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TeamViewer 会社概要

4500万台
以上のデバイスが常に接続

65万社
以上の企業のお客様

1000
以上のルーターが世界中
のクラウドで稼働

200
以上の国で利用

ドイツ本社設立

2005年
日本法人設立

2018年

PC-PC, PC-Mobile, 
Mobile-Mobile接続の
グローバルスタンダード

30
以上の言語をサポートメジャーなOSを

サポート

累計25億
ダウンロード

従業員1300名超
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TeamViewer とは？
遠隔サポートとオンラインコラボレーションのためのクラウドソリューション

Windows
MacOS
Linux
Android
iOS
BlackBerry
スマートグラス

PC
モバイル端末
POSレジ
デジタルサイネージ
複合機
MRI装置
etc.

Peer-to-Peerの
セキュアネットワーキング

画面共有
遠隔操作
ファイル転送
リモート印刷
チャット
ビデオ会議

資産管理
性能管理
バックアップ
エンドポイント保護
現場作業支援
現場作業自動化

困っている
ユーザ

サポート
オペレータ

困っている対象機器を制御
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TeamViewer 利用シーン

｢共同作業｣
同一端末上で共同プログラミングや
オンライン会議、チャット、
ビデオ通話

｢リモートデスクトップ｣
オフィスの高性能スマシンを
手近のデバイスからまるごと操作 リモートワーク

コラボレーション

モニタリング

コントロール

サポート

｢遠隔サポート｣
ITデバイスの遠隔サポートはもちろん
ARを駆使して現場の物理的な問題も支援

｢遠隔機器のモニタリング｣
無人機器の動作状況やセンサーの
取得データを監視

｢遠隔機器のコントロール｣
ITデバイスに限らずIoTを駆使して
物理的動作機器の操作

オフィス業務支援 現場作業支援
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オーバーヘッドのない快適な接続性

 端末同士のすべての通信をクラウドサービス
を介しているため、遅延がおきやすい

 急な利用者の増加があった場合などは通信の
パフォーマンスが落ちる可能性が高い

 端末認証はTeamViewerのクラウドサービス
行うが、その後は端末間で直接通信

 画面データの通信はクラウドサービスを介し
ていないため、利用者の急増があってもパ
フォーマンス劣化が起こらない

他社サービス TeamViewer

認証

画面接続

画面接続

認証認証
認証
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TeamViewerを使ったテレワーク
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TeamViewerがテレワークに最適な理由

セキュリティと利便性
場所を問わず働くことができるのはとても便利な反面、IT管理者が一番気がかりなのはセキュリティです。
適切なセキュリティを設定することで安全にテレワークができます。

容易な導入
社外からのアクセスを可能にするには一般的に初期導入コストが高く手間がかかるため、導入に二の足を踏んで
しまう企業が多くあります。TeamViewerは他ソリューションに比べコストを抑えて気軽に導入ができます。

使い勝手、実績ともにNO.1
TeamViewerは全世界で65万を超える企業、25億を超えるデバイスで既に利用され、4500万台が常にオンライン
です。（2020年9月現在）

コミュニケーションツール
それぞれの場所で円滑に仕事を進めるためには、普段と近いコミュニケーションが取れることが大切です。
TeamViewerのチャット機能、オンライン会議で離れている距離を埋めることができます。
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セキュリティと利便性

会社の環境を自宅で・・・

会社と自宅のPCにTeamViewerソフトウェアをインストール
するだけで、自宅にいながら会社の環境で仕事ができます。

会社PCのデスクトップ画面がそのまま自宅PCに表示されます。
画面操作に使用するネットワーク帯域は最小限になるよう設計され、4K動画の
再生も可能。

いつでもどこでも同じ環境を

いつものデスクトップ環境がどこでも使えて、ストレスがない
テレワークを実現。

セキュリティと利便性の両立

ファイル転送やリモート印刷など各種機能は管理者が
ポリシー設定で制御でき、情報漏洩対策も万全な状態で
運用可能。
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容易な導入

ハードウェア不要

テレワークソリューションの多くは、サーバーアプライアンス
やVPNゲートウェイなどハードウェアが必要になりますが、
TeamViewerはハードウェアは不要です。

必要なときにすぐ導入

サブスクリプションライセンスのため、必要な時にすぐ入手で
きます。在庫切れなどでお待たせしません。
サブスクリプションは1年単位の契約になります。

簡単設定･簡単接続

ネットワークやサーバーなどの専門知識は不要で、
お客様ご自身で設定が可能です。

接続までに面倒な手順はありません。
ワンステップで接続し、ストレスがありません。
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コミュニケーションツール

TeamViewerに統合されたミーティングツール

標準で10名までの会議を開催可能
※オプションで参加人数拡張可能

通信は暗号化され、盗聴や情報漏洩の心配なし

オンライン会議システムで画面共有しながら
時間制限無く会議することが可能

TeamViewerを使っていない人も招待可能

公衆電話回線を利用した音声での会議参加も可能
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使い勝手、実績ともにNo.1

TeamViewerは日本国内だけではなく、全世界65万社以上の企業で利用されている
グローバルスタンダードなクラウドサービスです。

日本国内の調査にて、使い勝手、設定の容易さなど全ての評価で満点を取得しています。

*2019年11月 MM総研ホワイトペーパー
『リモートデスクトップソフトウェアの活用製品比較調査』より

https://www.itreview.jp/award/2020_spring.html
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https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=376
https://www.itreview.jp/award/2020_spring.html


テレワーク事例
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株式会社ラック様 セキュリティ監視センター｢JSOC｣

