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Parallels Desktop for Mac Business Edition へようこそ。Parallels Desktop Business 

Edition は、Mac で Windows 

アプリケーションを実行するための定番ソリューションとして人気と信頼性が高い Parallels 

Desktop for Mac をベースにしており、IT 

管理者や購買担当者の時間やコストを削減できる機能が追加されています。 

注意：このガイドの内容は、Parallels Desktop のバージョン 11 を対象としています。バージョン 

11 よりも新しいバージョン（アップデートを含む）の Parallels Desktop 

を使用している場合は、Parallels の Web サイトから最新のガイドをダウンロードしてください。 

この章の内容 

Parallels Desktop Business Edition の機能の概要 ........................ 6 
 
 

Parallels Desktop Business Edition 

の機能の概要 
Parallels Desktop for Mac を使用すると、Mac ユーザーは、Windows アプリケーションと OS 

X 

アプリケーションの両方を、高い処理速度、制御性、信頼性でシームレスに同時実行できます

。これによりビジネスユーザーは、必要に応じて Windows 

アプリケーションを最大限に活用することもできれば、使用を最小限にとどめることもできま

す。複数の表示モードが用意されているため、パフォーマンスを低下させることなく Mac と 

Windows の統合レベルをカスタマイズできます。とりわけ IT 

管理者にとっては、重要な設定をロックしてセキュリティを維持し、制御できるというメリッ

トがあります。 

Parallels Desktop Business Edition の主要な特長 

• シンプルなライセンス管理。 

• 仮想マシンを期限付きにすることによる企業コンプライアンスの維持。 

• 仮想マシンの有効期限の設定。 

第  1  章  
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• バックグラウンド (「ヘッドレス」モード) での仮想マシンの実行。 

• 仮想マシンの一括展開と Microsoft SCCM による管理。 

• 土日・祝日と年末年始を除く、平日 9:00 ～ 17:00 

の間の、専任のサポートエンジニアによる日本語サポートサービスの提供。 

Parallels Desktop Business Edition の特長の一覧 

Parallels Desktop Business Edition と Parallels Desktop Standard Edition 

の機能を以下に比較します。 

機能 Standard Pro Business 

Mac で Windows 

アプリケーションを実行できるパワフルで高性能なソリューション •  •  •  

Mac のスマートさと Windows の実用性を融合。シームレスに Windows 

で Mac の機能を利用し、Mac で Windows の強みを活用できます。 •  •  •  

Microsoft Visual Studio プラグイン。Microsoft Visual Studio 

プラグインによって、VM 内からアプリを高速にデバッグできます。  •  •  

Docker、Jenkins、Chef 

などの一般的な開発、設計、テストツールのサポート人気の生産性ツー

ルを活用して開発やテストに費やす時間を削減できます。 
 •  •  

高度なネットワークツールさまざまなネットワークシナリオのシミュレ

ーションなど、複雑なネットワークのシナリオとテスト用に仮想ネット

ワークを作成できます。 
 •  •  

従業員の Parallels Desktop と Windows VM を一括展開、一括管理。   •  

ライセンスおよびサポート    

プレミアムな 24 時間年中無休の電話およびメールサポート 最初の 30 日間 •  •  

ライセンスポータル経由でのライセンスの集中管理   •  

統合ボリュームライセンスキーによるシンプルな展開   •  

製品内の [サポートリクエスト] オプションをカスタマイズ可能   •  

製品内での通知とサードパーティ製品の提案を非表示にする   •  

構成可能なソフトウェアアップデートポリシーとローカルアップデート

サーバオプション   •  

   •  

セキュリティ    

エンドユーザーによる仮想マシンの設定変更の制限  •  •  
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エンドユーザーによる仮想マシンの新規作成の制限  •  •  

有効期限付きの仮想マシンの作成   •  

USB デバイスポリシーの適用   •  

SCCM および Parallels Mac Management 

を使用してポリシーを構成可能   •  

 
 



 

 

Parallels Desktop Business Edition ライセンスを管理する場合は、Parallels Business 

Account が必要です。 

Parallels Business Account でできること： 

• Parallels Desktop Business Edition のライセンスキーの登録。 

• Parallels Desktop Business Edition 

の展開時に、ライセンスが付与されたコンピューターの情報をアカウントに自動的に追加。 

• 提供されるライセンスの数、使用済みライセンスの数、ライセンスの残数、ライセンスキー

の有効期限などの詳細なライセンスキー情報の表示。 

• ライセンスがアクティブなコンピューターの一覧の表示。 

• コンピューターの一覧を CSV ファイルにエクスポート。 

• コンピューターのライセンスのアクティベート解除。 

• コンピューターをブラックリストに追加。 

• Parallels サポートへの問い合わせ。 

• Parallels Desktop Business Edition マニュアルのダウンロード。 

本章では、Parallels Business Account 

の登録、アカウントへのライセンスキーの追加、組織内でライセンス付与されたコンピュータ

ーの管理方法について説明します。 

この章の内容 

Parallels Business Account を登録してライセンスキーを追加する .......... 10 
Parallels Desktop for Mac Business Edition を Mac に展開する ........... 14 
Parallels Business Account を使用して Mac コンピューターを管理する ..... 14 
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Parallels 

ビジネスアカウントを登録してライセンスキー

を追加する 
Parallels Business Account を登録するには、Web ブラウザに次の URL を入力します。 

https://account.parallels.com/#/register_ba 

ビジネスアカウントの登録ページが開きます。 
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ユーザーと、ユーザーの企業に関する情報を入力して、[登録] をクリックします。 

アカウントを登録したら、次のページが表示されます。 
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[Parallels Desktop for Mac Business Edition] セクションにある [ライセンス キー管理] 

リンクをクリックします。ライセンスキーはまだ登録されていないため、次のメッセージが表

示されます。 
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[ライセンス キーの追加] ページを開くには、[ライセンス キーの追加] 

リンクをクリックします。 

 

ボックスにライセンスキーを入力して、[ライセンス キーの追加] 

ボタンをクリックします。ライセンス情報が [ライセンス キー] タブ ページに表示されます 

(必要に応じてタブ ページをクリックして情報を確認できます)。新しい Parallels Desktop 

Business Account を使用して個別の Mac コンピューターの管理を始めるには、Parallels 

Desktop for Mac Business Edition を Mac 

に展開してアクティベートする必要があります。その方法についてはこの後説明します。 
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Parallels Desktop for Mac Business Edition 

を Mac に展開する 
Parallels では、Parallels Desktop for Mac Business Edition 

の展開の自動化に使用できる、特別の一括展開パッケージを提供しています。パッケージの使

用方法についての詳細は、「Parallels Desktop および仮想マシンの一括展開」セクション  

(p. 51) を参照してください。Parallels Desktop for Mac Business Edition を Mac 

に展開してアクティベートしたら、その Mac の情報が自動的に Parallels Business Account 

に追加されます。次のセクションでは、ライセンスの管理を開始する方法について説明します

。 
 

Parallels ビジネスアカウントを使用して Mac 

コンピューターを管理する 
このセクションでは、Parallels Business Account 

を使用して、ライセンス付与された企業内の Mac 

コンピューターを管理する方法について説明します。 
 

サインインとライセンス情報およびコンピューター情報の閲覧 

Parallels Business Account にサインインしていない場合は、Web ブラウザに次の URL 

を入力してサインインします。 

https://account.parallels.com 
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[サインイン] ページが開きます。 
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Parallels Business Account のメールアドレスとパスワードを入力し、[サインイン] 

をクリックします。[ライセンスキー] ページが開きます。 
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ページにはアクティブなライセンスキーに関する情報と、有効期限が切れたキー、ブラックリ

ストに入ったキー (ある場合) 

が表示されます。ライセンスキーがアクティベートされているコンピューターのリストを表示

するには、アクティブなライセンス領域内の任意の場所をクリックします。[ライセンス キー] 

タブページが次の情報で更新されます。  

 

タブページの上部にはライセンスキー、使用中のライセンスの数、残りのライセンスの数、ラ

イセンスキーの有効期限が表示されます。ライセンスキー情報の下のリストには、ライセンス

が付与された Mac コンピューターが表示されます 

(コンピューターの詳細な情報を表示するには、リストを左右にスクロールする必要がある場合

があります)。各行の頭にあるチェックボックスを使用すると、個々のコンピューターを選択/

選択解除できます。[処理] 

ドロップダウンメニューでは、選択したコンピューターに実行する処理を選択できます。次の

セクションではこれらの処理について説明します。 
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コンピューター情報を CSV ファイルにエクスポートする 

コンピューター情報の表を CSV ファイルにエクスポートするには、[Actions (操作)] 

ドロップダウンメニューをクリックして[Export all to a CSV file (すべてを CSV 

ファイルにエクスポート)] を選択します。 
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ライセンスのアクティベート解除 

コンピューターのライセンスをアクティベート解除するには、ライセンスの先頭にあるチェッ

クボックスをオンにし、[処理] ドロップダウンメニューをクリックして、[Deactivate 

(アクティベート解除)] をクリックします。 

 

注意：ライセンスサーバでコンピューターの状態が確認されるまで、Parallels Desktop Business 

Edition 

は引き続きそのコンピューターで実行できます。確認が完了するまで、数分から数日かかる場合があ

ります。コンピューターのライセンスを即時にアクティベート解除する場合は、そのコンピューター

にログインして、ターミナルで次のコマンドを実行します: 

prlsrvctl deactivate-license 
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コンピューターをブラックリストに追加する 

コンピューターをブラックリストに追加すると、そのコンピューターではライセンスが永続的

にアクティベート解除されます。つまり、そのコンピューターでは、後から同じライセンスキ

ーを使用して Parallels Desktop for Mac Business Edition 

を再アクティベートできなくなります。コンピューターをブラックリストに追加するには、[処

理] ドロップダウンメニューをクリックし、[Add to blacklist (ブラックリストに追加)] 

をクリックします。 
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ブラックリストのコンピューターの一覧を表示するには、[ブラックリストに登録されたコンピ

ューター] タブをクリックします。(必要に応じて) 

リストからコンピューターを削除するには、コンピューターを選択して、[処理] 

ドロップダウンメニューから[ブラックリストから削除] をクリックします。 
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サポートを利用する 

[サポート] ページには、Parallels 

サポートの電話やメールの連絡先情報も表示されます。ページには、Parallels Desktop for 

Mac Business Edition マニュアルのダウンロードリンクも表示されます。 
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本章では、Parallels Desktop for Mac Business Edition 

の高度な機能を使用する方法について説明します。 

この章の内容 

仮想マシンの BIOS で資産タグを設定する ................................. 24 
Parallels Desktop コントロールセンターの UI をカスタマイズする ......... 25 
Business Edition の UI で Pro Edition の機能を非表示にする ............. 27 
仮想マシン構成を保護する ............................................... 27 
サスペンド時に仮想マシンをロックする ................................... 29 
仮想マシンを暗号化する ................................................. 30 
バックグラウンド (ヘッドレスモード) で仮想マシンを実行する ............. 31 
有効期限付きの仮想マシンを構成する ..................................... 36 
ゲスト OS のユーザーパスワードをリセットする ........................... 38 
リンクされた複製を作成する ............................................. 39 
OS X 仮想マシンの NetBoot サポート ..................................... 41 
ローカルアップデートサーバをセットアップする ........................... 42 
[サポートリクエスト] オプションをカスタマイズする ...................... 47 
カスタマエクスペリエンスプログラムに参加する ........................... 49 
Parallels Desktop ライセンスを更新する ................................. 49 
 
 

仮想マシンの BIOS で資産タグを設定する 
資産タグは、組織内でコンピューター資産を識別、制御、追跡するのに役立ちます。Parallels 

Desktop for Mac Business Edition では、仮想マシンの BIOS 

に資産タグを設定できます。資産タグは、ゲストオペレーティングシステムの標準ツールを使

って読み取ることができます。資産タグは、Parallels Desktop の GUI、または Parallels 

Desktop に付属の prlctl コマンドラインユーティリティを使って設定できます。 

Parallels Desktop の GUI を使って資産タグを設定するには、次のようにします。 

1 Parallels Desktop メニューバーで、[アクション] > [構成] を選択し、[仮想マシン構成] 

ダイアログボックスを開きます。 

第  3  章  

Parallels Desktop for Mac Business 
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2 [ハードウェア] > [CPU およびメモリ] を選択します。 

3 [資産タグ] フィールドを使って、必要なタグを指定します。 

資産タグを prlctl 

コマンドラインユーティリティを使って設定するには、次の構文を使用します。 
prlctl set ID|name --asset-id tag 

ここで ID|name は仮想マシンの ID または名前であり、tag は設定する資産タグです。 

Windows で資産タグを取得するには、次の WMIC.exe コマンドを使用します。  
WMIC SystemEnclosure get SMBIOSAssetTag 

WMIC ユーティリティの構文の詳細は、Microsoft の資料を参照してください。 

一度設定したら、資産タグは変更されることはありません。複製、テンプレート操作、登録な

どの仮想マシン操作を実行した場合でも、資産タグは変化しません。何らかの理由で既存の資

産タグを変更したい場合は、前述の方法を使用して手動で行うことができます。 
 

Parallels Desktop コントロールセンターの 

UI をカスタマイズする 
Parallels Desktop コントロールセンターは、Parallels Desktop の GUI 

に組み込まれています。これは Mac 

ユーザーが実行して使用できる登録済みの仮想マシンを一覧表示するウィンドウです。デフォ

ルトでは、このウィンドウのデザイン (グラフィック、テキストなど) は Parallels 

提供のものであり、以下のように表示されます。  
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このデザインは、URL に独自の HTML 文書を指定することでカスタマイズできます。指定した 

HTML 文書はウィンドウの上部にバナーとして表示されます。HTML 

ページには、企業ロゴ、ウェルカムメッセージ、サポートページへのリンクなどの、テキスト

、グラフィック、リンクを含めることができます。この HTML 

文書のフォーマットに特定の要件はありません。  

URL は、「一括展開プロセス」(p. 51) 
の準備段階で指定する必要があります。特に、一括展開構成ファイル (deploy.cfg) 

内の以下の変数を使用して、URL ストリングと HTML 

ページサイズを指定する必要があります。 

• control_center_banner_url 

• control_center_banner_height 

• control_center_banner_min_width 

変数とその値の指定方法の説明については、「展開の構成オプションを変更する」(p. 58) 
を参照してください。変数については、「仮想マシン」セクションで説明しています。 

以下に示すのは、上部にカスタムバナーが表示された Parallels Desktop 

コントロールセンターの例です。 

 

バナーを定義するサンプルの HTML 文書を、次の URL からダウンロードできます: 

http://download.parallels.com/desktop/tools/header.zip 
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Business Edition の UI で Pro Edition 

の機能を非表示にする 
Parallels Desktop for Mac Business Edition では、Parallels Desktop for Mac Pro 

Edition で導入された機能を使用できます。これらの機能は、Parallels Desktop 

を開発プラットフォームとして使用するソフトウェア開発者向けに設計されています。機能は

メニュー項目として UI 

に表示されます。これらの機能を使用しない場合は、該当するメニュー項目を Parallels 

Desktop の GUI で非表示にすることができます。 

UI で Parallels Desktop Pro Edition の機能を非表示にするには、com.parallels.Parallels 

Desktop.plist ファイル (~/Library/Preferences フォルダ内) 

を修正する必要があります。次のコマンドラインの例でその手順を説明します。 

UI で Pro Edition の機能を非表示にするには、次のコマンドを実行します。 
defaults write "com.parallels.Parallels Desktop" "Advanced.TraditionalLook" -bool yes 

UI でこれらの機能を表示にするには、次のコマンドを実行します。 
defaults write "com.parallels.Parallels Desktop" "Advanced.TraditionalLook" -bool no 

コマンドを実行したら、Parallels Desktop を再起動して変更を有効にする必要があります。 
 

仮想マシン構成を保護する 
Parallels Desktop Business Edition 

には、仮想マシンの構成設定をパスワードで保護する機能があります。 

Parallels Desktop の GUI を使用してパスワードを設定する 

Parallels Desktop の GUI を使用してパスワードを設定するには、次のようにします。 

1 OS X で Parallels Desktop を開き、仮想マシンを選択します。 

2 Parallels Desktop メニューバーで、[アクション] > [構成] を選択し、[仮想マシン構成] 

ダイアログボックスを開きます。 

3 [セキュリティ] を選択します。 

4 [編集の制限: オン] ボタンをクリックします。 

5 パスワードを入力し、確認のため再度入力して、[OK] をクリックします。 

パスワードを変更または削除するには、次のようにします。 
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• パスワードを変更するには、[編集の制限: パスワードの変更] 

をクリックして、変更前と変更後のパスワードを入力します。 

• パスワードを削除するには、[編集の制限: オフ] 

をクリックし、現在のパスワードを入力して構成ロックを削除します。 

パスワードが設定されている場合は、ユーザーが仮想マシンの構成を表示または変更しようと

すると、パスワードの入力を求めるダイアログボックスが表示されます。正しいパスワードを

入力しないと、[仮想マシンの構成] ダイアログボックスへのアクセスは拒否されます。 

コマンドラインツールを使用してパスワードを設定する 

GUI 以外に、コマンドラインユーティリティ prlctl 

を使用して、仮想マシンのパスワード保護を設定、リセット、表示できます。 

パスワードを設定するには、ターミナルで次のコマンドを入力します。 
prlctl set "vm_name" --password-to-edit 

ここで vm_name は、引用符で囲んだ仮想マシンの名前です。 

パスワードを入力し、確認のために再度入力することが求められます。 
Please enter a new password: 
Please confirm password: 

パスワードを変更または削除するには、次のコマンドを入力します。 
prlctl set "vm_name" --password-to-edit 

ここで vm_name は、引用符で囲んだ仮想マシンの名前です。 

現在のパスワードを入力することが求められます。 
Please enter current password: 

次に、新しいパスワードを入力し、確認のために再度入力することが求められます。パスワー

ドを削除するには、行を空白にして、Enter キーを 2 回押します 

(パスワードの入力時と、確認のための再入力時)。 
Please enter a new password: 
Please confirm password: 

現在の保護状態を確認するには、次のコマンドを入力します。 
prlctl list "vm_name" -i 

次のような出力が表示されます。 
Encrypted: no 
Edit restricted: yes 
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その他の Parallels Desktop バージョンとの互換性 

記載されている機能は、Parallels Desktop 7 

以降でのみ使用できます。仮想マシンにパスワードを設定しても、これより古いバージョンの 

Parallels Desktop で仮想マシンを開いた場合には、保護は機能しません 

(つまり、ユーザーがその仮想マシンの構成を表示して変更できます)。 

パスワードの設定や削除は Parallels Desktop Business Edition 

でのみ実行できます。ただし、パスワードを設定し、仮想マシンを Parallels Desktop 

Standard Edition で開いた場合、パスワードは引き続き機能します 

(つまり、仮想マシンの構成はロックされたままです)。 
 

サスペンド時に仮想マシンをロックする 
セキュリティやプライバシーの問題が生じる可能性を避けるために、サスペンド状態の 

Windows 

仮想マシンをユーザーが操作または表示できないように完全にロックできます。このオプショ

ンを有効にして、仮想マシンをサスペンド状態にすると、仮想マシンウィンドウ (および 

Parallels Desktop コントロールセンター) 内の Windows 

デスクトップの背景が黒くなり、Windows 

セッションが中断されます。仮想マシンをレジュームしても、Windows 

セッションはロックされたままです。ロックを解除して Windows 

デスクトップを表示するには、ユーザー ID とパスワードを入力する必要があります。 

このオプションを有効または無効にするには、次のようにします。 

1 OS X で Parallels Desktop を開き、設定対象の仮想マシン 

(一括展開用に準備する場合はソース仮想マシン) を選択します。 

2 Parallels Desktop メニューバーで、［アクション] > [構成] 

を選択し、[仮想マシン構成] ダイアログボックスを開きます。 

3 [セキュリティ] タブをクリックします。 

4 必要に応じて、[サスペンド時: [ ] Windows を常にロックする] 

オプションをオンまたはオフにします。 

5 ダイアログボックスを閉じます。 

注意：[サスペンド時:[ ] Windows を常にロックする] オプションは、Parallels 

ツールがインストールされた Windows 

で実行する仮想マシンでのみ利用可能です。その他の仮想マシンでは、このオプションは非表示とな

ります。 
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仮想マシンを暗号化する 
Parallels 仮想マシンは、Parallels Desktop の GUI 

を使用して暗号化できます。また、コマンドラインユーティリティ prlctl (Parallels 

Desktop に含まれます) 

を使用しても、仮想マシンに対するすべての暗号化オペレーションを実行できます。 

次の暗号化コマンドラインオプションを使用できます。 

• 仮想マシンを暗号化する 

prlctl encrypt <ID | NAME> 

• 仮想マシンを暗号化解除する 

prlctl decrypt <ID | NAME> 

• 暗号化パスワードを変更する 

prlctl change-passwd <ID | NAME> 

<ID | NAME> パラメータには、仮想マシンの ID 

または仮想マシンの名前のどちらを指定しても構いません。仮想マシンを暗号化するときは、

パスワードを入力するよう指示されます。このパスワードはマシンの暗号化に使用されます。

仮想マシンを暗号化解除するときは、現在のパスワードを入力するよう指示されます。パスワ

ードを変更するときは、古いパスワードと新しいパスワードを入力するよう指示されます。 

暗号化パスワードは、暗号化された仮想マシンに対して他のコマンドライン操作 

(仮想マシンの起動、停止、再起動、一時停止、サスペンド、複製、削除など) 

を行うときに必要になります。例えば、暗号化された仮想マシンを起動するには、次のコマン

ドを使用します。 
$ prlctl start my_virtual_machine 

このコマンドを実行すると、次のようにパスワードを入力するよう指示されます。 
Virtual machine "my_virtual_machine" is encrypted - password required to continue operation 
Please enter password: 

パスワードを正しく入力すると、次のメッセージが表示されます。 
Starting the VM... 
The VM has been successfully started. 

