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Ｗｅｂ会議の常識 

（常識 その１） 

・半数以上のビジネスマンが、 

 「Ｗｅｂ会議を利用してみたい！」 と回答。 

 ⇒・利用に対して、半数以上が、「興味あり」。 

Q5 あなたは今後「Web会議システム」・「Web会議」を、あなたの会社で使用してみたいと思い

ますか？（n=600）

11.7%

38.8%

9.0%

14.8%

25.7%

ぜひ、使用してみたい

機会があれば、使用してみたい

あまり使用したくない

使用したくない

わからない

「是非」・「機会があれ

ば」 

合わせて、50.5％ 

（※Ｖ－ＣＵＢＥ独自調査による / ２００９年１０月実施） 

（常識 その２） 

・現在、或いはかつて 「Ｗｅｂ会議を利用した人」 は、「８０％以上が使用したいと」 と回答。 

 ⇒・使うと、さらに体感する「Ｗｅｂ会議」のメリット 

ぜひ、使用して

みたい

機会があれば、

使用してみたい

あまり使用した

くない 使用したくない わからない

現在、利用中 67.2% 20.7% 6.9% 0.0% 5.2%

知っていて、

かつて利用 24.1% 57.4% 11.1% 1.9% 5.6%

知っていて、

利用経験なし 4.2% 45.4% 9.1% 18.6% 22.7%

知らない 2.4% 20.5% 8.7% 16.5% 52.0%

Ｗｅｂ会議を

知っていますか？

利用したこと

ありますか？

→ ８７．９％ 

→ ８１．５％ 

→ ４９．６％ 

利用してみたい 
と回答した率 

Ｗｅｂ会議は、これからのコミュニケーションスタイルで、スタンダードになるサービスです。 
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Ｗｅｂ会議の常識 

（※Ｖ－ＣＵＢＥ独自調査による / ２００９年１０月実施） 

（常識 その３） 

・でも、使いこなすのが大変？ という 「不安イメージ」 も。 

 ⇒・特別な設備が必要そう （１５．２％） 

 ⇒・使いこなすのが難しい  （１１．５％） 

 「Web会議システム」・「Web会議」のイメージや、感想をお聞かせください。（n=600）

24.0%

13.3%

37.7%

13.2%

23.5%

47.5%

3.5%

46.2%

9.8%

20.7%

0.3%

11.5%
15.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

導入コストが安い

導入コストが高い

経費削減ができる

環境にやさしい、エコである

時代に沿った新しいサービスである

海外や遠隔地にいる人とのコミュニケーショ ンが便利

海外や遠隔地にいる人とのコミュニケーショ ンがむしろ面倒になる

移動しないで良いため、時間を有効に使える

特別な設備が必要そう

使いこなすのが難しい、ユーザビリティが悪そう

だれでも簡単に使える、ユーザビリティが良さそう

どう使っていいか、わからない

その他

なら、そんな 「不安イメージ」 も払拭！解決します。 

・インストールも、難しい設定も、不要！ 

 ⇒・周辺機器の調達など、導入に必要な手間は一切不要です。 
 

・導入後も、２４時間３６５日フルサポート！ 

 ⇒・操作説明会も随時開催しているので、利用者だけでなく、導入決定者も安心です。 

（※Ｖ－ＣＵＢＥは。世界的なコンサルティング・調査会社であるフロスト＆サリバン（Frost & Sullivan）社の「2009 年 ウェブ会議 日本市場シェアリーダーシップ賞を受賞いたしました。） 
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Ｖ‐ＣＵＢＥの強み 

