています。 



11. 「バッテリーのパーセンテージをステータスバーに表示」「省電力モードの開始タイミング」の機能追加 

・バッテリー残量（パーセンテージ）の非表示が追加されます。 

 ステータスバーへのバッテリー残量（％）表示するか否かを選択できるようになります。 

・省電力モードの開始タイミングの選択が追加されます。 

 省電力モードを適用するタイミングが選択できるようになります。  

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→バッテリー 

→パーセンテージをステータスバーに表示（ON⇔OFF） 

バッテリーの 
残量（％）が 
非表示 

＜バッテリー残量（パーセンテージ）の非表示＞ ＜省電力モードの開始タイミングの選択＞ 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→省電力→省電力モード「ON」 

 →省電力モードを開始 



12. 「スマートマネージャー」アプリの追加 

新たに「スマートマネージャー」アプリが追加され、簡単な操作で端末が 

最適化できるようになりました。 
 
 
 
 

 バッテリー 
 設定＞バッテリーに簡単にアクセスできます。 

ストレージ 

 ストレージの詳細が確認できます。不要なデータを削

除し空き容量を増やすことができます。 

RAM 

端末で起動中のアプリを確認したり、起動中のアプリ
を閉じることができます。それにより端末の動作を向
上させることができます。 

端末の保護 

端末をスキャンすることでセキュリティ脅威のあるも
のを検出できます。 

Android™ 6.0（更新後） 

スマート 
マネージャー 



13. au「Eメール」アプリの変更 

auの「Eメール」アプリのバージョンが（61.10.04）に変わり、サイドメニューが

導入されます。[メール検索][Eメール設定]など、Eメールアプリの各種操作を、 

サイドメニューからご利用いただけるようになりました。 

※  既に61.10.04より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） 



14. 「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。 

Android™ 5.0（従来） Android™ 6.0（更新後） 



15. 「データお預かり」アプリ追加（データ保存アプリへの統合） 

「au Cloud」 「auバックアップ」 「Friends Note」の各アプリ機能を統合し、 
アドレス帳、写真、動画などのデータを一度に簡単・便利に保存できる「データお預かり」 
アプリになります。OSアップデート以降は「データお預かり」アプリをご利用ください。 
 

※au Cloud」「auバックアップ」 「Friends Note」の各アプリで既にお預かりしているデータも 
 引き続き「データお預かり」アプリでご利用いただけます。 

統合 

※ホーム上のアプリは、OSアップデート以降も表示されますが、アプリを選択すると、 

「データお預かりへのご案内」画面が表示されますので、そのままデータお預かりアプリを 

 ご利用ください。 



16. 「Lookout for au 」アプリ追加について 

 「Lookout for au 」アプリが追加され、スマートフォンをより安全にご利用 

  いただけるようになります。※端末の位置検索機能は事前設定が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「３LM Security」アプリは削除されます。 
※OSアップデート前に、安心セキュリティパックをご利用されていたお客さまは、『盗紛失時の位置検索、リモートロック  
 サービス(3LM Security)』の機能が利用できなくなりますが、「auスマートパス」にご加入いただくことで、    
 「Lookout for au」で同等の機能がご利用いただけます。なお、auスマートパスにご加入頂き、『Lookout for au」を 
 ご利用いただく際は、auスマートパスに『リモートサポート』と『ウィルスバスター for au』も含まれていることから現在  
 ご加入中の「安心セキュリティパック」は不要となりますので、「安心セキュリティパック」の廃止も必ずお手続きください。 

 ≪安心セキュリティパックの廃止方法≫ 
 auお客さまサポートアプリを起動して、以下の操作を行ってください。 
 TOPページから「ご契約内容の確認」をタップ＞関連メニューの「割引やオプションサービスの確認」をタップ＞au IDでログインする＞オプ  
 ションサービスの「変更」をタップ＞「お手続きの前に」をご確認いただき「同意して登録する」をタップ＞「安心セキュリティパック」で「廃止  
 する」を選択し「次へ」＞「オプションサービス変更」をご確認いただき「この内容で申し込む」をタップいただくと完了です。 
 ※解約のお手続きは以下URLからも行えます 
 https://cs.kddi.com/support/d_login.html?page_id=option&aid=cs-cs-dr-0056 

端末の位置検索 

シグナルフレア 

リモートロックサービス  Lookout for au 

≪Lookout for auの設定方法≫ 
auお客さまサポートアプリを起動して、以下の操作を行ってください。TOPページから「MENU」をタップ＞ 
「おすすめアプリ・サービス」をタップ＞「紛失・盗難にそなえる」をタップ＞「Lookout for au」をタップ＞ 
「アプリを利用する」をタップ＞「アプリをダウンロードする」をタップ＞再び「auお客さまサポートアプリ」に
戻り、「同意する」をタップ＞「同意する」をタップ＞「閉じる」をタップ 



17. カメラ機能の詳細説明追加 

 カメラモード別に詳細説明が追加されます。 

＜設定方法＞ 

カメラ→モード 



18. 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した。アクセス許可・拒否は設定で変更することが可能です。 

 ※この機能の追加によりこれまで提供していた「プライバシーデータ設定」は削除されます。 

＜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→権限 



19. フローティング機能の追加 

 アップデート後、ポップアップONで設定されているアプリ 

 ギャラリー、スクリーンショットシェア、テレビ、ブラウザ、ミュージック、リモートサポート、時計、辞書、電卓、防災
生活インフォ、、連絡先、Facebook、GooglePlay開発者サービス、Peel Smart Remote、Sプランナー、Sボイス 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ→ アプリケーション管理→ 右上のメニュー  →フローティング表示するアプリ 

これまでOFF設定ができなかった各種アプリのポップアップについて、アプリ毎に

ON/OFFの設定できるようになります。 

※OSアップデート後の初期値は、「ポップアップ：ON」となっています。 



20. 「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 


