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章 

Parallels Desktop 12 for Mac をお買い上げいただき、ありがとうございます。もう、Mac と 
Windows PC のどちらかを選択する必要はありません。Parallels Desktop では、Mac で 
Windows と Mac OS X の両方を使えます。 

このガイドでは、Parallels Desktop を簡単に設定し、起動する方法を説明します。 

 

この章の構成 
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Parallels Desktop へようこそ 
 

実行できる操作 
Parallels Desktop を使用すると、以下の操作を行うことができます。 

• 再起動することなく、Windows アプリケーションと Mac OS X アプリケーションを並べて

開く 

• Mac アプリケーションと Windows アプリケーション間で、テキストのコピーと貼り付け

やオブジェクトのドラッグ アンド ドロップを行う 

• Windows ゲームやその他の 3D プログラムを実行する 

• PC のすべてのデータを Mac に転送して使用する 

• Windows と Mac 間で、ファイル、デバイス、およびその他のリソースを簡単に共有する 

• Windows のトライアル版、Linux、OS X の別コピー、無償の仮想アプライアンスなど、他

の OS をインストールし、同時に使用する 

• など 
 

Windows プログラムを使用するように Mac を
設定する 
わずか数ステップの操作を実行するだけで、Mac で Windows プログラムを使用できるように

なります。Mac で Windows プログラムを使用できるように設定するには、以下の手順に従い

ます。 

手順 1：Parallels Desktop をインストールします  『13p. 』。 

手順 2：Mac に Windows をインストールします  『21p. 』。 

手順 3：Windows プログラムをインストールします  『46p. 』。 

これらの手順は、1 回のみ実行します。その後、いつでも Mac で Windows プログラムを開

き、Mac アプリケーションのように使用できるようになります。 
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Parallels Desktop へようこそ 
 

その他の OS 
重要: このガイドでは、Parallels Desktop を Windows で使用することを中心に説明します。 

Parallels Desktop 12 for Mac を使用すると、さまざまな種類の Linux や Unix、Mac OS X サー

バー、Windows 8、古いバージョンの Windows など、さまざまな OS  『149p. 』を Mac で
実行できます。 

その他の OS の実行に関する情報の探し方 

Parallels Desktop を使用し、Mac でその他の種類の OS を実行する方法について詳しくは、そ

の他のリソース  『289p. 』に記載のリソースを確認してください。 

さらに、明確には記していませんが、本書で紹介した多くの手順は Windows 以外の対応オペレ

ーティング システムにも適用されます。また、その他の OS に関する重要な手順は、「高度

な説明  『148p. 』」のセクションに記載されています。 

 



 

 

章 

Parallels Desktop をインストール、またはアップグレードするには、この章の指示に従ってく

ださい。 

注 : パッケージ版の Parallels Desktop 12 バージョンを購入することも、Parallels Web サイトでダウ

ンロード版を購入することもできます。 
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Parallles Desktop のインストールまたはアップグレード 
 

必要なもの 
Parallels Desktop 12 for Mac のインストールとセットアップには、次の要件を満たす必要があ

ります。 

• 次のものが搭載された Mac コンピュータ: 

• Intel Core 2 Duo、Core i3、Core i5、Core i7、Intel Core M、Xeon のいずれかのプロセッ

サ（Core Solo プロセッサおよび Core Duo プロセッサのサポートは終了しました）。 

注: Parallels Desktop は、64 ビットカーネルを使う Intel ベースの Mac にのみインストール

できます。詳細は、http://support.apple.com/kb/HT3770 をご覧ください。 

• 最低 2 GB の RAM (4 GB を推奨) 

注: Mac OS X とそのアプリケーションを使用するのに十分なメモリに加え、追加して同時に

使用するそれぞれの OS (およびそのアプリケーション) で使用するメモリが必要です。 

• Parallels Desktop をインストールするために、ブート ボリューム (OS X がインストー

ルされているボリューム) に 850 MB 以上のディスク空き領域 

• 各仮想マシンとそのアプリケーションに十分な空き領域 (Windows のインストールにつ

き 15 GB 以上) 

• OS X Yosemite (10.10 以降)、OS X Mavericks (10.9.4 以降) 

コンピュータのプロセッサ、メモリ、および OS X のバージョンを確認するには、[アッ

プルメニュー] > [この Mac について] を選択します。 

• 製品のアクティベーション、機能とオンライン アップデートを選択するにはインターネ

ット接続が必要です。 

• 次のいずれか 1 つ： 

• OS X と同時に使用する Windows のインストール ディスク、もしくはその他の OS の
インストール メディア。 

• Ubuntu や Google Chrome など、無料で入手可能な OS をダウンロードし、インスト

ールするためのインターネット接続。 

• OS X Lion 以降を使用する場合は、メイン システムと共にゲスト OS として 2 つ目の 
OS X のコピーをセットアップできます。OS X を新たに購入したり、ダウンロードした

りする必要はありません。 

Parallels Desktop で、Mac と一緒に使用できる OS の一覧については、「サポートされる

ゲスト OS 『149p. 』」を参照するか、

http://www.parallels.com/jp/products/desktop/system-requirements/ を参照してください。 
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Parallles Desktop のインストールまたはアップグレード 
 

Parallels Desktop のインストール 
わずか数ステップで、Parallels Desktop を簡単に起動し、使用することができます。 

1 最新バージョンの OS X を使用していることを確認します。 

2 次のいずれかを実行します。 

• Parallels Web サイトから Parallels Desktop をダウンロードした場合は、ディスク イメ

ージ ファイルをダブルクリックします。ほとんどの場合は、[ダウンロード] フォルダ内

にあります (拡張子が ".dmg" のファイルです)。 

• USB ドライブ タイプのパッケージ版 Parallels Desktop を購入した場合は、USB ドラ

イブを Mac に接続して開き、ディスク イメージ ファイルをダブルクリックします。 

• インストール ファイルへのリンク タイプのパッケージ版 Parallels Desktop を購入した

場合は、Web ブラウザでリンクを開き、Parallels Desktop をダウンロードして、ディス

ク イメージ ファイルをダブルクリックします。 

• インストール ディスク タイプのパッケージ版 Parallels Desktop を購入した場合は、デ

ィスクを挿入します。 

注: お使いの Mac に DVD-ROM ドライブがない場合は、製品の箱の中にダウンロードのリンクが

記載されているので、インターネットから Parallels Desktop をダウンロードできます。 

3 [インストール] アイコンをダブルクリックし、画面上の指示に従って、Parallels Desktop を
インストールします。 
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Parallles Desktop のインストールまたはアップグレード 
 

Parallels Desktop のアクティベートと登録 
Parallels Desktop をインストールしたら、アクティベートと登録を行う必要があります。次の

手順を実行します。 

1 最初に Parallels アカウントにサインインする必要があります。 

• アカウントがある場合は、電子メール アドレスを入力してパスワードをお持ちの場合  
を選択し、パスワードを入力してサインイン  をクリックします。 

• Parallels アカウントがない場合は、アカウントの作成に使用する電子メール アドレスを

入力して 新規ユーザーの場合  を選択し、[サインイン] をクリックして画面上の指示に

従います。 

2 次の手順で、プロダクト アクティベーション キーを入力して Parallels Desktop をアクテ

ィベートする必要があります。 

注: Parallels Desktop を Parallels Online Store から購入した場合、指定した電子メール アドレスに

キーが送信されます。箱入り製品を購入した場合は、インストール ディスクのジャケットにキーが

記載されています。 

アカウントに関連付けられている利用可能なランセンスがある場合は、ライセンスを選択し

てアクティベートをクリックするだけです。 

プロダクト アクティベーション キーがない場合 

キーがない場合は、Parallels Desktop を期間限定で試すことができるように、無料トライアル

版のプロダクト アクティベーション キーを取得します。14 日間無料トライアル版を試すを

クリックしてください。または、Parallels Desktop を無期限に使用できるようにキーを購入する

には、[購入] をクリックします。 
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Parallels Desktop の購入 
Parallels Desktop 12 のトライアル版を使用している場合、アプリケーションのインターフェイ

スで通常版を簡単に購入できます。このためには、次の操作を実行します。 

1 [Parallels Desktop について] ウィンドウで、または表示されたプロモーションで [購入] 
をクリックします。 

2 次のいずれかを選択します。 

• アップグレード: 現在使用している Parallels Desktop のバージョンをアップグレードす

るには、このオプションを選択します。前のバージョン用のアクティベーション キーが

必要になるので、ご注意ください。デフォルトで [アップグレード] オプションが選択さ

れていた場合は、Parallels Desktop が前のバージョン用のキーをすでに検出しています

。このオプションが選択されていない場合は、アクティベーション キーがあるか確認し

てください。 

注: Parallels Desktop 12 にアップグレードできるのは、Parallels Desktop 10 および 11 だけです。 

• 通常版を購入: これまでに Parallels Desktop を使用したことがない場合や、アップグレ

ード対象外のバージョンを使用している場合は、このオプションを選択します。 

3 画面の指示に従ってください。すべての情報を参照するために、画面の一番下までスクロー

ルしなければならない可能性があります。 
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Parallels Desktop のアップグレード 
Parallels Desktop 10 または 11 を既にお持ちの場合は、次の手順に従い、Parallels Desktop 12 
にアップグレードします。 

1 Parallels Online Store (www.parallels.com/buyonline) で「Parallels Desktop 12 for Mac Upgrade
」の購入とダウンロードを行っていない場合は、先に購入とダウンロードを行ってください

。 

プロダクト アクティベーション キーが、指定した電子メール アドレスに送信されます。 

2 Parallels Desktop が開いている場合は、Parallels Desktop を終了します。 

3 手順に従って Parallels Desktop 12 をインストールします。「Parallels Desktop のインスト

ール  『15p. 』」を参照してください。 

インストール中に、旧バージョンの Parallels Desktop はコンピュータから自動的に削除さ

れます。 

4 Parallels Desktop を開き、アップグレード プロダクト アクティベーション キーを入力し

ます。 

Parallels Desktop のトライアル版を使用しているか、旧バージョンを購入したが、コンピュ

ータにインストールしていない場合は、そのバージョンのフル キーまたはアップグレード 
キーを入力するようメッセージが表示されます。 

注: Parallels Desktop 2、3、4、5、6、7、8、9 からアップグレードする場合は、Parallels Desktop 12 
を通常小売価格で購入する必要があります。 

トラブルシューティング 

Parallels Desktop のアップグレードの問題については、

http://www.parallels.com/products/desktop/support/ のトラブルシューティングを参照してくだ

さい。 
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ソフトウェア アップデートのインストール 

Parallels Desktop の品質を向上するため、Parallels は無料のソフトウェア アップデートを定期

的に提供しています。 

デフォルトでは、Parallels Desktop は週に一度、入手可能なソフトウェア アップデートを自動

的に確認し、ダウンロードするよう設定されています。アップデートがある場合は、Parallels 
Desktop はそれをインストールするよう指示します。画面上の指示に従ってください。 

ソフトウェア アップデート設定を調整する 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。そして

、[一般] をクリックします。 

• Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[環境設定] を選択します。そ

して、[一般] をクリックします。 
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2 次のいずれかを実行します。 

• Parallels がソフトウェア アップデートを確認する頻度を調整するには、[アップデートの

確認] メニューから [使用しない]、[1 日に 1 回]、[1 週間に 1 回]、または [1 か月に 1 
回] を選択します。  

• Parallels Desktop でアップデートを自動的にダウンロードするかどうかを設定するには

、[自動的にアップデートをダウンロード] を選択するか、選択を解除します。 

アップデートを自動的にダウンロードしない場合は、Parallels Desktop はアップデート

が入手可能になると通知し、ダウンロードするかどうかを確認します。 

アップデートを手動で確認する 

• 上記の手順 1 を実行し、[今すぐ確認] をクリックします。[Parallels Desktop] アプリケー

ション メニューから [アップデートの確認] を選択することもできます。 

注: アップデートを確認してダウンロードするには、Mac がインターネットに接続されている必要が

あります。 
 

言語の設定 
次の方法で、Parallels Desktop インターフェイスで使用する言語を設定できます。 

1 Parallels Desktop を終了します。 

2 [アップルメニュー] > [システム環境設定] > [言語と地域] を選択します。 

3 使用したい言語をリストの一番上へ移動します。使用したい言語がリストにない場合は、[追

加] ボタンをクリックします 。 

4 Parallels Desktop を開きます。 

選択した主要言語が Parallels Desktop でサポートされている場合、メニューおよびインタ

ーフェイスがその言語で表示されます。選択した主要言語が Parallels Desktop でサポート

されていない場合、メニューは、Parallels Desktop がサポートするリストの一番上の言語で

表示されます。 
 



 

 

章 

Mac で Windows を開始して実行するには、いくつかの方法があります。 

• Windows をインストールする  『22p. 』 

• Windows PC からデータをインポートする  『24p. 』 

• Boot Camp パーティションにインストールされている Windows を使用する  『37p. 』 

• 前バージョンの Parallels Desktop またはその他の仮想化ソフトウェアから Windows をイ

ンポートする  『38p. 』 

この章の構成 
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Windows のインストール 
Windows インストール ソース (DVD ディスク、イメージ ファイル、または USB ストレージ

) と有効な Windows プロダクト キーがある場合は、Mac に Windows をインストールし、

Parallels Desktop で使用できます。 

Windows をインストールするには: 

1 Parallels Desktop を (Applications フォルダで) 開き、[ファイル] > [新規] を選択します。 

2 Windows インストール ディスクがある場合、DVD ドライブにディスクを挿入します。

Windows インストール用 USB ストレージがある場合、Mac にそのストレージを接続しま

す。 

3 [DVD/イメージファイルから Windows/その他 OS をインストール] をクリックします。 

4 インストール可能な OS を Parallels Desktop がスキャンし、結果を一覧表示します。イン

ストールしたい Windows バージョンを選択し、[続行] をクリックして手順 6 に進みます

。 

5 手順 4 で Windows インストール ソースが自動的に表示されない場合、[手動で探す] をク

リックして手動で探します。次のソースを参照できます。 

• DVD: Windows DVD がある場合、DVD ドライブに DVD を挿入します。Windows が検

出されたら [続行] をクリックします。Mac に DVD ドライブがない場合、Apple 
SuperDrive を使用するか、別の Mac の DVD ドライブをリモートディスク経由で使用

するか、ディスクからイメージを作成します。 

• イメージ ファイル: Windows イメージ ファイルがある場合、[イメージ ファイル] を
クリックし、イメージを Parallels ウィザード画面にドラッグします。Windows が検出

されたら [続行] をクリックします。 

• USB ドライブ: Windows インストール用の起動可能な USB インストーラがある場合

、[USB ドライブ] をクリックしてドライブを Mac に接続します。Windows が検出さ

れたら [続行] をクリックします。 

注: Parallels Desktop で一部の OS (最新の Linux ディストリビューションなど) の検出に失敗する

場合があります。インストール可能な OS が本当に存在するとわかっている場合、[続行] をクリッ

クし、OS の種類を手動で指定します (該当するものが表示されない場合は [その他] を選択してくだ

さい)。その後、画面の指示に従ってください。 

6 [高速インストール] が選択されていることを確認します。 

注: [高速インストール] を選択解除した場合、Windows と Mac OS X とのシームレスな操作を行う

には、Windows のインストール後に Parallels Tools をインストール  『272p. 』する必要がありま

す。 
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7 Windows を主にどのような用途で使用するのかを選択します。これにより、用途にあわせ

て設定が最適化されます。 

8 Windows を保存する場所を、[場所] メニューから選択します。 

デフォルトでは、Parallels Desktop により Windows が Documents > Parallels フォル

ダに保存されます。コンピュータのすべてのユーザーが Windows のこのインストールにア

クセスできるようにするには、[この Mac の他のユーザと共有する] を選択します。 

9 Windows が使用するメモリの量や、Parallels Desktop を開いたときに Windows を自動的

に起動するかどうかなどをあらかじめ設定しておくには、[インストール前に構成をカスタ

マイズする] を選択します。また、OS がインストールされた後に、これらの設定を調整す

ることもできます。 

10 [続行] をクリックします。 

アシスタントが Windows をインストールします。 

Windows がインストールされたら、Windows プログラムを開く 『42p. 』か、コントロールセ

ンターで電源ボタンをクリックすることで起動できます。 
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重要: Windows の初回起動時に、Windows と Mac OS X とのシームレスな操作を実現する 

Parallels Tools がインストールされます。インストールが完了すると、Windows を再起動するよう指

示されます。 

手順 6 で [高速インストール] を選択しなかった場合は、Parallels Tools を手動でインストール  
『272p. 』する必要があります。 

Windows をインストールする際、Parallels Desktop はパスワードが空の管理者アカウントを作

成します。インストールが完了したら、パスワードを変更することをお勧めします。 

注: Windows のインストールは、インストール ディスクの ディスク イメージ ファイル  『239p. 』
からも行えます。上記のステップ 4 でディスク イメージ ファイルを選択します。Parallels Desktop 
でサポートされるディスクイメージは、ISO、DMG、CUE、および CCD です。 

 

PC からのデータのインポート 
Windows PC のすべてのデータを Mac の Parallels Desktop にインポートできます。その後、

すべての Windows プログラム、ファイル、データを、Mac OS X と同時に使い続けることが

できます。 
 

インポート方法の概要 

次のいずれかにより、データをインポートできます。 

• ネットワーク 『27p. 』: Windows PC と Mac がネットワークに接続されている場合は、

ネットワークを介してデータをインポートできます。 

• 外部記憶装置 『31p. 』: Windows PC から、外付けのハード ドライブなどの外部記憶装置

にデータを転送できます。その後、その外部記憶装置を Mac に接続し、Parallels Desktop 
にデータをインポートします。 
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データをインポートするための要件 

