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対象グループ 

本書はプロフェッショナルのネットワーク管理者を対象としています。本書の情報には、かなり技術的で

詳細な内容が含まれています。ITプロフェッショナルの方々は、当社のソフトウェアのご利用前に本書を

お読みいただくことで、TeamViewerでのセキュリティ基準を詳細に理解して懸念を解消することができま

す。セキュリティ上の懸念を緩和するため、本書は、エンドユーザーに自由に配布していただいて構いま

せん。 

 

自分が対象グループの一部ではないと考える場合でも、「会社/ソフトウェア」セクションのソフトフ

ァクトから、当社がセキュリティをどれぐらい重要な問題と考えているか明確に理解していただくこと

ができます。 

 

 

会社/ソフトウェア 

 
会社概要 

TeamViewer GmbHは2005年に創業し、南ドイツのゲッピンゲン（シュツットガルト近郊）に所在していま

す。また、オーストラリアと米国に子会社を有しています。当社は、Webベースの安全なコラボレーショ

ンシステムを専門に開発して販売しています。短期間に当社のフリーミアムライセンスは急速に拡大して

おり、TeamViewerソフトウェアのユーザーは2億人以上、利用デバイスは14億台以上となり、世界の200か

国以上で使用されています。ソフトウェアは30か国語を超える言語でご利用いただけます。 

 

セキュリティについての当社の理解 

TeamViewerは、毎日常に3000万人以上のユーザーによって使用されています。これらのユーザーは、イン

ターネットを通じて無人のコンピューターにアクセスしてサポート（サーバーのリモートサポート）した

り、オンラインミーティングをホストしたりしています。構成によって、TeamViewerは、コンピューター

の前に座っているかのように、リモートの別のコンピューターをコントロールするために使用することも

できます。リモートコンピューターにログオンするユーザーがWindows、Mac、Linuxの管理者である場合、

担当者には、そのコンピューターの管理者権限も付与されます。 

 

この強力な機能を潜在的に安全でないインターネットで使うには、攻撃に対する十分な対策が必要である

ことは明らかです。セキュリティに関するトピックは、当社のすべての開発目標の中でもっとも重要であ 

 

り、当たり前のように考慮される項目となっています。当社は、お使いのコンピューターへのアクセスが

安全であることを保証し、「世界の何百万ものユーザーは安全なソリューションのみを信頼する。安全な

ソリューションだけが当社のビジネスの長期的な成功を保証してくれる」という独自の価値観を守ってい

きたいと考えています。 
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外部の専門家による評価 

当社のソフトウェアであるTeamViewerは、ドイツIT鑑定士査定人協会 (BISG e.V.: 

Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V.) から最高評価である5

つ星の品質評価を受けています。BISG e.V.からの独立監査人は、適切なメーカ ーの

製品の品質、セキュリティ、サービスの特徴を確認します。 

参考情報 

現在、TeamViewerは2億人以上のユーザーに使用されています。金融、ヘルスケア、政府関係など高い機

密性が要求されるセクターを含め、あらゆる業界の国際的なトップ企業がTeamViewerを活用しています。 

インターネット上で当社の参考情報をご確認いただくと、導入企業のソリューション採用の際の印象を理

解することができます。大半の導入企業に同様のセキュリティおよび可用性要件があり、彼らが徹底的に

検証を行った後、最終的にTeamViewerの採用を決定したことがお分かりいただけるはずです。内容を実際

に把握できるように、以降のセクションで技術的な詳細をご確認ください。 
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TeamViewerのセッション 

 
セッションの確立と接続のタイプ 

セッションを確立する際、TeamViewerは最適な接続タイプを判断します。当社のマスターサーバーを通し

てハンドシェークした後、標準的なゲートウェイ、NAT、ファイアウォールの背後も含め、すべての事例

の70%で、UDPまたはTCPによる直接接続が確立されます。残りの接続は、TCPまたはHTTPSトンネリングを

経由する冗長性が非常に高いルーターネットワークによってルーティングされます。TeamViewerで作業す

るためにポートを解放する必要はありません。 

 

次の「暗号化と認証」セクションに記載されるように、ルーティングサーバーのオペレーターである当社

であっても、暗号化されたデータトラフィックを読み取ることはできません。 

 

暗号化と認証 

TeamViewerのトラフィックは、RSA公開鍵/秘密鍵交換およびAES（256ビット）によるセッション暗号化を

使用してセキュア化されます。このテクノロジーは、HTTP/SSLに対して同様の形で使用されており、今日

の基準では完全に安全と見なされています。この手順では、秘密鍵がクライアントコンピューターから外

に出ることがないため、TeamViewerのルーティングサーバーも含めて、相互接続されるコンピューターが

データストリームを解読することは不可能です。 

 