それぞれの Mac 

でパスワードを入力することなく、コマンドをリモート実行する必要がある場合は、次の例の

ように、標準入力 (stdin) 経由でパスワードを送信できます。 
$ echo mypass | prlctl start my_virtual_machine 
Virtual machine 'my_virtual_machine' is encrypted - password required to continue operation 
Please enter password: 
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Starting the VM... 
The VM has been successfully started. 

パスワードを 2 つ入力する必要がある場合 (たとえば、パスワード変更用の change-passwd 

コマンドの場合)、その 2 

つのパスワードをテキストファイルに保存してから、次の構文を使用できます。 
$ cat /tmp/pass | prlctl change-passwd my_virtual_machine 
Virtual machine 'my_virtual_machine' is encrypted - password required to continue operation 
Please enter password:  
Please enter new password: 
The password has been successfully changed. 

上の例の /tmp/pass ファイルで、1 行目に古いパスワードを、2 

行目に新しいパスワードを次のように入力します。 
$ cat /tmp/pass 
mypass 
newpass 
 

バックグラウンド (ヘッドレスモード) 

で仮想マシンを実行する 
Parallels Desktop Business Edition は、Mac のデスクトップに表示される GUI 

を使わずに、仮想マシンをバックグラウンドプロセスとして実行できます。これは「ヘッドレ

ス」モードとも呼ばれます。Parallels Desktop もこのモードではバックグラウンドプロセス 

(サービス) として実行され、Mac の起動時に仮想マシンを自動的に起動することができます。 

この機能を使用して、単一の高性能な Mac 

で複数の仮想マシンを実行し、複数のユーザーに仮想マシンへのアクセスを提供できます。ユ

ーザーは指定された仮想マシンに、VNC、RDP、SSH、その他のリモートツール経由で接続できま

す。  

この章では、Parallels Desktop 

と仮想マシンをセットアップし、バックグラウンドプロセスとして実行する方法を説明します

。 
 

システム要件 

Parallels Desktop をサービスとして実行するための要件は、次のとおりです。 

• Parallels Desktop Build 9.0.23350 以降。 

• OS X 10.7.4 以降。 
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サービスとして実行するように Parallels Desktop を構成する 

デフォルトでは、Parallels Desktop は GUI を備えた OS X 

アプリケーションとしてインストールされます。これをサービスとして実行するように構成す

るには、次のようにします。 

1 Parallels Desktop を開き、メニューバーで [Parallels Desktop] > [環境設定] 

をクリックします。[環境設定] ウィンドウが開きます。 

 
2 [一般]タブページで、[Mac のスタートアップ時:[ ] Parallels Desktop 

をサービスとして起動] オプションを選択します。 

3 [終了時:[ ] Parallels Desktop のレジュームを無効にする] 

オプションを選択します。このオプションをオンにすると、起動と終了の設定に従って仮想

マシンが終了します。このオプションをオフにすると、起動と終了の設定やユーザーの入力

内容と関係なく、仮想マシンはサスペンドまたは停止します。実用的な方法として、Parall

els Desktop 

アプリケーションを終了した後も仮想マシンの実行を継続するには、[Parallels Desktop 

のレジュームを無効にする] オプションをオンにします。 

この機能についての理解を深めるために、次のようなシナリオを考慮してください。 

1. Parallels Desktop をサービスとして実行しているとします。  
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2. Mac ユーザーが、設定を変更するか仮想マシン 

ウィンドウを表示するために、Parallels Desktop アプリケーション (GUI) 

を開きます。  

3. その後、このユーザーが、仮想マシンウィンドウを閉じます。仮想マシンの起動と終了

の設定によって (「バックグラウンドで実行するように仮想マシンを構成する」(p. 34) 
参照)、仮想マシンはバックグラウンドで実行を継続するか、サスペンドするか、停止し

ます。または次の処理をユーザーに確認するメッセージが表示されます。 

 
4. 上記のメッセージが表示され、バックグラウンドで仮想マシンの実行を継続するために

ユーザーが [実行継続] をクリックしたとします。続いてユーザーが Parallels 

Desktop アプリケーションを終了し、[Parallels Desktop 

のレジュームを無効にする]オプションがオフになっていると、仮想マシンは OS X 

システム設定によってサスペンドまたは停止する場合があります。仮想マシンの起動と

終了の設定やユーザーの入力内容と関係なく、このような挙動となる可能性があります

。この挙動を制御する OS X システムの設定は、[システム環境設定] > [一般] > 

[アプリケーションを終了するときにウィンドウを閉じる] にあります。  

 
デフォルトで、このオプションは、OS X 10.7 では無効、OS X 10.8 

では有効になっています。[Parallels Desktop のレジュームを無効にする] 

オプションをオンにしておくと、Parallels Desktop に対しては、OS X 

での環境設定よりこの設定が優先されます (他の OS X 

アプリケーションでは優先されることはありません)。したがって、仮想マシンをサスペ

ンドまたは停止したくない場合には、OS X の環境設定で 

[アプリケーションを終了するときにウィンドウを閉じる] を無効にするか、Parallels 

Desktop の環境設定で [Parallels Desktop のレジュームを無効にする] 

オプションをオンにしてください。 

4 Parallels Desktop サービスを起動するには、Parallels Desktop 

アプリケーションを再起動します。  

ここで、バックグラウンドで実行するように仮想マシンを構成する必要があります。次のセク

ションで、この手順を説明します。 
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バックグラウンドで実行するように仮想マシンを構成する 
バックグラウンドで実行するように仮想マシンを構成するには、次の手順に従います。  

1 [仮想マシン構成] ダイアログボックスを開きます。  

2 [オプション] をクリックし、[起動と終了] を選択します。 

 
3 [自動的にスタート] メニューで [Mac の起動時] を選択します。これにより、Parallels 

Desktop サービスは OS X の起動時に仮想マシンを自動的に起動します。 

4 [待機時間] 

フィールドで、自動起動待機時間を秒単位で設定します。自動起動待機時間が設定されてい

ない複数の仮想マシンがある場合、それらはホストコンピュータの起動または再起動時に同

時に起動します。自動起動待機時間を使用することで、起動時のホストの負荷を軽減できま

す。さらに自動起動待機時間オプションは、1 

つ以上の仮想マシンが、別の仮想マシンで実行しているサービスに依存している場合にも役

立ちます。仮想マシンの自動起動待機時間オプションを設定することで、サービスを提供す

る側の仮想マシンを、他の仮想マシンが起動する前に確実に稼働状態にしておくことができ

ます。起動待機時間は、コマンドラインインターフェイスを使用して設定することもできま

す (後述の説明を参照)。 

5 ［Mac のシャットダウン時］ メニューで、[サスペンド] 

を選択します。これにより、Parallels Desktop サービスは Mac 

の終了時または再起動時に仮想マシンをサスペンドします。 
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6 [ウィンドウを閉じたとき] メニューで、[バックグラウンドで実行を継続] を選択します 

(仮想マシンのウィンドウを閉じるときにダイアログボックスを表示する場合は、[処理を確

認する] を選択します)。これにより、Parallels Desktop 

をサービスとして実行しているときに仮想マシンのウィンドウを開くか閉じるかして、仮想

マシンが誤って終了またはサスペンドすることがなくなります。 

7 残りのオプションは、ユーザーの好みに合わせて設定できます。 

8 仮想マシンの構成ダイアログボックスを閉じて、仮想マシンを起動します。 

これで、仮想マシンのウィンドウと Parallels Desktop アプリケーションを閉じても、GUI 

のみが閉じることになり、Parallels Desktop 

サービスと仮想マシンは、バックグラウンドで実行を継続します 

(ただし、本書のここまでのセクションの説明に従って仮想マシンと Parallels Desktop 

が正しく構成されていることが条件です)。 

CLI を使用して起動待機時間を設定する 

仮想マシンに対して自動起動待機時間をコマンドラインインターフェイスを使用して設定する

には、次のようにします。 

prlctl set ID|name --autostart-delay number 

ここで ID|name は仮想マシンの ID または名前であり、number は起動待機時間の秒数です。 
 

Parallels Desktop サービスを管理する 

Parallels Desktop サービスは、デーモン、アプリケーション、プロセスなどの管理用に OS X 

に標準搭載されているコマンドラインユーティリティ「launchctl」を使用して管理できます。

Parallels Desktop 

サービスは、「com.parallels.desktop.launchdaemon」という名前です。使用例を以下に示し

ます。 

launchctl の使用例： 

Parallels Desktop サービスが実行中かどうか確認するには、次のようにします。 
$ sudo launchctl list | grep parallels 
8421  -   com.parallels.desktop.launchdaemon 

Parallels Desktop サービスを停止するには、次のようにします。 
$ sudo launchctl stop com.parallels.desktop.launchdaemon 

サービスを起動するには、次のようにします。 
$ sudo launchctl start com.parallels.desktop.launchdaemon 
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Parallels Desktop をサービスとして実行しており、Parallels Desktop 

または仮想マシンの環境設定を変更したい場合 

(あるいは単に仮想マシンウィンドウを表示したい場合) には、Parallels Desktop 

アイコンをダブルクリックすれば、いつでも Parallels Desktop アプリケーション (GUI) 

を開くことができます。このアプリケーションを実行中も、通常どおりに作業できます。作業

が完了したら、仮想マシンウィンドウと Parallels Desktop 

アプリケーションを終了できます。Parallels Desktop 

サービスはバックグラウンドで実行を継続します。仮想マシンは、実行を継続するように構成

していれば、それに従って動作し続けます 

(構成方法については本書のこれまでのセクションで説明しています)。 

Parallels Desktop の標準コマンドラインツールを使用して、Parallels Desktop 

と仮想マシンの設定を表示または変更することもできます。このツールは、Mac 

に直接アクセスできない場合 (Mac が別の建物内にある場合や、Mac 

にモニタやキーボードがない場合など) に便利です。その場合にも、Mac に SSH 

(または他のクライアント) 経由で接続するだけで済み、Parallels Desktop の管理には 

prlsrvctl ユーティリティを、仮想マシンの管理には prlctl 

ユーティリティを使用します。どちらのユーティリティのマニュアルも Parallels Desktop 

に含まれており、コマンドラインから参照できます。 

Parallels Desktop 

をサービスとして実行している場合に、それをアプリケーションとして実行するように変更す

るには、(Parallels Desktop アイコンをダブルクリックして) Parallels Desktop 

アプリケーションを開き、前のセクションでの説明に従って [Parallels Desktop 

をサービスとして起動] オプションを変更します。Parallels Desktop 

アプリケーションを再起動して、変更を有効にします。 
 

有効期限付きの仮想マシンを構成する 
仮想マシンには有効期限を設定できます。仮想マシンを契約社員 (または第三者ユーザー) 

が使うために準備し、契約期間中のみ動作するようにしたい場合に、このオプションは役立ち

ます。 

仮想マシンの有効期限を設定するには、次のようにします。 

1 OS X で、Parallels Desktop を開き、設定対象の仮想マシンを選択します。 

2 Parallels Desktop メニューバーで、［アクション] > [構成] 

を選択し、[仮想マシン構成] ダイアログボックスを開きます。 

3 [セキュリティ] タブを選択します。 
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4 有効期限は、暗号化された仮想マシンに対してのみ設定できます。マシンがまだ暗号化され

ていない場合は、[暗号化:オン] をクリックし、暗号化パスワードを指定して[OK] 

をクリックします。パスワードは必ず控えておいてください。そうしないと仮想マシンを起

動できなくなります。暗号化プロセスが終了するまで待ちます。 

5 仮想マシンの有効期限を設定するには、[期限日:日付設定] 

をクリックし、パスワードを指定して、[OK] 

をクリックします。有効期限の設定を後で変更できるように、パスワードは必ず控えておい

てください。仮想マシンを使用する人が有効期限を変更してしまうことを避けるため、この

パスワードは秘密にしておいてください。 

6 次の画面で、以下のオプションを指定します。 

• [この VM を起動できなくなるまで：] には、仮想マシンの有効期限を指定します。 

• [連絡先情報：] 

には、システム管理者のメールアドレス、電話番号、その他の連絡先情報を指定します

。この情報は、仮想マシンの有効期限が近づくとユーザーに表示されるメッセージに含

まれます。情報ごとに個別の行に指定できます。 

• [タイムサーバ：] には、タイムサーバの URL 

を指定します。仮想マシンの有効期限は、このサーバを参照してチェックされます。デ

フォルトのタイムサーバは、https://parallels.com です。 

• [日付チェックの頻度：] 

には、タイムサーバを参照して日時をチェックする頻度を指定します。分、時間、日の

いずれかの単位で指定できます。 

• [日付チェックできない場合に VM を使用できる猶予期間：] 

には、タイムサーバにアクセスできない場合に仮想マシンが動作を継続する期間を指定

します。この期間内に、仮想マシンは日付のチェックを続行します。期間内にチェック

を行うことができた場合、カウンタはリセットされ、仮想マシンは通常どおり動作し続

けます。 

7 有効期限情報の入力が完了したら、[OK] をクリックします。  

8 現在の有効期限またはパスワードを変更するには、[期限日:日付の変更] または 

[期限日:パスワードの変更] をクリックして、新しい値を入力します。  

注意：契約社員に仮想マシンを付与する場合は、必ず暗号化パスワードも伝えてください。仮想マシ

ンを起動するために必要です。これは上記のステップ 5 

で設定した有効期限パスワードではないことに注意してください。伝えるのは、仮想マシンを暗号化

するときに設定したパスワードです。 

有効期限が近づくと、仮想マシンユーザーには次のような方法で通知されます。まずメッセー

ジが有効期限の 7 日前から表示されるようになります。このメッセージは 24 

時間ごとにユーザーに表示されます。さらに仮想マシンの起動時にも表示されます。有効期限

を迎えると、仮想マシンはロックされ、ユーザーは仮想マシンを起動またはレジュームできな

くなります。 
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ゲスト OS 

のユーザーパスワードをリセットする 
仮想マシンのユーザーがゲスト OS アカウントのパスワード (たとえば Windows 

ユーザーパスワード) 

を忘れた場合、コマンドラインインターフェイスを使用して仮想マシンの外部でリセットでき

ます。 

この機能を使用するには、次の条件を満たしている必要があります。 

• Parallels Tools がゲスト OS にインストールされている。 

• 仮想マシンが実行中である。仮想マシンが停止している場合、仮想マシンを起動して、ゲス

ト OS のログインプロンプトが表示されるまで待ちます。 

• 必要に応じて、仮想マシンの構成ダイアログボックスで、次のオプションをオンまたはオフ

にできます。[セキュリティ] > [次の場合にパスワードを要求する:[ ] ゲスト OS 

のパスワードを CLI 経由で変更する]。このオプションをオンにした場合、OS X 

コマンドラインからゲスト OS パスワードを変更するには、OS X 

管理者パスワードを入力することが要求されます。このオプションをオフにした場合、管理

者パスワードの入力は要求されません。デフォルトでは、このオプションはオフです。 

パスワードをリセットするには、OS X でターミナルを開き、次のコマンドを入力します。 
prlctl set vm_name --userpasswd username:new_password 

ここで、 

• vm_name は仮想マシンの名前です。この Mac 

にインストールされた仮想マシンの一覧を表示するには、prlctl list を入力します。 

• username はゲスト OS ユーザー名です。 

• new_password は新しいパスワードです。 

例： 
prlctl set My_Win8_VM --userpasswd JohnDoe:A12345 

仮想マシンの構成ダイアログボックスで [次の場合にパスワードを要求する:ゲスト OS 

のパスワードを CLI 経由で変更する] オプションをオンにした場合 

(前述の説明を参照)、このコマンドによって次のテキストとプロンプトが表示されます。 
Only host administrator can change user password in the guest OS. 
Confirm your administrator credentials. 
Username: 

管理権限を持つ OS X ユーザーの名前を入力し、Enter 

キーを押します。ユーザーパスワードを入力し、再度 Enter キーを押します。 
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新しいパスワードが設定されると、これを使ってゲスト OS にログインできます。 
 

リンクされた複製を作成する 
複製とは、既存の仮想マシンのコピーのことです。複製操作の結果として、元の仮想マシンと

同一の仮想マシンが作成されます。複製は、構成、ゲスト 

OS、インストールされているアプリケーションやデータが元の仮想マシンと同じです。例外と

して、仮想マシンの UUID とネットワークアダプタの MAC 

アドレスは異なっています。これらは複製操作中に自動的にリセットされます。 

Parallels Desktop の複製操作には、次の 2 種類があります。 

• 完全複製。完全複製を作成する場合、仮想マシンを構成するすべてのファイルがコピーされ

、元の仮想マシンから完全に独立した新しい仮想マシンが作成されます。 

• リンクされた複製。リンクされた複製とは、仮想ハードディスクの読み取り専用領域を元の

仮想マシンと共有する仮想マシンのことです。リンクされた複製を作成する場合、元の仮想

ハードディスクファイルはコピーされません。その代わり、元の仮想マシンと複製はどちら

も、読み取り専用としてマークされた共有領域がある同じハードディスクを使用します。い

ずれかの仮想マシンがハードディスクのデータに変更を加えると、その仮想マシンのみが読

み書き可能な新しい独立ストレージが作成されます。元の仮想ハードディスクの変更されて

いない領域は、元の仮想マシンと複製の間で引き続き共有されます。この機能により、仮想

マシンをホストする Mac 上でかなりの量のディスクスペースを節約できます。 

リンクされた複製を作成する前に 

既存の仮想マシンのリンクされた複製を作成する前に、次の点を必ず確認してください。 

• 元の仮想マシンが停止している。 

• 元の仮想マシンが暗号化されていない。 

リンクされた複製を作成する 

既存の仮想マシンのリンクされた複製を作成するには、次のようにします。 

1 Parallels Desktop コントロールセンターで、複製する仮想マシンを選択します。 

2 Parallels Desktop メニューバーで、[ファイル」 > [新規のリンクされた複製] 

を選択します。 

3 コピー先フォルダを選択します。デフォルトでは、Parallels Desktop は複製を [書類] > 

[Parallels] フォルダに保存します。 

4 [保存] をクリックして、複製操作を開始します。 
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リンクされた複製をスナップショットから作成する 