Mac にデータをインポートするには、Windows コンピューターが以下の要件を満たしている

必要があります。 

• Windows10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、または Windows XP Service Pack 2 
以降。 

注: Windows Server 2008 R2（64 ビットのみ）、Windows Server 2008、Windows 2000 Professional
（32 ビットのみ）が動作するコンピューターも使用できます。 

• Intel または AMD（700 MHz 以上）x86 または x64 プロセッサ 

• 256 MB 以上の RAM 

• ハードディスクに Parallels Transporter Agent をインストールするために、70 MB 以上のデ

ィスク空き容量 

• 次のいずれか 1 つ： 

• ネットワーク経由のデータ転送用の Ethernet ポート 

• USB ハードディスクなどの外部記憶装置 

注: Parallels Desktop は、Windows のダイナミックボリュームの移行をサポートしていません。この

ボリュームは、基本ボリュームと違い、サイズが固定されていません。ダイナミック ボリュームは、

データ ディスクとしてのみ移行することができます。その後、既存の仮想マシンに これらを追加  
『235p. 』します。 
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手順 1：Windows PC に Parallels Transporter Agent をインストー

ルする 

データをインポートするには、まず Parallels Transporter Agent ソフトウェアを Windows PC 
にインストールする必要があります。 

Parallels Transporter Agent のインストール方法: 

11 次のいずれかを実行します。 

• Parallels Desktop の物理コピーをご購入された場合は、Parallels Desktop のインストー

ル DVD を Windows PC に挿入します。インストールが自動的に開始しない場合は、デ

ィスク上の Parallels Transporter Agent.exe ファイルを探して、ダブルクリッ

クします。 

• Parallels の Web サイト (http://www.parallels.com/jp/download/desktop/) から Parallels 
Transporter Agent for Windows をダウンロードし、インストール ファイルをダブルクリ

ックします。 

コンピュータがインターネットに接続されていれば、Parallels Transporter Agent は利用でき

るアップデートがあるかどうかを確認します。アップデートが利用できる場合、[新しいバー

ジョンのダウンロードとインストール] をクリックします。 

12 画面の指示に従って Parallels Transporter Agent をインストールします。 
 

手順 2：データをインポートする 

次のいずれかの方法に従い、PC から Mac にデータをインポートします。 
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ネットワーク経由 

重要: データをインポートした後、アプリケーションの購入時に入手したアクティベーション キーを

使用し、Windows アプリケーションの再アクティベーションが必要となる場合があります。 

ネットワーク経由で PC からデータをインポートするには： 

1 Mac と Windows PC の電源を入れ、ログインします。 

2 Windows ファイアウォール  『35p. 』が無効になっていることを確認します。インポート

が完了したら、再び有効にできます。 

3 Windows PC で [スタート] メニューをクリックして、[すべてのプログラム] > [Parallels] 
> [Parallels Transporter Agent] の順に選択して、Parallels Transporter Agent を起動します

。 
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Parallels Transporter Agent で、[ネットワーク] を選択し、[続行] をクリックします。 

4 Mac で Parallels Desktop を開き、[ファイル] > [新規] を選択します。 

5 [PC から Windows を転送] を選択し、[続行] をクリックします。 

6 [ネットワーク] を選択し、[続行] をクリックします。 

7 Mac の Parallels ウィザードに表示されたパスコードを確認し、Windows PC の Parallels 
Transporter Agent に入力します。 

リモート Windows PC と Mac が同じネットワークに接続していない場合は、名前または 
IP アドレスを使用してリモート PC を転送することができます。そのためには、[IP アド

レスを使用して接続] をクリックし、一覧から Windows PC の名前を選択するか、IP アド

レスを入力し、[続行] をクリックします。 
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8 コンピュータ名または IP アドレスを選択した場合、Windows 管理者の資格情報を入力し

ます。Parallels Desktop は Parallels Transporter Agent と接続し、ソース コンピュータに関

する情報の収集を開始します。 

9 Windows を起動するたびに Windows に自動的にログインする場合は、[自動ログオンの有

効化] を選択します。準備が整ったら、[続行] をクリックします。 

10 転送する内容を選択します。 

• システムのみ : このオプションでは OS およびアプリケーションのみ転送できます。こ

れを選択した場合は、手順 12 に進んでください。 

• システムおよびドキュメント : このオプションでは、OS、アプリケーション、およびピ

クチャ、ドキュメント、ダウンロード、ミュージック、ビデオなどのユーザーのファイ

ルを転送できます。 

11 前のステップでシステムおよびドキュメントの転送を選択した場合、ユーザーのファイルの

転送方法を選択します。 

• Windows に転送 : このオプションを選択すると、ユーザーのファイルは作成される仮

想マシンに転送され、OS X からはアクセスできなくなります。後で、[Windows を OS 
X と共有] 『68p. 』 より OS X からのアクセスを有効にできます。 

• Mac に転送 : このオプションを選択すると、ユーザーのファイルは OS X 内の対応する

フォルダーに転送されます。OS X とファイルを共有するよう設定されるため、作成され

る仮想マシンからもこれらのファイルにアクセスできます。 

ユーザーのファイルを転送するこの方法では、Apple Migration Assistant での追加のステ

ップが必要です。詳細については画面のリンクに従ってください。 

12 データをインストールする場所を選択します。 
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準備が整ったら、[続行] をクリックします。 

13 次の手順では、Windows の使用を開始したときに必要となる Windows アクティベーショ

ンに関する警告が表示されます。続行するには、このメッセージを読み、[続行します] を選

択して [続行] をクリックします。 

14 転送が完了したら、[完了] をクリックします。 

15 Windows を起動します  『40p. 』。 

16 Windows が起動したら、[処理] > [Parallels Tools のインストール] を選択して、画面上の

指示に従います。 

注: Parallels Tools をインストールするには、Windows に管理者としてログインする必要があります

。 
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外部ストレージ デバイスの使用 

重要: データをインポートした後、アプリケーションの購入時に入手したアクティベーション キーを

使用し、Windows アプリケーションの再アクティベーションが必要となる場合があります。 

外部ストレージデバイスを使用して Windows PC からデータをインポートするには： 

1 外部ストレージ デバイスを Windows PC に接続します。 

2 Windows PC で [スタート] メニューをクリックして、[すべてのプログラム] > [Parallels] 
> [Parallels Transporter Agent] の順に選択して、Parallels Transporter Agent を起動します

。 

3 [外部記憶装置] を選択し、[続行] をクリックします。Parallels Transporter Agent で、

Windows PC に関する情報収集が開始されます。 

4 Windows が起動するたびに Windows に自動的にログインしたい場合は、[自動ログオンの

有効化] を選択し、管理者のパスワードを指定します。準備が整ったら、[続行] をクリック

します。 

5 転送する内容を選択します。 

• システムのみ : このオプションでは OS およびアプリケーションのみ転送できます。こ

れを選択した場合は、手順 7 に進んでください。 

• システムおよびドキュメント : このオプションでは、OS、アプリケーション、およびピ

クチャ、ドキュメント、ダウンロード、ミュージック、ビデオなどのユーザーのファイ

ルを転送できます。 

6 前のステップでシステムおよびドキュメントの転送を選択した場合、ユーザーのファイルの

転送方法を選択します。 

• Windows に転送 : このオプションを選択すると、ユーザーのファイルは作成される仮

想マシンに転送され、OS X からはアクセスできなくなります。後で、[Windows を OS 
X と共有] 『68p. 』 より OS X からのアクセスを有効にできます。 

• Mac に転送 : このオプションを選択すると、ユーザーのファイルは OS X 内の対応する

フォルダーに転送されます。OS X とファイルを共有するよう設定されるため、作成され

る仮想マシンからもこれらのファイルにアクセスできます。 

ユーザーのファイルを転送するこの方法では、Apple Migration Assistant での追加のステ

ップが必要です。詳細については画面のリンクに従ってください。 

7 データの保存先を選択します。[カスタマイズ] をクリックして、どの Windows ボリューム

を移行するかを選択できます。 

Equation 1: 



32 
 

Windows のインストールまたはインポート 
 

 



33 
 

Windows のインストールまたはインポート 
 

準備が整ったら、[続行] をクリックします。 

8 次の手順では、Windows の使用を開始したときに必要となる Windows アクティベーショ

ンに関する警告が表示されます。続行するには、このメッセージを読み、[続行します] を選

択して [続行] をクリックします。 

9 移行が完了した後、[完了] をクリックして Parallels Transporter Agent を終了します。 

10 Windows PC から記憶装置を取り外し、Mac に接続します。 

11 Mac で Parallels Desktop を開き、[ファイル] > [新規] を選択します。 

12 [PC から Windows を転送] を選択し、[続行] をクリックします。 

13 [外部記憶装置] を選択し、[続行] をクリックします。 

14 Parallels Desktop は、新しく作成された仮想マシンに接続された記憶装置をスキャンします

。Parallels Desktop で検索できない場合、仮想マシンを手動で選択します。そして、[一般] 
をクリックします。 

15 Windows とデータをインストールする場所を選択し、[続行] をクリックします。 

16 転送が完了したら、[完了] をクリックします。 

17 Windows を起動します  『40p. 』。 

18 Windows が起動したら、[処理] > [Parallels Tools のインストール] を選択して、画面上の

指示に従います。 

注: Parallels Tools をインストールするには、Windows に管理者としてログインする必要があります

。 
 

問題の解決 

Windows PC からのデータのインポートで問題が発生した場合は、このセクションをお読みくだ

さい。 
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一般的なヒント 

このセクションでは、インポート処理中に発生することがあるエラーの解決策について説明しま

す。 

Parallels Transporter Agent が正しく機能しない 

インポート中に何らかの問題が発生した場合は、snapman.sys ドライバが 
C:\WINDOWS\system32\drivers\ にインストールされていることを確認してください。 

snapman.sys ドライバがインストールされていない場合は、次の手順に従います。 

1 Parallels Transporter Agent をアンインストールします。 

2 Windows PC を再起動します。 

3 Parallels Transporter Agent を再インストールします。 

4 再び Windows PC を再起動します。 

5 Windows およびデータのインポートをもう一度試します。 

インポートがエラーで中断される 

インポート処理がエラーで中断される場合は、次の手順に従います。 

1 [スタート] メニューの [マイ コンピュータ] を選択します。 

2 [ハード ディスク ドライブ] ペインで、インポートしたボリュームを右クリックし、[プロパ

ティ] を選択します。  

3 [プロパティ] ペインで、[ツール] タブをクリックし、[エラー チェック] セクションで [チ
ェックする] ボタンをクリックします。  

4 [チェック ディスク] ウィンドウで、[ファイル システム エラーを自動的に修復する] およ

び [不良セクタをスキャンし、回復する] を選択してから、[スタート] をクリックします。 

5 ディスクがスキャンされ、エラーが修復されるまで待ちます。 

ダイナミック ボリュームがインポートされない 

インポートできるのはベーシック ボリュームのみです。Parallels Desktop を使用してダイナミ

ック ボリュームをインポートすることはできません。 

ダイナミック ディスクに格納されたデータをインポートする唯一の方法としては、そのデータ

を Mac のベーシック ディスクにコピーし、そのベーシック ディスクをインポートします。 
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Mac が Parallels Transporter Agent に接続できない場合 

ファイアウォール アプリケーションによって Mac と Windows PC 上の Parallels Transporter 
Agent の接続がブロックされる場合があります。 

Mac OS X でのファイアウォールの問題 

Mac が Windows PC 上の Parallels Transporter Agent に接続できない場合は、Mac に内蔵さ

れたファイアウォールによって Parallels Transporter Agent への接続がブロックされている可能

性が高いと考えられます。 

Mac と Parallels Transporter Agent との接続を有効にして、今後ブロックされないようにする

には、次の手順に従って Mac OS X のファイアウォール設定を構成することができます。 

1 アップル メニューの [システム環境設定] を選択し、[セキュリティ] をクリックします。 

2 [ファイアウォール] タブをクリックします。 

3 必要な設定を構成します。 

Windows PC の IP アドレスを手動で入力して Parallels Transporter Agent を検索すると、

Parallels Transporter Agent がブロックされていることを知らせるメッセージが表示される場合

があります。[ブロックの解除] ボタンをクリックします。 

Windows でのファイアウォールの問題 

Microsoft Windows OS には、他のコンピュータとの接続をブロックするファイアウォールが組

み込まれています。Parallels Transporter Agent を初めて起動すると、Windows ファイアウォー

ルによってプログラムの一部の機能がブロックされているという通知が表示される場合があり

ます。 

Mac と Parallels Transporter Agent との接続を有効にするには、[ブロックの解除] をクリック

します。 

今後この問題を回避するには、Parallels Desktop および Parallels Transporter Agent をファイア

ウォールの例外 (ファイアウォールを介して通信できるアプリケーションの一覧) に追加してく

ださい。 

1 [スタート] メニューの [コントロールパネル] > [ネットワーク接続] を選択します。 

2 [ネットワークのタスク] ペインで [Windows ファイアウォールの設定を変更する] をクリ

ックします。 

3 Parallels Desktop または Transporter Agent (あるいは両方) をファイアウォールの例外の一

覧に追加します。 
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Parallels が Windows を正しく検出しない場合 

Parallels Desktop がソース OS (Microsoft Windows XP または Windows Vista コンピュータ) を
正しく検出しない場合、いずれの Windows プログラムも互換モードで実行されていないこと

を確認してください。このモードは、Windows の特別なモードであり、お使いの Windows バ
ージョンと互換性のないアプリケーションを実行することが可能です。 

詳細については、Windows のヘルプを参照してください。 
 

インポート後にプログラムを使用する時に発生する問題 

特定のハードウェアに依存するプログラムは、Parallels Desktop で機能しない場合があります

。 

複数のソース ボリュームからインポートすると、ディスク ドライブ文字が変更されます。プ

ログラム パスが正しく設定されていることを確認してください。詳細については、Windows の
ヘルプを参照してください。 
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Parallels Desktop で Boot Camp を使用 
Boot Camp は Mac で Windows を起動できる Mac OS X の機能です。すでに Boot Camp を
使って Mac に Windows 8、Windows 7、Windows Vista、または Windows XP をインストール

している場合、次の 2 つのオプションのいずれかを使用して、Boot Camp を Parallels Desktop 
で使用するよう設定できます。 

• Parallels Desktop で Boot Camp パーティションから Windows を実行する : Mac OS X 
での作業中に動作させた Windows プログラムと、Boot Camp を使用して Mac で起動さ

せた Windows プログラムでは、双方の Windows プログラムで行った変更が互いに影響し

ます。 

Boot Camp から Windows を起動する場合の制限事項: 

• 一時停止ができない 

• スナップショットの保存  『164p. 』ができない 

• ロールバックモードで実行できない  『125p. 』 

• 圧縮ができない 

• Windows とデータを Boot Camp から Parallels Desktop にインポートする : Windows 
を Parallels Desktop から実行する場合、上記の制限はありません。Boot Camp と Parallels 
Desktop はそれぞれ独立しています。Mac OS X での作業中に Windows プログラムに加え

た変更は、Boot Camp を使用して Windows で Mac を起動したときに反映されません。 

Windows を Boot Camp パーティションから実行するように Parallels Desktop を
設定する 

1 Parallels Desktop を (Applications フォルダで) 開き、[ファイル] > [新規] を選択します。 

2 [Boot Camp] をクリックし、画面上の指示に従います。 

注: Boot Camp を使用して Windows で起動するには、Parallels Desktop で Windows をサスペンド

するのではなく、Windows をシャットダウンすることをお勧めします。 

Windows とデータを、Boot Camp から Parallels Desktop にインポートする 

1 前述の手順に従って、Boot Camp を使用するように Parallels Desktop を設定します。 

2 コントロールセンターから Boot Camp バージョンの Windows を右クリック（または 
Control クリック）し、[Boot Camp のインポート] を選択します。 

注: Windows はシャットダウンしている必要があります。 

3 [インポート] をクリックします。 
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4 Windows とデータを保存する場所を指定し、[選択] をクリックします。 

Windows とすべてのデータが Boot Camp からインポートされます。Parallels Desktop と
は別に、元の Boot Camp の Windows インストールも引き続き使用できます。 

重要: Boot Camp で Parallels Desktop を使用できるよう設定してから Windows を初回起動すると

きに、Windows と Mac OS X とのシームレスな操作を実現する Parallels Tools がインストールさ

れます。インストールが完了すると、Windows を再起動するよう指示されます。 
 

旧バージョンの Parallels Desktop またはその

他の仮想化アプリケーションからのインポート 
Parallels Desktop 12 for Mac を使用すると、旧バージョンの Parallels Desktop に加え、

VMware Fusion、Microsoft Virtual PC、および Virtualbox で作成された Windows を使用できま

す。 

1 Parallels Desktop を (Applications フォルダーで) 開き、[ファイル] > [開く] を選択します。 

2 インポートする Windows データ ファイルを選択し、[開く] をクリックして画面上の指示

に従います。 

• Parallels Desktop のデータ ファイルの拡張子は .pvm です。 

• VMware ファイルの拡張子は .vmx です。 

• Virtual PC ファイルの拡張子は .vmc です。 

• VirtualBox ファイルの拡張子は .xml または .vbox です。 

Parallels の .pvm ファイルをコントロールセンターにドラッグし、Parallels Desktop に追

加することもできます。 

3 Windows を起動します  『40p. 』。 

4 [アクション] > [Parallels Tools のインストール] を選択し、画面上の指示に従います。 
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使い始める 
このセクションでは、Windows の起動方法、Windows プログラムの開き方、Windows プログ