TeamViewerの各クライアントには、マスタークラスターの公開鍵がすでに実装されており、マスタークラ

スターへのメッセージを暗号化したり、これを使って署名されたメッセージを確認したりすることができ

ます。PKI (公開鍵暗号基盤) は、中間者攻撃を効果的に防止することができます。パスワードは、暗号

化されていたとしても、直接送信されず、チャレンジレスポンス方式でのみ送信されローカルのコンピュ

ーターにのみ保存されます。 

 

認証中はSRP (Secure Remote Password) プロトコルが使用され、パスワードは決して直接転送されま

せん。パスワードベリファイアのみローカルコンピューターに保存されます。 
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TeamViewer IDの検証 

TeamViewer IDは、さまざまなハードウェアおよびソフトウェアの特徴に基づいており、TeamViewerによ

って自動的に生成されます。TeamViewerサーバーは、各接続の前にこれらのIDを確認します。 

 

 

ブルートフォース対策 

TeamViewerのセキュリティに関して、よくお問い合わせいただくのは暗号化です。当然のことですが、第

三者による接続の監視やTeamViewerのアクセスデータの不正取得のリスクが最も不安視されています。し

かし、現実的には、多くの場合、むしろ最も危険なのは原始的な攻撃です。 

 

コンピューターセキュリティについてブルートフォース攻撃と言えば、リソースを保護するパスワードを

トライ & エラーで推測する方法を指します。標準的なコンピューターの計算能力が向上するにつれて、

長いパスワードの推測に要する時間は大幅に短縮されています。 

 

TeamViewerは、ブルートフォース攻撃対策として、接続試行の間の待ち時間を指数関数的に増加させてい

ます。これにより24回試行するには17時間も必要になっています。この待ち時間をリセットするには、正

しいパスワードを入力する必要があります。 

 

TeamViewerには、特定の単一のコンピューターからの攻撃からお客様を守るメカニズムが実装されている

だけではありません。複数のコンピューターから一つのTeamViewer IDにアクセスを試みるボットネット

攻撃にも対応することができます。 
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コードサイニング 

その他のセキュリティ機能として、当社のすべてのソフトウェアはベリサ

インコードサイニングによって署名されています。これにより、ソフトウ

ェアの発行元は必ず特定することができます。後にソフトウェアが変更さ

れた場合、電子署名は自動的に無効になります。 

 

 

データセンター & バックボーン 
 

TeamViewerのサービスに関して、できる限り最高のセキュリティと可用性を提供するため、TeamViewerの

すべてのサーバーは、ISO 27001に準拠し、マルチキャリア接続と冗長化電源を活用するデータセンター

に置かれています。さらに、信頼できるメーカーの最新のハードウェアのみ使用しています。加えて、機

密データを保存するすべてのサーバーは、ドイツまたはオーストリアに置かれています。 

 

ISO 27001認定を受けているということは、個人のアクセス制御、ビデオカメラ監視、モ―ション検出

器、24時間365日の監視、および現場のセキュリティ担当者により、認証を受けた個人のみデータセン

ターにアクセスできること、そしてハードウェアとデータに関してできる限り最高のセキュリティが保

証されていることを意味しています。また、データセンターに設けられている入口は一つだけで、詳細

なIDチェックが行われています。 

 

 

TeamViewerアカウント 

TeamViewerアカウントは、専用TeamViewerサーバーにホストされます。アクセス制御に関する情報につい

ては、上の「データセンター & バックボーン」を参照してください。認証とパスワードの暗号化につい

ては、強化版のPAKE (Password Authenticated Key Agreement) であるSRP (Secure Remote Password) 

プロトコルが使用されています。侵入者や中間に存在する者は、十分な情報を得られないため、パスワー

ドを推測してブルートフォース攻撃を行うことができません。これは、弱いパスワードを使っても強力な

セキュリティを実現できることを意味しています。クラウドストレージのログイン情報など、TeamViewer

アカウント内の機密データは、AES/RSA 2048ビットで暗号化して保存されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Password-authenticated_key_agreement
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Management Console 

TeamViewer Management Consoleは、ユーザー管理、接続レポート、コンピューターおよびパートナー管

理のためのWebベースのプラットフォームです。このツールは、ISO-27001認証を取得したHIPAA準拠のデ

ータセンターにホストされています。すべてのデータ転送は、安全なインターネットネットワーク接続の

標準であるTSL (Transport Security Layer) 暗号化を使用するセキュアなチャネルを経由して行われま

す。さらに、機密データはAES/RSA 2048ビットで暗号化して保存されます。認証とパスワードの暗号化に

ついては、SRP (Secure Remote Password) プロトコルが使用されます。SRPは、2048ビットのモジュラス

を使用する確立された堅牢でセキュアなパスワードベースの認証および鍵交換方式です。 

 

