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1. はじめに        

 AGEphone for Android とは 1.1

AGEphone for Android(以下、AGEphone)は、Android 上で IP 電話を利用可能にするソフトフ

ォン(IP 電話ソフトウェア)です。AGEphone を使うことで、お持ちの IP 電話番号を使って発着

信を行えるのはもちろん、アメリカやヨーロッパなど、世界各国の IP 電話番号を使うことがで

きます。 

 

無線 LAN を利用して自宅にいるときは NTT のひかり電話子機として、会社では IP-PBX の内

線子機として利用することも可能です。さらに、ブラステルカードサービスを組み合わせると、

外出先でも格安の電話料金で国内、国際電話問わず利用可能になります。 

 

AGEphone for Android の主な機能      

   

● Android2.1 以上対応   ● 通話履歴機能 

● Inband/RFC2833 DTMF 送出   ● STUN 対応    

● マルチコーデック    ● アドレス帳 対応 

● 保留機能     ●  短縮ダイヤル機能 

● スピーカーフォン    ●  イベントログ 

● Brastel Card サービス  



 

 

2. 設定順序 

設定メニュー 

AGEphone のダイヤル画面、右下の設定ショートカットキーから設定画面を開きます。 

 

 サーバの切り替え 2.1

AGEphone のダイヤル画面、右下のショートカットキーから設

定画面を起動した際に表示されるプライマリおよびセカンダリ

の切り替えボタンを押下する事によって利用するサーバの切り

替えが行えます。この時にプライマリが指定された場合は設定

画面で保存されたプライマリ SIP アカウントの情報を使用し、

セカンダリが指定された場合は設定画面で保存されたセカンダ

リ SIP アカウントの情報を使用します。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 サービスを用意する 2.2

通話を行うには IP 電話サービスが必要です。IP 電話サービスにもメールアドレスのような SIP

アドレスと呼ばれるものがあり、これを AGEphone にあらかじめ設定しておきます。  

また、オープンソースのＩＰ－ＰＢＸであるアスタリスクサーバや Brekeke PBX、オクトソー

プと連携することで内線ＩＰ電話としてご利用いただくことも可能です。  

 

＊ブラステル通話サービスに対応しています。 現在ご契約中のサービスプロバイダーが無いお

客様でも Brastel のプリペイド式の国際電話カードを利用する事によって外線発信が可能とな

ります。詳しくは Brastel 社のホームページにて御確認下さい。  

http://www2.brastel.com/Pages/jpn/apps/ 

 

 ひかり電話の子機として利用する（初回起動時のお得額表示設定） 2.3

＊お得額表示機能は西日本エリアでひかり電話の子機としてご利用のお客様向けの機能です。他

のサービス事業者をご利用のお客様はこの機能はご利用いただけませんのでご了承ください。 

AGEphone をインストール後、初回起動時にどのサービスを使用するか選択画面が表示されま

す。ここで、ひかり電話を選択するとお客様のお住まいのエリア選択画面が表示されます。 

お客様のご利用の地域を選択の上、次にお進みください。 

＊東日本をご選択のお客様はここからの画面は表示されません。 

  

http://www2.brastel.com/Pages/jpn/apps/


 

 

西日本エリアを選択すると、お客様の

情報取得に対する確認画面が表示され

ますので、同意手続を行ってください。 

①リスト表示よりプラン選択画面を開きます。 

②プラン選択画面からご利用中の料金プランに近いものを

お選びください。 

③OK ボタンをタップして画面を閉じます。 

 

 

お得額表示機能を有効にすると、AGEphone で通話すること

で節約された通話料金の目安を表示することができます。一覧からご利用中の料金プランに近い

ものを選択してご活用ください。また、この機能をご利用にならない場合は「比較しない」を選

択してください。 

 

この機能が有効になった状態で、発信を行うと通話終了後に AGEphone の上部に○○円お得で

したという表示が５秒間表示されます。また、設定画面の中にあるお得額表示を選択すると月毎

の累計を確認する事ができます。（当月から先々月分まで） 

 