ラムの追加インストール方法、Windows のシャットダウンまたは一時停止の方法を説明します

。 
 

Windows を開始する 

Mac で Windows アプリケーションを使用するには、Windows が開始されている必要があり

ます。 

Windows の最も簡単な開始方法は、Windows アプリケーションを開く  『42p. 』方法です。

Windows アプリケーションを開いたときに Windows がまだ開始されていない場合、Windows 
は Coherence モード  『52p. 』で自動的に起動します。  

重要: 前回 Windows をシャットダウンした場合、Windows のパスワードを入力する必要があります

。 

このほか、次の方法でも Windows を開始できます。 

1 Parallels Desktop を開きます。 

2 コントロールセンターで、Windows の下の [電源ボタン] をクリックします。 
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3 表示された Windows ウィンドウで任意の場所をクリックします。 

Windows が起動して、Windows アプリケーションを Mac OS X とともに使い始めることがで

きます。 
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Windows アプリケーションを開く 

Windows アプリケーションは、Mac アプリケーションのように簡単に開くことができます。

Windows アプリケーションを開くには、いくつかの方法があります。 

• Dock の Windows アプリケーション フォルダから 

• Windows の [スタート] メニューから 

• Mac OS X の Finder から 

• Dock から 

• Spotlight 検索を使用 

• Launchpad を使用 (Mac OS X Lion 以降を使用している場合) 

注: Windows アプリケーションのすべてのアイコンは、アイコンの右下隅にある  Parallels 
Desktop シンボルで簡単に識別できます。 

Windows アプリケーション フォルダ 

このフォルダは OS X の Dock にあり、Windows アプリケーションがすべて含まれています

。さらにアプリケーションをインストールすると、そのアプリケーションも自動的に追加されま

す。 
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Windows アプリケーション フォルダを使用して、Windows アプリケーションを開くには: 

• フォルダをクリックし、アプリケーションを選択します。 

Windows アプリケーション フォルダを Dock に追加するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [オプション]、[アプリケーション] の順にクリックします。 

3 [Windows アプリケーションを Mac と共有する] が選択されていることを確認し

、[Windows アプリケーションフォルダを Dock に表示] を選択します。 

Windows の [スタート] メニュー 

[スタート] メニューから Windows アプリケーションを開くには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [Windows のスタート メニュー] 
を選択します。 
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• Windows がフルスクリーンまたはウィンドウモードである場合、通常通りに [スタート] 
メニューを開きます。 

注: Parallels アイコンを Command キー + クリックするか、右クリックすることもできます。 

2 開きたいプログラムをクリックします。 

Mac OS X の Finder 

Finder でアイコンをダブルクリックしても、プログラムを開くことができます。  

Finder で Windows アプリケーションを見つけるには: 

• デスクトップで Windows ボリュームをダブルクリックし、Program Files フォルダを開き

ます。 
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注: デスクトップに Windows ボリュームを表示するには、Mac OS X の Finder で接続済みのサーバ

ーが表示されるよう設定しておく必要があります。デスクトップの任意の場所をクリックし、Finder 
> [環境設定] を選択し、[接続中のサーバ] を選択します。 

Mac OS X デスクトップで Windows アプリケーションのエイリアスを作成し、必要なときに

ダブルクリックして、アプリケーションを開くこともできます。 

Mac OS X デスクトップで Windows アプリケーションのエイリアスを作成するには: 

• Finder でプログラムを選択し、[ファイル] > [エイリアスを作成] を選択します。エイリアス

のアイコンをデスクトップにドラッグします。 

Dock のプログラム アイコン 

Windows アプリケーションを開くと、画面下部にある Mac OS X Dock にそのアイコンが表示

されます。デフォルトでは、プログラムを閉じると、アイコンは Dock から消えます。プログ

ラムのアイコンを Dock に保持すると、プログラムをいつでもすばやく開くことができます。 

Windows アプリケーションのアイコンを Dock に保持しておくには、次のいずれかを実行しま

す。 

• Dock で Windows プログラムのアイコンを右クリックするか Control キー + クリックし

、ショートカット メニューから [Dock に追加] を選択します。 

• プログラムのアイコンを Finder から Dock にドラッグします。 

Dock のアイコンをクリックすると、プログラムをいつでも開くことができます。 

Spotlight 

Spotlight を使用し、Windows アプリケーションを検索し、開くことができます。 

• 画面右上隅の Spotlight アイコンをクリックするか、キーボードで Command キー + スペ

ース バーを押します。次に、プログラムの名前を入力し、リストから選択します。 

Launchpad 

Mac OS X Lion 以降を使用している場合は、Launchpad を使用し、すべての Windows アプリ

ケーションと Mac アプリケーションをフル スクリーン表示することができます。Dock の 
Launchpad アイコン (ロケットのような形をしています) をクリックします。Mac OS X アプリ

ケーションをクリックし、開きます。Windows アプリケーションを開くには、Windows フォ

ルダをクリックし、開きたいプログラムをクリックします。 

注: Windows フォルダは、Windows アプリケーションの共有  『77p. 』が有効になっている場合に

のみ Launchpad で使用できます。 
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Windows フォルダから Launchpad のメイン ページに Windows アプリケーションを移動す

るには、次のいずれかを実行します。 

• Launchpad で、Windows アプリケーションを格納したフォルダをクリックし、プログラム

を Dock の Launchpad アイコンにドラッグします。 

• 必要な Windows プログラムを起動し、Dock でそのアイコンを右クリックし

、[Launchpad に追加] を選択します。 

Launchpad から Windows プログラムを削除するには、プログラムを起動し、Dock でアイコ

ンを右クリックし、[Launchpad から削除] を選択します。 
 

Windows プログラムのインストール 

Windows PC に Windows プログラムをインストールするのと同じように、Mac に Windows 
プログラムをインストールします。プログラムをインストールするには、一般的には以下の 2 
つの方法があります。 

• CD または DVD インストール ディスクを使用する  

• インターネットまたはネットワークからプログラムまたはインストール ファイルをダウン

ロードする 

CD または DVD インストール ディスクからのプログラムのインストール 

1 Windows を起動します  『40p. 』。 

2 インストール ディスクを挿入します。 

3 多くの場合は、自動再生ダイアログが開きます。セットアップまたはインストール ファイル

を実行するためのオプションをクリックし、画面上の指示に従います。 

Parallels Desktop での CD または DVD ディスクの使用の詳細については、「CD/DVD-ROM 
『254p. 』」を参照してください。 

インターネットまたはネットワークからのプログラムのインストール 

• プログラムまたはインストール ファイルをダウンロードし、プログラムのソースからの指

示に従います。 

多くの場合は、インストール ファイルを実行して画面上の指示に従うか、ダウンロード プログ

ラムを開くだけです。 

インターネットおよびネットワークへの接続の詳細については、「インターネットまたはネット

ワークへの接続  『128p. 』」を参照してください。 
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Windows のシャットダウンまたはサスペンド 

Windows プログラムの使用を終了した後に、Mac アプリケーションを使用している間、

Windows をバックグラウンドで動作させておくことができます。または、Windows を停止し

、コンピュータのリソースを Mac アプリケーションに多く割り当てることもできます。

Windows を停止するには、いくつかの方法があります。その方法は、以下のとおりです。 

• Windows をサスペンドする 

• Windows を一時停止する 

• Windows をシャットダウンする 

• Windows を停止する 

Windows をサスペンドする 

Windows をサスペンドすると、実行中のすべての Windows プログラムと設定を、現在の状態

のまま停止できます。 

次のいずれかを実行します。 

• Parallels Desktop を終了します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [処理] > [サスペンド] を選択します

。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[アクション] > [一時停止] を
選択します。 

Windows を次回起動したとき、または Windows プログラムを開いたときに、サスペンドした

時点から引き続き作業を再開できます。 

Windows がサスペンドされると、Parallels Desktop を安全に終了し、後から作業を再開できま

す。 

注: Mac OS X Lion 以降を使用しており、コンピュータをシャットダウンまたは再起動するか、

Parallels Desktop を終了すると、Windows は自動的にサスペンドされます。Parallels Desktop を次回

スタートしたときに、続きから Windows での作業を再開できます。Windows が 暗号化  『127p. 』
されている場合は、手動で再開する必要があります。 

Windows を一時停止する 

Windows の使用を一時的に停止し、Mac アプリケーションで使用できるよう RAM やプロセ

ッサのサイクルなどのコンピュータのリソースを解放するには、次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [処理] > [一時停止] を選択します。 
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• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[アクション] > [一時停止] を
選択します。 

一時停止後に Windows を再開するには、次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [処理] > [レジューム] を選択します

。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[アクション] > [レジューム] 
を選択します。 

Windows が一時停止しているときに Parallels Desktop を終了すると、先に Windows をサス

ペンドするか停止するよう指示されます。 

Windows をシャットダウンする 

Parallels Desktop で Windows をシャットダウンする方法は、PC で Windows をシャットダウ

ンするのと同じです。すべての Windows プログラムが終了し、必要に応じて進行状況を保存

すると、Windows は停止します。 

Windows をシャットダウンするには、次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [処理] > [シャットダウン] を選択し

ます。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[アクション] > [シャットダウ

ン] を選択します。 

Windows を停止する 

Windows と、開いているすべての Windows プログラムをすぐに停止するには、次のいずれか

を実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [処理] > [ストップ] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[アクション] > [停止] を選択

します。 

重要: このようにして Windows を停止すると、どのデータも進行状況も保存されません。 

ウィンドウ メニュー 

Windows が別のウィンドウに表示されるよう設定されている場合は、ウィンドウの下部にある

メニューから、上記のいずれかのオプションを選択できます。 
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起動と終了の設定 

[起動と終了] 設定を使用して、仮想マシンの起動および終了方法を選択できます。 

[起動と終了] 設定にアクセスするには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[アクション] > [構成] を選

択します。 

2 [オプション] をクリックし、[起動と終了] を選択します。 

仮想マシンの起動と終了を手動で設定する 

常に仮想マシンの起動と終了を手動で設定したい場合、[手動で起動と終了] を選択します。 

仮想マシンが自動的に起動するように設定する 

Mac が起動すると自動的に仮想マシンを起動させたい場合、[常にバックグラウンドで待機] を
選択します。 

仮想マシンが自動的に起動および終了する方法の詳細を指定する 

仮想マシンの起動および終了方法のみでなく、表示モードおよび仮想マシンウィンドウを閉じる

ときの動作を指定したい場合、[カスタム] を選択します。 

Windows を自動的に開始するかどうかを設定する 

[自動的に開始] メニューから次のいずれかを選択します。 

注: この設定に関係なく、Windows プログラムを開く  『42p. 』と Windows が開始されます。 

• 使用しない : Windows は自動的に開始しません。 

• ウィンドウを開いたとき : コントロールセンターから Windows を開いたときに、Windows 
が自動的に開始されます。 

• Parallels Desktop を起動したとき : Parallels Desktop を起動したときに、Windows が自動

的に開始されます。 

• Mac の起動時: Mac を起動したときに、Windows が自動的に開始されます。このオプショ

ンを選択すると、仮想マシンの起動を遅らせるように構成することもできます。 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 
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• ユーザーがログインするとき : OS X ユーザーが Mac のスタートアップで OS X にログイ

ンすると、Windows は自動的に起動します。 

スタートアップ表示を設定する 

この設定は、仮想マシンまたはゲスト OS アプリケーションを開始したときに Windows がど

の表示モードで開始するかに影響します。 

• [スタートアップ表示] メニューから [Coherence]、[ウィンドウ]、[フルスクリーン]
、[Modality]、[ヘッドレス]、または [前回と同じ] を選択します。 

注: [ヘッドレス] モードは Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

Windows をシャットダウンしたときの動作を設定する 

[VM のシャットダウン時] メニューから次のいずれかを選択します。 

• ウィンドウを開いたままにする : Windows が別のウィンドウに表示されるよう設定されて

いる場合は、Windows を停止またはシャットダウンしても、ウィンドウは開いたままです

。 

• ウィンドウを閉じる : Windows が別のウィンドウに表示されるよう設定されている場合は

、Windows を停止またはシャットダウンすると、ウィンドウは閉じられます。 

• Parallels Desktop を終了する : Windows を停止またはシャットダウンすると、Parallels 
Desktop も終了します。 

Mac をシャットダウンしたときの動作を設定する 

これらの設定は、Mac をシャットダウンしたときの動作に影響します。 

Mac のシャットダウン時  メニューで [停止]、[シャットダウン]、または [サスペンド] を選択

します。 

Parallels Desktop ウィンドウを閉じたときの動作を設定する 

これらの設定は、Windows が別のウィンドウに表示されるよう設定されている場合の動作にの

み影響します。 

[ウィンドウを閉じたとき] メニューで [サスペンド]、[シャットダウン]、[強制的に停止]、バッ

クグラウンドで実行を継続 、または [処理を確認する] を選択します。 
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Mac OS X での Winodws の動作の設定 
Parallels Desktop 12 for Mac では、Windows と Mac OS X をシームレスに動作させることがで

きます。たとえば、2 つの OS 間でテキストの切り取りと貼り付けや、ファイルの共有を行え

ます。 

Windows と Mac OS X との統合のレベルを設定するには、いくつかの方法があります。たと

えば、Windows プログラムを Mac デスクトップ上に Mac アプリケーションと並べて表示し

、Mac アプリケーションのように動作させるなどです。または、Windows デスクトップとプ

ログラムを別々のウィンドウで表示することもできます。 

Mac OS X での Windows の動作を設定する方法の詳細をご覧いただけます。 
 

Windows と Mac OS X のマージ 

Windows と Mac OS X を、1 つの OS のようにシームレスに連携させることができます。こ

れは Coherence モードと呼ばれ、Windows アプリケーションが Mac デスクトップの Mac 
アプリケーションの隣に表示され、Windows アプリケーションと Mac アプリケーションの書

類は同じフォルダ内に保存されます。 
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Coherence モードに切り替える 

ウィンドウ モードから Coherence モードに切り替えるには、次のいずれかを実行します。 

• 仮想マシン ウィンドウの右上隅の  仮想マシンウィンドウの左上隅にあるフルスクリー

ンアイコンをクリックします。 

 

• [表示] > [Coherence] を選択します。 

• Control-Command-C を押します。 

フル スクリーン モードを Coherence モードに切り替えるには、次のいずれかを実行します。 

• Control-Command-F を押してフル スクリーンを終了します。次に、[表示] > [Coherence] 
をクリックします。 

• OS X メニュー バーが表示されるまで、画面上部にポインタを移動し、[表示] > [ウィンド

ウモード] をクリックします。次に、[表示] メニューをもう一度開き、[Coherence] をクリ

ックします。Mac OS X Snow Leopard を使用している場合、または Parallels フル スクリ

ーン モード  『59p. 』で作業している場合は、Contrl-Option (Alt) を押して Mac メニュー バ
ーを表示します。 

• Parallels ホット コーナー 『59p. 』がアクティブの場合は、コーナーがめくれるまで画面の

左上隅にポインタを移動し、[ウィンドウモード] をクリックします。 
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次に、[表示] > [Coherence] を選択します。 

注: Coherence 表示モードを有効にするには、Parallels Tools をインストールする必要があります  
『272p. 』。ほとんどの場合は、Parallels Tools はデフォルトでインストールされています。 

Parallels メニュー 

Coherence モードでは、Parallels メニューが  画面上部のメニューバーに表示されます。 

 

一般的な機能に対し、メニューを使用します。 

• Parallels アイコンをクリックし、  次のアイテムを含む基本的なメニューを開きます。 

• Windows の [スタート] メニュー: Windows の [スタート] メニューにアクセスします

。 

• デバイス: プリンタや DVD デバイスなどのハードウェア デバイスを管理します。 

• Coherence の終了: ウィンドウ モードに切り替えます。 

• サポート リクエスト: 問題報告に必要事項を入力し、Parallels Desktop のサポートをリ

クエストします。 

• Parallels Desktop ヘルプ: オンスクリーンのヘルプにアクセスします。 

• 終了: Parallels Desktop を終了します。 

• このアイコンを右クリックして、Windows の [スタート] メニューを開きます。 

重要: Coherence モードの場合、Parallels Desktop を終了するには、メニューバーの Parallels アイコ

ンをクリックし、  [Parallels Desktop の終了] を選択します。 

Windows システム トレイ 

Parallels Desktop が Coherence モードのときに、Windows システム トレイ アイコンは、画

面上部の Mac OS X メニュー バーにあります。 
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システム トレイ アイコンは、Windows デスクトップと同じように使用できます。 

Windows アプリケーションをデスクトップ (Spaces) 間で移動する 

Windows が Coherence で動作しているときに、ゲスト OS プログラムのウィンドウを Mac 
OS X デスクトップ (Spaces) 間で簡単に移動できます。 

• 移動するウィンドウのタイトル バーをクリックしたまま、Control-# を押します (# は、ウ

ィンドウの移動先のデスクトップ (Spaces) の番号です)。 
 

Windows を単独のウィンドウに表示するよう設定 

Windows とプログラムを、独立したウィンドウに一緒に表示するよう設定できます。 
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Coherence モードからウィンドウ モードに切り替えるには、次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [表示] > [Coherence の終了] を選択

します。 

• Parallels Desktop メニューが Mac のメニュー バーで使用できる場合は、[表示] 
> [Coherence の終了] をクリックします。 

フル スクリーン モードからウィンドウ モードに切り替えるには、次のいずれかを実行します

。 

• Command-Control-F を押します。 

• OS X メニュー バーが表示されるまで、画面上部にポインタを移動し、[表示] > [ウィンド

ウモード] をクリックします。Mac OS X Snow Leopard を使用している場合、また

は Parallels フル スクリーン モード  『59p. 』で作業している場合は、Contrl-Option (Alt) を
押して Mac メニュー バーを表示します。 