リンクされた複製は、現状の仮想マシンから作成することに加え、仮想マシンの既存のスナッ

プショットを選択して作成することもできます。元の仮想マシンを、複製の作成元にするため

に、スナップショットに戻す必要はありません。 

リンクされた複製をスナップショットから作成するには、次のようにします。 

1 Parallels Desktop 

コントロールセンターで、複製する仮想マシンを選択し、ウィンドウを開きます。 

2 Parallels Desktop メニューバーで、[アクション」 > [スナップショットの管理] 

を選択します。 

3 複製の作成元にするスナップショットを選択します。 

4 ［新規のリンクされた複製］ ボタンをクリックします。 

5 コピー先フォルダを選択します。デフォルトでは、Parallels Desktop は複製を [書類] > 

[Parallels] フォルダに保存します。 

6 [保存] をクリックして、複製操作を開始します。 

リンクされた複製を使用する 

ユーザーの観点からは、リンクされた複製は、通常の完全に独立した仮想マシンと同じです。

リンクされた複製のユーザーは、元の仮想マシンや他のリンクされた複製での作業内容を把握

することはできず、元の仮想マシンのユーザーもリンクされた複製での作業内容を把握するこ

とはできません。仮想ハードディスク共有と独立ストレージ管理はバックグラウンドで実行さ

れ、仮想マシンのユーザーには認識されません。 

リンクされた複製を作成すると、仮想ハードディスクは元の仮想マシンと複製との間でほぼ完

全に共有されます。リンクされた複製のユーザーが仮想マシン内でアプリケーションのインス

トール、データの追加、または他の変更を行い始めると、そのデータには専用ディスクスペー

スが割り当てられ、変更内容はそこに保存されます。この結果、ホストのディスクスペースの

合計使用量は増えることになります。しかし、元の仮想ディスクにあるシステムデータとアプ

リケーションデータの大部分は、元の仮想マシンとリンクされた複製との間で引き続き共有さ

れるため、総合的なホストのディスク使用量は、それぞれが独立した仮想マシンである場合よ

りも大幅に少なくなります。仮想マシンのユーザーが大幅な変更 

(別のオペレーティングシステムのインストールなど) 

を行わない限り、リンクされた複製は通常は、独立した仮想マシンよりもかなり少ないディス

クスペースしか使用しません。 

リンクされた複製を動作させるには、 

• 「元の仮想マシンを削除してはならない」という決まりを必ず守る必要があります。元の仮

想マシンを削除すると、リンクされた複製は動作しなくなります。  
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• リンクされた複製を仮想マシンのスナップショットから作成した場合、元の仮想マシンのス

ナップショットとその全履歴を削除してはなりません。 

• 仮想マシンがリンクされた複製の複製元となっている場合は、暗号化してはなりません。暗

号化すると、リンクされた複製は操作できなくなります。 
 

OS X 仮想マシンの NetBoot サポート 
NetBoot は、Mac をネットワークから起動できる Apple のテクノロジです。Parallels 

Desktop Business Edition では、OS X 仮想マシンでの NetBoot 

をサポートしています。この機能を使用すると、仮想マシンをネットワークから起動して、そ

こに OS X の使用したいバージョンをインストール (または再インストール) できます。 

OS X の仮想マシンを NetBoot するには、次の要件を満たす必要があります。 

1 NetBoot をホストする NetBoot サーバ、または NetInstall 

イメージがネットワーク上でセットアップされ、実行されている必要があります。方法につ

いては、まず Apple の NetBoot に関する文書をお読みください。 

2 Parallels の仮想マシンでは、既定のイメージからのみ起動できるため、NetBoot 

サーバの既定イメージが VM を起動したい場所である必要があります。 

3 仮想マシンは、Mac OS X 

タイプのいずれかである必要があります。新しい仮想マシンを作成するときは、オペレーテ

ィングシステムとしてMac OS X を選択します。 

4 物理 Mac の場合とは異なり、仮想マシンは N 

キーの長押しでネットワークから起動することはできません。仮想マシンは、ブート順序の

リストに基づいてブートデバイス (ハードディスク、CD/DVD、ネットワーク) 

を選択します。次のシナリオを考慮する必要があります。 

• 仮想マシンが空白の状態の場合 (OS 

がインストールされていない)、まずハードディスクからの起動を試行し、次に 

CD/DVD、その次にネットワークの順で起動しようとします 

(既定のブート順序)。ハードディスクにも CD/DVD にも OS X 

がないため、これらのデバイスからの起動は失敗し、VM はネットワークから起動します 

(NetBoot)。 

• 仮想マシンに起動可能なディスクがあるが、代わりにネットワークから起動したい場合

は、VM のブート順序のリストで[ネットワーク] 

を最初のアイテムとして指定する必要があります。この変更を行うには、仮想マシンの

構成ダイアログを開いて、[ハードウェア] > [ブート順序] 

の順に選択して、[ネットワーク] 

アイテムをブート順序のリストの一番上に移動します。  
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5 仮想マシンがネットワークから起動すると、通常の OS X 

ユーティリティを使用してオペレーティングシステムをインストールまたは再インストール

できます。 
 

ローカル アップデート 

サーバをセットアップする 
Parallels Desktop Business Edition 

では、ネットワーク内にローカルアップデートサーバをセットアップし、そこから Mac 

ユーザーに Parallels Desktop のアップデートを取得してもらうことができます。Parallels 

Desktop のパフォーマンスと信頼性を向上させるために、Parallels 

では定期的にアップデートをリリースしています。アップデートのダウンロードによるインタ

ーネットトラフィックを削減するには、ローカルアップデートサーバをセットアップし、適用

可能なアップデートをそのサーバにダウンロードし、インターネットではなくそのサーバから

アップデートを取得するようにネットワーク内の個々の Mac 

をセットアップできます。ローカルアップデートサーバの設定について、続いて説明します。 
 

ウェブサーバをインストールする 

Parallels Desktop 

アップデートサーバをセットアップするには、ローカルウェブサーバが必要です。ネットワー

クに接続されているコンピュータにウェブサーバをインストールします 

(既存のウェブサーバを使用することもできます)。 
 

Parallels アップデート XML ファイルを作成する 

HTTP 経由で接続できるウェブサーバに、parallels_updates.xml 

というファイルを作成します。このファイルは XML 

文書であり、ローカルアップデートサーバから取得できる特定の Parallels Desktop 

アップデートの仕様が記載されている必要があります。 

独自の文書を作成するには、以下のサンプル XML 文書と、それに続く XML 

文書仕様を参照用として使用してください。 

サンプルの parallels_updates.xml ファイル 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ParallelsUpdates schemaVersion="1.0"> 
  <Product> 
    <ProductName>Parallels Desktop</ProductName> 
    <UpdateEnabled>1</UpdateEnabled> 
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    <Version> 
      <Major>8</Major> 
      <Minor>0</Minor> 
      <SubMinor>12494</SubMinor> 
      <SubSubMinor>262214</SubSubMinor> 
      <StringRepresentation>Sumer</StringRepresentation> 
      <Update uuid="desktop.8.0.13291.237436.en_US.parallels.mac"> 
        <UpdateType>0</UpdateType> 
        <UpdateName>Build 13291 の用意ができました！</UpdateName> 
        <UpdateDescription>アップデートの説明をここに入力します</UpdateDescription> 
        <FilePath>アップデートファイルの URL をここに入力します</FilePath> 
        <FileSize>219515</FileSize> 
        <Status>0</Status> 
        <DateTime>2012-06-17 01:23:00</DateTime> 
        <Chargeable>0</Chargeable> 
        <LocaleName>en_US</LocaleName> 
        <DistributorName>parallels</DistributorName> 
        <OsType>mac</OsType> 
        <Ancestry> 
          <Ancestor>desktop.8.0.12927.482436.en_US.parallels.mac</Ancestor> 
          <Ancestor>desktop.8.0.12473.274921.en_US.parallels.mac</Ancestor> 
          <Ancestor>desktop.8.0.12262.823647.en_US.parallels.mac</Ancestor> 
        </Ancestry> 
      </Update> 
    </Version> 
  </Product> 
</ParallelsUpdates> 

XML 文書仕様 

名前 タイプ 説明 

ParallelsUpdates  ルート要素。 

  Product  Parallels Desktop 情報のコンテナ。 

    ProductName string 「Parallels Desktop」と指定します。 

     UpdateEnabled int 自動アップデートが有効かどうかを指定します。アップ

デートを有効にするには、「1」を指定します。 

    バージョン  Parallels Desktop バージョン情報のコンテナ。 

      Major int 

メジャーバージョン番号。  

Parallels Desktop 7 の場合は、「7」を指定します。 

Parallels Desktop 8 の場合は、「8」を指定します。 

      Minor int マイナーバージョン番号。「0」を指定します。 

      SubMinor  ビルド番号。この要素は空でも構いません。 

      SubSubMinor  リビジョン番号。この要素は空でも構いません。 

      StringRepresentation  製品コード名。この要素は空でも構いません。 

      Update   Parallels Desktop 
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アップデートに関する情報のコンテナ。 

属性： 

uuid —  文字列。製品を示す一意のグローバル ID。 

uuid 

属性は非常に重要であり、アップデートが機能するため

には、正しい情報を指定する必要があります。この属性

の値は、以下のパラメータ (サブ文字列) 

を、ピリオドで区切って指定します (サンプル XML 

を参照)。 

desktop —  「desktop」と指定します。 

major —  メジャーバージョン番号 

(サンプルでは「8」)。 

minor —  マイナーバージョン番号 

(サンプルでは「0」)。 

build —  ビルド番号。 

revision —  リビジョン番号。 

locale —  ロケール (「en_US」、「de_DE」など)。 

vendor —  ベンダー (「parallels」)。 

platform —  プラットフォーム (「mac」)。 

            UpdateType int アップデートの種類。「0」を指定します。 

            UpdateName string アップデートの名前 (ユーザー定義)。 

            UpdateDescription string アップデートの説明。  

            FilePath string 
ローカルアップデートサーバにあるアップデートファイ

ルの URL。実際のアップデートファイルは Parallels 

から取得できます。 

            FileSize int アップデートファイルのサイズ (MB 単位)。 

            ステータス int 「0」を指定します。 

            DateTime string 
アップデートが公開された日時。次の形式を使います。 

yyyy-mm-dd hh:mm:ss 

            Chargeable int 「0」を指定します。 

            LocaleName string ロケール名 (「en_US」、「it_IT」など)。 

            DistributorName  アップデートのディストリビュータ名。「parallels」

と指定します。 

            OsType  
オペレーティングシステムの種類。「mac」と指定しま

す。  

            Ancestry  
このアップデートの直前に行われたアップデートのリス

トのコンテナ。 
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              Ancestor string 

個々の Parallels Desktop アップデートの情報。  

この要素は、同じ文書内に複数回 (各アップデートに 1 

つずつ) 表示される場合があります。 

値は、以下のパラメータ (サブ文字列) 

をピリオドで区切って指定します (サンプル XML 

を参照)。 

desktop —  「desktop」と指定します。 

major —  Parallels Desktop 

メジャーバージョン番号。 

minor —  マイナーバージョン番号。 

build —  ビルド番号。 

revision —  リビジョン番号。 

locale - ロケール (「en_US」、「ru_RU」など)。 

vendor —  ベンダー (「parallels」)。 

platform - プラットフォーム (「mac」)。 

 
 

個々の Mac を構成する 

次のステップでは、個々の Mac 

を構成して、ローカルアップデートサーバからアップデートを取得するようにします。これは

、適切なデプロイメント構成オプションを変更することによって、Parallels Desktop 

の一括展開中に自動的に実行されます。詳しくは、「展開の構成オプションを変更する」セク

ション (p. 58) を参照してください (構成ファイルの「Software 

Updates」セクションの説明を参照してください)。  

既存の Parallels Desktop 

インストール環境が、展開中の自動アップデートが行われないように構成されている場合は、

手動でアップデートする方法を確認してください。 

注意：この情報は、一括展開プロセス中に自動アップデートを行うように構成されていない 

Parallels Desktop インストール環境のみが対象です。  

Parallels Desktop 自動アップデートを構成するには、Mac の Parallels Desktop 

プロパティリストファイルを、次のように変更する必要があります。 

1 ユーザーのホームフォルダの Library/Preferences サブフォルダにある 

com.parallels.Parallels Desktop.plist 

ファイルを探します。このファイルは、ユーザー固有の情報が含まれる Parallels Desktop 

プロパティリストファイルです。 
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2 ファイルを、プロパティリストエディタアプリケーション (OS X に付属) 

を使用して開きます。 

3 Application Preferences.VolumeLicenseUpdatePolicy 

プロパティを変更して、アップデートポリシーを設定します。このプロパティが存在しない

場合は、ファイルに追加して、データ型を「String」と指定します。以下のいずれかのオプ

ションを使用してプロパティ値を設定します (以下の「注記」も参照してください)。 

• "Parallels" - この値を設定すると、アップデートは Parallels 

アップデートサーバからインターネット経由でダウンロードされます。この値は大文字

と小文字を区別します。  

• ローカルアップデートサーバ内にある parallels_updates.xml ファイルの完全な 

URL。たとえば、「http://10.0.0.1/pdfm/v8/en_us/parallels/parallels_updates.xml

」などとします。URL 

を指定すると、アップデートはローカルアップデートサーバから取得されます。  

• "None" - 自動アップデートは無効化されます。この値は大文字と小文字を区別します。 

4 Parallels Desktop がアップデートを確認する頻度を指定します。これは、Application 

Preferences.Check for updates 

プロパティを変更することで指定できます。このプロパティが存在しない場合は、ファイル

に追加して、データ型を「Number」と指定します。このプロパティ値は、次のいずれかのオ

プションで指定します。 

• 0 - 確認しない。  

• 1 - 1 日 1 回。 

• 2 - 週 1 回。 

• 3 - 月 1 回。 

5 自動ダウンロードオプションを設定します。Application preferences.Download updates 

automatically 

プロパティを探します。このプロパティが存在しない場合は、ファイルに追加して、データ

型を「Boolean」と指定します。このプロパティ値は、次のいずれかのオプションで設定し

ます。 

• true - 

アップデートを自動的にダウンロードします。ローカルアップデートサーバを使用する

ときはこの値を指定します。 

• false - 

アップデートについてユーザーに通知しますが、自動ダウンロードは行いません。この

オプションを設定してよいのは、アップデートを Parallels 

アップデートサーバからダウンロードし、ユーザーがアップデート機能を完全に制御で

きる場合のみです。 

6 ファイルを保存し、プロパティリストエディタアプリケーションを閉じます。 
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注意：Parallels Desktop の実行中に plist ファイルを変更した場合は、変更を有効にするために 

Parallels Desktop を再起動する必要があります。 

注記 

Business Edition キーを使用して Parallels Desktop 

を初めてアクティベーションしたときは、com.parallels.Parallels Desktop.plist 

ファイルに Parallels Desktop アップデートプロパティがありません。このような場合、Mac 

ユーザーは Parallels Desktop の GUI を使って Parallels Desktop 

自動アップデートを構成できます。 

アップデートに関連するプロパティが com.parallels.Parallels Desktop.plist 

ファイルに追加されると、指定された値に従って自動アップデートが実行されます。さらに、A

pplication Preferences.VolumeLicenseUpdatePolicy プロパティの値は、Parallels Desktop 

の GUI の Parallels Desktop アップデート関連の要素に次のような影響を与えます。 

• このプロパティの値にローカル アップデート サーバの URL 

または「None」が設定されている場合、Parallels Desktop 

アップデート関連のコントロールが Parallels Desktop の画面で無効化 (グレーアウト) 

され、表示される設定は、Parallels Desktop 

アップデートの実行に影響を与えません。そのため、ユーザーは自動アップデートを構成す

ることもアップデートを手動で確認することもできません。 

• このプロパティが存在しないか、値が指定されていないか、値に「Parallels」と指定され

ている場合、Parallels Desktop 

アップデート関連のコントロールが画面で有効化され、ユーザーは自動アップデートを構成

したり、アップデートを手動で確認したりできるようになります。 

注意：Parallels Desktop を Standard Edition 

のライセンスキーでアクティベートした場合、Application 

Preferences.VolumeLicenseUpdatePolicy プロパティの値は何の効果もありません。 
 

[サポートリクエスト] 

オプションをカスタマイズする 
Parallels Desktop の GUI には、[ヘルプ] > [サポートリクエスト] 

というメニューオプションがあります。デフォルトでは、このオプションをオンにすると、Par

allels テクニカルサポート情報の画面が表示されます。Parallels Desktop Business Edition 

では、このメニューオプションをオンにしたときに実行されるアクションをカスタマイズでき

ます。  
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次のアクションから選択できます。 

• メニューオプションには、「システム管理者まで連絡してください」というデフォルトテキ

ストメッセージを表示できます。このメッセージは変更できません。 

• メニューオプションは、カスタム URL (会社のヘルプデスクや wiki ページ) 

を開くことができます。カスタム URL は、システム管理者が指定できます 

(後述の説明を参照)。 

このカスタマイズは、適切な展開構成パラメータを変更することによって、Parallels Desktop 

の一括展開時に実行できます。詳しくは、「展開の構成オプションを変更する」のセクション 

(p. 58) を参照してください (構成ファイルの「Help and 

Support」セクションの説明を参照してください)。 

また、次のように、これらの変更を個々の Mac に手動で行うこともできます。 

1 Mac にログインします。 

2 Finder で、/Users/<User_Name>/Library/Preferences 
ディレクトリを開き、com.parallels.Parallels Desktop.plist ファイルを探します。  

3 プロパティリストエディタアプリケーション (OS X に付属) 

を使用してファイルを開きます。  

4 ファイル内で SupportRequestUrl 

プロパティを探します。このプロパティが存在しない場合は、ファイルに追加して、データ

型を「String」と指定します。  

5 [ヘルプ] > [サポートリクエスト] 

メニューにより実行されるアクションを指定するには、SupportRequestUrl 

プロパティの値を次のように設定します。 

• デフォルト テキスト メッセージを表示させるには、プロパティの値をクリアします。  

• カスタム URL が開くようにするには、表示したい Web ページまたはリソースのフル 

URL を指定します。  

注意：Parallels Desktop を Standard Edition 

のライセンスキーを使用してアクティベートした場合、SupportRequestUrl 

プロパティの値は何の効果もありません。 
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カスタマエクスペリエンスプログラムに参加す

る 
Parallels カスタマエクスペリエンスプログラムとは、Parallels 

が将来のリリースで新機能や改良を実装するために、Parallels Desktop 

によって使用状況の統計およびシステム情報を自動的に収集するフィードバックソリューショ

ンです。Parallels Desktop を Mac 

コンピューターにインストールすると、カスタマエクスペリエンスプログラムへの参加が自動

的にセットアップされます。参加しないようにするには、Parallels Desktop 

をインストールした後、それぞれの Mac で prlsrvctl 

コマンドラインユーティリティを使用して次のコマンドを実行します。 

prlsrvctl set --cep off 

カスタマエクスペリエンスプログラムに参加するには、次のコマンドを実行します。 
prlsrvctl set --cep on 

この同じアクションは、Parallels の GUI から、[Parallels Desktop] > [環境設定] > 

[詳細] をクリックし、[フィードバック] オプションをオン (またはオフ) 

にすることによっても実行できます。 

Parallels 一括展開パッケージを使用して Parallels Desktop 

を展開している場合は、このオプションを展開用の構成ファイル (p. 58) 
内で設定できます。こうすると、このオプションが指定どおりに設定された状態で Parallels 