 ひかり電話の子機として利用する（簡単設定） 2.4

フレッツ光ネクストのひかり電話（ホームゲートウェイ NTT 様専用無線 LAN カードタイプ）

にのみ正式対応とさせていただいており、お客様の接続環境が異なる場合はご利用いただけない

場合がございます。 

AGEphone をひかり電話の子機としてご利用するためには、ひかり電話ルーターと無線 LAN カ

ードが必要です。ひかり電話ルーター側の設定についてはひかり電話ルーター付属のマニュアル

をご覧ください。（ひかり電話ルーターの機種によっては、表記および一分動作が異なる可能性

があります。予め、ご了承ください）。 

 

◆ＮＴＴ西日本、ＮＴＴ東日本のひかり電話にて動作検証済み 

・ＮＴＴ西日本、ＮＴＴ東日本が提供するフレッツ 光ネクスト対応ひかり電話対応機器の機種



 

 

に限ります。 

・ひかり電話をご利用いただいた通信について、その通話品質、動作等を保障するものではあり

ません。 

・お客さまのご利用環境によって、通話品質の劣化、切断等が発生する場合があります。 

・スマートフォンからひかり電話のご利用終了後は切断忘れにご注意ください。 

・複数のアプリケーションの同時利用による、アプリケーションの競合等、お客さまの利用状況

によっては正常にご利用いただけない場合があります。 

・第三者が壁等の障害物をこえて届く無線の電波を傍受することもありえます。お客様自身の責

任と判断で、セキュリティーに関する設定を行って下さい。 

・ひかり電話をスマートフォンでご利用頂くためのアプリケーションソフトのダウンロード、設

定及び操作により生じた不具合、トラブルについて弊社はその責任を負いません。 

・「フレッツ 光ネクスト」「ひかり電話」はＮＴＴ西日本、ＮＴＴ東日本の商標です。 

 
 

①プロファイル選択よりひかり電話を選択します。 

②簡単設定を開きます。 

③数秒後にアカウント情報が自動的に読み込まれます。 



 

 

④起動時に実行を ON にするとデバイス起動時に AGEphone が自動的に起動するようになりま

す。 

⑤電源管理を有効にすると着信を受けるためのスリープ状態での動作とWiFi接続を維持するか

について設定できます。この機能を有効にすると、バッテリーが通常よりも早く消費します。ス

リープ状態での動作を維持するの設定は3G接続でのご利用のお客様向けの設定となりますので、

ひかり電話の子機としてのご利用のお客様は、スリープ状態での動作と WiFi 接続を維持するの

設定もしくは何もしないをご選択頂きますようお願いいたします。 

 

AGEphone で自動設定を行う場合は、簡単設定ボタンを押下するだけでルーターの中の情報を

自動的に読み込みます。この時振り分けられる内線番号は空いている内線番号が振り分けられる

ため、空きが無い状態の場合は自動設定が行えません。 

自動設定を行いたい場合は事前にルーター設定より、内線番号登録を削除する等、使用可能な内

線番号を確保して頂きますようお願いいたします。 

 ひかり電話の子機として利用する（＊手動で登録される場合） 2.5

アカウントの設定（ひかり電話ルーター側） 

 

ルーターの IP アドレスが 192.168.1.1 だった場合として説明いたします。お客様によって設定

内容が異なる場合は読み替えて設定を進めてください。 

また設定を進めていくに当たり、次のように定義しています 

・内線番号 3 番を AGEphone として登録する。 

・ユーザ ID は 0003 とする。（自動で入力される場合がありますので確認して下さい） 

・パスワードは任意の英数字 4 桁を指定 



 

 

 

※端末設定項目は「音声専用端末」に設定してください。また、MAC アドレスという入力項目

があれば空欄にしてください。

アカウントの設定（AGEphone 側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひかり電話ルーター側で設定した内容を AGEphone にも設定します。 

①プロファイル選択よりひかり電話を選択します。 

②簡単設定を開きます。 



 

 