 

ウィンドウ モードの設定の調整 

ウィンドウ モードでの Parallels Desktop の外観と動作をカスタマイズできます。 

Dock に Windows アプリケーションを表示するかどうかを設定する: 

ウィンドウ モードのときに、Mac OS X Dock で Window プログラムのアイコンを表示するか

どうかを選択できます。プログラムを Windows デスクトップで操作する場合は、混乱をきた

さないよう、Dock の Mac OS X アプリケーション アイコンの隣にプログラムを表示したくな

いことがあります。 

3 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

4 [オプション]、[アプリケーション] の順にクリックします。 

5 ウィンドウ モードで、Dock に Windows アプリケーション アイコンを表示するには

、[Dock アイコンを Coherence でのみ表示する] を選択解除します。 
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サイズ変更可能なウィンドウに Windows を表示 

Windows は、任意の大きさにサイズを変更できるウィンドウ上に表示できます。画面表示の内

容も、ウィンドウのサイズに合わせることができます。この表示モードを Modality モードと呼

びます。Modality モードは、Mac OS X を使いながら、Windows で実行中のプログラムやその

他のタスクをモニタリングしたい場合に便利です。 

Modality モードに切り替えるには、次の操作を実行します。 

• ウィンドウ モードで [表示] > [Modality] を選択します。 

Modality モードの詳細については、Modality モードの設定についてのトピック  『217p. 』を参

照してください。 
 

Windows を画面全体に表示するよう設定 

Windows PC を使用しているように、Windows を画面全体に表示することができます。フル 
スクリーン モードでは、Mac OS X および Parallels Desktop のすべてのコントロールは非表

示になります。 

フル スクリーン モードに切り替えるには、次のいずれかを実行します。 

• Coherence モードで、メニュー バーの Parallels アイコンをクリックし、  [表示] 
> [Coherence の終了] を選択します。［表示］メニューをクリックして、［フル スクリー

ン］を選択します。 

• ウィンドウ モードで、[表示] > [フル スクリーン] を選択するか、  仮想マシンウィンド

ウの左上隅にあるフルスクリーンアイコンをクリックします。 
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フル スクリーン モードを終了するには、次のいずれかを実行します。 

• Command-Control-F を押します。 

• OS X メニュー バーが表示されるまで、画面上部にポインタを移動し、[表示] > [ウィンド

ウモード] をクリックします。Mac OS X Snow Leopard を使用している場合、また

は Parallels フル スクリーン モード  『59p. 』で作業している場合は、Contrl-Option (Alt) を
押して Mac メニュー バーを表示します。 

• Parallels ホット コーナー 『59p. 』がアクティブの場合は、コーナーがめくれるまで画面の

左上隅にポインタを移動し、[ウィンドウモード] をクリックします。 

 

Mac OS X Lion を使用しており、いずれかの画面のコーナーがメニュー バーを表示  『59p. 』
するよう設定されている場合は、そのコーナーにポインタを移動し、メニューの右上隅のフル 
スクリーン ボタンをクリックします。 
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フル スクリーン設定の調整 

フル スクリーン モードでの Windows の外観と動作をカスタマイズできます。 

[フルスクリーン] 設定にアクセスするには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] > [オプション] を選択しま

す。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択し、[
オプション] をクリックします。 

2 [フルスクリーン] をクリックします。 

Equation 2: 
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3 [フルスクリーン] ペインで、以下の設定を調整できます。 

Mac に接続されたディスプレイへの表示の設定 

Mac に 2 台目のディスプレイが接続されている場合、フル スクリーン モードに切り替えた

とき、デフォルトではプライマリ ディスプレイに Windows が表示され、Mac OS X はセカン

ダリ ディスプレイに表示されます。 

 

ウィンドウを目的のディスプレイにドラッグし、フル スクリーン アイコンをクリックすると

、Windows を表示するディスプレイを選択できます 。 

ディスプレイすべてに Windows を表示するには、[フルスクリーンですべてのディスプレイを

使用] を選択します。 
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ゲーム用のフルスクリーンに最適化 

仮想マシンを使用してフルスクリーン表示モードでビデオゲームをプレイする場合、[ゲーム用

のフルスクリーンに最適化] を選択します。このオプションを選択すると、マウスポインタを画

面の上部および下部に移動しても、OS X Dock、メニューバー、および通知は表示されません。 

Windows によるディスプレイ ガンマの設定を許可する 

Windows を使用してビデオ ゲームをプレイしているとき、Windows が異なる視覚効果を適切

に表示するために Mac のディスプレイ ガンマの設定を一時的に変更しなければならない場合

があります。Windows にガンマ設定の変更を許可するには、[Windows によるディスプレイ 
ガンマの設定を許可する] を選択します。 

画面に合わせてスケールする 

[画面に合わせてスケール] メニューを使用すると、フル スクリーンで作業を行うときに 
Windows がどのように表示されるかを構成できます。 

• オフ: Parallels Tools 『192p. 』 がインストールされていると、Windows の解像度は Mac の
解像度に合わせられます。Parallels Tools 『192p. 』 がインストールされていない場合は、

Windows の解像度は変更されません。Mac の解像度よりも低い場合は、Windows は黒の

背景に表示されます。Mac の解像度よりも高い場合は、Windows にはスクロール バーが

表示されます。 

• 自動: Parallels Tools 『192p. 』 がインストールされていると、Windows の解像度は Mac の
解像度に合わせられます。Parallels Tools 『192p. 』 がインストールされていない場合は、

Windows の解像度は変更されません。Mac の解像度よりも低い場合は、Windows は黒の

背景に表示されます。Mac の解像度よりも高い場合は、Windows はスクロール バーなし

に画面全体に表示されます。 

• 比率を保つ : Parallels Tools 『192p. 』 がインストールされているかどうかにかかわらず、

Windows の解像度は変更されません。Mac の解像度よりも低い場合は、Windows は黒の

背景に表示されます。Mac の解像度よりも高い場合は、Windows はスクロール バーなし

に画面全体に表示されます。 

• 拡張 : Parallels Tools 『192p. 』 がインストールされているかどうかにかかわらず、Windows 
の解像度は変更されませんが、Windows は拡大され、画面全体に表示されます。 

注: フル スクリーン設定に対して不正な変更が行われないよう、ウィンドウの下部にある  [カ
ギ] アイコンをクリックします。ロックされると、変更を加えるには管理者のパスワードが必要となり

ます。 
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Parallels Desktop での Windows 8 の使用 

ご存じのように、Windows 8 には、新しい Metro インターフェイスと従来の Windows デス

クトップ インターフェイスの 2 つの環境があります。これらの環境には、[スタート] 画面

で [Windows エクスプローラー] をクリックするか、チャーム バーで [スタート] をクリック

することでアクセスできます。 

Metro アプリケーションは全画面で実行 

Windows PC の Metro スタイル アプリケーションと [スタート] 画面は、個別のウィンドウで

実行されるのではなく、全画面で表示されます。したがって、Windows 8 を Coherence モー

ド  『52p. 』で使用する場合、Metro アプリケーションは画面の大部分を使用して表示されま

す。 
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Windows 8 がウィンドウ モード  『55p. 』の場合、Metro インターフェイスは全画面で表示

されます。 

 

画面の端とコーナーの使用 

Windows 8 では、画面の端とコーナーをクリックすると、さまざまな機能にアクセスできます

。たとえば、設定や検索などを行うためのアイコンを含むチャーム バーにアクセスするには、

ポインタを画面の右上隅または右下隅に移動する必要があります。  
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開いているすべての Metro スタイル アプリケーションのサムネイルを表示するには、サムネ

イルが表示されるまでマウス ポインタを左上隅または左下隅に移動し、上下にスライドします

。アプリケーションをクリックしてアクティブにします。 

 

Windows 8 をウィンドウ モードで使用していると、マウス ポインタで画面のコーナーや端を

正確に操作するのが難しいことがあります。そのため、Parallels Desktop 12 では、マウス ポ
インタをゆっくり移動したときに、マウス ポインタを画面の端に「固定」するよう設定  『232p. 
』することができます。端から離すには、マウスをすばやく動かします。この機能は、Windows 
8 を簡単に使用できるようデフォルトで有効になっています。 
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Windows 8 を Windows 7 のように機能させる 

ご存知のように、Windows 8 はこれまでのバージョンと様々な面で異なります。例えば、

Windows 8 を起動すると、従来の Windows デスクトップではなくタイル状の「スタート画面

」が表示され、Windows 8 のモダン アプリはすべてフルスクリーンで表示されます。また、

Windows 8 のデスクトップにはスタート メニューがありません。 

従来の Windows 環境、つまり、起動するとデスクトップが表示され、Windows アプリケーシ

ョンのウィンドウがサイズ変更可能で、デスクトップにスタート メニューがある環境を使用し

たい場合は、次の方法によって簡単にこの Windows クラシック スタイルを Windows 8 に適

用することができます。このためには、次の操作を実行します。 

1 Parallels Desktop を開き、Windows を起動します  『40p. 』。 

2 Windows が Coherence で実行中の場合、メニュー バーから Parallels アイコンをクリッ

クし、  [表示] > [Coherence の終了] をクリックします。 

3 [表示] > [Windows 7 ルックを使用] を選択します。 

Windows 8 のスタイルに戻したい場合は、上の手順を繰り返して [Windows 7 ルックを使用] 
を解除します。 
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CD/DVD を挿入すると開くプログラムを設定する 

音楽 CD、ピクチャ CD、ビデオ DVD、または空の CD または DVD を挿入すると開く 
Windows プログラムを選び、設定することができます。 

1 Mac OS X Finder で、[アップル メニュー] > [システム環境設定] を選択します。 

2 [CD と DVD] をクリックします。 

3 いずれかの種類のディスクに対するメニューで、[ほかのアプリケーションを開く] を選択し

ます。 

4 Windows プログラムを /username/Applications (Parallels)/Windows 
Applications から選択します。 

選択した種類のディスクを挿入すると、選択した Windows プログラムが自動的に開くようにな

ります。 

注: 1. CD/DVD を挿入すると開く Windows プログラムを設定できない場合、Mac OS X アプリケー

ションの共有  『77p. 』が有効になっているか、および CD/DVD の設定  『254p. 』で Mac OS X 
CD/DVD-ROM が選択されていることを確認してください。 

2.CD/DVD を挿入すると Windows プログラムが開くようにするには、Parallels Tools をインストー

ルする必要があります  『272p. 』。ほとんどの場合は、Parallels Tools はデフォルトでインストール

されています。 
 

Mac OS X と Windows でアイテムを共有する 

Parallels Desktop では、Windows プログラムを使用して Mac OS X ファイルに簡単にアクセス

することや、Mac OS X アプリケーションを使用して Windows ファイルにアクセスすること

ができます。 

ここでは、Mac OS X と Windows でフォルダ、ファイル、アプリケーションを共有する方法

の詳細を説明します。 
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Mac OS X と Windows 間でのコピーと貼り付け 

Parallels Desktop を使用すると、Mac OS X と Windows のアプリケーション間で画像、書式付

きテキスト (斜体、太字、下線付き、色付き、フォント、サイズ) をコピーし、貼り付けること

ができます。 

Mac OS X と Windows 間でのコピーと貼り付けを有効にするには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [オプション] > [詳細] をクリックします。 

3 [Mac のクリップボードを共有する] を選択します。 

4 テキストのコピーと貼り付け時にテキストの書式を維持するには、[テキスト書式を維持する] 
を選択します。 

注: Mac OS X と Windows 間のコピーと貼り付けを有効にするには、Parallels Tools 『272p. 』 がイ

ンストールされている必要があります。ほとんどの場合は、Parallels Tools はデフォルトでインスト

ールされています。Mac OS X と Windows 間のコピーと貼り付けは、Mac OS X を Windows から

分離すると行えません。 

ファイルのコピーと貼り付け 

次のいずれかの方法を実行すると、Windows と Mac OS X 間でファイルを簡単にコピーして

貼り付けることができます。 

1 ファイルを 1 つまたは複数選択し、キーボードで Command+C を押してコピーします。 

2 他のオペレーティングシステムでフォルダを開くか、デスクトップをクリックし、

Command-V でファイルを貼り付けます。 

注意:  

1.Mac OS X と Windows 間でファイルのコピーと貼り付けを有効にするには、[共有設定] 『68p. 』 
で [共有フォルダ] メニューから [すべてのディスク] または [ホームフォルダのみ] を選び、[Mac 
から Windows フォルダへのアクセス] を選択する必要があります。多くの場合、これらのオプショ

ンはデフォルトでオンになっています。 

2.[共有フォルダ] メニュー 『68p. 』で [ホームフォルダのみ] を選択した場合、Mac から Windows 
へのファイルのコピーと貼り付けは、Mac のホームフォルダからしかできません。 
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ファイルおよびフォルダの共有 

Parallels Desktop を使用すると、Mac OS X と Windows ファイル システム間でフォルダを共

有できるため、Windows アプリケーションから Mac OS X ファイルを開いたり、Mac OS X ア
プリケーションから Windows ファイルを開いたりするのも簡単です。 

注: これらの手順は、OS X と Linux 間でのフォルダ共有にも適用されます。 

Windows アプリケーションから Mac OS X のフォルダまたはファイルにアクセスす

る 

フォルダ共有が有効になると、共有されている Mac OS X フォルダに Windows アプリケーシ

ョン内からアクセスできます。ファイルを開くと (たとえば、多くのプログラムでは [ファイル

] > [開く] を選択する)、共有されている Mac OS X フォルダは「psf」とラベルの付いたネット

ワーク共有ディレクトリとして表示されます。 

Mac OS X フォルダを Windows アプリケーションと共有できるようにするには: 

1 Windows を起動します。 『40p. 』 

2 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

3 [オプション] をクリックし、[共有] > [Mac を共有] を選択します。 
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4 次のいずれかを実行します。 

• ホーム フォルダ内のフォルダのみを共有するには、[共有フォルダ] メニューから [ホー

ムフォルダのみ] を選択します。 

• すべての Mac OS X フォルダを共有するには、[共有フォルダ] メニューから [すべての

ディスク] を選択します。 

• 任意のフォルダを共有するには、[カスタム フォルダ] をクリックし、追加 (+) ボタンを

クリックし、共有するフォルダを選択します。追加 (+) ボタンを再度クリックすると、そ

の他のフォルダも追加できます。 
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Mac OS X フォルダを Windows と共有すると、次のことを行えるようになります。 

• [オン] を選択解除し、フォルダの共有を無効にする。 

• [名前] カラムでフォルダ名をダブルクリックして別の名前を入力して、Windows に表示

されるフォルダ名を変更する。 

• [権限] フォルダで [読み取りおよび書き込み] をクリックして [読み取り専用] を選択す

ることにより、このフォルダへの書き込みを制限する。これにより、フォルダにアイテム

を追加できなくなります。 

注: 1.フォルダ共有を有効にするには、[構成] ダイアログ ボックスの [セキュリティ] タブ で [Mac 
を Windows から分離する] オプションを無効にする必要があります。 

2.Linux を実行している場合は、共有フォルダは /media/psf または /mnt/psf ディレクトリにマ

ウントされます。 

Mac OS X と Windows で同じフォルダを使用するよう設定する 

ミュージック、ドキュメント、ピクチャ、デスクトップ、削除されたファイルなどに対し、

Mac OS X と Windows で同じフォルダを使用するよう設定できます。たとえば、Documents 
フォルダにファイルを保存すると、Mac OS X アプリケーションを使っていても、Windows ア
プリケーションを使っていても、ファイルは Documents フォルダに保存されます。 

5 Windows を起動します。 『40p. 』 

6 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

7 [オプション] をクリックし、[共有] を選択します。 

8 [Mac を共有] タブをクリックし、[Mac ユーザー フォルダを Windows と共有する] を選

択します。 

Mac OS X の デスクトップ、書類、ピクチャ、ミュージック、ムービー、およびダウンロ

ード  のフォルダは、対応する Windows フォルダとマージされ、Mac OS X のゴミ箱は 
Windows のごみ箱とマージされます。 

9 一部のフォルダのみをマッピングする場合は、[構成] をクリックし、必要なフォルダを選択

します。Mac OS のゴミ箱を Windows のごみ箱にマッピングするには、[Mac のゴミ箱と

統合する] を選択します。 

Finder で Windows のアイテムを表示する 
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Windows が別のウィンドウに表示されるよう設定されているか、フル スクリーン モード  
『55p. 』の場合は、Mac OS X の Finder に Windows のアイテムを表示できます。 

• Windows でファイルかフォルダを右クリック (または Control- クリック) し、ショートカ

ット メニューから [Finder に表示] を選択します。 

Finder では、たとえば、アイテムにカラー ラベルを適用したり、Finder 内の別の場所に簡単

にドラッグしたりできます。 

注: これらのアクションは、共有フォルダ  『68p. 』に保存されているファイルでのみ実行できます

。 

Mac OS X アプリケーションから Windows フォルダまたはファイルにアクセスする 

デフォルトでは、Mac OS X からすべての Windows フォルダおよびファイルにアクセスでき

ます。Windows ディスクは、/Volumes にマウントされます。同時に、Windows は Mac OS 
X デスクトップにマウントされているハードディスクとして表示されます。 

• アイコンをダブルクリックし、Windows フォルダおよびファイルにアクセスします。この

ディスクは、Mac OS X アプリケーションからアクセスすることもできます。 

 