Desktop が Mac にインストールされます。 
 

Parallels Desktop ライセンスを更新する 
Parallels Desktop Business Edition 

のライセンスは、インターネット経由で自動更新されます。Mac で実行中の Parallels 

Desktop から Parallels Key Administrator 

サーバに、ライセンス更新リクエストが不定期的に送信されます。ライセンスアップデートが

取得可能になると、それが自動的にダウンロードされ、インストールされます。  

Parallels Desktop は、ポート 443 (標準 SSL ポート) を使用して Parallels Key 

Administrator 

サーバと通信し、そこからライセンスアップデートを取得します。最新バージョンの 

Parallels Desktop 

を使用していない場合、次の「注記」セクションにある追加情報を確認してください。 
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注 

ポート 443 がライセンス更新に使用されるのは、Parallels Desktop 8 Build 

8.0.18345.820589 以降です。それより古いバージョンでは、標準ポートではないポート 5224 

が使用されます。  

★基本的に直販はしないので削除★ 

 



 

 

この章では、Parallels Desktop Business Edition 

の一括展開について説明します。展開パッケージを準備する方法や、そのパッケージを利用可

能な展開ツールを使って展開する方法をステップごとに説明します。 

この章の内容 

前提条件 ............................................................... 51 
サポートされている展開ツール ........................................... 52 
Parallels Desktop 展開パッケージを準備する ............................. 53 
Parallels Desktop と仮想マシンを Mac に展開する ........................ 64 
 
 

前提条件 
Parallels Desktop Business Edition を一括展開するには、次のものが必要です。 

• Parallels Desktop 展開パッケージの準備に使用する Mac コンピューター。Mac 

には、Parallels Desktop 

と一緒に展開する仮想マシンを作成および構成するために、Parallels Desktop 

がインストールされている必要があります。 

• 展開の実行元となる Windows コンピュータまたは Mac コンピュータ。Parallels Mac 

Management for SCCM を使用する場合、Configuration Manager コンソールを実行する 

Windows コンピュータから Parallels Desktop を展開します。Apple Remote Desktop 

を使用する場合、Apple Remote Desktop Admin を実行する Mac から Parallels Desktop 

を展開します。その他のリモート展開ツールについては、それぞれのシステム要件を確認し

てください。 

• Parallels Desktop for Mac インストールイメージファイル (拡張子 ".dmg")。これは 

Parallels Desktop を単一の Mac 

にインストールするために使用するのと同じイメージファイルです。 

• ★基本的に直販はしないので削除★ 

第  4  章  

Parallels Desktop 

および仮想マシンの一括展開 
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• このマニュアルが含まれているのと同じ .zip ファイル内にある Parallels Desktop 

Autodeploy.pkg ファイル。このファイルは、Parallels Desktop 

の展開用のフレームワークが含まれる OS X 

インストールパッケージです。何らかの理由でこのファイルが見つからない場合は、それが

含まれている .zip ファイルを次の場所からダウンロードできます。 

http://download.parallels.com/desktop/tools/pd-autodeploy.zip 

注意：過去に Parallels Desktop 

を展開したことがあり、そのときの準備された展開パッケージがあるとしても、使用している 

Parallels Desktop 

のビルドと互換性がない可能性があるため、その展開パッケージは使用しないでください。必ず最

新バージョンの Parallels Desktop Autodeploy.pkg を、上記のリンク先の Parallels 

ウェブサイトからダウンロードしてください。 

展開パッケージファイルは、Parallels Desktop と仮想マシンの展開用に準備する Mac 

コンピュータにダウンロードまたはコピーしてください。 

Parallels Desktop 

を実行するために必要なハードウェアおよびオペレーティングシステムの要件の一覧について

は、『Parallels Desktop ユーザーガイド』を参照してください。 
 

サポートされている展開ツール 
Parallels Desktop Business Edition は、利用可能ないずれかの Mac 

パッケージ展開ツールを使用して Mac 

に展開できます。選択可能なオプションには次のようなものがあります。 

Parallels Mac Management for Microsoft SCCM 2012 

Parallels Mac Management for Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 

は、全社内の Mac デバイスを総合的に管理するための最適なソリューションです。Parallels 

Mac Management の機能の 1 つとして、Parallels Desktop をマネージド Mac 

コンピュータに展開できます。 

Parallels Mac Management を使用した Parallels Desktop 

の展開方法の詳しい説明については、後述します。 

その他の Mac 管理ツール 

Mac の管理に Parallels Mac Management for Microsoft SCCM 

を使用しない場合、次のいずれかのツールを使って Parallels Desktop を展開できます。 

• Apple Remote Desktop (ARD) 
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• JAMF Casper Suite 

• IBM Endpoint Manager 

Apple Remote Desktop 

の使用方法の詳しい説明については、後述します。その他のツールの使用方法については、そ

れぞれの製品のマニュアルを参照してください。 
 

Parallels Desktop 展開パッケージを準備する 
Parallels Desktop 展開パッケージをターゲットの Mac に展開する前に、Parallels Desktop 

インストールイメージをパッケージに追加し、Parallels Desktop 

ライセンスキーを指定しておく必要があります。仮想マシンを展開するときには、仮想マシン

のファイルもパッケージに含めておく必要があります。展開の構成オプションは、要件に応じ

てカスタマイズできます。 

続くいくつかのセクションでは、必要なファイルの追加方法と、Parallels Desktop 

展開パッケージに必要な変更を行う方法を説明します。 
 

Parallels Desktop インストールイメージを追加する 

Parallels Desktop インストールイメージをターゲットの Mac 

に配布するには、それを展開パッケージに含める必要があります。 

イメージファイルをパッケージに追加するには、次のようにします。 

1 Parallels Desktop Autodeploy.pkg ファイルをダウンロードした Mac 

コンピュータで、ファイルを右クリックし、[パッケージの内容を表示] 

をクリックします。 
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2 Parallels フォルダを展開して、フォルダの内容を表示します。このフォルダに 

deploy.cfg 

ファイルがあります。これは展開の構成ファイルであり、後で変更を加えます。 

 
3 Parallels フォルダに Parallels Desktop 

インストールイメージファイルをコピーします。パッケージの内容は、次のようになります

。 
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仮想マシンを追加する 

展開パッケージに仮想マシンを追加するには、仮想マシンファイル (.pvm) を Parallels 

フォルダ ( deploy.cfg ファイルと Parallels Desktop 

インストールイメージが格納されているパッケージ内のフォルダ) 

にコピーするだけです。展開パッケージには、複数の仮想マシンを含めることができます。 

仮想マシンを展開パッケージにコピーする前に、ニーズに合わせて仮想マシンを構成する必要

があります。展開パッケージに追加する前に仮想マシンの構成に行うことができる変更につい

ては、次のサブセクションで説明します。 

 
 

Parallels Tools のインストール 

Parallels Tools 

とは、仮想マシンのパフォーマンスを飛躍的に向上させるユーティリティおよびドライバの集

合体であり、いくつかの機能を使用するために必要不可欠です。Parallels Tools は 

Parallels Desktop 

に必ず含まれています。すべての仮想マシンで、オペレーティングシステムをインストールし

た直後に Parallels Tools 

をインストールすることを強くお勧めします。ソース仮想マシンには、Parallels Tools 

がインストールされている必要があります。 
 

Windows SID とコンピュータ名を生成する 

ゲストオペレーティングシステムとして Windows 

を実行する仮想マシンを展開すると、展開された仮想マシンの Windows 

は、ソース仮想マシンと同じ Windows セキュリティ ID (SID) 

とコンピュータ名を持つことになります。展開された各 Windows の初回の起動時に SID 

とコンピュータ名がリセットされるように、ソース仮想マシンで Windows 

を設定しておくことができます。 

Sysprep を使用して SID とコンピュータ名をリセットする 

Microsoft System Preparation (Sysprep) とは、別のコンピュータに Windows 

を展開する準備するための Microsoft ツールです。仮想マシンで Windows 8、Windows 

8.1、Windows Server 2012、または Windows Server 2012 R2 

を実行している場合は、Sysprep.exe コマンドラインユーティリティを使用します。  

セキュリティ ID (SID) をリセットするには、次の例に示すように /generalize 

オプションを指定します。  
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Sysprep /generalize 

コンピュータ名を変更するには、/oobe 

オプションを使用します。これによりユーザーは、コンピュータ名を含め Windows 

オペレーティングシステムをカスタマイズできます。 

Sysprep /generalize /shutdown /oobe  

コマンドラインバージョンの Sysprep の詳しい説明については、Microsoft 

のマニュアルを参照してください。 

仮想マシンで上記以外のバージョンの Windows を実行している場合は、Microsoft 

のウェブサイトからそのバージョン用の最新バージョンの Sysprep 

をダウンロードし、Microsoft の指示に従って使用してください。 
 

その他の構成オプション 

一括展開用にソース仮想マシンを準備する際には、ニーズに合わせて構成設定のどの部分でも

変更できます。次の一覧では、いくつかの一般的なオプションを説明しています。 

• 共有フォルダとプロファイル。共有フォルダとプロファイルを構成することで、Parallels 

Desktop は OS X 

とゲストオペレーティングシステムの機能のブリッジングにおいて高い柔軟性を発揮します

。2 

つのオペレーティングシステムの間で共有するファイルとフォルダを検討し、あらかじめセ

ットアップしておきます。 

• USB 設定を構成する。USB ポート経由で接続するハードウェアデバイス 

(プリンタ、リムーバブルドライブなど) は、一度に 1 

つのオペレーティングシステムでしか使用できません。デフォルトでは、Parallels 

Desktop が新しいデバイスを検出すると、そのデバイスをどの OS 

に接続するかをユーザーに確認します。このデフォルト設定は、すべての USB デバイスを 

OS X 

のみに接続するか、またはゲストオペレーティングシステムにのみ接続するかを指定するこ

とで変更できます。 

• アプリケーションをインストールする。必要なすべてのアプリケーションは、展開前に仮想

マシンにインストールしておくことができます。 

• Parallels Desktop Business Edition のオプション。Parallels Desktop Business 

Edition には、この他にも次の構成オプションが用意されています。  

• ローカルアップデートサーバをセットアップし、Parallels Desktop 

自動アップデートオプションを指定する。 

• [サポートリクエスト] オプションをカスタマイズする。 

• カスタマエクスペリエンスプログラムへの参加を構成する。 
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これらのオプションの構成方法は、「展開の構成オプションを変更する」(p. 58) 
および「Parallels Desktop Business Edition の機能」(p. 24) を参照してください。 

Parallels 仮想マシンの構成について詳しくは、『Parallels Desktop 

ユーザーガイド』を参照してください。 
 

Parallels Desktop ライセンスキーを入力する 

Parallels Desktop をターゲットの Mac に展開するには、Parallels Desktop Business 

Edition ライセンスキーが必要です。このキーを展開パッケージに組み込む必要があります。 

ライセンスキーを展開パッケージに組み込むには、次のようにします。 

1 Parallels Desktop Autodeploy.pkg 

ファイルを右クリックして、[パッケージの内容を表示] をクリックします。 

2 Parallels フォルダを展開して、フォルダの内容を表示します。フォルダ内の deploy.cfg 

ファイルは、展開の構成ファイルです。パラメータの 1 つを使用して Parallels Desktop 

ライセンスキーを指定します。 

3 deploy.cfg ファイルをテキストエディタで開きます。 

4 ファイル内の「License」セクションを見つけ、Parallels Desktop Business Edition 

のライセンスキーを license_key 

変数の値として入力します。ライセンスは、次の形式で入力する必要があります。"XXXXXX-

XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX" (引用符およびダッシュを含む)。 

5 deploy.cfg ファイルを保存します。  

deploy.cfg 

ファイル内のその他の構成パラメータについては、「展開の構成オプションを変更する」セ

クション (p. 58) を参照してください。 

注意：Parallels Desktop のアクティベーションにはインターネット 

アクセスが必要です。Parallels Desktop のアクティベーションルーチンでは、Parallels 

ライセンシングサーバとの通信にポート 443 を使用します。Parallels Desktop 

の展開を予定している Mac が、このポートで通信できることを確認してください。また、Mac が 

desktop.parallels.com のライセンスサーバと通信できることを確認してください。 
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展開の構成オプションを変更する 

展開パッケージには特別なスクリプトが含まれており、パッケージをターゲットの Mac 

に転送して Parallels Desktop ソフトウェアをインストールすると、スクリプトは Mac 

上で自動的に実行されます。このスクリプトは、Mac 

で必要なアクションを実行し、展開の最終設定を行います。さらにこのスクリプトには、Paral

lels Desktop Autodeploy.pkg ファイルの Parallels フォルダに含まれる deploy.cfg 

ファイルから、構成パラメータの値が読み込まれます。この値は、必要に合わせて変更できま

す。 

以下の表では、deploy.cfg 

ファイル内の構成パラメータを説明しています。このファイルはテキストエディタで開いて編

集できます。 

ライセンス 

Parallels Desktop Business Edition 

ライセンスキーを指定するには、「License」セクションを使用します。 

変数 説明 

license_key 

Parallels Desktop 

ライセンスキーを指定します。詳しくは、「Parallels 

Desktop ライセンスキーを入力する」(p. 57) 
を参照してください。 

仮想マシン 

仮想マシンの次の展開オプションを指定するには、「Virtual 

Machines」セクションを使用します。 

変数 説明 

vm_register_mode 

展開された仮想マシンの登録モードを指定します。 

指定可能な値： 

"Private" —  

仮想マシンはアクティブユーザー用にのみ登録されます。この

場合、仮想マシンは /Users/<user>/Documents/Parallels 

フォルダに格納されます。 

"Shared" —  仮想マシンはすべての Mac 

ユーザー用に登録されます。この場合、仮想マシンは 

/Users/Shared/Parallels フォルダに格納されます。 

仮想マシンのデフォルトの展開先フォルダは、vm_destination

_folder 変数を使用して変更できます (後述の説明を参照)。 

vm_reset_hwid 仮想マシンの SMBOIS ID (ハードウェア ID) 
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を再生成するかどうかを指定します。各 Parallels 

仮想マシンには、ユニバーサルに一意の SMBIOS ID 

が作成時に割り当てられます。1 つの仮想マシンを多数の Mac 

に展開すると、展開された各仮想マシンの SMBIOS ID 

は同じになります。これがデフォルトの挙動であり、通常は変

更しないでください。会社の管理システムが一意の SMBOIS ID 

を前提に動作している場合は、次のように vm_reset_hwid 

変数の値を変更できます。 

"no" —  元の SMBIOS ID を維持します。 

"yes" - ID を再生成します。 

vm_deploy_mode 

仮想マシンを展開パッケージから Mac 

のコピー先フォルダへコピーまたは移動するかどうかを指定し

ます。 

指定可能な値： 

"Copy" —  

パッケージから移動先フォルダへ仮想マシンをコピーします。 

"Move" —  

パッケージから移動先フォルダへ仮想マシンを移動します。 

Parallels Desktop 

に仮想マシンを登録する前に、展開パッケージから Mac 

のフォルダへ仮想マシンをコピー (または移動) 

する必要があります。コピーまたは移動のどちらの操作を使用

するかを指定できます。 

コピーのほうが処理時間は長くなりますが、展開パッケージが

読み取り専用であったりネットワーク上で共有されている場合

には、コピー操作を使用する必要があります。仮想マシンファ

イルは、Mac 

にコピーした後もパッケージから削除されることはありません

。  

移動は処理が迅速であり、展開パッケージを Mac 

に直接コピーする場合に使用できます。仮想マシンの移動先フ

ォルダと展開パッケージを同じマウントポイントに配置すると

、移動操作はほぼ即時に完了します。完了すると、仮想マシン

はパッケージから削除されます。仮想マシンの移動先フォルダ

と展開パッケージを異なるマウントポイントに配置すると、移

動はコピーと同じくらい時間がかかります。 

vm_destination_folder 

仮想マシンのデフォルトの移動先フォルダを変更できます。デ

フォルトフォルダは、vm_register_mode 

変数の値で決まります (上記参照)。vm_destination_folder 

変数では、選択した仮想マシン登録モードを維持したまま、デ

フォルトフォルダの変更を許可することができます。 



60 
 

Parallels Desktop および仮想マシンの一括展開 
 

<VM_file_name> 

この変数は、仮想マシンファイルと同じ名前になり、移動先ロ

ケーションを変更したり、ターゲット仮想マシンの名前を変更

したりできます。 

展開パッケージの Parallels 

フォルダに含まれる仮想マシンは、Mac 

のデフォルトロケーションにコピーされます。デフォルトロケ

ーションは vm_register_mode 変数 (または、もしあれば 

vm_destination_folder 変数) 

によって決まります。このフォルダに複数の仮想マシンがある

場合、必要に応じて、特定の仮想マシンに対して異なる移動先

ロケーションや名前を指定できます。 

異なるロケーションを指定するには、変数と値のペアを次の例

のように定義する必要があります。変数名は、".pvm" 

拡張子を含め、仮想マシンのファイル名と同じ名前にしてくだ

さい。この変数の値には、仮想マシンのコピー先となる Mac 

上のロケーションを絶対パスで指定してください。移動先ロケ

ーションや仮想マシンの名前 (あるいはその両方) 

の指定内容は変更できます。指定したロケーションにコピーさ

れるのは、指定した仮想マシンのみです。他のすべての仮想マ

シンは、デフォルトロケーションにコピーされます。 

例： 

"Shared_VM.pvm"="/Users/Shared/Shared VM.pvm" 

"Private_VM.pvm"="~/Documents/Parallels/Private VM.pvm" 

以下の 3 

つの変数は同じサブセクションに属しています。このサブセクションは、ウィンドウの上部にカスタム 

HTML バナーを表示することで、Parallels Desktop 

コントロールセンターをカスタマイズできます。詳しくは、「Parallels Desktop 

コントロールセンターをカスタマイズする」(p. 25) を参照してください。 

control_center_banner_url 

Parallels Desktop 

コントロールセンターのウィンドウにバナーとして表示される

カスタム HTML ページの URL。  

バナーを無効にするには、この変数をコメントアウトするか、

または値に空の文字列を指定します。 

control_center_banner_height 
バナーの高さ (ピクセル単位)。推奨値は 350 です。 

(Mac で Parallels Desktop をアップデートする場合に) 

現在の値を使用するには、この変数をコメントアウトします。  

control_center_banner_min_width 

バナーの最小幅 

(ピクセル単位)。コントロールセンターのウィンドウサイズを

変更する場合、その最小幅はこの値に従って制限されます。推

奨値は 350 です。 

(Mac で Parallels Desktop をアップデートする場合に) 

現在の値を使用するには、この変数をコメントアウトします。

最小幅の制限を無効にするには、この変数をコメントアウトす

るか、または値に「0」を指定します。  
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起動オプション 

Parallels Desktop 

をサービスとして実行するか、アプリケーションとして実行するかを指定するには、「Launch 

Options」セクションを使用します。 

変数 説明 

start_pd_as_service 

Parallels Desktop 

をアプリケーションとして実行するか、サービスとして実行す

るかを指定します。  

値に「yes」を指定すると、Parallels Desktop 

はサービスとして実行されます。このサービスはホストの起動

時に自動的に起動し、ホスト停止時には停止します。このサー

ビスは、launchctl 

(デーモン、アプリケーション、プロセスなどを管理するため

の OS X の標準コマンドラインユーティリティ) 