③サービス事業者から提供されたサーバドレスを入力します。 

④内線番号を内線番号欄に入力します。 

⑤ID を ID 欄に入力します。 

⑥パスワードはパスワード欄に入力します。 

⑦起動時に実行を ON にするとデバイス起動時に AGEphone が自動的に起動するようになりま

す。 

⑧電源管理を有効にすると着信を受けるためのスリープ状態での動作とWiFi接続を維持するか

について設定できます。この機能を有効にすると、バッテリーが通常よりも早く消費します。ス

リープ状態での動作を維持するの設定は3G接続でのご利用のお客様向けの設定となりますので、

ひかり電話の子機としてのご利用のお客様は、スリープ状態での動作と WiFi 接続を維持するの

設定もしくは何もしないをご選択頂きますようお願いいたします。 

 

入力完了後に別のタブ画面以降、バックボタン、もしくはメニューボタンより適用を選択すると

入力した内容が反映されます。 

これらの設定は手動で行う場合であり、AGEphone で自動設定を行う場合は、簡単設定ボタン

を押下するだけでルーターの中の情報を自動的に読み込みます。 

 Brastel Card 2.6

Brastel Card サービスはプリペイド方式のカードを使用するサービスなので、現在 IP 電話のご

契約がない方でも国内外を問わず格安通話を実現する事が可能になります。 

＊使用方法や料金体系などの詳細情報はブラステル社の Android ページをご覧いただくか、ブ

ラステル社のカスタマーサービスまでお問い合わせください。 



 

 

 アカウント設定 2.7

 

アカウント詳細設定を行います。 

本、マニュアルでは詳細設定を行われるお客様向けに詳細設定での設定要領を記述させて頂いて

いますが、複雑なネットワーク構成でのご利用でない場合は、簡単設定より設定を行って頂く事

で十分に満たされます。 

 

①ユーザ ID は 050 番号を使った発着信を行いたい場合、050 ではじまる番号を入力します。（こ

の時’－’ハイフンは省略してください）050 番号を使わない場合は任意の文字列を入力出来ます。 

②表示名は省略する事も可能ですが、通常はユーザ ID と同じ番号を入力します。 

③認証 ID とは、SIP アドレス内に含まれているユーザ ID とは別に、サーバを利用するために

認証を行うときの ID になります。希にサービス事業者により、ユーザ ID と認証 ID が同じ時も

あります。 

④パスワードは通常認証 ID と対になっています。 

＊表示名と認証 ID は省略する事が可能です。 

⑤、⑥ドメインおよびプロキシー入力項目には、セッションを実際に張るサーバを指します。サ

ービス事業者によっては SIP プロキシーサーバや SIP ドメイン名と呼んだりすることもあり、

またここを Outbound Proxy を挟んで通話する場合その Outbound Proxy のアドレスになりま

す。 



 

 

⑦レジストラは Outbound Proxy が存在する場合、SIP サーバドレスと異なるアドレスが存在し、

入力が必要となりますので注意してください。それ以外は省略出来ます。 

＊プロキシーとレジストラは省略する事が可能です。 

⑧レジスター間隔は通常、規定値で問題ありませんがご利用中のサービス業者様より指定の値が

存在する場合はその内容を反映させて下さい。 

⑨タイマー間隔は通常、規定値で問題ありませんがご利用中のサービス業者様より指定の値が存

在する場合はその内容を反映させて下さい。 

⑩保留形式は通常、規定値で問題ありませんがご利用中のサービスが旧式の保留シーケンスを利

用している場合は RFC2543（旧形式）を選択して下さい。 

⑪使用するネットワークは通常、規定値で問題ありませんがご利用中のサービスが TCP 接続を

利用している場合は TCP を選択してください。 

⑫プライバシーの種類は使わない、None、および ID の中から選択が行えます。これはご利用中

のサーバがプライバシー機能に対応している場合、有効にする事によって非通知発信が可能にな

る機能です。 

⑬匿名性を高めるを有効にするとSIPパケットの contactヘッダフィールドに用いるユーザイン

フォ部をランダムな文字列に置き換えます。 

⑭ビデオ着信を拒否するを有効にすると着信にビデオが含まれた場合はその着信を拒否するよ

うになります。この機能を有効にするとビデオ着信でない場合でも情報にビデオ着信の要素が含

まれていると着信を受けられないケースが発生する場合がありますので通常は、規定値（無効）

の状態にして問題ありません。 

⑮外線と判断する桁数では社内電話網の内線番号最大桁数を指定することが出来ます。 

⑯外線発信のプレフィックスでは外線発信を行う際に、ダイヤル番号の先頭に数文字を自動で追

加する場合に設定します。この設定は海外の IP 電話サービス等を使用する場合にとても便利に

なります。 例えば、⑮で「4 桁」を外線と判断する桁数に設定したと仮定し、⑯で「0」と設定

したとします。これで、４ケタ以上の発信番号には自動的に 0 が付加される設定になります。 

 