① 完全自社開発によるサービス展開 

   ⇒・独自技術の開発から、特許の取得 
 

② ソフトウェアではなく、「サービス」を目指すコンセプト 

   ⇒・ＡＳＰ／ＳａａＳタイプでの利用（ライセンス対応でも対応） 

   ⇒・無料セミナーの開催など、カスタマーサポート体制の充実 
 

③ 幅広いソリューション提供力と、高度なＩＴ関連技術、技術評価力 

   ⇒・東京都が主催する「２００８年東京都ベンチャー技術大賞」を受賞 
 

④ 大手企業との幅広いパートナーシップ 

   ⇒専門性の高い技術力をもつテクノロジーパートナーとの連携 
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※2012年株式会社シード・プランニング調査による 

ウェブ会議やオンラインセミナーをはじめとする、「いつでも」・「どこでも」、「だれでも」使えるビジュアルコミュニケー
ションサービスを開発、提供する株式会社ブイキューブは、2012年3月12日に株式会社シード・プランニングから発行されました
『2012 ビデオ会議／Web会議の最新市場動向』において、国内でのWeb会議「ASP（クラウド）型」にて市場シェア32.5％（前
年比2.3％増）、同「ASP（クラウド）型＋SI（オンプレミス）型」で市場シェア23.0％（前年比2.2％増）を獲得し、両分野にお
いてシェアNo.1を達成しました。 
 
当社は今後もお客さまから求められるサービスを提供し続けることに注力し、サービスのさらなる改善・改良を進め、ビジュアル
コミュニケーションの普及に努めて参ります。 

《クラウド型のシェア》  《クラウド型＋オンプレミス型のシェア》 

シェア 
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利用イメージ 
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マルチデバイス・マルチプラットフォーム 

スマートフォン、iPad、携帯電話、を始めとする様々なデバイスとの連携、 

グループウェア、ソーシャルアプリケーションと連携など幅広いプラットフォームとして 

V-CUBEがご利用いただけます。 
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カスタマーサポート体制 

■無料セミナーの開催 

パソコンの知識があまりない方でもわかりやすく 

無料のセミナーを随時開催しております。 
 

■ケーススタディの提供 

テレビ会議・Web会議の使い方や利用シーンを、 

今までの活用事例を含めて具体的にご説明します。 

① お客さまからのご相談は、担当が直接わかるまで、丁寧に対応します。 

② さらに効果的に活用いただくためのサポート活動も行っています。 
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課金体系 （ルーム制） 

さらに！ 

時間課金タイプの料金プランを選択すれば、他社の使い放題プランよりも安くなります。 

1ヵ月使い放題プラン（スタンダード）なら、1日当たり2,800円程度です。※1ヵ月で30日間使った場合 

Ｖ－ＣＵＢＥの料金体系は、「ルーム制（貸し会議室制）」を採用しています。 

この場合、１つの会議であれば、何人で利用しても、料金は変わりません。 

これは、他社とはまったく違う発想です。（通常の場合は、参加ＩＤにより課金されます） 

●他社 ●Ｖ－ＣＵＢＥ 



10 

他社との料金比較 

ブイキューブのテレビ会議・Web会議はルーム制なので、何人で使っても価格はかわりません。  

時間を気にせず使いたいならスタンダードプランがお勧めです。 

¥79,900/月で使い放題でご利用になれます。  

ブイキューブのテレビ会議（TV会議）・Web会議はお客様のご利用頻度や運用環境に応じて、 
様々なご利用プランをご用意しております。 
 
詳しくは弊社営業担当へお問い合わせ下さい。 
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セキュリティ対策 

セキュリティも、Ｖ－ＣＵＢＥが万全な、３つの理由。 

⇒ ①映像と音声は、非公開の独自プロトコルで通信しているので安全です。 

⇒ ②ファイル共有（アップロード/ダウンロード）、ホワイトボードへの資料貼り込み等は、標準状態でもＳＳＬ通信（128bit）です。 

⇒ ③映像、音声、チャット、ホワイトボード操作（資料貼り込みは除く）も、暗号化が可能です。（オプション） 



         ASPサービスの運用体制 
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全サーバに対し死活監視を行っており、停止

