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中堅・中小企業も導入しやすい 
遠隔会議システムを企画

1998年、間下直晃社長が 20歳の時に起業して
設立したブイキューブは、Web会議、Webセミナー
などのビジュアル・コミュニケーションの提供を通し
て、日本企業のワークスタイルの変革に貢献してき
ました。同社のWeb会議サービスを導入する企
業はすでに 4,000社を超え、クラウドサービスの国
内市場ではトップクラスのシェアを獲得しています。
2013年 12月には東証マザーズに上場を果たし、
現在はシンガポール、マレーシア、インドネシアなど
アジアを中心に海外へ積極的に進出しています。

2014年 9月には、それまで個別に提供してきた
Web会議、Webセミナー、ドキュメント共有、遠隔
セールス＆サポート、そして法人向けチャットサービ

スを 1つにまとめた「V-CUBE* One」をリリース。
企業内のあらゆるコミュニケーションの活性化を実
現するWeb会議を含めた複数のサービスを、より
気軽に利用できるように進化させています。

このように、常により良い製品づくりに励んできたブ
イキューブは、それまでWeb会議やテレビ会議を
利用する機会が少なかった中堅・中小の企業でも、
ハードルなく導入できる遠隔会議システムを企画し
ました。マーケティング本部の森下浩児氏は、その
コンセプトについて次のように説明します。

「PCの操作に不慣れだったり、導入規模が小さかっ
たりするために、Web会議をはじめとする ITを活
用した遠隔コミュニケーション手段の導入に踏み切
れないお客様は多くいらっしゃいます。一方で、最新
の据え置き型のテレビ会議システムは、これから始
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課  題
•  操作性に優れたWeb会議システム：PC操作に不慣れな中小企業の従業員でも、迷うことなく利用できる

Web会議システムへのニーズ。

•  手軽に導入できるテレビ会議システム：高価で高機能な据え置き型テレビ会議システムに代わる導入しや
すいテレビ会議システムへのニーズ。

ソリューション
•  V-CUBE* Box：インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載したインテル ® NUCモデルを本体とする遠隔会
議システム。

•  V-CUBE* ミーティング：V-CUBE* Boxで提供されるクラウド型Web会議サービス。V-CUBE* Boxに
ライセンスを付加して提供。

導入効果
•  高画質映像への対応：インテル® Core™ i5 プロセッサーの高いパフォーマンスにより、複数拠点の高画質リ
アルタイム映像を滑らかに表示。

•  管理レベルの向上：専用に最適化されたシステムにより、遠隔会議への影響なく、最新の高いセキュリティー
環境を確保。

ビジネス価値
•  ワークスタイルの変革：日本企業のワークスタイル変革に貢献する新たなサービスの提供が実現。

•  ビジネスの効率化に貢献：遠隔拠点同士の打ち合わせ効率の向上、移動時間・コストの軽減に貢献。

手軽に持ち運べて、リモコンで簡単に 
操作できる、新コンセプトの遠隔会議システムを開発
実績あるクラウド型Web会議サービスのライセンスと、小型 PC「インテル® ネクスト・ユニット・オブ・コンピューティング
（NUC）」の組み合わせで、会議室同士をつないだ遠隔コミュニケーションが実現
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めてみようと検討中のお客様にとって高価で投資効
果に合わないことがあります。そこで、会議専用のリ
モコンで誰でも簡単に操作ができて、導入コストも
シンプルになるようWeb会議とテレビ会議の良い
部分を兼ね備えたハイブリッド・タイプの『V-CUBE* 
Box』が誕生しました。本体にはWeb会議を始め
るためのライセンスがあらかじめ付与されているた
め、小型の本体を会議室に設置すると、簡単な操作
ですぐに複数拠点を結んだビジュアル・コミュニケー
ションが実現します」。

3年間の製品保証と 
インテル製品の信頼性を評価

V-CUBE* Boxは、小型 PCによる本体、カメラ、
三脚、マイクスピーカー、リモコンなどのハードウェ
アに、実績のあるクラウド型Web会議サービス
「V-CUBE* ミーティング」のライセンスをセットにし
たパッケージです。本体には、インテル® NUCを採
用しています。

ブイキューブは V-CUBE* Boxを製品化するにあ
たり、USBや外部ディスプレイなどの接続インター
フェイスを備えた小型 PCを探していました。当初は
Mini-ITXマシンなども検討していましたが、よりサ
イズが小さく、ディスクに壊れにくい SSDを搭載し
たインテル® NUCに着目します。インテル® NUCの
採用については、インテル® Core™ i5 プロセッサー
の高いパフォーマンスと、インテル® vPro™ テクノロ
ジーを活用したネットワーク管理への対応が決め手
になったといいます。