御利用のサービス業者によって、提供されるアカウント情報の記述が多種多様であるため、本マ

ニュアルでは特定のサービスを取り上げた形での記述はしていませんが、ご参考までに記述例を

以下に記載します。 

AGEphone 設定画面 他社記述例 

ユーザ ID  VoIP 電話番号 

DID 

電話番号 

表示名 同上 

認証 ID  VoIP ユーザ ID 

ユーザ名 



 

 

パスワード VoIP ユーザパスワード 

認証パスワード 

 

 電話をかける時の設定 2.8

ここで、あらかじめ電話をかける時の設定を行っておくと、一般設定で（2.12 参照）電話をか

ける時の動作を「AGEphone で電話する」や、「電話アプリを選択する」に設定している場合で

も例外のルールを設定することができます。例えば、一般設定では電話をかける設定に

「AGEphone で電話する」を設定しているが、1010 と発信した場合だけは電話をかける時の動

作を確認してほしい場合： 

①新規ルールをタップします。 

②名称を入力します（省略可能） 

③1010 と入力します。 

④確認するを選択します。 

 

設定は以上です。 

 

この電話をかける時の設定は他に

もかける先の電話番号が○○○で

始まる場合や、×××を含む場合、

３桁で発信した場合は・・・など、

色々な組み合わせが可能です。 



 

 

 ネットワーク設定  2.9

 

ここではネットワークの設定が行えます。 

①ネットワークインターフェイスで選択無しを選択すると WiFi および 3G を使用して接続を行

います。3G が利用可能な際でも 3G 接続を行われない場合は WiFi のみでの接続を選択してく

ださい。 

②STUN 有効がオフの時ローカル IP というモードを使用しますが、これは STUN を使わず、

LAN 内の SIP サーバに接続する場合に選択します。  

③STUN 有効がオンの時、ここに入力されたアドレスを使用して接続を行います。通常 STUN

サーバを使う場合、STUN サーバ１だけの入力で構いません。  

 

STUN サーバは公開されている有効なサーバをご利用になるか、もしくは任意のアドレスをご

入力ください。ご利用中のサービス業者より指定がある場合はそちらを優先的に入力してくださ

い。 

 

公開 STUＮサーバ参考 URL 

http://wiki.tomocha.net/SIP_STUNserver.html 

  



 

 

 SIP 設定 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①SIP ポートは通常、規定値で問題ありませんがご利用中のサービス業者様より指定の値が存在

する場合はその内容を反映させて下さい。 

②Symmetric 応答をオンにすると、RFC3581 に基づきリクエストが生成されたソース IP アド

レスおよびポートへ、応答を返すようにサーバへ要求します。（RFC3581 に対応していない SIP

サーバでは Bad Request を返してくることがあるのでご注意下さい） 

 

 メディア設定 2.11

 



 

 

①使用するコーデックの優先順位では、スライダーをドラッグして変更を行うことによって使用

するコーデックの優先順位の高さが変更できます。 

②コーデック設定では使用するコーデックの品質設定を変更することが可能になります。 

③DTMF の種類では RFC2833 もしくは Inband DTMF がオンの状態になります。 

④無音圧縮（VAD）をオンにすると無音時にパケットを送らないようにするアルゴリズムで有音

から無音になる際、自然に聞こえるよう弊社独自の手法で音をコントロールします。 

⑤ptime では音声パケットのサイズを指定する事ができます。 

⑥rtpmap を省略しないのオン/オフが切り替えられます。 

⑦ジッターバッファーサイズのサイズを指定することができます。 

⑧AudioManager Mode デフォルトの動作では性能を発揮しない端末が存在します。オーディオ

モードを変えることでその性能が引き出せる場合があります。 

これらは基本的には初期設定のデフォルト値で構いません。 

 