を検知した際には緊急通知が発せられ、当社

担当各自の携帯電話にもメールが届きます。 

審査機関 財団法人マルチメディア振興センター 

サービスの名称 V-CUBE  

認定番号 第0029－0810号 

認定日 2008年10月3日 

認証基準 JISQ27001:2006(ISO/IEC27001:2005) 

認証登録番号 JMAQA-S019 

登録範囲 1.ASPサービスの企画・開発・販売・運用  
2.パッケージソフトウェアの企画・開発・販
売・保守  
3.システムインテグレーションの企画・開
発・販売・運用  
4.ITコンサルティングの提供  
5.ホスティングサービスの企画・提供  
6.ハウジングサービスの企画・提供  
7.システムの運用監視・管理サービスの提供  
8.コンピュータ関連製品の販売 

認証範囲に含まれる事
業所 

本社・営業本部・クリエイティブ本部・事業
推進室 

初回登録日 2006年2月17日 

認証登録機関 社団法人日本能率協会審査登録センター 
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拠点間会議 経費削減と経営スピード向上 

• 381支社約8,000名がWeb会議を利用しコミュニケーションを強化！ 

• 会議だけでなく、5000人以上のエンジニアの教育にも活用！ 

• 移動時間1000万円の削減を実現。 

株式会社ヤマハ様       V-CUBE ミーティング 

静岡工場 

東京 

PJP-300Vを 
組み合わせて利用 

PJP-300Vを 
組み合わせて利用 

拠点間会議実施 

株式会社ヤマハ様とは 

 
日本を代表する楽器メーカーであるヤマハ。その中の
サウンドテクノロジー開発センター ネットビジネスグ
ループは、120年を超える歴史を持つヤマハが培って
きた技術をインターネットと結びつけ、ネットを利用
して提供できるサービスとしてアウトプットしていく
役割を担っている。しかしグループメンバーは、東京
都渋谷と静岡県磐田市の豊岡工場に分かれて業務を
行っているため、かねてからグループ内の会議や情報
共有、コミュニケーションをどうしてゆくかが課題と
なっていた。 
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拠点間会議  定例会・開発会議で利用  

• 東京、静岡に分かれたチームメンバーとの意思疎通に活用！ 

• １名の移動で移動交通費２万円、往復６時間を削減！ 

• 機器構成図や設計図を見ながら意識共有レベルを向上！ 

リコーテクノシステムズ株式会社様とは 
 
国内最大級のトータルサービスカンパニーとして、複写
機・プリンターなどの画像機器からIT環境の企画・構
築・保守までを、ワンストップ体制で全国に提供するリ
コーテクノシステムズ株式会社。 
http://www.r-ts.co.jp/ 
同社の執行役員でITサービス統括本部長・IT/S本部長
の野沢浩一氏は「導入の狙いの一つは現場の活性化だっ
た。コミュニケーションや情報交換をしやすくすること
で、社員のモチベーションや現場のマネージメント、意
思決定やレスポンスを向上させたかった。もう一つは、
出張経費、拘束人件費、会食費、会議費など諸々を削減
しつつ、コストパフォーマンスを向上させること。（中
略）」と語る。 

札幌 

東京本社 

名古屋 

大阪 

福岡 

移動時間やコストの 
大幅削減！ 

リコーテクノシステムズ株式会社様     V-CUBE ミーティング 

http://www.r-ts.co.jp/
http://www.r-ts.co.jp/
http://www.r-ts.co.jp/
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クライアント導入事例 