によって管理できます。 

値に「no」を指定すると、Parallels Desktop は OS X 

アプリケーションとして実行されます。ユーザーは Parallels 

Desktop を手動で起動または終了する必要があります。  

ターゲットの Mac に Parallels Desktop 

がインストールされているかどうかに応じて、次のようになり

ます。 

- Mac に Parallels Desktop 

がサービスとしてインストールされている場合は、値に「no」

を指定すると、新規インストールによって Parallels Desktop 

をアプリケーションとして実行するようにセットアップされま

す。  

- Mac に Parallels Desktop 

がインストールされている場合は、このオプションをコメント

アウトしても、Parallels Desktop 

の実行方法は変更されません。 

- Mac に Parallels Desktop 

がインストールされていない場合は、このオプションをコメン

トアウトすると、Parallels Desktop 

をアプリケーションとして実行するようになります。 

ソフトウェアのアップデート 

Parallels Desktop の自動アップデートを構成するには、「Software 

Updates」セクションを使用します。 

変数 説明 

updates_url 
アップデートのダウンロード元を指定します。  

指定可能な値： 
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"Parallels" - Parallels 

ウェブサイトからインターネット経由でアップデートをダウン

ロードします。 

"None" —  自動アップデートをオフにします。 

<URL> —  

ローカルアップデートサーバからアップデートをダウンロード

します。この変数には、ローカルウェブサーバにある 

parallels_updates.xml ファイルの完全な URL を 

(引用符で囲んで) 

指定します。詳しくは、「ローカルアップデートサーバをセッ

トアップする」(p. 42) を参照してください。 

updates_auto_check 

Parallels Desktop 

がアップデートを確認する頻度を指定します。 

指定可能な値： 

"0" —  確認しない 

"1" —  1 日 1 回 

"2" —  週 1 回 

"3" —  月 1 回 

updates_auto_download 

アップデートの自動ダウンロードオプションを指定します。 

"on" —  

アップデートを自動的にダウンロードします。この値は、ロー

カルアップデートサーバを使用する場合に指定します。 

"off" —  

アップデートについてユーザーに通知しますが、自動ダウンロ

ードは行いません。このオプションを設定してよいのは、アッ

プデートを Parallels 

ウェブサイトからダウンロードし、ユーザーがアップデート機

能を完全に制御できる場合のみです。 

ヘルプとサポート 

「Help and Support」セクションを使用すると、Parallels Desktop の GUI の [ヘルプ] > 

[サポートリクエスト] メニュー項目の処理を指定できます。 

変数 説明 

support_url 

Parallels Desktop の GUI で[ヘルプ] > 

[サポートリクエスト] 

メニューオプションを選択したときに表示されるページの URL 

を指定します。デフォルトメッセージを表示する場合は、空の

文字列を指定します (デフォルトの挙動)。独自の Web ページ 

(ヘルプデスク、wiki など) を表示するには、該当ページの 

URL を指定します。「[サポートリクエスト] 

オプションをカスタマイズする」 (p. 47) 
も参照してください。 
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lic_admin_url 

ライセンス操作に関するエラーメッセージダイアログに含める 

URL を指定します。URL 

は、ユーザーが問題の解決に参照できる Web 

ページやリソースを示す必要があります。 

エラーメッセージは、Parallels Desktop 

ライセンスのアクティベーション、更新、アクティベート解除

で問題が発生したときに表示されます。この変数を使用して 

URL を指定すると、メッセージダイアログに「詳細は、<URL> 

をクリックしてください」という形で表示されます。URL 

を指定しない場合 

(変数をコメントアウト、または空白の文字列を指定した場合) 

は、既定の「システム管理者まで連絡してください」というメ

ッセージが表示されます。 

問題報告 

「Problem Reporting」セクションでは、Parallels Desktop の問題報告に OS X 

や仮想マシンデスクトップのスクリーンショットを含めるかどうかを指定できます。セキュリ

ティ上の問題がある場合は、スクリーンショットを除外できます。 

変数 説明 

report_allow_screenshots 

"yes" —  OS X 

および仮想マシンデスクトップのスクリーンショットを 

Parallels Desktop 問題報告に含めます。  

"no" —  スクリーンショットを含めません。 

カスタマエクスペリエンス 

「Customer Experience」セクションでは、Mac を Parallels 

カスタマエクスペリエンスプログラムに参加させるかどうかを指定できます。Parallels 

カスタマエクスペリエンスプログラムとは、Parallels 

が将来のリリースで新機能や改良を実装するために、Parallels Desktop 

によって使用状況の統計およびシステム情報を自動的に収集するフィードバックソリューショ

ンです。 

変数 説明 

cep_participation 

"off" —  プログラムへの参加をオフにします。  

"on" —  プログラムへの参加をオンにします。 

「カスタマエクスペリエンスプログラムに参加する」(p. 49) 
も参照してください。 

セキュリティ 

「Security」セクションでは、Parallels Desktop 

の各種の操作でパスワードの入力を必須にするか、不要にするかを指定できます。 
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変数 説明 

password_to_create_vm 

"on" —  

仮想マシンを作成する際に、管理者パスワードが必要になりま

す。 

"off" —  パスワード入力を要求しません。  

password_to_add_vm 

"on" —  

既存の仮想マシンを追加する際に、管理者パスワードが必要に

なります。 

"off" —  パスワード入力を要求しません。  

password_to_remove_vm 

"on" —  Parallels Desktop 

から仮想マシンを削除する際に、管理者パスワードが必要にな

ります。 

"off" —  パスワード入力を要求しません。  

password_to_clone_vm 

"on" —  

仮想マシンを複製する際に、管理者パスワードが必要になりま

す。 

"off" —  パスワード入力を要求しません。  

ユーザーエクスペリエンス 

「User Experience」セクションでは、GUI で Parallels Desktop Pro Edition 

の機能を非表示にすることができます。これらの機能の詳細については、「Business Edition 

の UI で Pro Edition の機能を非表示にする」(p. 27) を参照してください。 

変数 説明 

show_developers_menu 
"no" —  UI で機能を非表示にします。 

"yes" —  UI に機能を表示します。 

 
 

Parallels Desktop と仮想マシンを Mac 

に展開する 
必要なすべてのファイルを組み込んで目的どおりに構成したら、展開パッケージを利用可能な

いずれかのリモート Mac 管理ツールを使用して Mac 

に展開できます。このセクションでは、以下のツールを使用して Parallels Desktop 

を展開する方法を説明します。 

• Parallels Mac Management for Microsoft SCCM (p. 65) 

• Apple Remote Desktop (p. 67) 



65 
 

Parallels Desktop および仮想マシンの一括展開 
 

注意：Parallels Desktop がプリインストールされている OS X イメージを NetBoot 

を使用して展開する方法については、「NetBoot を使用して OS X イメージを展開する」 (p. 71) 
のセクションを参照してください。 

 

Parallels Mac Management for Microsoft SCCM を使用して展開する 

Parallels Mac Management for Microsoft SCCM には、SCCM のソフトウェア配布機能から Mac 

コンピューターに Parallels Desktop を展開する機能があります。Parallels Mac Management 

for Microsoft SCCM について詳しくは、付属の管理者ガイドを参照してください。 

Parallels Desktop の展開の基本的な手順は、次のとおりです。 

1 Parallels Desktop 展開パッケージを準備します 

(この手順については本ガイドの前述の説明をご確認ください)。 

2 Configuration Manager コンソールでソフトウェア配布パッケージを作成します。 

3 配布ポイントにパッケージを送信します。 

4 パッケージを展開します。 

ステップ 2 ～ 4 までを以下に詳しく説明します。 

ソフトウェア配布パッケージを作成する 

Parallels Desktop 展開パッケージは、標準の Configuration Manager 機能を使用して Mac 

に配布されます。 

1 Configuration Manager コンソールで、[管理] > [概要] > [アプリケーション管理] > 

[パッケージ] を選択します。 

2 ツールバーで、[パッケージの作成] をクリックします。 

3 パッケージとプログラムの作成ウィザードを使用して、ソフトウェア配布パッケージとプロ

グラムを作成します。  

4 [パッケージ] ページで、パッケージ名と説明 

(オプション)、メーカー、言語、バージョン情報を指定します。[このパッケージにソース

ファイルを含める] オプションをオンにして、[参照] をクリックします。Parallels 

Desktop Autodeploy.pkg フォルダが含まれるフォルダを選択します。.pkg 

フォルダ自体ではなく、Parallels Desktop Autodeploy.pkg 

フォルダの親フォルダを選択する必要がありますので、ご注意ください。 

5 [次へ] をクリックします。 

6 [プログラムの種類] ページで [標準プログラム] アイテムを選択し、[次へ] 

をクリックします。 



66 
 

Parallels Desktop および仮想マシンの一括展開 
 

7 [標準プログラム] ページで、プログラムに関する情報を指定します。[コマンドライン] 

フィールドに、以下のコマンドを入力します。 

chmod 700 "Parallels Desktop Autodeploy.pkg/Contents/Resources/postflight" && 

installer -pkg "Parallels Desktop Autodeploy.pkg" -target / 

8 プログラム情報の指定が終了したら、[次へ] をクリックします。  

9 [要件] ページで [次へ] をクリックします。 

10 要約を確認して [次へ] をクリックし、パッケージを作成します。 

配布ポイントにパッケージを送信する 

配布ポイントにパッケージのコピーを送信するには、パッケージを右クリックし、ポップアッ

プメニューで [コンテンツの配布] 

をクリックします。コンテンツ配布ウィザードを使用して、パッケージの送信先の配布ポイン

トを指定します。  

配布ポイントが正しく構成されていることを確認してください。詳しくは、『Parallels Mac 

Management 管理者ガイド』を参照してください。 

Parallels Desktop を展開する 

Parallels Desktop を展開するには、次のようにします。 

1 Configuration Manager コンソールでパッケージを右クリックし、ポップアップメニューで 

[展開] をクリックします。ソフトウェアの展開ウィザードが開きます。  

2 [全般] ページで、[コレクション] フィールドの横の [参照] ボタンをクリックし、Mac 

が含まれるコレクションを選択します (例：すべての Mac OS X システム)。[OK] 

をクリックし、[次へ] をクリックします。 

3 [コンテンツ] ページで配布ポイントの情報を確認し、[次へ] をクリックします。 

4 [展開設定] ページで [次へ] をクリックします。 

5 [スケジュール] ページで、この展開のスケジュールを指定します。[新規] 

をクリックして、割り当てスケジュールを指定します。指定したら、[次へ] 

をクリックします。 

6 残りのウィザードページではデフォルト値を使用して、ウィザードを終了します。 

パッケージは指定したコレクション内の Mac 

に対して提供され、指定したスケジュールに従って配布されます。 
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Apple Remote Desktop を使用して展開する 

Apple Remote Desktop を使用するためには、Apple Remote Desktop Admin (管理用 Mac 

で実行) と、Apple Remote Desktop クライアント (クライアント Mac で実行) が必要です。 

Apple Remote Desktop Admin は、OS X に標準装備されていません。Apple 

からこのソフトウェアを取得して、Parallels Desktop の展開元の Mac 

にインストールする必要があります。Apple Remote Desktop クライアントは、標準の OS X 

インストール中にインストールされます。 

注意：続行する前に、Apple Remote Desktop Admin のバージョンと Apple Remote Desktop 

クライアントの各インスタンスが一致していることを確認してください。一致していない場合は、必

要なソフトウェアをアップデートしてください。 

ターゲットの Mac でリモート管理サービスを構成する 

リモート管理ツール (ここでは ARD) でソフトウェアを配布できるようにするには、個々の 

Mac の OS X で、リモート管理サービスを構成する必要があります。構成するには、個々の 

Mac にログインして、次のステップを実行する必要があります。 

1 OS X で、[システム環境設定] を開きます。 

2 [共有] をクリックします。 

3 [サービス] リストで、[リモートマネージメント] を選択します。 

4 [オプション] をクリックします。 

5 次のオプションをオンにします。監視、制御、アプリケーションの起動と終了、設定変更、

項目の削除と置き換え、項目のコピー (以下の図を参照)。 

 
6 [OK] をクリックします。 

7 [システム環境設定] を終了します。 
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パッケージを展開する 

パッケージを Mac に展開するには、次のようにします。 

1 管理用 Mac で Finder を開き、[アプリケーション] > [Remote Desktop] 

をクリックし、Apple Remote Desktop のメイン画面を開きます。 

注意：タスクサーバをセットアップしている場合、そのサーバからパッケージを展開できます。 

2 ARD のメイン画面の左側で [すべてのコンピュータ] 

をクリックします。ネットワークに接続されている Mac 

コンピュータは、画面の右ペインに表示されます。 

 
3 展開先の Mac を選択し、ARD のツールバーで [インストール] をクリックします (または 

[管理] > [パッケージをインストール] 

メニューを選択します)。[パッケージをインストール] ウィンドウが開きます。 
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4 Parallels Desktop Autodeploy.pkg 

ファイルをマウスでドラッグするか「+」ボタンを押してパッケージリストに追加します。 

 
5 [インストール] をクリックして、選択した Mac 

に展開パッケージを配布します。インストールの進行状況がメイン画面に表示されます。そ

れぞれの Mac へのパッケージ配布の結果は、[ステータス] 列に表示されます。 

Mac に配布されると、パッケージが実行され、Parallels Desktop 

と仮想マシンがインストールされます。その後、入力されたライセンスキーを使用して 

Parallels Desktop がアクティベートされます。  
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Apple Remote Desktop テンプレートを使用する 

Apple Remote Desktop 

を使用すると、パッケージのインストール設定をテンプレートとして保存できます。この機能

は、設定を変えて Parallels Desktop 

を何度も展開する必要がある場合に便利です。たとえば、開発者用に構成した仮想マシンと、

グラフィックデザイナーまたは品質保証エンジニア用に構成した仮想マシンがあるとします。P

arallels Desktop を特定の Mac ユーザーグループに展開する必要が生じるたびに 1 

つの展開パッケージを変更するのではなく、それぞれの個別パッケージを作成して、テンプレ

ートとして保存しておくことができます。 

ARD テンプレートを作成するには、次のようにします。 

1 管理用 Mac で、Apple Remote Desktop を開きます。 

2 ARD メイン画面の左ペインで [すべてのコンピュータ] をクリックします。 

3 展開パッケージをインストールするコンピュータを選択し、ARD ツールバーで 

[インストール] をクリックします。 

4 [パッケージをインストール] ウィンドウで、必要な Parallels Desktop 

展開パッケージをウィンドウ上部に表示される領域にマウスでドラッグするか、「+」ボタ

ンをクリックして選択します。 
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5 現在のインストールセットアップをテンプレートとして保存するには、[パッケージをイン

ストール] ウィンドウの右上隅にある [テンプレート] ポップアップメニューで 

[テンプレートとして保存] を選択します。 

 
6 表示されるウィンドウで、テンプレートに付ける名前を指定し、[OK] をクリックします。 

次回に特定の Mac ユーザーグループに対して Parallels Desktop を展開する際は、同じ 

[パッケージをインストール] ウィンドウの [テンプレート] 

ポップアップメニューで必要なテンプレートを選択し、[インストール] 

をクリックするだけで済みます。 
 

NetBoot を使用して OS X イメージを展開する 

NetBoot を使用して、Parallels Desktop Business Edition がプリインストール済みの OS X 

イメージを展開する場合、個々の Mac で Parallels Desktop 

を正しくアクティベートするために行う必要のあるいくつかの追加作業があります。 
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以下では、Parallels Desktop を OS X にインストールし、それを基に NetBoot 

での展開に適したイメージを作成する手順を説明します。 

1 Mac に OS X をインストールします。 

2 Parallels Desktop Business Edition をインストールします。  

3 Mac がインターネットに接続できることを確認します。 

4 Business Edition のライセンスキーで Parallels Desktop をアクティベートします。  

5 Parallels Desktop 

の設定を調整し、必要に応じて仮想マシンのインストールおよび構成を実行します。 

6 OS X でターミナルを開き、次のコマンドを入力して Parallels Desktop 

ライセンスをアクティベート解除します。 

prlsrvctl deactivate-license 

ライセンスのアクティベート解除が成功すると、次のメッセージが出力されます。 

The License has been successfully deactivated 

7 Parallels Desktop を終了します。 

8 ターミナルに次のコマンドを入力し、Parallels Desktop 

のライセンスが遅延モードでアクティベートされるように準備します。 

prlsrvctl install-license --key <key> --deferred 

ここで <key> は、Parallels Desktop Business Edition のライセンスキーです。 

成功すると、次のメッセージが出力されます。 

The License has been successfully prepared for deferred activation. 

次回に Parallels Desktop 

を開始すると、ライセンスが自動的にアクティベートされます。アクティベートにはインタ

ーネット接続が必要です。Mac がインターネットに接続できない場合、Parallels Desktop 

ライセンスのアクティベーションはインターネット接続が可能になるまで延期されます。 

9 このシステムから OS X イメージを作成し、NetBoot を使用して社内の他の Mac 

に展開できます。 
 



 

 

Parallels Desktop Business Edition には、prlsrvctl と prlctl という 2 

つのコマンドラインユーティリティが付属しています。  

prlsrvctl 

prlsrvctl ユーティリティは、Parallels Desktop 

を管理するために使用します。実行できるタスクには、Parallels Desktop 

とその構成設定に関する一般情報の取得、Parallels Desktop 

環境設定の変更、ユーザーリストの取得、統計の取得、ライセンスのインストールなどがあり

ます。  

prlctl 

prlctl 

ユーティリティは、仮想マシンで管理タスクを実行するために使用します。このユーティリテ

ィは、仮想マシンの作成と管理から、Parallels Tools 

のインストール、統計の取得、問題報告の生成までの幅広いタスクをサポートします。  

この章の残りの部分では、それぞれのユーティリティで利用できるコマンドとオプションにつ

いての詳細な技術情報を記載しています。 

この章の内容 

Parallels Desktop の管理：prlsrvctl ユーティリティ ..................... 73 
仮想マシンの管理：prlctl ユーティリティ ................................ 85 
 
 

Parallels Desktop の管理：prlsrvctl 

ユーティリティ 
本章では、prlsrvctl コマンドラインユーティリティについて説明します。 
 

第  5  章  

Parallels Desktop 

コマンドラインインターフェイス 
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基本的な構文 

prlsrvctl コマンドラインユーティリティは、Parallels Desktop 

で管理タスクを実行するために使用します。このタスクには、Parallels Desktop 

情報の取得、Parallels Desktop 

環境設定の変更、ライセンスのインストール、統計と問題報告の取得などがあります。 

構文 
prlsrvctl command [options] [-l,--login user[:passwd]@server] [-v, --verbose number] 

パラメータ 

 名前 説明 

command 実行するコマンドの名前。 

options コマンドのオプション。使用できるオプションについては、個々の

コマンドの説明を参照してください。 

-l, --login リモート Parallels Desktop 

への接続。このパラメータを指定しない場合、コマンドはローカル

マシンで実行されます。 

  user リモート Mac のユーザーの名前。 

  passwd ユーザーパスワード。このパスワードを指定しないと、入力するよ

うに求められます。 

  server リモート Mac の IP アドレスまたはホスト名。 

-v, --verbose number 詳細出力の表示。number 
に指定する数を大きくすると、より詳細な出力が生成されます。 

注釈 

ヘルプを表示するには、コマンドラインに prlsrvctl をパラメータを指定せずに入力します。 
 

prlsrvctl info 

ホストコンピュータと Parallels Desktop の構成情報を表示します。 

構文 
prlsrvctl info 

注釈 

info コマンドによって返される情報は次のとおりです。 
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• ホストマシンの名前。 

• Parallels Desktop のバージョン番号。 

• ホストオペレーティングシステムの種類とバージョン。 

• デフォルトの仮想マシンのディレクトリ名とパス。 

• Parallels Desktop のメモリ制限。 

• Parallels Desktop の最小許容可能セキュリティレベル。 

• Parallels Desktop ライセンスの情報。 

• ホストマシンのハードウェア構成情報。 

• その他の情報。 

リンク 

基本的な構文 (p. 74) 
 

prlsrvctl install-license 

Parallels Desktop ライセンスをホストコンピュータにインストールします。 

構文 
prlsrvctl install-license -k,--key key [-n,--name name] [-c,--company name] [--deferred] 