73 
 

Mac で Windows を使用する 
 

注: Windows ディスクのアイコンが Mac OS X デスクトップに表示されない場合は、Finder から [
アップルメニュー] > [環境設定] を選択し、[一般] をクリックして、[接続しているサーバ] が選択さ

れていることを確認します。 

デスクトップから Windows をアンマウントするには: 

1 Windows を起動します。 『40p. 』 

2 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。次に、[オプシ

ョン] をクリックし、[共有] > [Windows を共有] を選択します。 

注: Windows が ウィンドウ モード  『55p. 』で実行中の場合は、[処理] メニューから [構成] を選

択します。 

3 [Mac デスクトップ上の仮想ディスクへのショートカット] の選択を解除します。 

注: Windows ディスクは、デスクトップと Finder から削除されますが、Windows PVM ファイルお

よびターミナル (/Volumes) からすべての Windows ファイルとフォルダにアクセスできます。デ

フォルトでは、PVM ファイルは /Users/<Username>/Documents/Parallels/ または 
/Users/Shared. のどちらかにあります。PVM ファイルは、コントロールセンター（または、

Windows がシャットダウンしているときは、仮想マシンウィンドウ）で Windows を右クリックし

、[Finder に表示] を選択して検索することもできます。Windows ファイルとフォルダにアクセス

するには、PVM ファイルを右クリックし、コンテキスト メニューから [パッケージの内容を表示] 
を選択し、[Windows Disks] フォルダを開きます。Windows のファイルとフォルダにアクセスする

機能を無効にするには、上記の手順 3 で [Mac から Windows フォルダへのアクセス] の選択を

解除します。 
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iCloud、Dropbox、Google Drive フォルダを Windows と共有する 

iCloud、Dropbox、Google Drive をクラウド ストレージとして OS X で使用している場合、こ

れらのストレージの OS X フォルダを Windows と簡単に共有することができます。共有を有

効にすると、Windows 内部からこれらのサービスに保存したファイルをアップロード、ダウン

ロード、同期できるようになり、ハードディスクにファイルのコピーを作成する必要はありま

せん。 

注意: 

1.この機能は Linux 仮想マシンでも使用できます。 
2.この機能を使用するには、Parallels Tools 『192p. 』 がインストールされている必要があります。 

OS X iCloud、Dropbox、Google Drive フォルダを Windows と共有するには: 

注: Parallels Desktop for Mac Pro Edition では、Dropbox for Business、Box および OneDrive for 
Business のフォルダを Windows と共有できます。 

1 OS X で iCloud、Dropbox、Google Drive をまだ設定していない場合、セットアップします

。 

2 Windows を起動します  『40p. 』。 

3 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

4 [オプション] をクリックし、[共有] > [Mac を共有] を選択します。 

5 [クラウドフォルダを Windows と共有] を選択します。 

6 Windows にログインし、コンピュータを開きます。iCloud、Dropbox、Google Drive 用の

フォルダは [お気に入り] セクションに表示されます。これらを使用して、ファイルをクラ

ウドにアップロードしたり、クラウドからダウンロードしたりできます。 
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Windows OneDrive フォルダを Mac OS X と共有する 

Microsoft OneDrive を使用してクラウドにファイルを保存している場合、OneDrive フォルダを 
Mac OS X と簡単に共有できます。これにより、OneDrive 内のファイルを Mac OS X にダウン

ロードしたり、Mac OS X からアップロードすることができ、ハードディスクにファイルのコ

ピーを作成する必要はありません。 

注意:  

1.OneDrive フォルダを Mac OS X と共有するには、Windows に OneDrive デスクトップ アプリを

インストールする必要があります。プリインストールされた Windows 8 OneDrive アプリでは、

OneDrive フォルダを共有できません。これは、このアプリがローカル ディレクトリを作成せず、ク

ラウド ストレージと直接連携するためです。 

2.この機能は、Windows に Parallels Tools 『196p. 』 がインストールされている場合にのみ使用で

きます。 

Windows OneDrive フォルダを OS X と共有するには、次の手順に従います。 

1 OneDrive を Windows でまだセットアップしていない場合、まずセットアップします。詳

細は、http://windows.microsoft.com/en-us/skydrive/download を参照してください。 

2 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

3 [オプション] をクリックし、[共有] > [Windows を共有] を選択します。 

4 [Mac から Windows フォルダへのアクセス] を選択し、[OneDrive を Mac と共有する] 
を選択します。 

5 Mac OS X の Finder で、[Finder] > [環境設定] を選択し、[接続しているサーバ] を選択し

ます。 

選択すると、Microsoft OneDrive フォルダが OS X デスクトップにハードディスクとして表示

されます。これらを使用して、ファイルを OneDrive にアップロードしたり、OneDrive からダ

ウンロードしたりできます。 

注: これらの共有フォルダが OS X デスクトップに表示され、これを使用して OS X からファイルを

アップロードできるのは、Windows の実行中だけです。 
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アプリケーションとプログラムの共有 

Windows から Mac OS X アプリケーションにアクセスしたり、Mac OS X から Windows アプ

リケーションにアクセスしたりできます。たとえば、Windows アプリケーションの [開く] メ
ニューを使用してファイルを探し、後から Mac OS X アプリケーションでファイルを開くこと

もできます。 

注: Linux に Parallels Tools がインストールされている  『198p. 』ことを前提に、Linux アプリケー

ションを使用して Mac OS X ファイルを開くこともできます。 

Mac OS X アプリケーションの共有を有効にする 

Mac OS X アプリケーションの共有が有効になると、Windows または Windows アプリケーシ

ョンから Mac OS X アプリケーションを開けます。 

有効になっていない場合でも、次の方法でいつでも有効にできます。 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [オプション] > [アプリケーション] の順にクリックします。 

3 [Mac アプリケーションを Windows と共有する] を選択します。 

Mac OS X アプリケーションの共有が有効になると、次のタスクを実行できます。 

Mac OS X アプリケーションで Windows のファイルを開く 

Windows エクスプローラー、ほとんどの Windows アプリケーションの [開く] ダイアログ、

または Windows が別のウィンドウに表示されるよう設定されているかフル スクリーン  『55p. 
』表示されるよう設定されている場合は、Windows デスクトップから、Mac OS X アプリケー

ションのファイルを開けます。この操作は、ファイルを開くことができる Windows アプリケ

ーションがない場合に行います。 

• Windows でファイルを右クリック (または Control- クリック) し、次のいずれかを実行し

ます。 

• ショートカット メニューの [Mac で開く] を選択します。そのファイルの種類に対する

デフォルトの Mac OS X アプリケーションでファイルが開きます。 

• ショートカット メニューから [このアプリケーションで開く] を選択し、アプリケーショ

ンを選択します。 
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注 : これらのアクションは、共有フォルダ  『68p. 』に保存されているファイルでのみ実行できます

。 

Windows の [スタート] メニューから Mac アプリケーションを開く 

Windows の [スタート] メニューから、次のいずれかを実行します。 

• [すべてのプログラム] > [Parallels 共有アプリケーション] を選択し、アプリケーションを

選択します。 

• 検索フィールドにアプリケーション名を入力し、リストからアプリケーションを選択します。 

Windows アプリケーションの共有を有効にする 

Windows アプリケーションの共有が有効になっていると、Mac OS X の Finder から Windows 
アプリケーションを開けます。また、すべての Windows アプリケーションを含むフォルダを 
Dock に追加すると簡単にアクセスできます。 

4 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

5 [オプション] > [アプリケーション] の順にクリックします。 

6 [Windows アプリケーションを Mac と共有する] を選択します。 

Windows アプリケーション フォルダを Dock に追加する 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [オプション]、[アプリケーション] の順にクリックします。 

3 [Windows アプリケーションを Mac と共有する] が選択されていることを確認し

、[Windows アプリケーションフォルダを Dock に表示] を選択します。 

Dock アイコンがバウンドしてアラートするかどうかを構成する 

タスクバーで Windows アプリケーション アイコンが点滅して Skype の新規メッセージや 
Microsoft Outlook の通知をアラートするとき、デフォルトでは OS X の Dock でも当該アイコ

ンがバウンドします。 
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Windows アプリケーション アイコンのバウンドによるアラートを有効または無効にするには: 

1 次のいずれかを実行します。 

メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [オプション] をクリックし、[アプリケーション] をクリックします。 

3 [Dock アイコンがバウンドしてアラート] を選択するか、選択を解除します。 

注: Parallels Tools をインストールした  『272p. 』 Windows でアイコンのバウンドが有効になるの

は、[アプリケーション] ペインで [Windows アプリケーションを Mac と共有する] を選択した場

合です。 

Windows アプリケーションを強制終了する 

実行中のゲスト Windows OS プログラムが応答せず、フリーズした場合は、Mac OS X アプリ

ケーションと同じように簡単に強制終了できます。Windows アプリケーションを強制終了する

には、次のいずれかを実行します。 

• Dock で使用可能な Windows アプリケーションのアイコンを右クリックし、Option (Alt) を
押し、[強制終了] を選択します。 

• Option+Command+Esc (Alt+Command+Esc) を押し、終了する Windows アプリケーション

の名前を選択し、[強制終了] をクリックします。 

注: ゲスト Windows OS プログラムを強制終了するには、Parallels Tools がインストールされている

必要があります  『272p. 』。 

アプリケーションを Launchpad に追加する 

Windows にアプリケーションをインストールする時に (一時的なアプリを除く) Launchpad に
アイコンを自動的に追加することを選択することができます。 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [オプション] > [アプリケーション] の順にクリックします。 

3 [新しいアプリケーションを Launchpad に追加] を選択します。 
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選択したアプリケーションまたはプログラムでファイルを開くように設定

する 

Mac OS X の Finder で開いた特定の種類のファイルを、選択した Windows プログラムで開く

ように設定することができます。たとえば、.txt で終わるファイルを、毎回 Windows のメ

モ帳で開くように設定できます。 

また、Windows で開いたファイルを、毎回、選択した Mac OS X アプリケーションで開くよ

う設定することもできます。 

特定の種類の Mac OS X ファイルを Windows プログラムで開くように設定する 

Mac OS X ファイルを今回だけ Windows プログラムで開くには: 

1 Finder でファイルを右クリック (または Control キーを押しながらクリック) し、ショート

カット メニューから [このアプリケーションで開く] を選択します。 

2 Windows プログラムを選択します。  

目的のプログラムが表示されていない場合は、[その他] をクリックし

、/username/Applications (Parallels)/Windows Applications から Windows 
プログラムを選択します。 

また、Mac OS X ファイルを Dock 内の Windows プログラムのアイコンにドラッグして、そ

の Windows プログラムで開くこともできます。 

特定の種類のファイルを毎回 Windows プログラムで開くように設定するには: 

1 ファイルを右クリック (または Control キーを押しながらクリック) し、ショートカット 
メニューから [情報を見る] を選択します。 

2 [このアプリケーションで開く] の横にある三角をクリックし、セクションを展開します。 

3 ポップアップ メニューから Windows プログラムを選択します。 

目的のプログラムが表示されていない場合は、[その他] を選択し

、/username/Applications (Parallels)/Windows Applications から Windows 
プログラムを選択します。 

4 [すべてを変更] をクリックします。 

以降、この種類のファイル (上記の例では .txt) を Mac OS X Finder でダブルクリックすると

、そのファイルは Windows プログラムで開かれます。Windows がシャットダウン、サスペン

ド、または一時停止されているときにファイルをダブルクリックすると、Windows が 
Coherence モードで開始またはレジュームされます。Windows が起動されると、ファイルが 
Windows プログラムで開かれます。 
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特定の種類の Windows ファイルを Mac OS X アプリケーションで開くように設定す

る 

Windows ファイルを今回だけ Mac OS X アプリケーションで開くには: 

• Windows でファイルを右クリック (または Control キーを押しながらクリック) し、ショー

トカット メニューから [このアプリケーションで開く] を選択し、アプリケーションを選択

します。 

特定の種類のファイルを毎回 Mac OS X アプリケーションで開くように設定するには: 

1. Windows でファイルを右クリック (または Control キーを押しながらクリック) し、シ

ョートカット メニューから [このアプリケーションで開く] を選択し、[既定のプログラ

ムの選択] をクリックします。 

2. アプリケーションを選択し、[この種類のファイルは、いつもこのプログラムで開く] を選

択し、[OK] をクリックします。 

注: 選択したアプリケーションまたはプログラムでファイルを開くように設定するには、Parallels 
Tools がインストールされている必要があります  『272p. 』。ほとんどの場合は、Parallels Tools は
デフォルトでインストールされています。また、[Mac を Windows から分離する] 『124p. 』 オプ

ションが無効になっていること、および Windows のアプリケーション共有  『77p. 』が有効になっ

ていることが必要です。 
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インターネット リンクを常に Mac OS X または Windows で開くように

設定する 

デフォルトでは、Windows でリンク (Web ページの URL など) をクリックすると、そのリン

クの種類に対してデフォルトの Windows アプリケーションが開きます。また、Mac OS X で
リンクをクリックすると、デフォルトの Mac OS X アプリケーションが開きます。  

特定の種類のリンクを常に Mac OS X または Windows で開くよう設定できます。たとえば、

リンクが Mac OS X アプリケーションでクリックされても、Web ページを常に Windows 
Internet Explorer で開くよう設定できます。 

注: インターネット リンクを Mac OS X または Windows で開くよう設定するには、Parallels Tools 
がインストールされている必要があります  『272p. 』。ほとんどの場合は、Parallels Tools はデフォ

ルトでインストールされています。 

インターネット リンクを Mac OS X または Windows で開くよう設定するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [オプション] をクリックし、[Web と電子メール] を選択します。 

3 設定したいリンクの種類のメニューをクリックします。必要なリンクの種類がない場合

は、[その他のアプリケーション] をクリックします。次の種類のリンクを設定できます。 

• Web ページ: HTTP および HTTPS プロトコルでアクセスできる Web ページ。 

• メールアドレス: アドレスがあらかじめ入力されている電子メールを開く、mailto フ
ォーマットのリンク。 

• ニュースグループ: 一般的にニュースリーダー プログラムを開くために使用される

、news フォーマットのリンク。 

• FTP: FTP プロトコルでアクセス可能な、ファイルのアップロード/ダウンロード場所。 

• RSS: ブログやポッドキャストなどのデジタル コンテンツ。 

• リモート アクセス: Telnet および Secure Shell (SSH) プロトコルでアクセスできる

場所。 

4 次のいずれかを選択します。 

• デフォルト: リンクは、リンクをクリックした OS (Mac OS X または Windows) で、デ

フォルトとして設定されているアプリケーションで開きます。 

• Windows で開く: Mac OS X または Windows でリンクをクリックすると、そのリンク

の種類に対してデフォルトの Windows アプリケーションで開かれます。 
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• Mac で開く : Mac OS X または Windows でリンクをクリックすると、そのリンクの種

類に対してデフォルトの Mac OS X アプリケーションで開かれます。 
 

Internet Explorer で現在の Safari ページを開く 

一部の Web ページは、Windows Internet Explorer で表示するのが最適です。Mac OS X で 
Safari を使用して閲覧している場合は、次の手順を実行すると、現在のページを Internet 
Explorer ですばやく開くことができます。 

5 まず、「Internet Explorer で開く」プラグインをインストールする必要があります。次のいず

れかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

6 [オプション] をクリックし、[Web と電子メール] を選択します。 

7 プラグインをインストールする  をクリックします。 

8 プラグインがインストールされたら、ツールバーの IE で開く  ボタンをクリックします 

 。 

Windows が開いていない場合は起動し、ページが Internet Explorer で開きます。 
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外部ストレージ デバイスとボリュームの共有 

USB デバイスなどの外部ストレージ デバイスを Mac に接続すると、Mac OS X アプリケーシ

ョンからコンテンツにアクセスできます。 

SmartMount を使用し、自動的にストレージ デバイスおよびボリュームを Windows にマウン

トするよう Parallels Desktop で設定できます。そうすると、Mac OS X と Windows の両方か

らコンテンツにアクセスできます。 

SmartMount が有効になっていると、これらのアイテムは Windows に自動的にマウントされ

ます。 

• リムーバブルドライブ : USB ハード ディスクや USB フラッシュ ドライブなどの外部ス

トレージ デバイス。 

• CD/DVD ドライブ : CD および DVD ドライブまたは CD/DVD イメージ (多くの場合

は .dmg、.iso、および .img の拡張子が付いたファイル)。 

• ネットワーク フォルダ : ネットワークで共有されるフォルダ。 

SmartMount を有効にするには: 

1 Windows を起動します。 『40p. 』 

2 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

3 [オプション] をクリックし、[共有] > [Mac を共有] を選択します。 

4 [Mac のボリュームを Windows に割り当てる] を選択します。 

ストレージ デバイスまたはボリュームを接続すると、ネットワーク ドライブとしてマウント

されます。たとえば、Mac に差し込まれた USB フラッシュ ドライブは、Mac OS X 
の /Volumes フォルダおよび Windows の [マイ コンピュータ] の両方からアクセスできま

す。 

注: マウントされたデバイスに Windows からアクセスするための許可は、Mac OS X のデバイスの

アクセス許可設定と同じです。たとえば、Mac OS X で USB フラッシュ ドライブに対して読み取

りや書き込みが行える場合は、Windows でも読み書きが行えます。ただし、例外があります。アク

セス許可に関係なく、Mac OS X は NTFS ボリュームには書き込みを行えません。 
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仮想 DVD ドライブでディスク イメージを使用する 