＊これ以外にも、約３０００社の導入実績 

株式会社アットマーク・ラーニング 

●学校設置・運営  

●学習コーチング研修提供  

●インターネットを使った通信制プログラムの  

開発・推進  

●学校法人の再生・再建 

株式会社間組 

●土木建築、その他工事の調査、測量、企画、  

設計など 

●工事用品および機械器具の供給  

●不動産取引 

●土壌の調査、浄化工事の請負、環境コンサ   

ルティング 

エヌピーディー・ジャパン株式会社 

●CRESTJapan事業  

●消費者トラッキング調査 

●カスタマイズド調査  

●調査パネル運営 

株式会社JTB情報システム 

●システム開発、システム運用管理 

レゾナントソリューションズ株式会社 

●イービジネス事業（ITC導入、運用支援） 

● Webサービス 

●ブロードバンドソリューション 

●ラーニング（教育）サービス  

株式会社アドバンスクリエイト 

●生命保険・損害保険の保険代理店事業 

新日本製鐵株式会社 

●製鉄 

●エンジニアリング 

●都市開発 

●システムソリューション 

日本薬品開発株式会社 

●医薬品の開発製造・販売 

●医薬部外品・化粧品の製造並びに販売 

●工業用化学薬品の製造並びに販売 

●食品の製造並びに販売 

株式会社 エデュケーションジャパン 

●海外での進路、進学、キャリアアップ、 

 移住等の支援 
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推奨動作環境 

推奨動作環境 H.264利用なし 

上記は弊社での検証の結果を元にしたものであり全ての環境での動作を保証するものではありません。また、Windows ME/98/NT、Mac OS9系に関して、動作保証はできませんが、一部での動作実績はござ
います。 
※1有効メモリとは、システム上使用されていない使用可能なメモリ領域を指します。※2プロキシが不在もしくはバイパス処理してあること。回線速度が環境以下でも接続可能ですが、画質が低下します。光回線を推奨しますが、遅延を気にされなければ、下り：64Kbps程度でも可能です。  
なお、こちらに掲載している回線速度は映像・音声の通信に必要となる帯域となります。 ホワイトボード機能やキャビネット機能等のやりとり等によって記載以上のデータ転送量が一時的に発生することがあります。※3最新版のFlashPlayerがインストールされている必要があります。※4Sharing3は、Windows,Macintoshにてご利用いただけますが、Macintoshは受信のみの対応となります。※5推奨環境下でもホワイ
トボードへの資料貼込みが100ファイルを超えた場合は、動作が不安定になることがあります。また、既に大量の資料が貼込まれた状態で後から入室すると、入室までに時間がかかったり、正常にご利用頂けない場合があります。※6動作実績環境に求める定義は以下の通りです。  
・映像・音声のみの機能を利用し、映像音声に遅延・とぎれ等がないこと※7推奨環境に求める定義は以下の通りです。  
rtmp通信下において、  
・ネットワークを理由としない映像・音声の遅延が平均0.5秒以内を維持すること  
・各操作が2.0秒以内に反応すること 

OS パソコン性能 回線速度 ブラウザ 

Windows 7  
Windows Vista 

＜CPU＞  
Core2Duo 1.66GHz以上  
または上記に相当以上のCPU 
＜有効※1/搭載メモリ＞  
1GB/2GB以上 
＜VRAM＞  
256MB以上 下り：512Kbps以上  

上り：256Kbps以上  
※2 
(※高画質利用時  
下り:768Kbps以上  
上り:512Kbps以上） 

IE7、IE8、IE9  
FireFox3以上  
※3 

Windows XP  
Windows 2000 

＜CPU＞  
Pentium4 3.0GHz以上  
PentiumM 1.73GHz以上  
または上記に相当以上のCPU 
＜有効※1/搭載メモリ＞  
512MB/1GB以上 
＜VRAM＞  
64MB以上 

IE6、IE7、IE8、IE9  
FireFox3以上  
※3 

Mac OS X（10.4以上） 
＜CPU＞  
CoreDuo 2.0GHz以上  
または上記に相当以上のCPU 

Safari2以上、  
FireFox3以上  
※3 

推奨動作環境 H.264利用あり 

OS パソコン性能 回線速度 ブラウザ 

Windows 7 

＜CPU＞  
Core2Duo 2.53GHz 以上  
または上記に相当以上のCPU 
＜有効※1/搭載メモリ＞  
2GB/4GB以上 
＜VRAM＞  
256MB以上 