パラメータ 

名前 説明 

-k, --key key ライセンスキー。 

-n, --name name ライセンスユーザーの名前。 

-c,--company name ライセンス企業の名前。 

--deferred ライセンスは Parallels Desktop 

の次回の起動時にアクティベートされます。ライセンスがすでにアク

ティベートされている場合は、このオプションを使用する前にまずア

クティベート解除する必要があります。「prlsrvctl deactivate-

license」 (p. 76) を参照してください。 

リンク 

基本的な構文 (p. 74) 
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prlsrvctl deactivate-license 

Parallels Desktop ライセンスをアクティベート解除します。 

構文 
prlsrvctl deactivate-license 

リンク 

基本的な構文 (p. 74) 
 

prlsrvctl net 

prlsrvctl net コマンドは、仮想ネットワークの作成と構成に使用します。 

サブコマンド 

名前 説明 

net add 新しい仮想ネットワークを作成します。 

net set 既存の仮想ネットワークのパラメータを構成します。 

net del 既存の仮想ネットワークを削除します。 

net list 使用可能な仮想ネットワークを一覧表示します。 

 
 

net add 

prlsrvctl net add コマンドは、新しい仮想ネットワークの作成に使用します。 

構文 
prlsrvctl net add vnetwork_id [-i,--ifname if] [-m,--mac mac_address] 
                  [-t,--type bridged|host-only] 
                  [-d,--description description] 

パラメータ 

名前 説明 

vnetwork_id 新しい仮想ネットワークを識別するユーザー定義の名前。 

-i,--ifname if この仮想ネットワークのバインド先のホストにある物理ネット

ワークアダプタの名前。 
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-m,--mac mac_address この仮想ネットワークのバインド先のホストにある仮想ネット

ワークアダプタの Mac アドレス。 

-t,--type value 作成する仮想ネットワークのタイプ。指定可能な値： 

• bridged。このタイプの仮想ネットワークに接続

される仮想マシンは、ネットワークでは独立し

たコンピュータとして表示されます。 

• host_only 

(デフォルト)。このタイプの仮想ネットワーク

に接続される仮想マシンは、同じ仮想ネットワ

ークに接続されているホストと仮想マシンにの

みアクセスできます。 

-d,--description description 仮想ネットワークのユーザー定義の説明。 

--ip-scope-start IP_address 

--ip-scope-end IP_address 

DHCP プールの開始および終了 IP 

アドレスを設定します。作成するネットワークに接続する仮想

マシンは、この DHCP プールから自動的に IP 

アドレスを受け取ります。 

リンク 

基本的な構文 
 

net set 

prlsrvctl net set コマンドは、既存の仮想ネットワークの変更に使用します。 

構文 
prlsrvctl net set vnetwork_id [-i,--ifname if] [-m,--mac mac_address] 
                  [-t,--type bridged|host-only] 
                  [-d,--description description] 
                  [-n, --name new_name] 

パラメータ 

名前 説明 

vnetwork_id 変更する仮想ネットワークの名前。 

-i,--ifname if この仮想ネットワークのバインド先のホストにある物理ネット

ワークアダプタの名前。 

-m,--mac mac_address この仮想ネットワークのバインド先のホストにある仮想ネット

ワークアダプタの Mac アドレス。 
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-t,--type 作成する仮想ネットワークのタイプ。指定可能な値： 

• bridged。このタイプの仮想ネットワークに接続

される仮想マシンは、ネットワークでは独立し

たコンピュータとして表示されます。 

• host_only。このタイプの仮想ネットワークに接

続される仮想マシンは、同じ仮想ネットワーク

に接続されているホストと仮想マシンにのみア

クセスできます。 

-d,--description description 仮想ネットワークのユーザー定義の説明。 

-n, --name new_name 仮想ネットワークの新しい名前。仮想ネットワークの名前を変

更する場合は、このパラメータを使用します。 

リンク 

基本的な構文 
 

net del 

prlsrvctl net del コマンドは、既存の仮想ネットワークを削除するために使用されます。 

構文 
prlsrvctl net del vnetwork_id 

パラメータ 

名前 説明 

vnetwork_id 削除する仮想ネットワークの名前。 

リンク 

基本的な構文 
 

net list 

prlsrvctl net list コマンドは、既存の仮想ネットワークを一覧表示します。 
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構文 

prlsrvctl net list 

リンク 

基本的な構文 

 
 

prlsrvctl problem-report 

Parallels Desktop 問題報告を取得し、画面に表示します。 

構文 
prlsrvctl problem-report 

パラメータ 

このコマンドにはパラメータを指定しません。 

注釈 

このコマンドは Parallels Desktop についての技術データを収集し、画面に報告を表示します 

(出力はファイルにパイプすることもできます)。報告を分析のために Parallels 

テクニカルサポートに送信することもできます。 

リンク 

基本的な構文 (p. 74) 
 

prlsrvctl set 

Parallels Desktop の環境設定を設定します。 

構文 
prlsrvctl set [--mem-limit auto|size] 
              [-s,--min-security-level low|normal|high] 
              [-c,--cep on|off]  
              [--mng-settings allow|deny] 
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              [{--device device --assignment host|vm}] 
              [--default-encryption-plugin plugin-id] |  
                           [--reset-default-encryption-plugin] 
              [--allow-attach-screenshots on|off] 

パラメータ 

名前 説明 

--mem-limit Parallels Desktop 

の操作用に予約できるメモリサイズの上限を設定します

。以下のオプションを利用できます。 

• auto -- 

このオプションを使用した場合、メモリサ

イズは自動的に算出されます。 

• size -- ユーザー定義のメモリサイズ (MB 

単位)。 

-s,--min-security-level Parallels Desktop 

に接続するために使用できる、最小許容可能セキュリテ

ィレベル。以下のオプションを利用できます。 

• low -- プレーン TCP/IP (暗号化なし)。 

• normal -- 重要度がもっとも高いデータ 

(ログイン時のユーザー資格情報、ゲスト 

OS クリップボードなど) は、SSL over 

TCP/IP 

を使用して送受信されます。それ以外のデ

ータは、暗号化しないプレーン TCP/IP 

を使用して送受信されます。 

• high -- すべてのデータは SSL 

を使用して送受信されます。 
 

-c,--cep カスタマエクスペリエンスプログラムへの参加を有効ま

たは無効にします。以下のオプションを利用できます。 

• on -- 

カスタマエクスペリエンスプログラムへの

参加を有効にします。 

• off -- 

カスタマエクスペリエンスプログラムへの

参加を無効にします。 

--mng-settings 新規ユーザーに対して Parallels Desktop 

環境設定を変更する権限を付与または拒否できます。デ

フォルトでは、ホスト OS の管理者のみが Parallels 

Desktop 環境設定を変更できます。新しい Parallels 
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Desktop ユーザープロファイルの作成時に (Parallels 

Desktop 

へのユーザーの初回のログイン時に作成される)、ユーザ

ーはデフォルト設定に基づいてこの権限を付与または拒

否されます。このパラメータではデフォルト設定を指定

できます。このパラメータは、新しいユーザー 

(将来作成されるユーザー) 

にのみ影響を与えます。既存ユーザーのプロファイルは

変更されません。 

--device device --assignment 指定した VT-d 

デバイスの割り当てモードを設定します。以下のオプシ

ョンを利用できます。 

• host -- 

デバイスをホストに割り当てます。 

• vm -- 

デバイスを仮想マシンに割り当てます。 

--default-encryption-plugin  plugin-id デフォルトで使用する暗号化プラグインを指定します。

暗号化プラグインは、仮想マシンの暗号化に使用される

暗号化アルゴリズムを実装します。このオプションは、

デフォルトで使用されるプラグインの ID 

を指定するために使用します。 

--reset-default-encryption-plugin デフォルトの暗号化プラグインの割り当てをリセットし

て、組み込みのプラグインをデフォルトで使用するよう

に設定します。 

--allow-attach-screenshots スクリーンショットを問題報告に添付するかどうかを指

定します。 

• on -- スクリーンショットを添付します。 

• off -- 

スクリーンショットを添付しません。 

リンク 

基本的な構文 (p. 74) 
 

prlsrvctl shutdown 

Parallels Desktop を終了します。 

構文 
prlsrvctl shutdown [-f,--force] 
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パラメータ 

名前 説明 

-f, --force 終了操作を強制的に実行するかどうかを指定します。1 

つ以上の仮想マシンが実行中であり、クライアントが接続されている

か、いくつかのタスクが現在進行中である場合、終了を強制的に実行

すると、すべてのプロセスは自動的に停止し、Parallels Desktop 

は終了します。 

リンク 

基本的な構文 (p. 74) 
 

prlsrvctl statistics 

Parallels Desktop の統計を取得します。  

構文 
prlsrvctl statistics [-a, --all] [--loop] [--filter name] 

パラメータ 

名前 説明 

-a, --all このパラメータは現在使用されていません。 

--loop 定期ベースで統計を受け取るように登録します。このオプションを指

定してコマンドを実行すると、新しい一連の値が収集されるたびに、

統計がコンソールウィンドウに表示されます。登録を解除するには、

コンソールウィンドウで Enter キーを押すかまたは Ctrl + C 

を押します。 

--filter name このパラメータは現在使用されていません。 

リンク 

基本的な構文 (p. 74) 
 

prlsrvctl usb 

prlsrvctl usb コマンドは、USB 

デバイスを特定の仮想マシンに永久的に割り当てるために使用します。永久的に割り当てられ

た USB デバイスは、サーバの再起動時に仮想マシンに自動的に接続されます。 
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サブコマンド 

名前 説明 

usb list ホストに接続されている USB 

デバイスを、現在のユーザーの仮想マシン割り当てについての

情報と一緒に一覧表示します。 

usb set 指定した仮想マシンに USB デバイスを永久的に割り当てます。  

usb del 以前に作成した USB デバイスの割り当てを削除します。 

 
 

usb list 

ホストに接続されている USB デバイスを一覧表示します。  

構文 
prlsrvctl usb list 

オプション 

なし。 

戻り 

USB デバイスの一覧。表形式で、次の列を含みます。 

Name —  USB デバイスの名前。 

ID —  物理サーバで USB デバイスを一意に識別する文字列。この ID 

は、デバイスがサーバから切断されて再接続された場合でも変更されることはありません。デ

バイス ID が引用符に囲まれて一覧表示されている場合は、それが ID 

の一部であり、それを入力パラメータとして使用する他の呼び出しに含める必要があります。  

VM UUID —  この USB 

デバイスが永久的に割り当てられている仮想マシンの、ユニバーサルに一意な ID。USB 

デバイスがどの仮想マシンにも割り当てられていない場合、この列は空になります。 
 

usb set 

指定した仮想マシンに USB デバイスを永久的に割り当てます。永久的に割り当てられた USB 

デバイスは、サーバの再起動時に仮想マシンに自動的に接続されます。USB 

デバイスの割り当ては、現在のユーザーに対してのみ実行されます。他のユーザーは、独自の 

USB デバイスの割り当てを作成できます。 
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構文 
prlsrvctl usb set <usb_dev_ID> <vm_ID|vm_name> 

オプション 

名前 説明 

<usb_dev_ID> USB デバイスの ID。 

<vm_ID|vm_name> USB 

デバイスを割り当てる仮想マシンの、ユニバーサルに一意の 

ID または名前。  

 
 

usb del 

USB デバイスの割り当てを削除します。USB 

デバイスの割り当てはユーザーレベルで実行されるので、割り当てを削除しても、削除される

のは現在のユーザーについてのみです。他のユーザーが USB 

デバイスを独自に割り当てていれば、それらは影響を受けません。 

構文 
prlsrvctl usb del <usb_dev_ID> 

オプション 

名前 説明 

<usb_dev_ID> USB デバイスの ID。 

 
 

prlsrvctl user list 

Parallels Desktop ユーザーの一覧を表示します。 

構文 
prlsrvctl user list [-o,--output name[,name...]] 

パラメータ 

名前 説明 

-o,--output name 出力に含めるフィールドの名前。以下のフィールドを利用できます。 
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• name -- ユーザー名。 

• mng_settings -- ユーザーが Parallels Desktop 

環境設定の変更を許可されているかどうかを表示しま

す。  

• def_vm_home -- 

ユーザーの、デフォルトの仮想マシンのフォルダ。  
これらのフィールドは、小文字を使用して指定する必要があります。 

関連参照 

prlsrvctl user set 

リンク 

基本的な構文 (p. 74) 
 

仮想マシンの管理：prlctl ユーティリティ 
本章では、prlctl コマンドラインユーティリティについて説明します。 
 

基本的な構文 

prlctl 

ユーティリティは、仮想マシンで管理タスクを実行するために使用します。このユーティリテ

ィは、仮想マシンの作成と管理から、統計の取得、問題報告の生成までの幅広いタスクをサポ

ートします。  

構文 
prlctl command ID|name [options] [-v, --verbose number] 

パラメータ 

 名前 説明 

command 実行するコマンドの名前 

(コマンドの完全な一覧については、以下の表を参照してください

)。 

ID 操作を実行する仮想マシンの 

ID。利用可能な仮想マシンの一覧を取得するには、prlctl list 

コマンド (p. 96) を使用します。 
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name 操作を実行する仮想マシンの名前。利用可能な仮想マシンの一覧

を取得するには、prlctl list コマンド (p. 96) を使用します。 

options コマンドのオプション。使用できるオプションについては、個々

のコマンドの説明を参照してください。 

-v, --verbose number 詳細出力の表示。number 
に指定する数を大きくすると、より詳細な出力が生成されます。 

注釈 

ヘルプを表示するには、prlctl をパラメータを指定せずに入力します。 
 

prlctl capture 

仮想マシンのデスクトップの画面をキャプチャーし、それをクライアントマシン上のファイル

に保存します。データはポータブルネットワークグラフィックス (PNG) 形式で保存されます。 

構文 
prlctl capture ID|name --file name 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

name 仮想マシンの名前。 

--file name イメージを保存するファイルの名前とパス。ファイル名にはファイル拡

張子 (.png) 

を含める必要があります。そうしないとファイルは拡張子なしで保存さ

れます。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl change-passwd 

指定した仮想マシンの暗号化パスワードを変更します。 

構文 
prlctl change-passwd ID|name  
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パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

name 仮想マシンの名前。 

注釈 

このコマンドは、仮想マシンの暗号化に使用されたパスワードを変更するために使用できます

。ユーザーには現在のパスワードと新しいパスワードを入力することが求められます。 

このコマンドが機能するには、仮想マシンが現在暗号化されている必要があります。暗号化さ

れていない仮想マシンを暗号化する場合は、encrypt コマンド (p. 94) を使用します。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl convert 

このコマンドは、サードパーティの仮想マシンとディスクを Parallels 

の仮想マシンとディスクに変換するために使用します。次のサードパーティの仮想マシンとデ

ィスクがサポートされています。 

• Microsoft Hyper-V 

• Microsoft Virtual PC 

• Virtual Box 

• VMware 

構文 
prlctl convert <path> [--dst <path>] [--force] 

オプション 

名前 説明 

<path> ローカルサーバ上のサードパーティ仮想マシンの構成ファイルのフルパス。 

--dst=<path> 変換された仮想マシンとその構成ファイルの宛先ディレクトリを設定します。

指定しない場合、デフォルトのディレクトリ (/var/parallels) 

が使用されます。 

--force サードパーティ仮想マシンを、そのゲスト OS 
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を識別できない場合でも変換します。 

 
 

prlctl clone 

指定した仮想マシンの正確なコピーを作成します。 

構文 
prlctl clone ID|name --name new_name [--template] [--dst path] [--changesid] 
               [--linked] [--detach-external-hdd yes|no] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 複製する仮想マシンの ID。 

name 複製する仮想マシンの名前。 

--name new_name 新しい仮想マシンに割り当てる名前。 

--template 実際の仮想マシンではなく仮想マシンテンプレートを作成し

ます。テンプレートは、新しい仮想マシンを作成するための

基礎として使用されます。  

--dst path 新しい仮想マシンディレクトリの名前とパス。このパラメー

タを指定しない場合、新しい仮想マシンはデフォルトのディ

レクトリに作成されます。 

--changesid Windows ベースの仮想マシン用の新しい Windows 

セキュリティ ID (SID) 

を生成します。このパラメータが機能するには、Parallels 

Tools 

が仮想マシンにインストールされている必要があります。 

--linked リンクされた仮想マシンを作成します。 

--detach-external-hdd yes|no no 

に設定した場合、ソース仮想マシンの外部にあるハードディ

スクは、作成された複製の構成からは削除されません。パラ

メータを yes 

に設定した場合、外部のハードディスクは構成から削除され

ます。 

注意：外部のハードディスクは、複製された仮想

マシンにコピーされません。 

リンク 

基本的な構文 
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prlctl create 

新しい仮想マシンを作成します。仮想マシンは、最初から作成するか、仮想マシンテンプレー

トから作成できます。最初から作成する場合は、ターゲットオペレーティングシステムの種類

やバージョンを指定する必要があります。仮想マシンをテンプレートから作成するには、テン

プレート名をコマンドに渡す必要があります。 

構文 
prlctl create name {--ostype name|--distribution {name|list}} [--location path] 
prlctl create name --ostemplate name [--location path] 

パラメータ 

名前 説明 

name ユーザー定義の新しい仮想マシンの名前。名前がスペースで区切

られた複数の語で構成されている場合は、引用符で囲む必要があ

ります。 

-o, --ostype name 仮想マシンにインストールされるオペレーティングシステムファ

ミリーの名前。以下のいずれかを選択します。 

• windows 

• linux 

• macos 

• feebsd 

• os2 

• msdos 

• netware 

• solaris 

• other 

(インストールを予定しているオペレーティングシステ

ムが上の一覧にない場合は、このオプションを指定しま

す)。 
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-d, --distribution name|list 仮想マシンにインストールを予定しているオペレーティングシス

テムのバージョン。  

既知のオペレーティングシステムの一覧を表示するには、OS 

名の代わりに値 list を入力します。  

または以下のいずれかの値を入力します 

(ファミリー別にグループ化しています)。 

Windows 

• win-311 

• win-95 

• win-98 

• win-me 

• win-nt 

• win-2000 

• win-xp 

• win-2003 

• win-vista 

• win-2008 

• win-7 

• win (このオプションは、使用している Windows OS 

のバージョンが上のリストにない場合に指定します。) 

Linux 

• rhel 

• rhel3 

• suse 

• debian 

• fedora-core (Fedora Core 5 を除くすべての Fedora 

Core 

ディストリビューションには、このオプションを指定し

ます)。 

• fc-5 

• ubuntu 

• mandriva 

• centos 

• redhat 

• opensuse 

Mac OS 

• macos-10.4 

• macos-10.5 

• snowleopard 
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--ostemplate name 新しい仮想マシンの作成元にする仮想マシンテンプレートの名前

。利用可能なテンプレートの一覧を取得するには、prlctl list -

-template コマンドを使用します。 

--location path 新しい仮想マシンファイルを格納するディレクトリの名前とパス

。このパラメータを指定しない場合、ファイルはデフォルトの仮

想マシンのディレクトリ内に作成されます。 

注釈 

仮想マシンを最初から作成する場合は、オペレーティングシステムのファミリーやバージョン

を指定できます。オペレーティングシステムのバージョンを --distribution 

パラメータを使用して指定した場合、仮想マシンはそのオペレーティングシステム用に構成さ

れます。オペレーティングシステムのファミリーを --ostype 

パラメータを使用して指定した場合、仮想マシンはその OS 

ファミリーのデフォルトバージョン用に構成されます。デフォルトバージョンは Parallels 

社内で決定され、Parallels Management Console などの他の Parallels 

管理ツールとの同期が維持されます。Parallels 

インストール環境で使用されるデフォルトバージョンを検出するための最良の方法は、サンプ

ルの仮想マシンを作成することです。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl debug-dump 