Windows での作業中は、仮想 Windows DVD ドライブで使用するディスク イメージ ファイル

を、物理ドライブに挿入した DVD と同じように選択することができます。このためには、次

の操作を実行します。 

1 Windows エクスプローラーで [コンピューター] または [PC] を開き、DVD ドライブのア

イコンを右クリックして、[ディスクイメージの選択] を選択します。 

2 使用したいディスク イメージを探し、[開く] をクリックします。 

注 : この機能は、Parallels Tools がインストールされた  『272p. 』 Windows でのみ使用できます。 
 

Mac キーチェーンにインターネットパスワードを保存する 

近年、ユーザーは様々なソーシャルメディアアカウントおよびウェブサイトに対する、数多くの

パスワードを覚える必要はありません。必要に応じて、Mac ではそれらを保存および自動入力

できます。 

Internet Explorer または Microsoft Edge を使用して Windows でインターネットを参照する場

合、Mac キーチェーンにパスワードを保存するように設定できます。このようにすると、

Internet Explorer または Microsoft Edge に入力したパスワードが Mac キーチェーンに保存さ

れ、これらのブラウザから自動入力できます。これらのパスワードは、その他のアプリケーシ

ョンにはアクセスできません。また、Windows が壊れたり再インストールされても失われませ

ん。 

Mac のキーチェーンにインターネットパスワードを保存するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• 画面上部にある Parallels Desktop のメニューバーの [処理] をクリックし、[構成] を選

択します。 

2 [オプション] をクリックし、[Web と電子メール] を選択します。 

3 [Mac のキーチェーンにインターネットパスワードを保存]を選択します。 
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Mac OS X のペアレンタルコントロールを Windows へ適用する 

Mac OS X の管理者権限を持っている場合、ペアレンタル コントロールを使用することで、そ

の Mac でアカウントを持っている他のユーザーが特定の Windows プログラムを使用したり

、特定の Web サイトにアクセスしたりすることを制限できます。 

ペアレンタル コントロール設定を適用するには: 

1 Mac OS X で [アップルメニュー] >  [システム環境設定] を選択し、[ペアレンタルコントロ

ール] をクリックします。 

2 ロックが解除されていない場合、ロックをクリックし、管理者名とパスワードを入力します。 

3 制限したいアカウントを選択して、[ペアレンタルコントロールを適用] をクリックし、コン

トロールを設定します。ユーザーが特定の Windows プログラムを使用できるようにするに

は、許可するアプリケーションのリストで Parallels Desktop を選択します。 

ペアレンタルコントロールの使用の詳細については、Mac のヘルプを参照してください。 
 

メディア ファイルが Windows 8 アプリで開く

ように設定する 
Windows 8 をインストールすると、Parallels Desktop は、ほとんどの種類のメディア ファイル 
(写真、画像、音楽、映像) が従来の Windows デスクトップ アプリケーションで開くように設

定します。 

メディア ファイルがデフォルトで Windows 8 アプリで開くように設定するには、以下を実行

します。 

1 Windows 8 を起動します。 

2 スタート画面の任意の場所を右クリックまたは Control + クリックし、[すべてのアプリ] を
クリックします。 

3 コントロール パネルを開きます。 

4 [プログラム] > [既定のプログラム] > [ファイルの種類またはプロトコルのプログラムへの関

連付け] を選択します。 

5 ファイル拡張子の一覧で、既定のプログラムを変更したいファイル拡張子を選択し、[プログ

ラムの変更] を選択して、この種類のファイルに対して使用するプログラムを選択します。 
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マウス、トラックパッド、キーボード 
Parallels Desktop では、マウス、トラックパッド、キーボードを希望どおりに操作できるよう

構成することができます。 

また、トラックパッド ジェスチャーやオプションの Apple Remote を使用して、Mac OS X ア
プリケーションを操作するように Windows アプリケーションを制御することができます。 

ここでは、Windows アプリケーションでのマウス、トラックパッド、キーボードの機能をカス

タマイズする方法を説明します。 
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マウスまたはトラックパッドへの右クリックおよび中央クリックの設

定 

ショートカット メニューを表示するなど、Windows の多くのタスクは、右クリックすること

で行います。 

デフォルトでは、Parallels Desktop は Shift+Control を押しながらマウスをクリックすることで

、右クリックの動作を行うよう設定されています。右クリックの動作を行うキーの組み合わせ

を変更できます。 

また、トラックパッドで右クリックを行うよう設定することもできます。Apple Mighty Mouse 
(2005 ～ 2009 年製の Apple デスクトップ コンピュータに同梱されている) または Magic 
Mouse (現在の Apple デスクトップ コンピュータに同梱されている) を使用している場合、右ク

リックを許可するようマウスを設定することができます。 

その他のほとんどのマウスは、右クリックできるようあらかじめ設定されています。 

トラックパッドで右クリックできるよう設定する 

1 [アップルメニュー] > [システム環境設定] を選択し、[トラックパッド] をクリックします。 

2 [セカンダリータップ] を選択します。 

トラックパッドを 2 本指でタップすると、右クリックを模倣できます。 

Apple Mighty Mouse で右クリックできるよう設定する 

1 [アップルメニュー] > [システム環境設定] を選択し、[マウス] または [キーボードとマウス] 
をクリックします。 

2 マウスの右側のメニューから [セカンダリボタン] を選択します。 

これで、マウスの右側を押して、右クリックできるようになります。 

Apple Magic Mouse で右クリックできるよう設定する 

1 [アップルメニュー] > [システム環境設定] を選択し、[マウス] または [キーボードとマウス] 
をクリックします。 

2 [セカンダリークリック] を選択します。 

これで、マウスの右側を押して、右クリックできるようになります。 

右クリックまたは中央クリックを行うキーの組み合わせを設定する 
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1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。 

• Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[環境設定] を選択します。 

2 [ショートカット] をクリックします。 

3 必要であれば、[カギ] アイコンをクリックして、管理者パスワードを入力します。 

4 サイドバーの [マウスショートカット] を選択します。 

 

5 [セカンダリクリック] (右クリック用) または [中央クリック] を選択します。 

6 対応するテキスト フィールドをクリックし、右クリックまたは中央クリックを実行するため

にマウスをクリックしながら押すキー、またはキーの組み合わせを押します。 

Control、Option (Alt)、Shift、および Command キーの任意の組み合わせを使用できます。 
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TrackPad ジェスチャーまたは Apple Remote でのプログラムの制御 

Apple Remote を使用して、一部の Windows アプリケーションを制御できます。Apple ポータ

ブル コンピュータ (MacBook など) や、Apple Magic Trackpad を使用している場合は、トラ

ックパッドで左右にスワイプするなどのジェスチャーを使用すると、Windows アプリケーショ

ンのいくつかを制御できます。 

注: Mac OS X Snow Leopard で Parallels Desktop を使用している場合にのみ、一部の Windows ア
プリケーションを 3 本指スワイプで制御できます。OS X Lion 以降では、フルスクリーン アプリケ

ーションと Spaces 間を移動するために、デフォルトで 3 本指スワイプが使用されます。 

Apple Remote を使用するには、まず、次の手順を実行して機能を有効にする必要があります。 

1 Windows を起動します  『40p. 』。 

2 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

3 [オプション] > [詳細] の順にクリックします。 

4 [Apple Remote] の隣にある [有効] を選択します。 

よく使われる Windows アプリケーションのいくつかを制御するコマンドを、以下の表にまと

めます。 

アクション 
キーボードとマウスの組み合わ

せ 
Apple 
Remote 

タッチパッド ジェスチャ

ー 

概要 

スクロール 
上矢印、下矢印、左矢印、右矢

印 
なし 

2 本指で上、下、左、また

は右にスワイプ 

Misrosoft PowerPoint 

スライド ショーの開始 F5  
なし 

スライド ショーの終了 Esc  
なし 

次のアニメーションの実

行または次のスライドへ

の移動 

N、Enter、Page Down、右矢印

、下矢印、スペース (またはマ

ウスをクリック) 
 

3 本指で右にスワイプ 

前のアニメーションの実

行または前のスライドへ

の移動 

P、Page Up、左矢印、上矢印

、Backspace  
3 本指で左にスワイプ 

ズーム イン/ズーム アウ Ctrl+ ホイール アップ/Ctrl+ ホ なし ピンチ オープン/ピンチ 
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ト イール ダウン クローズ 

Microsoft Word/Excel 

ズーム イン/ズーム アウ

ト 
Ctrl+ ホイール アップ/Ctrl+ ホ
イール ダウン 

なし 
ピンチ オープン/ピンチ 
クローズ 

Windows Media Player 

再生の開始/一時停止 スペース 
 

なし 

次の曲にスキップ Ctrl+F   
3 本指で右にスワイプ 

前の曲を再生 Ctrl+B   
3 本指で左にスワイプ 

音量を上げる F8、上矢印、ホイール アップ 
 

なし 

音量を下げる F9、下矢印、ホイール ダウン 
  

なし 

Media Player Classic (k-lite) 

再生の開始/一時停止 スペース 
 

なし 

音量を上げる F8、上矢印、ホイール アップ 
 

なし 

音量を下げる F9、下矢印、ホイール ダウン 
  

なし 

Winamp 

再生の開始/一時停止 X で開始、C で一時停止 
 

なし 

音量を上げる 上矢印、ホイール アップ 
 

なし 

音量を下げる 下矢印、ホイール ダウン 
  

なし 

Microsoft Internet Explorer 

前ページ 
Backspace、Option + 左矢印 
(Alt + 左矢印) 

なし、また

は  
3 本指で右にスワイプ 

次ページ Option + 右矢印 (Alt + 右矢印) 
なし、また

は   
3 本指で左にスワイプ 

ズーム イン/ズーム アウ

ト 
Ctrl+ ホイール アップ/Ctrl+ ホ
イール ダウン 

なし 
ピンチ オープン/ピンチ 
クローズ 

Mozilla Firefox 

前ページ 
Backspace、Option + 左矢印 
(Alt + 左矢印) 

なし、また

は  
3 本指で右にスワイプ 

次ページ Option + 右矢印 (Alt + 右矢印) 
なし、また

は   
3 本指で左にスワイプ 

ズーム イン/ズーム アウ
Ctrl- ホイール アップ/Ctrl- ホ
イール ダウンまたは 

なし ピンチ オープン/ピンチ 
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ト Ctrl-"+"/Ctrl-"-" クローズ 

Windows 画像と FAX ビューア 

次のイメージ 右矢印 
  

3 本指で右にスワイプ 

前のイメージ 左矢印 
  

3 本指で左にスワイプ 

ズーム イン/ズーム アウ

ト +/- 
 また

は   

ピンチ オープン/ピンチ 
クローズ 

右回りに回転 Ctrl+K なし 2 本指で右に回転 

左回りに回転 Ctrl+L なし 2 本指で左に回転 

 
 

キーボードショートカットの使用 

Mac OS X と Windows はどちらも、多数のキーボード ショートカットを提供しています。た

とえば、Mac OS X では、Command キーを押しながら Q を押すと (Command-Q)、現在のア

プリケーションを終了できます。 

キーボード ショートカットを入力するには、キーボードでキーの組み合わせを押すだけです。 

次のいずかの方法でも入力できます。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [デバイス] > [キーボード] の順に選

択して、キーの組み合わせを選択します。 

• [デバイス] > [キーボード] の順に選択して、キーの組み合わせを選択します。 

これらの方法は、Mac キーボードに存在しないキー (Alt + PrintScreen など) が含まれるキーボ

ード ショートカットを使用したい場合に便利です。 

注: MacBook で F1～F12 キーを使用するには、Fn キーを押しながら F キーを押します。 
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キーボード ショートカットをカスタマイズする 

デフォルトでは、Paralleld Desktop は一般的な Mac OS X キーボード ショートカット キーの

組み合わせを、対応する Windows キーの組み合わせに割り当てています。そうすると、たと

えば Command-C を押して Mac OS X でテキストをコピーするのに慣れている場合は、

Windows の Control-C に切り替える必要はありません。 

Coherence、フル スクリーン、およびウィンドウ表示モードを切り替えたり、Parallels Desktop 
の表示と非表示を切り替えたりするために、キーボード ショートカットを使用およびカスタマ

イズできます。 

キーボード ショートカットをカスタマイズする 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。 

• Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[環境設定] を選択します。 

2 [ショートカット] をクリックします。 

3 サイドバーの [仮想マシン] リストから Windows を選択します。 

または、Parallels Desktop で別の OS を使用しており、キーボード ショートカットをカス

タマイズするには、サイドバーで OS を選択します。 
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Windows アプリケーションを使用している場合、上部の [再割り当て前] 列でキーの組み合

わせを押すと、[再割り当て後] 列のキーの組み合わせがトリガーされます。 

4 鍵アイコンがロックされている場合は、クリックして、管理者パスワードを入力します。 

5 次のいずれかを実行します。 

• 既存のキーの組み合わせを編集するには、キーの組み合わせをダブルクリックして選択

し、[編集] ボタンをクリックします 。修飾キーをクリックし、選択または選択解除し

ます。必要であれば、テキスト フィールドの文字を変更します。 
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• キーの組み合わせを削除するには、選択して [削除] ボタンをクリックします 。 

• 新しいキーの組み合わせを追加するには、[追加] ボタンをクリックします 。 

Parallels Desktop で複数の OS を使用している場合は、各 OS のキーボード プロファイルを

作成  『186p. 』できます。 

注: 1.一部のキーの組み合わせは、編集または削除できません。 

2.Mac のショートカットには、Windows に同様のショートカットがないものがあります。たとえ

ば、F11 キーまたは Fn+F11 キーの組み合わせを使用して、Expose で Mac OS デスクトップ

を表示できますが、Windows には Expose がないため、同じ処理を行うキーまたはキーの組み合

わせはありません。 

Mac OS X システムのショートカットを有効または無効にする 

Mac OS X では、キーボードのファンクション キー (F1、F2、F3 など) で、ダッシュボードや 
Mission Control のアクティベート、画面の明るさの調整、音量の調節などの機能を制御します

。デフォルトでは、Windows アプリケーションがアクティブの場合、ファンクション キーと

その他の Mac システム ショートカット キーの組み合わせ (Cmd+Tab を押して開いているア

プリケーションを切り替えるなど) を使用して Mac OS X 機能をアクティベートできます。 

ファンクション キーと OS X システム ショートカット キーの組み合わせにより、OS X また

は Windows の機能をアクティベートするかどうかを設定するには: 

6 サイドバーの [OS X システムショートカット] をクリックします。 

7 [OS X システムショートカットの送信] メニューから次のいずれかを選択します。 

• 常に : Windows または Windows アプリケーションがアクティブの場合は、ファンクシ

ョン キーとその他のシステム ショートカットは、常に Windows の機能をトリガーし

ます。 

• 使用しない : ファンクション キーとその他のシステム ショートカットは、常に OS X の
機能をトリガーします。 

• 自動 : Windows を使用している場合、Windows で動作しないシステム ショートカット 
(Control- 上矢印ボタンを使用して Mission Control を表示するなど) は、OS X の機能を

トリガーします。OS X をゲスト OS として使用しており、ゲスト OS またはそのアプ

リケーションがアクティブの場合は、OS X 固有のシステム ショートカットは、OS X 
のゲスト バージョンで機能をトリガーします。 

キーボードメニューをカスタマイズする 
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Window モードでキーの組み合わせを入力するには、[デバイス] > [キーボード] の順に選択し、

キーの組み合わせを選びます。使用可能なキーの組み合わせをカスタマイズするには、次の手順

に従います。 

8 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[Parallels Desktop] > [環境

設定] を選択します。 

9 [ショートカット] > [キーボードメニュー] をクリックします。 

10 鍵アイコンがロックされている場合は、クリックして、管理者パスワードを入力します。 

11 次のいずれかを実行します。 

• 新しいキーの組み合わせを追加するには、[追加] ボタンをクリックします 。 

• キーの組み合わせをキーボード メニューから削除するには、選択して [削除] ボタンをク

リックします 。 

• 既存のキーの組み合わせを編集するには、キーの組み合わせをダブルクリックして選択

し、[編集] ボタンをクリックします 。修飾キーをクリックし、選択または選択解除し

ます。必要であれば、テキスト フィールドの文字を変更します。 
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新しいキーボード ショートカットの作成 

特定のキーの組み合わせ (キーボード ショートカット) を使用すると、Parallels Desktop のさ

まざまな操作をすばやく行えます。たとえば、Command-Control-F を押すと、Windows をフ

ル スクリーン モードに切り替えられます。既存のキーボード ショートカットを使用すること

も (既存のショートカットは [Parallels Desktop] > [環境設定] > [ショートカット] > [アプリケ

ーションショートカット] ペインで確認できます)、独自のショートカットを作成することもで

きます。 

新しいキーボード ショートカットを作成するには: 

1 ショートカットを作成するコマンドの名前は、Parallels Desktop のメニューに表示されると

おりにメモしておきます。たとえば、フル スクリーン モードに切り替えるための新しいシ

ョートカットを作成する場合は、Parallels Desktop の [表示] メニューを開くと、メニュー

項目の名前は [フルスクリーン] であることがわかります。 
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2 Mac OS X で [アップルメニュー] > [システム環境設定] を選択します。 

3 システム環境設定で [キーボード] をクリックし、[ショートカット] をクリックします。 

4 サイドバーの [アプリケーションショートカット] を選択し、[追加] ボタンをクリックします 

。 

5 新しいショートカットを Parallels Desktop でのみ使用する場合は、[アプリケーション] メ
ニューから Parallels Desktop を選択します。[全アプリケーション] を選択したままにして