下り：512Kbps以上  
上り：256Kbps以上  
※2 

＜ブラウザ＞  
推奨環境のものに準ずる 
＜Flashバージョン＞  
11.2以上 

Mac OS X（10.6以上） 
＜CPU＞  
Core2Duo 2.53GHz以上  
または上記に相当以上のCPU 
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機能別推奨動作環境 

20人レイアウト（H.264 利用なし） 

上記は弊社での検証の結果を元にしたものであり全ての環境での動作を保証するものではありません。また、Windows ME/98/NT、Mac OS9系に関して、動作保証はできませんが、 
一部での動作実績はございます。 
 
※1 有効メモリとは、システム上使用されていない使用可能なメモリ領域を指します。 ※2 プロキシが不在もしくはバイパス処理してあること。回線速度が環境以下でも接続可能ですが、画質が低下します。光回線を推奨しますが、遅延を気にされなければ、下り：64kbps程度でも可能です。  
なお、こちらに掲載している回線速度は映像・音声の通信に必要となる帯域となります。 ホワイトボード機能やキャビネット機能等のやりとり等によって記載以上のデータ転送量が一時的に発生することがあります。 ※3 最新版のFlashPlayerがインストールされている必要があります。 ※4 Sharing2はWindows Internet Explorerでのみご利用いただけます。Sharing3は、Windows,Macintoshにてご利用いただけます
が、Macintoshは受信のみの対応となります。 ※5 推奨環境下でもホワイトボードへの資料貼込みが100ファイルを超えた場合は、動作が不安定になることがあります。また、既に大量の資料が貼込まれた状態で後から入室すると、入室までに時間がかかったり、正常にご利用頂けない場合があります。 ※6 動作実績環境に求める定義は以下の通りです。  
・映像・音声のみの機能を利用し、映像音声に遅延・とぎれ等がないこと  
※7 推奨環境に求める定義は以下の通りです。  rtmp通信下において  ・ネットワークを理由としない映像・音声の遅延が平均0.5秒以内を維持すること  ・各操作が2.0秒以内に反応すること 

OS パソコン性能 回線速度 ブラウザ 

Windows 7  
Windows Vista 

＜CPU＞  
Core2Duo 1.66GHz 以上  
または上記に相当以上のCPU 
＜有効※1/搭載メモリ＞  
1GB/2GB以上 
＜VRAM＞  
256MB以上 

下り:1Mbps以上  
上り:256Kbps以上  
※2 

IE7、IE8、IE9  
FireFox3以上  
※3 

Windows XP  
Windows 2000 

＜CPU＞  
Pentium4 3.0GHz以上  
または上記に相当以上のCPU 
＜有効※1/搭載メモリ＞  
512MB/1GB以上 
＜VRAM＞  
64MB以上 

IE6、IE7、IE8、IE9  
FireFox3以上  
※3 

Mac OS X（10.4以上） 
＜CPU＞  
CoreDuo 2.0GHz以上  
または上記に相当以上のCPU 

Safari2以上、  
FireFox3以上  
※3 

20人レイアウト（H.264 利用あり） 

OS パソコン性能 回線速度 ブラウザ 

Windows 7 

＜CPU＞  
Core2Duo 2.53GHz 以上  
または上記に相当以上のCPU 
＜有効※1/搭載メモリ＞  
2GB/4GB以上 
＜VRAM＞  
256MB以上 

下り:1.6Mbps以上 
  
上り:256Kbps以上  
※2 

＜ブラウザ＞  
推奨環境のものに準ずる 
＜Flashバージョン＞  
11.2以上 

Mac OS X（10.6以上） 
＜CPU＞  
Core2Duo 2.53GHz以上  
または上記に相当以上のCPU 