仮想マシンのダンプを ELF 

フォーマットで作成し、ファイルに保存します。作成されたダンプファイルは Linux の crash 

ユーティリティまたは GDB デバッガ (制限あり) で開くことができます。ダンプファイルを 

Windows や OS X フォーマットに変換するには、付属の prlcore2dmp ユーティリティ (p. 92) 
を使用します。 

構文 
prlctl debug-dump ID|NAME [--name dump_file_name] [--path output_directory_path] 
 

パラメータ 

名前 説明 

ID|NAME ソース仮想マシンの ID または名前。 

--name 出力先ダンプファイルの名前。指定しない場合、ファイル名

は guest_<date>_<time>.dmp になります 
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--path 出力先のディレクトリ。指定しない場合、ダンプファイルは

仮想マシンが入っているディレクトリに作成されます。 

注釈 

ダンプを作成するには、仮想マシンが実行中または一時停止中である必要があります。このコ

マンドでは、サスペンドされている仮想マシンはサポートされません。 

正しく出力された場合は 0 (ゼロ) が返され、失敗した場合は 0 以外の値が返されます。 

例 

次のコマンドでは、guest_2015-08-10-215443.dmp 

ダンプファイルが仮想マシンディレクトリに作成されます。仮想マシンを ID 

で指定しています。 
prlctl debug-dump {a885d908-4938-4d84-91bd-6eac81174cc1} 

次のコマンドでは /tmp/crash_D1.dmp 

ファイルが作成されます。仮想マシンを名前で指定しています。 
prlctl debug-dump "Win_8" --name crash_D1.dmp --path /tmp 

リンク 

prlcore2dmp (p. 92) 

基本的な構文 
 

prlcore2dmp 

prlcore2dmp ユーティリティを使用すると、prlctl debug-dump (p. 91) コマンドで作成した 

ELF ダンプファイルを Windows または OS X フォーマットに変換できます。作成された 

Windows 互換ファイルは WinDbg デバッガで開くことができます。作成された OS X 

互換ファイルは LLDB デバッガで開くことができます。 

構文 
prlcore2dmp core_file_path [--name output_file_name] [--path output_directory] [--windbg] [--macho] [--
cpu] 

パラメータ 

名前 説明 

core_file_path ソースダンプファイルへのパス。 

--name 出力先ファイルの名前。指定しない場合、名前は 
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memory.dmp となります。 

--path  出力先のディレクトリ。指定しない場合、ソースディレクト

リにファイルが作成されます。 

--windbg  WinDbg (Windows) 用に変換します。 

--macho  LLDB (OS X Mach-O フォーマット) 用に変換します。  

--cpu 仮想アドレスから物理アドレスへの変換に使用する CPU 

の数。このオプションは、--macho 

オプションでのみ使用できます。 

注釈 

正しく出力された場合は 0 (ゼロ) が返され、失敗した場合は 0 以外の値が返されます。 

例 

次のコマンドでは、WinDbg で開くことができる /tmp/memory.dmp ファイルが作成されます。 
prlcore2dmp /tmp/crash_D1.dmp --windbg 

次のコマンドでは、LLDB で開くことができる ~/Documents/core_dump.dmp 

ファイルが作成されます。 
prlcore2dmp /tmp/crash_D1.dmp --macho --cpu 1 --name core_dump.dmp --path ~/Documents 

リンク 

基本的な構文 

 
 

prlctl delete 

仮想マシンを <ホストコンピュータ> から削除します。このコマンドは、仮想マシンを 

Parallels Service 

レジストリから削除し、そのすべてのファイルをホストから完全に削除します。この操作は実

行すると元に戻すことはできません。 

構文 
prlctl delete ID|name 

パラメータ 

名前 説明 

ID 削除する仮想マシンの ID。 
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name 削除する仮想マシンの名前。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl encrypt, decrypt 

仮想マシンを暗号化および暗号化解除します。 

構文 
prlctl encrypt ID|name [--dry-run]  
prlctl decrypt ID|name [--dry-run] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 暗号化または暗号化解除する仮想マシンの ID。 

name 暗号化または暗号化解除する仮想マシンの名前。 

--dry-run 暗号化または暗号化解除操作のシミュレーションを実行します。この

オプションを使用して、操作が実行可能であり、ホストコンピュータ

ーまたは仮想マシンに操作を無効にする可能性がある既存の制限がな

いことを確認します。たとえば、ホストコンピュータに十分なスペー

スがない場合、シミュレーションの実行によりそのことを把握して、

実際の操作を行う前に問題を修正できます。 

注釈 

encrypt 

コマンドは、指定した仮想マシンとそのすべてのデータを暗号化します。このコマンドをコマ

ンドラインから実行すると、ユーザーには暗号化パスワードを入力することが求められます。 

decrypt 

コマンドは、指定した仮想マシンを暗号化解除します。ユーザーは、仮想マシンを暗号化する

ときに選択したパスワードを入力する必要があります。  

暗号化された仮想マシンの暗号化パスワードは、change-passwd コマンド (p. 86) 
を使用して変更できます。 

リンク 

基本的な構文 
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prlctl enter 

仮想マシンへのコマンドプロンプトチャネルを作成します。このコマンドを使用して、コマン

ドプロンプトチャネルを作成し、コマンドを仮想マシンで実行できます。このユーティリティ

を使用するには、Parallels Tools が仮想マシンにインストールされている必要があります。 

構文 
prlctl enter exec vm_id|vm_name 

パラメータ 

名前 説明 

vm_id|vm_name 仮想マシンの UUID または名前。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl exec 

仮想マシン内でコマンドを実行します。このユーティリティを使用するには、Parallels Tools 

が仮想マシンにインストールされている必要があります。Linux ゲストでのコマンドは、bash 

-c で呼び出します。 

構文 
prlctl exec vm_id|vm_name command 

パラメータ 

名前 説明 

vm_id|vm_name 仮想マシンの UUID または名前。 

command 実行するコマンド。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl installtools 

指定した仮想マシンに Parallels Tools をインストールします。 
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構文 
prlctl installtools ID|name  

パラメータ 

名前 説明 

ID ターゲット仮想マシンの ID。  

name ターゲット仮想マシンの名前。 

注記 

このコマンドを使用するには、ターゲットの仮想マシンが実行している必要があります。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl list 

ホストコンピュータの仮想マシンの一覧を取得します。このコマンドでは、特定の仮想マシン

またはすべての仮想マシンについて、その 

ID、名前、およびステータスのみが記載された要約一覧を取得するか、詳細情報を取得するこ

とができます。 

構文 
prlctl list [--all] [--template] [--no-header] 
            [-o, --output name[,name...]][-s, --sort name|-name] 
   
prlctl list --info [ID|name] 

パラメータ 

名前 説明 

-a, --all すべての、または実行中、停止、サスペンド、一時停止の状態の仮想マ

シンの一覧を表示します。このパラメータと残りのパラメータを指定し

ない場合は、実行中の仮想マシンのみが表示されます。 

-t, --template 使用可能な仮想マシンテンプレートを一覧表示します。実際の仮想マシ

ンは出力に含まれません。 

--no-header 列ヘッダーを表示しないようにします。 
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-o, --output name 以下のフィールドのいずれか 1 つ (または任意の組み合わせ) 

を表示します。 

• uuid -- 仮想マシンの ID。 

• name -- 仮想マシンの名前。 

• status -- 仮想マシンのステータス (実行中、停止など)。 

上記のフィールドは、コンマ区切りを使用して単一のコマンドに組み込

むことができます (例：uuid, 

name)。除外されたフィールドは表示されません。フィールド名は小文字

で入力する必要があります。 

-s, --sort name 指定したパラメータで仮想マシンの一覧を昇順にソートします。 

-i, --info 仮想マシンについての詳細情報を表示します。 

ID 詳細情報を表示する仮想マシンの 

ID。指定しない場合、すべての登録済み仮想マシンの情報が表示されま

す。 

name 詳細情報を表示する仮想マシンの名前。指定しない場合、すべての登録

済み仮想マシンの情報が表示されます。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl pause, suspend, resume 

仮想マシンを一時停止、サスペンド、またはレジュームします。 

構文 
prlctl pause ID|name 
prlctl suspend ID|name 
prlctl resume ID|name 

パラメータ 

名前 説明 

ID 一時停止、サスペンド、またはレジュームする仮想マシンの ID。 

name 一時停止、サスペンド、またはレジュームする仮想マシンの名前。 

注釈 

pause コマンドは、仮想マシンを一時停止します。仮想マシンの操作を続行するには、prlctl 

start コマンド (p. 118) を使用します。 
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suspend 

コマンドは、仮想マシンの操作をサスペンドします。実行している仮想マシンがサスペンドす

ると、仮想マシンのプロセスの状態がホストのファイルに保存されます。その後、仮想マシン

は停止します。仮想マシンをレジュームするには、resume コマンドを使用します。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl problem-report 

指定した仮想マシンの問題報告を取得し、画面に表示します。 

構文 
prlctl problem-report ID|name <-d,--dump|-s,--send [--proxy [user[:password]@proxyhost[:port]]] [--no-
proxy]> 

パラメータ 

名前 説明 

ID 問題報告の取得対象とする仮想マシンの ID。  

name 問題報告の取得対象とする仮想マシンの名前。名前が複数の語

で構成されている場合は、引用符で囲む必要があります。 

-d, --dump 仮想マシンについての技術データを収集し、画面に表示します

。出力をファイルにパイプし、問題を分析するためにそのファ

イルを Parallels 

テクニカルサポートに送信することもできます。 

-s, --send 生成された問題報告を Parallels 

テクニカルサポートに送信します。 

--proxy 

user:password@proxyhost:port 
指定した情報を使って、生成された報告をプロキシサーバを経

由して送信します 

(プロキシサーバをインターネットへの接続に使用している場

合)。 

--no-proxy 生成された報告の送信にプロキシサーバを使用しません。これ

はデフォルトの挙動であるため、このパラメータは指定しなく

ても構いません。 

リンク 

基本的な構文 
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prlctl register, unregister 

register コマンドは、仮想マシンを Parallels Service に登録するために使用します。  

unregister コマンドは、仮想マシンを Parallels Service レジストリから削除します。 

構文 
prlctl register path 
prlctl unregister ID|name 

パラメータ 

名前 説明 

path 仮想マシンのディレクトリへの絶対パス。 

ID|name Parallels Service レジストリから削除する仮想マシンの ID 

または名前。 

注釈 

register コマンドは、Parallels Service 

に登録済みの仮想マシンの一覧に表示されていない仮想マシンがホストにある場合に使用しま

す。これは以前にレジストリから削除された仮想マシンであるか、または別のロケーションか

ら手動でコピーされた仮想マシンである可能性があります。 

unregister コマンドは、仮想マシンを Parallels Service 

レジストリから削除しますが、仮想マシンのファイルをホストから削除することはしません。

そのようなマシンは、後から register コマンドを使って Parallels Service 

に再登録できます。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl server 

Parallels Desktop がインストールされているホストコンピュータと Parallels 

製品についての情報を取得します。Parallels Desktop を終了することもできます。 

構文 
prlctl server shutdown|info 
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パラメータ 

名前 説明 

info Parallels Desktop 情報を表示します。 

shutdown Parallels Desktop を終了します。1 

つ以上の仮想マシンが実行中であり、クライアントが接続されているか、い

くつかのタスクが現在進行中である場合、終了操作は中止されます。 

関連参照 

prlsrvctl info (p. 74) 

prlsrvctl shutdown (p. 81) 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl set 

prlctl set 

コマンドは、仮想マシンの構成を変更し、仮想マシンのデバイスと共有フォルダを管理するた

めに使用します。続くサブセクションでは、これらのタスクを実行するためのコマンドの使用

方法についての技術情報を記載しています。 
 

仮想マシン構成を変更する 

prlctl set コマンドは、仮想 CPU の可用性、RAM 

とビデオメモリのサイズ、起動と終了のオプションなどを含む、仮想マシン構成パラメータの

変更に使用できます。 

構文 
prlctl set ID|name [--cpus number] [--memsize number] 
           [--videosize number] [--description description] 
           [--autostart on|off|auto] [--autostart-delay number] 
           [--autostop stop|suspend] 
           [--start-as-user administrator|owner|user:passwd] 
           [--tools-autoupdate on|off] 
           [--userpasswd os_user:new_pass] 
           [--asset-id tag] 
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パラメータ 

名前 説明 

ID ターゲット仮想マシンの ID。 

name ターゲット仮想マシンの名前。 

--cpus number 仮想マシンの仮想 CPU の数。ホストに複数の 

CPU 

がある場合、このオプションにより仮想マシン

で使用できる仮想 CPU の数を設定できます。 

--memsize number 仮想マシンで使用できるメモリ (RAM) の量 

(MB 単位)。 

--videosize number 仮想マシンのグラフィックカードで使用できる

ビデオメモリの量。 

--description VM_description 仮想マシンについての簡潔な説明。 

--autostart on|off|auto 仮想マシンの起動オプションを次のように定義

します。 

• on -- 仮想マシンは Parallels 

Service の起動時に自動起動します。 

• off -- 

自動起動はオフです。これが仮想マシ

ンのデフォルトの起動モードです。 

• auto -- Parallels Service 

の終了前に、仮想マシンの状態をレジ

ュームします。 

このオプションを on または auto 

に設定する場合は、さらに --start-as-user 

オプションを指定する必要があります 

(後述の説明を参照)。 

--autostart-delay number 仮想マシンの自動起動時の待機時間を設定しま

す。 

--autostop stop|suspend 指定した仮想マシンの自動終了モードを次のよ

うに設定します。 

• stop -- 仮想マシンは Parallels 

Service を終了すると停止します。 

• suspend -- 仮想マシンは Parallels 

Service 

を終了するとサスペンドします。 
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--start-as-user administrator|owner|user:passwd 仮想マシンの自動起動に使用するアカウントを

次のように指定します。 

• administrator -- 

ホストオペレーティングシステムの管

理者として仮想マシンを起動します。 

• owner -- 

仮想マシンのオーナーとして仮想マシ

ンを起動します。 

• user:passwd -- 
指定されたユーザーとして仮想マシン

を起動します。 

--tools-autoupdate on|off ゲストオペレーティングシステムでの 

Parallels Tools 

の自動アップデートをオンまたはオフにします

。このオプションを on 

に設定すると、Parallels Desktop 

のアップデートが入手可能になるたびに、Para

llels Tools 

のアップデートが自動的に実行されます。この

オプションを off に設定すると、Parallels 

Tools 

の自動アップデートは実行されず、都合の良い

ときに手動でアップデートを実行できます。 

--userpasswd os_user:new_pass 仮想マシンで実行するゲスト OS 

の、指定したユーザーのパスワードをリセット

します。パラメータは次のとおりです。 

os_user -- ゲスト OS ユーザーの名前。 

new_pass -- 新規パスワード。 

--asset-id ID 仮想マシンの BIOS に資産 ID 

(資産タグとも呼ばれる) を設定します。資産 

ID 

は、コンピュータの識別とインベントリを目的

として使用されます。 

リンク 

基本的な構文 
 

仮想デバイスを管理する 

仮想マシンに仮想デバイスを追加したり、既存の仮想マシンを修正、削除したりします。 

基本的な構文 
prlctl set ID|VM_name --device-add dev_type options 
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prlctl set ID|VM_name --device-set name options 
prlctl set ID|VM_name --device-del name 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

VM_name 仮想マシンの名前。 

--device-add dev_type options 指定した仮想マシンに仮想デバイスを追加します

。  

dev_type パラメータは、仮想デバイスの種類 

(hdd、cdrom、fdd、net など) を指定します。  

options 
パラメータは、デバイスの種類に固有のオプショ

ンを指定します。 

--device-set name options 指定した仮想マシンの既存の仮想デバイスの構成

を変更します。  

name 
パラメータは、仮想デバイスの名前を指定します

。  

options 
パラメータは、デバイスの種類に固有のオプショ

ンを指定します。 

--device-del name 仮想マシンから仮想デバイスを削除します。name 
パラメータは、削除する仮想デバイスの名前を指

定します。 

注釈 

デバイス関連のすべてのパラメータは、以下のカテゴリにさらに分類できます。 

• ハードディスクドライブ (p. 104) 

• 光学ディスクドライブ (p. 106) 

• ネットワークカード (p. 109) 

• フロッピーディスクドライブ (p. 108) 

• USB デバイス (p. 113) 

• シリアルポート (p. 111) 

• パラレルポート (p. 112) 

• サウンドカード (p. 113) 

パラメータの各グループは、続くいくつかのサブセクションで詳細に説明されています。 
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注記 

仮想マシンデバイスでのすべての操作 (デバイスの追加、変更、削除) 

は、停止している仮想マシンで実行する必要があります。実行中の仮想マシンでそれらの操作

のいずれかを実行しようとしても、エラーになります。 
 

ハードディスクドライブの管理パラメータ 

このグループのパラメータは、仮想マシンで仮想ハードディスクを追加および構成するために

使用します。 

構文 
prlctl set ID|VM_name --device-add hdd [--image name] 
           [--type expand|plain][--size number][--split] 
           [--iface ide|scsi][--position number] 
           [--enable|--disable] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-add hdd --device name 
           [--iface ide|scsi][--position number] 
           [--enable|--disable] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-set hddN [--image name] 
           [--type expand|plain][--size number][--split] 
           [--iface ide|scsi][--position number] 
           [--enable|--disable] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-set hddN --device name 
           [--iface ide|scsi][--position number] 
           [--enable|--disable] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

VM_name 仮想マシンの名前。 

--device-add 仮想ハードディスクドライブを仮想マシンに追加します。  

仮想マシンには、最大で 4 つの IDE デバイスと 7 つの SCSI 

デバイスを接続できます。これにはハードディスクと光学ディスクド

ライブが含まれます。 

--device-set 既存の仮想ハードディスクのパラメータを変更します。 

hdd 仮想マシンに追加する仮想デバイスの種類 

(この場合は仮想ハードディスク) を指定します。 

hddN  変更する仮想ハードディスクの名前。仮想ハードディスクは、hddN 
という形式で名前を付けます。ここで N は、0 
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から開始されるドライブインデックス番号です 

(たとえば、hdd0、hdd1 

などとします)。ディスク名の一覧を取得するには、prlctl list 

コマンドに --info オプションを指定して実行します。 

--image name このオプションは、イメージファイルを使用して仮想ハ

ードディスクを作成するために使用します。新しいイメ

ージファイルを作成することも、既存のイメージを使用

することもできます。 

• 既存のイメージファイルを使用するには、name 
パラメータを使用してその名前とパスを指定します。 

• 新しいイメージファイルを作成するには、--image 

パラメータを指定しません。新しいイメージファイル

が仮想マシンのディレクトリ内に作成され、harddisk

N.hdd 形式で自動的に名前が付けられます。ここで N 
はディスクインデックス番号です 

(たとえば、harddisk0.hdd、harddisk1.hdd 

などとなります)。 

--device name このオプションは、Boot Camp 

パーティションに基づいて仮想ハードディスクを作成するために使用

されます (Mac ホスト)。name パラメータには、Boot Camp 

パーティション名を含める必要があります。 

--type expand|plain 仮想ディスクドライブに基づくイメージファイルの場合は、次のディ

スクタイプを指定します。 

• expand -- 

容量可変ディスク。イメージファイルのサイズは最初は小

さく、データの追加に応じて大きくなります。これは、デ

フォルトの仮想ディスクタイプです。 

• plain -- 

容量固定ディスク。イメージファイルは、作成時点からサ

イズが固定されています 

(つまり、ドライブにスペースが十分割り当てられます)。

容量固定ディスクでは、容量可変ディスクよりも実行速度

が速くなります。 

--size number 仮想ハードディスクのサイズ (MB 単位)。デフォルトのサイズは 

32,000 MB です。 

--split ハードディスクイメージファイルを 2 GB 

単位で分割します。仮想ディスクが、2 GB 

よりも大きいファイルをサポートできないファイルシステム 

(たとえば FAT16) 