おくと、ショートカットは同じコマンド名を持ち、現在アクティブなすべてのアプリケーシ

ョンで有効になります。 

6 手順 1 で確認したメニュー項目の名前を入力します。 

重要: Parallels Desktop メニューに記されているとおりに、正確にコマンド名を入力しなければ、新

しいショートカットは動作しません。 

7 [キーボードショートカット] フィールドで、操作を実行するためのキーの組み合わせを押し

ます。 

注: Parallels Desktop の状態によって、メニュー内の表示が変わるコマンドに対しては、別のショー

トカットを作成する必要があります (たとえば、[フルスクリーン] と [ウィンドウモード] など)。 
 

OS X での Windows 入力言語の確認と変更 

Windows または Windows アプリケーションで作業中、Parallels Desktop は OS X メニュー 
バーに Windows の入力言語セットを表示します。ゲスト OS デスクトップが非表示のときに

、Coherence 『52p. 』 モードの Windows で作業する際に便利です。 
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Mac に切り替えると同時に、OS X メニュー バーの入力言語は、Windows で作業を開始する前

に設定されていた言語に戻ります。 

この機能を正常に使用するには、Parallels Tools 『196p. 』 がインストールされている必要があ

り、Windows と OS X で同じ入力言語が使用できる必要があります。入力言語を追加する方法

については、各 OS のヘルプ リソースを参照してください。 

OS X メニュー バーからの Windows 入力言語の変更 

OS X メニュー バーから Windows 入力言語を変更するには: 

1 Windows または Windows アプリケーションをクリックし、アクティブにします。 

2 OS X メニュー バーの [入力] メニューから、必要な言語を選択します。 

 

注: [入力] メニューから選択する言語は、Windows でも使用可能でなければなりません。Windows 
の入力ソース一覧に言語を追加する方法については、Windows のヘルプ リソースを参照してくださ

い。 

OS X メニュー バーに [入力] メニューがない場合は、次の手順を実行することで、表示するよ

う設定できます。 

1 Mac OS X で [アップルメニュー] > [システム環境設定] を選択し、[言語とテキスト] をクリ

ックします。 

2 [入力ソース] をクリックします。 

3 使用する言語 (複数可) をサイドバーから選択します。 

4 [メニューバーに入力メニューを表示] を選択します。 
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マウスとキーボードの設定 

[マウスとキーボード] 設定を使用して、以下のことを行えます。 

• マウスポインタの挙動をゲームに最適化するかどうかを設定する。 

• ウィンドウ モードで  『55p. 』マウスポインタが画面の端にしばらく固定されるように設

定する。 

• 修飾キーをゲームに最適化するかどうかを設定する。 

[マウスとキーボード] 設定にアクセスするには、 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [ハードウェア] をクリックし、サイドバーで [マウスとキーボード] を選択します。 
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マウス 

仮想マシンでゲームをプレイする場合、[マウス] メニューでマウスをどのように使用するかを設

定できます。 

• [ゲームを自動検出する]: これは、推奨されるデフォルト設定です。ゲスト OS アプリケー

ションを使用しているときは、ゲスト OS と Mac OS X の間をマウスが自由に移動しま

す。ところがゲームを開始すると、SmartMouse によって仮想マシン内にマウスが自動的に

キャプチャされるため、誤って Mac OS X にマウスを移動してしまうことはありません。ゲ

ームを終了すると、マウスは仮想マシンから自動的に解放されます。 

• [ゲームに最適化する]: ゲームをプレイ中にマウスポインタが誤って Mac OS X に移動して

しまった場合、このオプションを選択すると、マウスが仮想マシン内でのみ機能するように

なります。 

• [ゲームに最適化しない]: 稀に、SmartMouse がアプリケーションをゲームと誤認識し、マ

ウスがアプリケーションで正しく機能しなくなることがあります。このような問題が生じた

場合、[ゲームに最適化しない] を選択します。 

マウスポインタをウィンドウの端に固定する 

ウィンドウ表示モード  『55p. 』で仮想マシンを使用中、様々な理由で、仮想マシン ウィンド

ウの端にマウスポインタを動かさなければならない場合があります。たとえば、Windows 8 の
スタート メニューを表示したり、Windows XP の隠れたタスクバーを表示したり、ゲスト OS X 
アプリケーションをフルスクリーン表示しているときに OS X メニューバーを表示したりする

ためです。 

[マウスポインタをウィンドウの端に固定する] オプションを使用すると、マウス ポインタは仮

想マシン ウィンドウの端にしばらく固定され、マウスが仮想マシン ウィンドウの外に誤って移

動することがなくなります。端から離すには、マウスをすばやく動かします。 

修飾キーの最適化 

アクション ゲームで修飾キー Option (Alt)、Ctrl、Shift をアクティブに使用するときは、[キー

ボード] メニューで [ゲームに最適化する] を選択します。このオプションを選択すると、これ

らのキーからの信号はより速く処理されます。 

注: ゲームをプレイしていないときは、キーボードをゲームに最適化することはお勧めしません。 
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外部デバイスの接続 
Parallels Desktop によって、USB、Thunderbolt、FireWire デバイスを Windows で使用するこ

とができます。 

マウスやプリンタなど多くの外部デバイスは、Mac に接続するとデフォルトで Windows でも 
Mac OS X でも使用できます。 

一方、Apple iPhone などの一部の外部デバイスは、Mac OS X アプリケーションと Windows 
プログラムのどちらかでは使用できますが、同時に両方で使用することはできません。このよ

うなデバイスを接続する際には、Mac OS X と Windows のどちらで使用するかを選択できま

す。 

外部デバイスを接続するには: 

1 デバイスを Mac に接続します。 

2 Windows が動作中で、Windows と Mac OS X で同時使用できないデバイスだった場合は

、どちらで使用するかを選択するよう求められます。デバイスを Mac OS X アプリケーシ

ョンで使用する場合は、Mac アイコンをクリックします。Windows プログラムで使用する

場合は、Windows 画面をクリックします。 
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USB 3.0 『269p. 』 デバイスは最大 12 個、USB 2.0 デバイスは最大 15 個、USB 1.1 デバ

イスは最大 32 個を Mac に接続して Windows で使用できます。USB プリンタは 30 台まで

接続して使用できます。 

重要: USB デバイスを Windows プログラムで使用できるようにするには、デバイス用の Windows 
ドライバのインストールが必要になることがあります。通常、ドライバは製造元の Web サイトでダ

ウンロードできます。 

また、新しい外部デバイスが接続されたときの動作を設定したり、特定の外部デバイスが必ず 
Mac OS X または Windows で使用されるよう設定したり  『107p. 』できます。 

CAC (Common Access Card) リーダーの接続 

CAC (Common Access Card) リーダーは、Mac OS X と Windows で同時に稼動できます。 

1 CAC リーダーを Mac に接続します。 

2 Windows か Mac を選ぶよう求められたら、Windows 画面をクリックします。CAC リー

ダーは Windows でも Mac OS X でも使用できるようになります。 
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デバイス設定の調整 

Parallels Desktop 環境設定の [デバイス] ペインでは、次の操作を実行できます。 

• 新しい USB、Thunderbolt、または FireWire デバイスを Mac に接続したときに、どのよう

な動作を行うかを設定する。 

• 特定の外部デバイスが Mac OS X または Windows で常に使用されるよう設定する。 

• Windows に接続された外部 NTFS ドライブを Mac へマウントすることを選択する。 
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デバイス設定にアクセスするには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。 

• Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[環境設定] を選択します。 

2 [デバイス] をクリックします。 

新しい外部デバイスを Mac に接続したときに、どのような動作を行うかを設定する 

次のいずれかを選択します。 

• 自分の Mac に接続する : 新しい外部デバイスを Mac OS X アプリケーションで自動的に

使用できるようになります。 

• デバイスをアクティブな仮想マシンに接続する : 新しい外部デバイスは、Windows アプリ

ケーションで自動的に使用できるようになります。Windows が実行されていない場合は、

外部デバイスは Mac OS X に接続されます。 

• 処理を確認する : 外部デバイスを接続するたびに、デバイスを Windows に接続するか 
Mac に接続するかを確認されます。 

特定の外部デバイスが Mac OS X または Windows で常に使用されるよう設定する 

特定の外部デバイスを常に Mac OS X で使用するか Windows で使用するかがわかっている場

合は、次の手順に従って設定を行います。デバイスは、少なくとも 1 回は Mac に接続されて

いる必要があります。 

1 ウィンドウの下部にある [追加] (+) ボタンをクリックします。 

2 リストからデバイスを選択します。 

3 [接続先] 列に表示される単語 ([コンピュータ] や [Windows] など) をダブルクリックしま

す。その単語がポップアップ メニューとして表示されます。 

4 次のいずれかを実行します。 

• デバイスを常に Mac OS X アプリケーションで使用できるようにするには、メニューか

ら [コンピュータ] を選択します。 

• デバイスを常に Windows アプリケーションで使用できるようにするには、メニューか

ら [Windows] を選択します。 

既存の割り当てを解除し、そのデバイスが Mac OS X または Windows に自動的に接続されな

いようにするには、[外部デバイス] 列でデバイスを選択し、[削除] (-) ボタンをクリックします

。 
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重要: 外部デバイスを Windows アプリケーションで使用できるようにするには、デバイス用の 
Windows ドライバのインストールが必要になることがあります。通常、ドライバは製造元の Web 
サイトでダウンロードできます。 

Windows に接続された外部 NTFS ドライブを Mac にマウントする 

外部 NTFS ドライブを Windows に接続した場合、これを OS X でも使用できるように設定で

きます。これを行うには、[Windows に接続されたドライブを Mac に反映する] を選択しま

す。 
 

Bluetooth デバイスの接続 
Parallels Desktop では、Bluetooth デバイスを Windows に直接接続できます。 

Bluetooth デバイスを接続する前に、Bluetooth を有効にする必要があります。 

Bluetooth を有効にするには: 

5 Bluetooth が Mac OS X でオフになっている場合は、オンにする必要があります。[アップ

ルメニュー] > [システム環境設定] を選択し、[Bluetooth] をクリックします。そして、[オ
ン] を選択します。 

6 Parallels Desktop で、Windows が開始されていない場合は Windows を開始  『40p. 』し

ます。 

7 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

8 [ハードウェア] をクリックし、サイドバーで [USB と Bluetooth] をクリックします。 

9 [Bluetooth デバイス] を選択します。 

Bluetooth が有効になり、Bluetooth デバイスとコンピュータをペアリングすると、Windows と 
Mac OS X の両方で使用できるようになります。Bluetooth デバイスをコンピュータとペアリン

グする方法については、デバイスに付属しているマニュアルを参照してください。 

Windows 7 では、ファイル受信に対応したペアリング済み Bluetooth デバイスにファイルを送

信できます。ファイルを右クリックし、[送る] > [Bluetooth] を選択します。 

Windows 以外にも、USB Bluetooth アダプタをサポートしているゲスト OS であれば (Linux 
または Mac OS X)、Bluetooth デバイスを接続できます。 
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Windows からの印刷 
デフォルトでは、Windows は Mac と同じデフォルト プリンタを使用するよう設定されてい

ます。通常どおりの方法で Windows アプリケーションから印刷することができます。 

また、Windows で別のプリンタを使用するように設定することもできます。Windows で印刷

設定をセットアップするには、いくつかの方法があります。 

• Mac に接続された任意のプリンタを共有する 

• ネットワーク プリンタに接続する 

• USB プリンタを Windows に直接接続する 
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Mac に接続されたプリンタの共有 

Mac に接続したプリンタを Windows アプリケーションで使用できます。 

注 : この機能は、Parallels Tools がインストールされた  『198p. 』 Linux でも使用できます。 

Windows アプリケーションからドキュメントを印刷するには: 

• ドキュメントを開き、通常の手順に従って印刷します (たとえば、[ファイル] > [印刷] を選択

する)。 

印刷ウィンドウで、Mac に接続されたプリンタを選択できます。 

Mac に接続されたプリンタを共有する 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [ハードウェア] をクリックし、[共有プリンタ] をクリックします。 

注: [共有プリンタ] ペインは Windows 2000 以降のバージョンの Windows で使用できます。 

3 [Mac プリンタを Windows と共有する] を選択します。 

新しいデフォルト プリンタを設定する 

デフォルトでは、Windows は Mac と同じデフォルト プリンタを使用するよう設定されてい

ます。Windows で別のデフォルト プリンタを使用するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [ハードウェア] をクリックし、[共有プリンタ] をクリックします。 

3 [Mac のデフォルトプリンタに同期] を選択解除します。 

これで、通常どおりの手順に従い、Windows で新しいデフォルト プリンタを設定できます。 

印刷の前にページ設定を表示する 
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Windows からドキュメントを印刷するよう選択した場合、最初にドキュメントの印刷方法を設

定する必要があります。通常、縦方向または横方向、ページサイズ、ドキュメントの片面また

は両面印刷など、様々な印刷設定を指定する必要があります。すべて準備が整い、Windows 
で [印刷] をクリックすると、印刷設定と共に OS X ウィンドウも表示されます。ドキュメン

トを印刷したい方法で確実に印刷できるように、デフォルトでこのように設定されています。 

ドキュメントの印刷を OS X ページ設定ウィンドウの表示なしに実行するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [ハードウェア] をクリックし、[共有プリンタ] をクリックします。 

3 [印刷前にページ設定オプションを表示] の選択を解除します。 

Linux でプリンタを追加する 

ゲスト Linux OS でのプリンタの追加手順は、Linux のディストリビューションによって異なり

ます。ここでは、RHEL 5.4 Server を実行している仮想マシンでのプリンタの追加方法について

説明します。このガイドラインは、Linux 仮想マシンへのプリンタの追加手順に関する一般的

な説明として活用できます。 

1 Linux 仮想マシンを起動して、ゲスト OS が起動したら、ログインします。 

注: root としてログインするか、ログインの成功後に root 権限を取得する必要があります。これを

行わない場合、次のステップで system-config-printer 管理ツールを起動すると、root パスワ

ードの入力を求められます。 

2 次のいずれかの操作を実行して、system-config-printer 管理ツールを開始します。 

• [System] > [Administration] > [Printing] の順にクリックする。 

• ターミナルを開き、次のコマンドを入力する。 
system-config-printer 

3 表示されたウィンドウで、[New Printer] をクリックします。 

4 次に表示されるウィンドウで、プリンタの名前を入力します。プリンタはこの名前でゲスト 
Linux OS に表示されます。プリンタの説明と場所も入力できます。準備が整ったら

、[Forward] をクリックします。 

5 次に、Mac プリンタを仮想マシンと共有する方法を指定します。プリンタは仮想マシンの

プリンタ ポートに接続されるため、[LPT #1] (または、プリンタを接続する別のポート) を
選択して [Forward] をクリックします。 
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6 次に、プリンタの製造元とモデルを指定します。使用するプリンタにかかわらず、HP Color 
LaserJet 8500 PS または Apple Color LW 12/660 PS を選択します。準備が整った

ら、[Forward] をクリックします。 

7 [Apply] をクリックして、プリンタの設定を完了します。 

これで、プリンタが適切に構成されました。このプリンタを使用して Linux 仮想マシンのド

キュメントを印刷できます。 
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Bonjour を使用したプリンタの設定 

ホーム ネットワークに複数の Mac が接続されている場合、Windows で Apple Bonjour を使

用して、これらの Mac に接続されているプリンタを共有することができます。 

Bonjour がサポートするすべての Windows OS の一覧は、http://support.apple.com/kb/dl999 
を参照してください。 

重要: Apple Bonjour を使用して Mac プリンタを Windows と共有するには、Windows がブリッジ 
ネットワーク モードで機能するように構成する必要があります。 

Bonjour を使用してプリンタを設定するには: 

1 使用したいプリンタが、Mac で共有できるように設定されていることを確認してください。

プリンタを共有するには、Mac OS X で [アップルメニュー] > [システム環境設定] を選択

し、[プリントとファックス] をクリックします。次に、プリンタを選択し、[このプリンタを

共有] を選択します。 

2 Parallels Desktop を開き、Windows を開始します。 

3 Windows が起動したら、http://support.apple.com/kb/dl999 に進み、Bonjour for Windows 
インストールパッケージをダウンロードします。 

4 Windows で、BonjourPSSetup.exe ファイルをダウンロードしたフォルダからこのファ

イルを起動し、Bonjour のインストールを開始します。 

5 画面上の指示に従い、Bonjour for Windows をインストールします。 

6 デスクトップで Bonjour プリンター ウィザードのアイコンをダブルクリックするか、[ス
タート] - [すべてのプログラム] > [Bonjour 印刷サービス] > [Bonjour プリンター ウィザー

ド] の順に選択して、Bonjour プリンター ウィザードを起動します。 

7 [Bonjour プリンターを参照] ウィンドウで、使用するプリンタを選択して [次へ] をクリッ

クします。 

8 次に [Bonjour プリンター ウィザードの完了] ウィンドウが表示された場合は、このプリ

ンタに必要なドライバが Windows ドライバ ライブラリにあり、このプリンタがすでに正

常に構成されていることを意味します。[完了] をクリックすると、新しく追加されたプリン

タを使用して Window プログラムからドキュメントを印刷できるようになります。 

ただし、次に表示されたウィンドウが [Bonjour プリンターをインストール] であった場合

は、プリンタのメーカーと型を選択する必要があります。 
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必要なプリンタ モデルが一覧に表示されない場合は、次のいずれかを実行します。 

• Windows にプリンタ ドライバをインストールします。[Bonjour プリンターをインスト

ール] ウィンドウで [ディスク使用] ボタンをクリックして、プリンタ ドライバをイン

ストールしたフォルダに格納されている .inf ファイルへのパスを指定します。 

• [Bonjour プリンターをインストール] ウィンドウで、[製造元] の一覧から [Generic] を
、[モデル] の一覧から [Generic/Postscript] を選択します。 