 一般設定 2.12

①起動時に実行を有効にするとデバイスを起動する際に自動的に AGEphone も起動するようにな

ります。 

②電源管理を有効にすると着信を受けるためのスリープ状態での動作と WiFi 接続を維持するかに

ついて設定できます。これらの機能を有効にすると、バッテリーが通常よりも早く消費するため、

3G 接続を常にご利用のお客様はスリープ状態での動作を維持するのみ有効にする事を推奨します。 

③発信時の動作で電話アプリを選択するをオンにすると発信時に AGEphone を用いて発信するか、

もしくは Android の電話機能を用いて発信するかの指定画面が起動するようになります。 



 

 

④3G 着信時の動作では AGEphone で通話中の時にデバイス本体への着信があり、その通話に応答

した際の AGEphone の動作を指定する事ができます。動作としては何もしない、AGEphone の通

話を切断する、もしくは AGEphone の通話を保留するから選択する事が可能です。 

⑤通話履歴で AGEphone 独自の通話履歴を利用すると、AGEphone で発着信した履歴のみを表示

します。また、端末の通話履歴を利用すると端末機器の標準電話アプリで行った発着信も合わせて

AGEphone で利用が可能になります。 



 

 

3. 操作方法  

 
 

 SIP サーバへの登録 3.1

設定画面にて登録された SIP サーバに接続が成功すると、デ

ィスプレイ部に「sip:(登録されたユーザ ID@登録されたドメ

イン)」と表示され、画面には「ダイヤルできます」のメッセ

ージが現れ、発着信が可能となります。  

失敗している場合は「未登録」と表示されます。この状態では発着信できませんのでご注意下さ

い。 適切なネットワーク環境が存在しない場合や、適切な設定が行われていない場合、処理待

ちにより AGEphone の画面の動作が遅く感じることがあります。その際は接続環境や設定内容

を再度ご確認ください。 

 着信時 3.2

着信番号が連絡先の電話番号にある場合その名前を表示しま

す。また、この時着信履歴にもその名前が記録されます。 



 

 

 発信時 3.3

電話番号を入力した後、 ボタンを押下することで発信

を行います。発信する前に入力した番号の訂正は、直前の番号

を消去する場合は X マーク、全部消去する場合は ボタ

ンを押下することによって行えます。発信時に発信番号に対応

する電話帳の名前がある場合は名前ディスプレイ部に表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短縮ダイヤルを活用する事によって、発信がより便利に行えま

す。短縮ダイヤルボタンに新規登録を行う場合は （追加ボ

タン）を押下するとアドレス帳が表示されるため、そこからど

の番号を登録するか指定を行う事が出来ます。短縮ダイヤルを

削除する場合は短縮ダイヤルボタンを長押しすることで、操作

のリストが表示されますのでそこから削除が行えます。 

 



 

 

 通話をする 3.4

着信中にダイヤルボタン下の  (接続ボタン)を押すことで通話が開始されます。また、

ダイヤルボタンで相手先の番号を入力し、  (接続ボタン)を押すことで発信できます。  

 

 通話のキャンセル 3.5

呼び出し音の再生中に  (切断ボタン)を押すことで発信の中断を行います。  

 通話を切断する 3.6

通話中に   (切断ボタン)を押すことで通話を切断できます。  

   

 通話を保留する 3.7

通話を保留したい際には   (保留ボタン)を押してください。また、解除する際にも同

じく   (保留ボタン)を押します。 

＊本製品の保留機能は RFC2327 もしくは RFC3264 に対応していない場合動作いたしません。 

   

  



 

 

 通話履歴・イベントログ 3.8

画面下にある履歴ボタンを押すと、通話履歴がリスト形式で表示されます。並び順は、最近発信

(着信)したものが上から順に並びます。この履歴から発信したい相手先をタッチすることで、そ

の相手先に発信することも可能です。 

   