技術本部の坂田正樹氏は、「クラウド型Web会議
サービスは、Adobe* Flash*とAdobe* AIR*を
使い、H.264フォーマットの高画質ビデオをデコード
しています。そのため、複数拠点からの映像を 1つ
の画面上に滑らかに表示させるためには、小型 PC
とはいえ高いマシンパワーが必要でした」と語ってい
ます。

さらに、法人向けとして提供するうえでは長期の製
品保証も必須でした。そこで、インテルによる3年間

の保証と、インテル® SSDの 5年間保証を評価した
といいます。

「信頼性で選ぶなら、インテル以外の選択肢はあり
ませんでした。インテル製のプロセッサーとSSDを
搭載している製品なら、間違いないだろうという期
待を込めて選定しています」（坂田氏）。

持ち運びも設置も自由自在 
リモコン操作により家電感覚で利用可能

インテル® NUCを採用した「V-CUBE* Box」は、
2014年にリリースされました。本体、カメラ、マイク
スピーカーなどはいつでも気軽に持ち運ぶことがで
き、会議室やミーティング・スペースなど、どこにでも
設置が可能です。利用する際には、会議室などにあ
るディスプレイと本体をHDMI*ケーブルでつなぎ、
本体に LANケーブルを接続、会議専用の簡単なリ
モコンで、クラウド上の会議サービスにアクセスする
だけで、遠隔拠点同士の本格的なテレビ会議を即
座に始めることができます。専用リモコンのボタンは、
「決定」「取り消し」「マイクミュート」などテレビ会議
で利用する必要最低限の機能に絞っているため、
まったく初めて使う人でも家電感覚で操作ができ、
戸惑うことはありません。

マーケティング本部の皆藤陽一郎氏は製品の特徴
について、「システムは自動更新機能で常に最新の
状態が維持されます。3年間の製品保証とともに 3
年間分のクラウドライセンスも合わせて提供されるの
で始めやすく、導入した後も、システム一式のサポー
トが受けられるので安心です」と説明します。

V-CUBE* Boxに最適化されたクラウド型のWeb
会議サービスは、最大で 12拠点との同時接続が
できるように設定されており、ディスプレイ画面上に
は最大 8カ所までの映像と、資料画面を表示しな
がら会議ができます。資料画面にはMicrosoft* 
Word、Excel*、PowerPoint*などのファイルも表
示できるので、参加者全員で情報を共有しながら会
議を進めることも可能です。画面の表示パターンは、
映像と音声、映像と資料、資料のみの3種類があり、

リモコンによる切り替えに対応しています。坂田氏は、
「インテル® Core™ i5 プロセッサーのパフォーマン
スにより、映像は非常に滑らかです。テスト環境で長
時間稼働させても、障害が発生することはありません
でした。排熱ファンの音も小さく、会議中に気になる
こともありません」と述べています。

ユーザーの反響を参考に 
より使いやすい遠隔会議システムへ

V-CUBE* Boxの製品化から間もないながら、ブイ
キューブではユーザーの反響も参考にしながら、よ
り使いやすいように機能強化を図っていく予定です。
まずは、タブレットオプションを追加して、Web会議
をしながら、別途用意したタブレット端末上に、チャッ
ト画面ができる機能の追加が検討されています。技
術面ではH.264の後継規格で4K動画にも対応す
る超高画質映像 H.265への対応も見据えていると
いいます。

製品の将来像について森下氏は、「ユーザーの声
を大切にしながら、今後はWeb会議やWebセミ
ナー、セールス＆サポートだけではなく、幅広い業
種、規模のお客様へ、最適なご提案ができるよう
に、提案範囲を拡大していく予定です。V-CUBE* 
Gateなどは法人向けのテキスト・コミュニケーション
にとどまらず、すぐにWeb会議を始められるなど、
当社ならではの機能を積極的に統合し、付加価値
の向上に努めてまいります」と述べています。同社の
Web会議システムは、今後もデバイスの進化と合
わせてさまざまな方法で提供され、企業における働
き方の進化を推進していくことになりそうです。

インテル® Core™ i5 プロセッサーの高いパフォーマンスが
複数拠点の映像の滑らかな再生に貢献

インテル ® ネクスト・ユニット・オブ・コンピューティング（NUC）に関する詳細については、 
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/nuc/overview.html を参照してください。
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