に格納されている場合は、仮想ディスクを分割する必要があります。 

--iface ide|scsi インターフェイスタイプ： 

• ide -- IDE ドライブ。 
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• scsi -- SCSI ドライブ (デフォルト)。 

--position number 仮想ディスクに使用する SCSI デバイスまたは IDE デバイスの 

ID。割り当て可能な ID の範囲は、以下のとおりです。 

• IDE デバイスの場合：0:0、0:1、1:0、1:1 

• SCSI 

デバイスの場合：0:0、1:0、2:0、3:0、4:0、5:0、6:0 

ID の指定には、以下のいずれかの形式を使用できます。ID:bus、ID-
bus、ID。たとえば、3:0 (または 3-0 あるいは 3) を SCSI 

ドライブの number に指定すると、ゲスト OS 

にはそのドライブが、ID は 3、SCSI バス は 0 

であると認識されます。 

--enable 指定した仮想ディスクドライブを有効にします。新しく追加したすべ

てのディスクドライブは、デフォルトで有効になります (ただし --

disable オプションが指定されていないことが条件です)。 

--disable 指定した仮想ディスクドライブを無効にします。ディスクドライブ自

体は、仮想マシンの構成から削除されません。 

リンク 

基本的な構文、仮想デバイスの管理 (p. 102) 
 

光学ディスクドライブの管理パラメータ 

このグループのパラメータは、DVD ドライブや CD 

ドライブなどの仮想光学ディスクドライブを追加および構成するために使用します。 

構文 
prlctl set ID|VM_name --device-add cdrom --image image_name 
           [--iface ide|scsi] [--position number] 
           [--enable|--disable] [--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-add cdrom --device device_name 
           [--iface ide|scsi] [--position number] 
           [--enable|--disable] [--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-set cdromN 
           {--device name|--image name} [--iface ide|scsi] 
           [--position number][--enable|--disable] 
           [--connect|--disconnect] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 
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name 仮想マシンの名前。 

--device-add DVD/CD 

ドライブを仮想マシンに追加します。仮想マシンには、最大で 4 

つの IDE デバイスと 7 つの SCSI 

デバイスを接続できます。これには仮想ハードディスク、DVD 

ドライブ、CD ドライブが含まれます。 

--device-set 既存の仮想光学ディスクのパラメータを変更します。 

cdrom 仮想ディスクの種類 (この場合は CD ドライブまたは DVD ドライブ) 

を指定します。 

cdromN 変更する DVD ドライブまたは CD ドライブの名前。接尾辞 N 
は、ドライブインデックス番号を示します。利用可能なドライブの一

覧を取得するには、prlctl list コマンドに --info 

オプションを指定して実行します。 

--device name 仮想マシンに接続する物理光学ディスクドライブの名前。 

--image name 仮想マシンにマウントする既存のディスクイメージファイルの名前。

現在のところ、以下の形式のイメージファイルがサポートされていま

す。.iso、.cue、.ccd、.dmg。イメージは圧縮や暗号化をしないでく

ださい。 

--iface ide|scsi インターフェイスタイプ： 

• ide -- IDE ディスク。 

• scsi -- SCSI ディスク (デフォルト)。 

--position number DVD ドライブまたは CD ドライブに使用する SCSI デバイスまたは 

IDE デバイスの ID。割り当て可能な ID 

の範囲は、以下のとおりです。 

• IDE デバイスの場合：0:0、0:1、1:0、1:1 

• SCSI 

デバイスの場合：0:0、1:0、2:0、3:0、4:0、5:0、6:0 

ID の指定には、以下のいずれかの形式を使用できます。ID:bus、ID-
bus、ID。たとえば、3:0 (または 3-0 あるいは 3) を SCSI 

ドライブの number に指定すると、ゲスト OS 

にはそのドライブが、ID は 3、SCSI バス は 0 

であると認識されます。 

--enable 指定した DVD ドライブまたは CD 

ドライブを有効にします。新しく追加したすべてのドライブは、デフ

ォルトで有効になります (ただし --disable 

オプションが指定されていないことが条件です)。 

--disable 指定した光学ディスクドライブを無効にします。ディスクドライブ自

体は、仮想マシンの構成から削除されません。 

--connect 仮想マシンの起動プロセス中に、指定した光学ディスクドライブを自

動的に接続します。 

--disconnect 仮想マシンの起動プロセス中に、指定した光学ディスクドライブを自

動的に接続しません。 
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リンク 

基本的な構文、仮想デバイスの管理 (p. 102) 
 

フロッピーディスクドライブの管理パラメータ 

このグループのパラメータは、フロッピーディスクドライブを仮想マシンに追加したり、既存

の仮想フロッピーディスクドライブを変更したりするために使用されます。 

構文 
prlctl set ID|VM_name --device-add fdd [--device name] 
           [--enable|--disable][--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-set fdd [--device name] 
           [--enable|--disable][--connect|--disconnect] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

VM_name 仮想マシンの名前。 

 

fdd 

追加または変更する仮想デバイスの種類 

(この場合はフロッピーディスクドライブ) を指定します。 

--device-add 新しいフロッピーディスクドライブを仮想マシンに追加します。仮想マ

シンに接続できるフロッピーディスクドライブは 1 つのみです。 

--device-set 既存の仮想フロッピーディスクドライブのパラメータを変更します。 

--device name 仮想マシンに接続する物理フロッピーディスクドライブの名前。このパ

ラメータを指定しない場合、フロッピーディスクドライブをエミュレー

トするフロッピードライブイメージが作成されます。 

--enable 指定したフロッピーディスクドライブを有効にします。新しく追加した

すべてのフロッピードライブは、デフォルトで有効になります 

(ただしドライブの作成時に --disable 

オプションが指定されていないことが条件です)。 

--disable 指定したフロッピーディスクドライブを無効にします。ドライブ自体は

、仮想マシンの構成から削除されません。 

--connect 仮想マシンの起動プロセス中に、指定したフロッピーディスクドライブ

を自動的に接続します。 

--disconnect 仮想マシンの起動プロセス中に、指定したフロッピーディスクドライブ

を仮想マシンに自動的に接続したくない場合は、このオプションを使用

します。 

--image path 仮想マシンにマウントする既存のフロッピーディスクイメージファイル

の名前 (通常は floppy.fdd) とパス。 
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リンク 

基本的な構文、仮想デバイスの管理 (p. 102) 
 

ネットワークアダプタの管理パラメータ 

このグループのパラメータは、仮想マシンで仮想ネットワークアダプタを管理するために使用

します。 

構文 
prlctl set ID|VM_name --device-add net --type shared 
           [--mac addr][--enable|--disable][--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-add net --type host --net_id network_id 
           [--mac addr][--enable|--disable][--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-add net --type bridged --iface name 
           [--mac addr][--enable|--disable] [--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-set netN --type shared 
           [--mac addr][--enable|--disable][--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-set netN --type host --net_id network_id 
           [--mac addr][--enable|--disable][--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-set netN --type bridged 
           --iface name [--mac addr|auto][--enable|--disable] 
           [--connect|--disconnect] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

VM_name 仮想マシンの名前。 

--device-add 新しい仮想ネットワークアダプタを仮想マシンに追加します。 

--device-set 既存の仮想ネットワークアダプタを構成するために使用します。 

net 追加する仮想デバイスの種類 (この場合は仮想ネットワークアダプタ) 

を指定します。 

netN 変更する仮想ネットワークアダプタの名前。利用可能なアダプタの一覧

を取得するには、prlctl list コマンドに --info 

オプションを指定して実行します。 

--type 

shared|host|bridged 
仮想ネットワークアダプタのネットワークモードを、以下

のように設定します。 

• shared -- 
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共有ネットワーク。このオプションは、アダプタでネットワ

ークアドレス変換 (NAT) 

を有効にする場合にオンにします。アダプタは外部ネットワ

ークとの通信時に、IP 

アドレスをホストコンピュータと共有します。 

• host -- 

ホストオンリネットワーク。仮想マシンを、同じネットワー

ク内にあるホストコンピュータや他の仮想マシンとのみ通信

するようにしたい場合は、このオプションをオンにします。

外部ネットワークへのアクセスは許可されません。 

• bridged -- 

ブリッジネットワーク。アダプタは指定した物理ネットワー

クアダプタにバインドされます。仮想マシンはネットワーク

でスタンドアロンコンピュータとして表示されます。 

--iface name ブリッジネットワークモードで使用します 

(前述の説明を参照)。仮想アダプタのバインド先の物理ネットワークア

ダプタの名前を指定します。 

--net_id network_id ホストオンリネットワークモードで使用します 

(前述の説明を参照)。仮想アダプタのバインド先の仮想ネットワークの

名前を指定します。 

--mac addr 仮想ネットワークアダプタに割り当てる MAC 

アドレス。このオプションを指定しない場合、MAC 

アドレスは自動的に生成されます。  

--mac addr|auto 既存のネットワークアダプタに割り当てる MAC 

アドレスを指定します。MAC アドレスは addr 
パラメータ値を使って指定します。または auto 

オプションを使って既存のアドレスを自動的に再生成することもできま

す。  

--enable 仮想ネットワークカードを有効にします。新しく作成したすべてのネッ

トワークアダプタは、デフォルトで有効になります (ただし --disable 

オプションが指定されていないことが条件です)。 

--disable 仮想ネットワークアダプタを無効にします。アダプタ自体は、仮想マシ

ンの構成から削除されません。無効にした仮想ネットワークアダプタは

、停止した仮想マシンでのみ有効にできます。 

--connect 仮想マシンの起動プロセス中に、仮想ネットワークアダプタを自動的に

接続します。 

--disconnect 仮想マシンの起動プロセス中に、仮想ネットワークアダプタを自動的に

接続しません。 

リンク 

基本的な構文、仮想デバイスの管理 (p. 102) 
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シリアルポートの管理パラメータ 

このグループのパラメータは、仮想マシンでシリアルポートを管理するために使用します。 

構文 
prlctl set ID|VM_name --device-add serial 
           {--device name|--output file|--socket name} 
           [--enable|--disable][--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-set serialN 
           {--device name|--output file|--socket name} 
           [--enable|--disable][--connect|--disconnect] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

VM_name 仮想マシンの名前。 

--device-add 新しいシリアルポートを仮想マシンに追加します。シリアルポートは、

仮想マシンに 4 つまで接続できます。 

--device-set 既存のシリアルポートのパラメータを変更します。 

serial 追加する仮想デバイスの種類 (この場合はシリアルポート) 

を指定します。 

--device name 仮想マシンの接続先の物理シリアルポートの名前。 

--output file 仮想シリアルポートの接続先の出力ファイルの名前とパス。 

--socket name 仮想シリアルポートの接続先の物理ソケットの名前。 

--enable 仮想シリアルポートを有効にします。新しく追加したすべてのシリアル

ポートは、デフォルトで有効になります (ただし --disable 

オプションが指定されていないことが条件です)。 

--disable 仮想シリアルポートを無効にします。 

--connect 仮想マシンの起動プロセス中に、仮想シリアルポートを自動的に接続し

ます。 

--disconnect 仮想マシンの起動プロセス中に、仮想シリアルポートを自動的に接続し

ません。 

リンク 

基本的な構文、仮想デバイスの管理 (p. 102) 
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パラレルポートの管理パラメータ 

このグループのパラメータは、仮想マシンでパラレルポートを管理するために使用します。 

構文 
prlctl set ID|VM_name --device-add parallel 
           {--device name|--output file_name} 
           [--enable|--disable][--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-set parallelN 
           {--device name|--output file_name} 
           [--enable|--disable][--connect|--disconnect] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

name 仮想マシンの名前。 

--device-add 新しいパラレルポートを仮想マシンに追加します。パラレルポ

ートは、仮想マシンに 3 つまで接続できます。 

--device-set 既存の仮想パラレルポートのパラメータを変更します。 

parallel 追加する仮想デバイスの種類 (この場合は仮想パラレルポート) 

を指定します。 

parallelN 変更するパラレルポートの名前。ポートの一覧を取得するには

、prlctl list コマンドに --info 

オプションを指定して実行します。 

--device name 仮想パラレルポートの接続先の物理パラレルポートの名前。 

--output file_name 仮想パラレルポートの接続先の出力ファイルの名前。 

--enable 指定したパラレルポートを有効にします。新しく追加したすべ

てのパラレルポートは、デフォルトで有効になります 

(ただしポートの作成時に --disable 

オプションが指定されていないことが条件です)。 

--disable 指定した仮想パラレルポートを無効にします。ポート自体は、

仮想マシンの構成から削除されません。 

--connect 仮想マシンの起動プロセス中に、指定した仮想パラレルポート

を自動的に接続します。 

--disconnect 仮想マシンの起動プロセス中に、指定した仮想パラレルポート

を自動的に接続しません。 

リンク 

基本的な構文、仮想デバイスの管理 (p. 102) 
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USB コントローラの管理パラメータ 

このグループのパラメータは、仮想マシンで USB コントローラを管理するために使用します。 

構文 
prlctl set ID|VM_name --device-add usb [--enable|--disable] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

VM_name 仮想マシンの名前。 

usb 仮想マシンに追加する仮想デバイスの種類 (この場合は USB 

デバイス)。  

--enable USB 

コントローラを有効にします。これがデフォルトのオプションです。 

--disable USB コントローラを無効にします。 

リンク 

基本的な構文、仮想デバイスの管理 (p. 102) 
 

サウンドデバイスの管理パラメータ 

このグループのパラメータは、仮想マシンでサウンドデバイスを管理するために使用します。 

構文 
prlctl set ID|VM_name --device-add sound --output name 
            [--enable|--disable][--connect|--disconnect] 
   
prlctl set ID|VM_name --device-set sound --output name 
            [--enable|--disable][--connect|--disconnect] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

VM_name 仮想マシンの名前。 

sound 仮想マシンに追加する仮想デバイスの種類 

(この場合はサウンドデバイス)。 

--output name 仮想サウンドデバイスの接続先の物理出力デバイスの名前。  
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--input name 仮想サウンドデバイスの接続先の物理入力デバイスの名前。 

--enable 指定したサウンドデバイスを有効にします。新しく追加したすべてのサ

ウンドデバイスは、デフォルトで有効になります (ただし --disable 

オプションが指定されていないことが条件です)。 

--disable 指定した仮想サウンドデバイスを無効にします。 

--connect 仮想マシンの起動プロセス中に、サウンドデバイスを自動的に接続しま

す。 

--disconnect 仮想マシンの起動プロセス中に、サウンドデバイスを自動的に接続しま

せん。 

リンク 

基本的な構文、仮想デバイスの管理 (p. 102) 
 

デバイスを仮想マシンから削除する 

--device-del オプションは、仮想マシンから仮想デバイスを削除するために使用します。 

構文 
prlctl set ID|name --device-del name 

パラメータ 

名前 説明 

--device-del name 仮想マシンから削除する仮想デバイスの名前。仮想デバイスの一覧を取

得するには、prlctl list コマンドに --info 

オプションを指定して実行します。 

リンク 

基本的な構文、仮想デバイスの管理 (p. 102) 
 

共有フォルダを管理する 

prlctl set 

コマンドは、共有フォルダを仮想マシンに追加したり、既存の共有フォルダを変更および削除

するために使用できます。 

構文 
prlctl set ID|VM_name --shf-host-add name --path path 
                                       [--mode ro|rw] 
                                       [--shf-description txt] 
                                       [--enable|--disable] 
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prlctl set ID|VM_name --shf-host-set name [--mode ro|rw] 
                                       [--path path] 
                                       [--shf-description txt] 
                                       [--enable|--disable] 
 
prlctl set ID|VM_name --shf-host on|off 
 
prlctl set ID|VM_name --shf-host-del name 
 
prlctl set ID|VM_name --shf-guest on|off 
 
prlctl set ID|VM_name --shf-guest-automount on|off 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

VM_name 仮想マシンの名前。 

--shf-host-add ホストコンピュータの指定したフォルダを仮想マシン

と共有します。 

--shf-host-set 既存の共有フォルダの設定を変更します。 

--shf-host on|off ホストフォルダの共有をオンまたはオフにします。 

--shf-host-del 指定した共有フォルダを共有フォルダ一覧から削除し

ます。 

--shf-guest on|off ゲストフォルダの共有をオンまたはオフにします。 

--shf-guest-automount on|off 仮想ディスクをホストコンピュータにマウントまたは

アンマウントします。 

name ユーザー定義の共有フォルダ名。 

--path 指定した仮想マシンと共有する、ホストコンピュータ

のフォルダの名前とパス。 

--mode 共有モードには、以下のいずれかを指定します。 

• ro -- 読み取り専用 

• rw -- 読み書き可能 

--shf-description ユーザー定義の共有フォルダの説明。 

--enable 共有フォルダを有効にします。 

--disable 共有フォルダを無効にします。 

リンク 

基本的な構文 
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prlctl snapshot 

実行中の仮想マシンのスナップショットを作成します。 

構文 
prlctl snapshot ID|name [-n,--name name] [-d,--description desc] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

name 仮想マシンの名前。 

-n, --name name ユーザー定義のスナップショットの名前。 

-d, --description desc ユーザー定義のスナップショットの説明。 

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl snapshot-delete 

仮想マシンのスナップショットを削除します。 

構文 
prlctl snapshot-delete ID|name -i,--id snapshot_id 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

name 仮想マシンの名前。 

-i, --id snapshot_id 削除するスナップショットの ID。 

注意：指定したスナップショットに、そこから派生した下位のスナップショットがある場合、下位の

スナップショットは削除されません。 

リンク 

基本的な構文 
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prlctl snapshot-list 

指定した仮想マシンのスナップショットの一覧を表示します。 

構文 
prlctl snapshot-list ID|name [-t,--tree] [-i,--id snapshot_id] 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

name 仮想マシンの名前。 

-t, --tree スナップショットの一覧をツリー形式で表示します。デフォル

トの表示形式は、[Parent Snapshot ID] と [Snapshot ID] 

という列がある表です。 

-i, --id snapshot_id ルートとして使用するスナップショットの 

ID。このパラメータを指定しない場合、スナップショットのツ

リー全体が表示されます。  

リンク 

基本的な構文 
 

prlctl snapshot-switch 

指定した仮想マシンを、指定したスナップショットに戻します。 

構文 
prlctl snapshot-switch ID|name -i,--id snapshot_id 

パラメータ 

名前 説明 

ID 仮想マシンの ID。 

name 仮想マシンの名前。 

-i, --id snapshot_id 戻す先のスナップショットの ID。 

リンク 

基本的な構文 
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prlctl start、stop、restart、reset、status 

仮想マシンの起動、停止、リセット、ステータス確認を行います。 

構文 
prlctl start ID|name 
prlctl stop ID|name [--kill] 
prlctl restart ID|name 
prlctl reset ID|name 
prlctl status ID|name 

パラメータ 

名前 説明 

ID 起動、停止、リセット、またはステータス確認を行う仮想マシンの 

ID。 

name 起動、停止、リセット、またはステータス確認を行う仮想マシンの名

前。 

--kill 仮想マシンの "強制" 

終了を実行します。このオプションを指定しない場合、通常終了が実

行されます。 

注釈 

stop コマンドでは、仮想マシンの "強制" 終了または通常終了を実行できます。--kill 

パラメータを指定すると、"強制" 

終了が実行されます。このパラメータを指定しない場合、通常終了が実行されるかどうかは、

次の条件に依存します。 

• Parallels Tools 

パッケージが仮想マシンにインストールされている場合、その機能を使用して通常終了が実

行されます。 

• Parallels Tools パッケージがインストールされていない場合、コマンドは ACPI 

を使用して通常終了を実行します。これを実行できるかどうかは、ゲストオペレーティング

システムでの ACPI サポートの可用性に応じて異なります。 

restart コマンドは、まず仮想マシンを通常終了し、次いで再起動します。 

reset コマンドは、仮想マシンを "強制" 終了し、次いで再起動します。 

start 

コマンドは、停止している仮想マシンの起動や、一時停止している仮想マシンのレジュームに

使用できます。 
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