通話履歴内容を一件ずつ削除する時は、削除したい番号を長押しする事によって削除が行えます

が、全消去を行う場合は機器本体のメニューボタンよりメニューを表示し、その中にある全ての

項目を削除を選択すると全消去が行えます。 

 

また、ここからイベントログを表示する事が可能ですので、問題をレポートする場合はここから

ログ表示をし、共有を選択することによってレポートが行えます。 

 

 音声の調整 3.9

スピーカーフォンにする 

通話中にダイヤルボタン下の  (接続ボタン)を押すことでスピーカーモードに変更さ

れます。また、スピーカーモード中に、  (接続ボタン)を押すことで通常モードに戻る

ことができます。 

 



 

 

着信音の調整 

 

AGEphone 起動時に Android 本体のボリューム調節ボタンから音量が調節出来ますが、これは

アプリケーションの音量を調節する為のものであり着信音には影響がありません。着信音を調節

したい場合は、一度 AGEphone を終了させた上でボリューム調節ボタンから調節を行って頂き

ます様お願いいたします。 

 

 AGEphone を終了する 3.10

3.8 通話履歴・イベントログにて記述した要領と同じ要領に

てメニューボタンよりメニューを表示させます。この中に表

示される終了を選択することによってAGEphoneを終了させ

る事が可能です。 

AGEphone を完全に終了させてしまうと電源管理設定にてバ

ックグラウンドでAGEphoneが動くように設定されていても

着信が受けられなくなってしまいますので注意願います。 



 

 

4. 有償機能について 

設定画面から購入ボタンを押し、アプリ内課金サービスを利用して機能を購入することができま

す。購入操作はすべてアンドロードマーケット上で行われますので、送金に関するご不明な点が

あれば、次のサイトでご確認ください。 

http://www.google.com/support/forum/p/androidmarket?hl=ja 

 

 広告非表示機能を購入する 4.1

広告非表示機能とは、当アプリケーション上に表示されている広告を消す機能になります。 

広告非表示機能は 300 円です。（キャンペーン期間中はこの料金より安く販売する場合があり

ます。） 

 

 転送機能を購入する 4.2

転送機能は、REFER メソッドに対応することを条件とし、この用件を満たさないと動作しませ

ん。（ひかり電話の子機として使う場合も対応しております）予め御了承ください。 

転送機能は６００円になります。（キャンペーン期間中はこの料金より安く販売する場合があり

ます。） 

転送手順１ 

 

 

通話状態で相手を保留します。 保留状態になります。 

 

http://www.google.com/support/forum/p/androidmarket?hl=ja


 

 

転送手順２ 

 
 

転送手順 3 

 
 

  

転送先の電話番号を入力し、 

発信ボタンをタッチします。 

 

転送画面（通話中のコールの一覧） 

が表示されます。 

 

通話のメニューで○○に転送を 

タッチすると、転送が行われます。 

 

右側のボタンをタッチすると、 

その通話のメニューが開かれます。 

  



 

 

転送画面の表示・非表示 

転送画面は、２つの通話が同時に存在する時のみに表示できます。表示・非表示は自動的に行わ

れますが、ユーザ操作も可能です。 

 

 
 

 

 

 

  

 

通話メニューで選択した 

通話を切断できます。 

リスト内の通話をタッチすると、 

ライン切り替えが行われます。 

（タッチした通話が保留解除、タッチしていな

かった通話が保留されます） 

 

「閉じる」ボタンをクリックすると、 

転送画面は非表示となります。 

２つの通話が同時に存在する時には、 

「転送画面ボタン」が表示されます。 

クリックすると転送画面が表示されます。 



 

 

5. お問い合わせ先 

株式会社ageet
アギート

の サポートセンター  

 http://www.ageet.com/support-main-page.htm までお願いいたします。お電話でのサポートは

受け付けておりませんので予めご了承くださいませ。  

 

また、ひかり電話のルーター機種別の動作報告など情報を募集しております。他にもこのような

使い方があるなど、便利な情報をお寄せください。ブログなどでの紹介も大歓迎です。 

 

 

 開発元：株式会社  ageet
アギート

 〒617-0002 京都府向日市寺戸町山縄手 2-64 