課題

情報を社外に一切持ち出さない在宅勤務の実現

VPNを介さない方式の採用

システムの反応速度の確保

低速回線での操作性の確保

ソリューション

データを外に持ち出さず、JSOC内の分析端末を遠隔操作する
ことで在宅勤務を実現

携帯テザリングのような低速回線からもストレスなく操作可能

VPN不要で短期間の導入を実現

社外からのアクセスに対してデータ･ファイルの転送を禁止し、
2要素認証によりJSOCの高いセキュリティ要求水準をクリア

新型コロナウイルス感染拡大の中、鉄壁のセキュリティを確保しながら在宅勤務を導入
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慶応義塾様
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課題

時間がないなかで、すぐに導入できて実績のあるテレワークの
ツールが必要だった

職員の個人所有端末を使うBYODを安全に実施したかった

サポートが受けられ、技術的にしっかりとしたものを使いたい

緊急事態とはいえ、費用に見合った効果のあるものを選ぶ必要
があった

ソリューション

追加でノートPCを用意せずに、既存のデスクトップにリモー
ト接続するBYOD方式を採用

利用者には自らTeamViewerをインストールしてもらう。担当
者自身もオンラインで対応しなければならない制約もありなが
ら、大きなトラブルなく導入

コロナ禍の出勤自粛で、BYOD方式でのテレワーク環境を順調にスタート



テレワーク事例

某大手アパレルメーカー様

導入規模：180名

利用者 ：営業

導入期間：2週間

比較検討：他社リモートデスクトップツール
オンライン会議システム

選定理由：短期間で導入可能、多機能

某工作機械メーカー様

導入規模：50名

利用者 ：設計エンジニア

導入期間：1週間

比較検討：VPN

選定理由：リモートでCADが利用できる操作性
セキュリティ
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ライセンス
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小規模テレワーク向けパッケージ
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ライセンス

パッケージに含まれるライセンス
 Premium ･････････････････････管理者用

 Remote Worker Add-On ････････一般ユーザー用

 ※Remote Worker Add-Onの詳細は別紙参照のこと

ライセンス制約事項

Remote Worker Add-On の接続先端末は3台に限定
例) 社内のPC端末3台に接続できる

 オンライン会議機能が無い

パッケージ構成

2～25ユーザー
 Premium x 1
 Remote Worker Add-On x (利用人数 -1)

テレワークの要件
全ユーザーが同時接続できること

ユーザー数分のチャネルが必要

情報漏洩対策ができること
一般ユーザー端末の機能を一元管理することが必要

※管理者による管理ポリシー機能制限を使用
※Businessライセンスでは一元管理できない

25名までのテレワーク用途のライセンスセット

※本パッケージの管理者はPremiumの標準1チャネルを使って同時接続します。
一般ユーザーはRemote Workerとして同時接続します。

管理者

一般ユーザー



中･大規模テレワーク向けパッケージ
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ライセンス
パッケージに含まれるライセンス
 Tensor Agent ･････････････････管理者用
 Tensor Remote Access  ････････一般ユーザー用

ライセンス制約事項
Tensor Remote Accessユーザーの接続先端末は3台に限定
例) 社内のPC端末3台に接続できる

 パッケージ構成
– 26～50ユーザー中規模パッケージ

 Tensor Agent x 1
 Tensor Remote Access x (利用人数 -1)

 51～ユーザー大規模パッケージ
 Tensor Agent x 5
 Tensor Remote Access x (利用人数 -5)

テレワークの要件
全ユーザーが同時接続できること

ユーザー数分のチャネルが必要

情報漏洩対策ができること
一般ユーザー端末の機能を一元管理することが必要

※管理者による管理ポリシー機能制限を使用
※Businessライセンスでは一元管理できない

26名以上のテレワーク用途を考慮したライセンスセット

※既に保有しているTeamViewerライセンス(Business/Premium/Corporate)
は契約期間途中でテレワークパッケージにプラン変更はできません。
既存Premium/CorporateにRemote Workerを追加してください。

管理者

一般ユーザー

管理者

一般ユーザー



テレワークパッケージに関するFAQ
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 Q1) 
一般ユーザー(Remote Worker)が会議に参加する手段はあります
か？

 A1) 
TeamViewer Meeting (別アプリ)で会議に参加できます。

 Q2)
一般ユーザーが会議を主催するにはどうしたらよいですか？

 A2)
TeamViewer Meetingサブスクリプションを別途ご購入ください。
会議参加人数に応じて50/100/300名のプランがあります。

 ※個人利用の場合、無償版で参加人数5名までの会議が主催できます。

 Q3)
小規模パッケージと中・大規模パッケージの差は何ですか？

 A3)
管理者のライセンスプランが異なっているため、管理者の機能
で
下記の差異があります。

 モバイル端末アクセス機能
小規模パッケージ：Mobile Device Supportオプションが別途必要
中・大規模パッケージ：標準機能

 ログの管理機能
小規模パッケージ：デバイス接続、監査ログ機能なし
中・大規模パッケージ：デバイス接続、監査ログ機能あり

 ※詳細はスライド2ページのライセンス一覧にて
PremiumとEnterprise(Tensor)の機能をご参照ください。



エンドユーザーサポート＆各種技術情報

TeamViewer Japan20

サポート問合せ先

エンドユーザー様からのお問い合わせは、TeamViewerが直接サポートします

オンラインで直接サポートを依頼：サポートチケットの作成方法

電話による問い合わせ：03ｰ4563ｰ9650

各種設定方法･FAQ
サポート情報ページの｢ナレッジベース｣や｢コミュニティ｣に多数掲載しています
ぜひご参照ください

https://community.teamviewer.com/Japanese/kb/articles/72027-%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%96%B9%E6%B3%95
https://www.teamviewer.com/ja/support/


ありがとうございました。