ポリシーベースの設定 

ユーザーは、TeamViewer Management Console内から、自分に所属するデバイス上のTeamViewerソフトウ

ェアインストールの設定ポリシーを定義、配布、実行することができます。設定ポリシーは、これを生成

するアカウントによって電子署名されます。これにより、デバイスにポリシーを割り当てる許可を受けた

アカウントのみ、デバイスが所属するアカウントであることが保証されます。 
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TeamViewerでのアプリケーションセキュリティ 

 
ブラック & ホワイトリスト 

特にTeamViewerが無人コンピューターの保守のために使用されている（TeamViewerがWindowsサービスと

してインストールされている）場合、これらのコンピューターへのアクセスをいくつかの特定のクライア

ントに制約する追加のセキュリティオプションが期待される可能性があります。 

 

ホワイトリスト機能を使うと、コンピューターへのアクセスを許可されるTeamViewer IDやTeamViewerア

カウントを明示的に示すことができます。ブラックリスト機能を使うと、一定のTeamViewer IDとTeamVie

werアカウントをブロックすることができます。中央のホワイトリストは、「Management Console」で説

明されたポリシーベースの設定の一部として使用することができます。 

 

チャットとビデオの暗号化 

チャット履歴はTeamViewerアカウントと関連付けられるため、「TeamViewerアカウント」で説明されたの

と同じAES/RSA 2048ビット暗号化セキュリティを使って暗号化して保存されます。すべてのチャットメッ

セージとビデオトラフィックは、AES（256ビット）セッション暗号化を使ってエンドツーエンドで暗号化

されます。 

 

ステルスモードなし 

TeamViewerを完全にバックグラウンドで動作させる機能はありません。アプリケーションがWindowsサー

ビスとしてバックグラウンドで動作する場合であっても、システムトレイにアイコンが表示され、TeamVi

ewerを常に確認することができます。 

 

接続が確立すると、システムトレイの上に小さなコントロールパネルが必ず表示されます。このように、

TeamViewerは、コンピューターや社員をひそかに監視するには不向きなツールとして意図的に作られてい

ます。 
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パスワード保護 

簡単なカスタマーサポートを行うために、TeamViewer (TeamViewer QuickSupport) はセッションパスワ

ード（ワンタイムパスワード）を生成します。お客様からパスワードを教えてもらえる場合は、IDとパス

ワードを入力して、お客様のコンピューターに接続することができます。お客様の側でTeamViewerが再起

動された後、新しいセッションパスワードが生成され、招待された場合のみお客様のコンピューターに接

続できるようになります。 

 

TeamViewerをサーバーなどの無人のリモートサポートのためにデプロイする時は、個別に固定のパスワー

ドを設定します。これによりコンピューターに安全にアクセスすることができます。 

 

受信と発信のアクセス制御 

TeamViewerの接続モードは個々に設定することができます。例えば、リモートサポートやミーティング用

のコンピューターは、接続を受信できないように設定することができます。 

 

機能を実際に必要な機能に制限すると、攻撃を受ける可能性のある脆弱なポイントを限定することができ

ます。 

 

2段階認証 

TeamViewerは、HIPAAおよびPCI準拠要件を有する企業を支援します。2段階認証では、TeamViewerアカウ

ントを不正アクセスから保護するため、セキュリティレイヤーが追加されます。 

ユーザーが認証されるには、ユーザー名とパスワードに加えて、コードを入力する必要があります。この

コードは、TOTP (Time-based One Time Password) アルゴリズムによって生成されます。これにより、コ

ードの有効性が短い期間に限定されます。 

 

TeamViewerは、2段階認証とホワイトリストによるアクセスの限定により、HIPAAおよびPCI準拠に必要

なすべての基準を満たすサポートを行います。 

 

 

セキュリティテスト 

TeamViewerのインフラストラクチャとTeamViewerソフトウェアには、定期的に侵入テストが行われてい

ます。テストはセキュリティテスト専門の独立企業によって実行されます。

mailto:support@teamviewer.com
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その他の質問 

その他のご不明な点がありましたら、(米国) 03 4578 0488までお電話いただくか、supp

ort@teamviewer.com.まで電子メールでお問い合わせください。 

 

 

お問い合わせ先 

TeamViewer GmbH 

Jahnstr.30 

D-73037 Göppingen 

Germany 

service@teamviewer.com 

mailto:support@teamviewer.com
mailto:support@teamviewer.com
mailto:service@teamviewer.com
mailto:service@teamviewer.com
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