[次へ] をクリックします。 

9 [Bonjour プリンター ウィザードの完了] ウィンドウで [完了] をクリックします。新しく

追加されたプリンタを使用して Windows プログラムからドキュメントを印刷できるように

なります。 
 



116 
 

Mac で Windows を使用する 
 

ネットワーク プリンタの設定 

ネットワーク プリンタを、Windows に直接インストールできます。 

Windows にネットワーク プリンタをインストールする前に、以下を確認してください。 

• Mac がインターネットにアクセスできる。 

• Windows が、共有ネットワーク モード  『128p. 』またはブリッジ ネットワーク モード

のいずれかで動作するように構成されており、インターネットにもアクセスできる。 

• Windows のユーザー アカウントに、ネットワーク プリンタにアクセスする権限がある。 

• プリンタの IP アドレスを知っている。 

上記の項目を確認したら、Windows にログインしてネットワーク プリンタをインストールしま

す。 

Windows の場合 

Windows にネットワーク プリンタを追加する前に、適切なプリンタ ドライバをダウンロード

してインストールします。プリンタ ドライバのインストールの詳細については、プリンタの製

造元のマニュアルを参照してください。 

Windows 7 または Windows Vista でネットワーク プリンタを追加するには: 

1 Windows の [スタート] メニューを開き、[コントロール パネル] を選択します。 

2 [コントロール パネル] ウィンドウで [ハードウェアとサウンド] を選択して、[デバイスと

プリンター] セクション (Windows Vista の場合には [プリンター]) で [プリンターの追加] 
をクリックします。プリンターの追加ウィザードが開きます。 

3 最初のウィンドウで、[ネットワーク、ワイヤレス、または Bluetooth プリンターを追加し

ます] をクリックします。 

4 次のウィンドウで、[探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックします。 

5 [プリンター名または TCP/IP アドレスでプリンターを検索] ウィンドウで [TCP/IP アドレ

スまたはホスト名を使ってプリンターを追加する] を選択して [次へ] をクリックします。 

6 [ホスト名または IP アドレスを入力します] ウィンドウで、次の操作を実行します。 

1. [デバイスの種類] メニューから [TCP/IP デバイス] を選択します。 

2. [ホスト名または IP アドレス] フィールドでプリンタの IP アドレスを指定します。 

3. [プリンターを照合して、使用するプリンター ドライバーを自動的に選択する] オプショ

ンを選択している場合には、この選択を解除します。 

4. 準備が整ったら、[次へ] をクリックします。 
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7 追加のポート情報を指定するためのプロンプトが表示された場合は、[標準] をクリックして

一覧から [Generic Network Card] を選択し、[次へ] をクリックします。 

8 [プリンタ ソフトウェアのインストール] ウィンドウで、ネットワーク プリンタの製造元と

モデルを指定します。 

必要なプリンタ モデルが一覧に表示されない場合は、[ディスク使用] ボタンをクリックし

て、プリンタ ドライバをインストールしたフォルダの  .inf ファイルへのパスを指定しま

す。 

準備が整ったら、[次へ] をクリックします。 

9 次に、プリンタの構成を行います。プリンタを Windows に追加すると、このプリンタを使

用して Windows XP のドキュメントを印刷できます。 

Windows XP にネットワーク プリンタを追加するには、次の操作を実行します。 

1 Windows の [スタート] メニューを開き、[コントロール パネル] を選択します。 

2 [コントロール パネル] ウィンドウで、[プリンタと FAX] をダブルクリックします。 

3 [プリンタの追加] リンクをクリックして、プリンタの追加ウィザードを開始します。 

4 [プリンタの追加ウィザードの開始] ウィンドウで [次へ] をクリックします。 

5 [ローカル プリンタまたはネットワーク プリンタ] ウィンドウで [このコンピュータに接続

されているローカル プリンタ] を選択し、[プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に

検出してインストールする] オプションが選択されている場合には、この選択を解除しま

す。準備が整ったら、[次へ] をクリックします。 

6 [プリンタ ポートの選択] ウィンドウで [新しいポートの作成] を選択し、ポートの種類とし

て [標準の TCP/IP ポート] を指定します。準備が整ったら、[次へ] をクリックします。 

7 [標準 TCP/IP プリンタ ポートの追加ウィザードの開始] ウィンドウで [次へ] をクリック

します。 

8 [ポートの追加] ウィンドウで、ネットワーク プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] を
クリックします。 

9 追加のポート情報を指定するためのプロンプトが表示された場合は、[標準] をクリックして

一覧から [Generic Network Card] を選択し、[次へ] をクリックします。 

10 [標準 TCP/IP プリンタ ポートの追加ウィザードの完了] ウィンドウで [完了] をクリック

します。 

11 [プリンタ ソフトウェアのインストール] ウィンドウで、ネットワーク プリンタの製造元と

モデルを指定します。 

必要なプリンタ モデルが一覧に表示されない場合は、[ディスク使用] ボタンをクリックし

て、プリンタ ドライバをインストールしたフォルダの  .inf ファイルへのパスを指定しま

す。 

準備が整ったら、[次へ] をクリックします。 
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12 次に、プリンタの構成を行います。プリンタを Windows に追加すると、このプリンタを使

用して Windows XP のドキュメントを印刷できます。 

 

Linux の場合 

Linux または FreeBSD のゲスト OS でのネットワーク プリンタの設定手順は、Linux または 
FreeBSD ディストリビューションとプリンタによって異なります。ここでは、RHEL 5.4 Server 
を実行している仮想マシンでのネットワーク プリンタの設定方法について説明します。このガ

イドラインは、Linux または FreeBSD 仮想マシンでのネットワーク プリンタの設定方法に関

する一般的な手順として活用できます。 

注: 詳しい情報については、CUPS ドキュメントを参照してください。 

ネットワーク プリンタを設定するには、次の操作を実行します。 

1 仮想マシンを起動します。 

2 以下のコンポーネントが、ゲスト OS にインストールされていることを確認します。 

• Common UNIX Printing System（CUPS）。インストール方法は、CUPS サイトを参照し

てください。 

• Samba サービス。インストール方法は、Samba サイトを参照してください。 

• Web ブラウザ。Web インターフェイスを使用して CUPS を制御します。 

注: ネットワーク プリンタを設定するには、root 権限が必要です。 

3 適切なプリンタ ドライバをダウンロードおよびインストールします。プリンタ ドライバの

インストールの詳細については、プリンタの製造元のマニュアルを参照してください。 

4 Common UNIX Printing System を起動します。ターミナルで次のコマンドを入力します。 
/etc/init.d/cups start 

5 Web ブラウザを起動し、仮想マシンの IP アドレスまたは http://127.0.0.1:631 を
入力します。 

6 [プリンタの追加] ボタンをクリックします。 

7 [Add New Printer] ウィンドウで、プリンタの名前を入力します。プリンタはこの名前でゲ

スト OS に表示されます。プリンタの説明と場所も入力できます。準備が整ったら

、[Forward] をクリックします。 

8 [Device for <プリンタ名>] ウィンドウで [AppSocket/HP JetDirect] を選択し

て [Continue] をクリックします。 

9 [Device URI for <プリンタ名>] ウィンドウで、プリンタの IP アドレスを次のフォーマット

で指定します。 
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socket://<プリンタの IP アドレス> 

準備が整ったら、[続行] をクリックします。 

10 [Make/Manufacturer for <プリンタ名>] ウィンドウでプリンタのメーカーを選択して

、[Continue] をクリックします。 

11 [Model/Driver for <プリンタ名>] ウィンドウでプリンタのモデルを選択して、[Add Printer] 
をクリックします。 

12 パスワードの入力を求めるメッセージが表示されたら、root のパスワードを入力します。 

CUPS によってインストールが実行されます。インストールが正常に終了すると、「Printer <
名前> has been configured successfully」というメッセージが表示されます。これで

、このプリンタを使用して仮想マシンからドキュメントを印刷できます。 
 

USB プリンタの設定 

USB プリンタを Windows に直接接続することができます。この場合、プリンタを Mac OS X 
で使用することはできません。プリンタを Mac OS X と Windows の両方で印刷に使用するに

は、「Mac プリンタの共有  『111p. 』」を参照してください。 

USB プリンタを Windows に直接接続するには: 

1 Parallels Desktop を開き、Windows を起動します。 

2 Windows が起動したら、プリンタ ドライバをインストールします。この手順の詳細につい

ては、プリンタ メーカーのマニュアルを参照してください。通常、ドライバはメーカーの 
Web サイトで提供されています。 

3 次のいずれかを実行します。 

• USB プリンタがすでに Mac に接続されている場合: 

• Windows が Coherence の場合、メニュー バーから Parallels アイコンをクリックし、 
 [デバイス] > [USB] を選択して、一覧からこのプリンタを選択します。 

• Windows が別ウィンドウで機能している場合、Mac メニュー バーで [デバイス] > [プ
リンタ] > [プリンタ] を選択し、一覧からこのプリンタを選択します。 

• USB プリンタが Mac に接続されていない場合、接続します。[新しい USB デバイスが検

出されました] ウィンドウで、プリンタを Windows に接続します。 

4 Windows で、[新しいハードウェアの追加] ウィザードの指示に従って操作します。 
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PDF ファイルの作成 

テキスト文書や Web ページなどを編集しているときに、PDF (Portable Document Format) フ
ァイルを作成したい場合があります。PDF ファイルでは文書の書式やレイアウトが維持される

ので、まるでページを印刷したように他の人にイメージを伝えることができます。 

PDF ファイルを作成するには、プリンターを選択するときに [Print to PDF（Mac Desktop）] を
選択します。PDF ファイルは Mac のデスクトップに保存されます。 

注: この機能を Windows ゲスト OS で使用するにあたっては、Parallels Tools がインストールされ

ており  『192p. 』、すべての Mac プリンターが Windows と共有されている  『111p. 』ことが前

提となります。 
 

組み込みの iSight カメラまたは別の Webcam 
の使用 
Mac またはディスプレイに iSight カメラが組み込まれている場合、または互換性のある外付け 
Webcam を接続すると、デフォルトでは Windows でもそれを使用できます。  

組み込みの iSight または外付けのカメラを Windows で使用するには: 

• カメラを使用する Windows アプリケーションを開くと、プログラムで使用する iSight ま
たは外付けのカメラを選択できます。 

注: Windows XP Service Pack 2 以降、Windows Vista、または Windows 7 以外のゲスト OS を実行

している場合は、USB ビデオ デバイス クラス (UVC) ドライバがインストールされていることを確

認してください。 

カメラの共有を無効にする 

Windows アプリケーションが Webcam や組み込みの iSight カメラに接続できないようにする

には、次の操作を実行し、カメラの共有を無効にします。 

1  次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [ハードウェア] をクリックし、[USB と Bluetooth] をクリックします。 

3 [ウェブカメラ] の選択を解除します。 
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外部モニタまたはプロジェクタでのプレゼンテ

ーションの表示 
Mac を外部モニタまたはプロジェクタに簡単に接続し、わずかな設定を行うだけで、Windows 
アプリケーションからプレゼンテーションを表示できます。 

このためには、次の操作を実行します。 

1 Windows が実行されていない場合は、Windows を開始  『40p. 』します。 

2 Mac を、通常どおりの手順で外部モニタまたはプロジェクタに接続します。プレゼンテーシ

ョンを表示するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 
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3 コンピュータに表示されている内容とまったく同じ内容を外部ディスプレイまたはプロジェ

クタに表示するには、[ミラーリングを使用] を選択します。 

[ミラーリングを使用] を選択しなければ、Microsoft PowerPoint などのいくつかのアプリケ

ーションは、コンピュータには発表者ビューで表示され、外部ディスプレイまたはプロジェ

クタにはプレゼンテーションだけが表示されます。 

4 [はい] をクリックします。Windows はプレゼンテーション モードに切り替わり、コンピュ

ータのディスプレイにも、外部ディスプレイまたはプロジェクタにも、全画面で表示されま

す。その後、プレゼンテーションの表示を開始できます。 

注: プレゼンテーションを表示するディスプレイの選択方法については、プレゼンテーションに使用

するアプリケーションのヘルプを参照してください。 

重要！プレゼンテーション モードの使用中に、Windows のディスプレイ設定を変更すると、プレゼ

ンテーションが不正になることがあります。 
 

データの保護 
多くのユーザーは、重要な書類、写真、その他のファイルを Mac に保存しています。Mac で 
Windows を使用するときは、これらのデータをウイルスや不正な使用から保護することが重要

です。こちらのセクションでは、その方法を説明します。 
 



123 
 

Mac で Windows を使用する 
 

ウイルスからのデータの保護 

Parallels Desktop では、Mac OS X と Windows 向けの Kaspersky ウイルス対策ソフトウェア

の無料体験版をお使いいただけます。 

これらの製品を利用するには、Windows および Mac 向け Kaspersky Internet Security をダウ

ンロードし、インストールします。試用期間の終了時に、無期限のアクティベーション キーを

購入できます。 

Windows 対応のウイルス対策ソフトウェアをダウンロード、インストールする 

1 Parallels Desktop を開き、Windows を開始します。 

2 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [処理] > [Internet Security のインス

トール] を選択して、画面の説明に従います。 

注: Windows 向けのウイルス対策ソフトウェアをインストールするには、Parallels Tools がインスト

ールされている必要があります  『272p. 』。ほとんどの場合は、Parallels Tools はデフォルトでイン

ストールされています。 

Windows からウイルス対策ソフトウェアを削除する 

Kaspersky Internet Security を削除するには、他の Windows アプリケーションと同じ方法を実

行します。詳細については、Windows のヘルプとサポートを参照してください。 

Mac 対応のウイルス対策ソフトウェアをダウンロード、インストールする 

1 Parallels Desktop が Coherence モードに設定されている場合、メニュー バーから 
Parallels アイコンをクリックし、  [表示] > [Coherence の終了] を選択します。 

2 [Parallels Desktop] > [Mac のウイルス対策ソフトウェアのインストール] を選択し、画面

上の指示に従います。 

Mac 向けのウイルス対策ソフトウェアを削除する 

[Parallels Desktop] メニューから [Mac のウイルス対策ソフトウェアのアンインストール] を
選択し、管理者名とパスワードを入力します。 
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Mac から Windows を分離する 

Windows を OS X から分離することにより、フォルダ、プロファイル、およびアプリケーショ

ンの共有を行わなくなり、接続された外部デバイスは Windows から自動的にアクセスされな

くなり、Windows と Mac でボリュームが同期されなくなり、Windows と OS X 間でオブジ

ェクトのコピーと移動を行えなくなります。Windows を OS X から分離すると、片方の OS 
から破損されたアイテムが別の OS に送られなくなるため、セキュリティを強化することがで

きます。 

OS X から Windows を分離するには 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [セキュリティ] をクリックします。 

3 [Windows を Mac から分離する] を選択します。 
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変更を保存せずに Windows で作業する 

作業中のセッションで Windows に加える変更を保存したくない場合 (Windows に損害を与え

る可能性がある Windows プログラムをテストする場合など)、Windows をロールバック モー

ドで起動できます。 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

1 Parallels Desktop を開きます。 

2 コントロールセンターから、ロールバックモードで開始したい Windows を選択し、[処理] 
> [ロールバックモードで開始] をクリックします。 

Windows が常にロールバック モードで起動するように設定する 

Windows を常にロールバック モードで起動したい場合: 

1 Parallels Desktop を開きます。 

2 コントロールセンターから Windows を選択し、[処理] > [構成] > [セキュリティ] をクリッ

クします。 

3 [ロールバック モード] メニューで [処理を確認する] を選択します。 

注: 仮想マシンの自動圧縮  『136p. 』を有効にした場合、[ロールバック モード] を有効にすると、

無効になります。 
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パスワード要件の設定 

セキュリティを強化するため、Parallels Desktop で特定の操作を実行する際に管理者パスワー

ドを要求するよう設定することができます。 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [セキュリティ] をクリックします。 

3 選択されたアクションを実行するために Mac OS X 管理者パスワードを要求するには、次

のいずれかを選択します。 

• [フルスクリーンモードの終了]: フル スクリーン モード  『55p. 』を終了するには、パ

スワードが必要になります。 

• [仮想マシンの状態の変更]: Windows を開始、停止、サスペンド、一時停止、またはシ

ャットダウン  『47p. 』するには、パスワードが必要になります。 

• [スナップショットの管理]: スナップショットを作成または削除  『164p. 』、またはスナ

ップショットに戻るには、パスワードが必要になります。 
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Windows を暗号化して不正使用から保護する 

Windows アプリケーションを使用して重要なデータを保管する場合は、不正使用からデータを

保護するために Windows を暗号化することをお勧めします。 

Windows の暗号化 

Windows を暗号化するには (シャットダウンしてから行ってください): 

1 Windows を選択し、[処理] > [構成] > [セキュリティ] をクリックします。 

2 [セキュリティ] タブで [暗号化する] をクリックし、[OK] をクリックします。 

警告: 指定したパスワードは非常に重要です。どこかに記録しておくようにしてください。このパス

ワードがなければ、Windows を開始できなくなります。 

パスワードの変更 

暗号化した Windows のパスワードを変更するには (シャットダウンしてから行ってください): 

1 Windows を選択し、[処理] > [構成] > [セキュリティ] をクリックします。 

2 [セキュリティ] タブで [パスワードを変更] 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。 

Windows の暗号化の解除 

Windows の暗号化を解除するには (シャットダウンしてから行ってください): 

1 Windows を選択し、[処理] > [構成] > [セキュリティ] をクリックします。 

2 [セキュリティ] タブで、[暗号化を解除] をクリックします。 
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インターネットまたはネットワークへの接続 
Parallels Desktop では、Windows で次の 3 種類のネットワークを使用できます。 

• 共有ネットワーク : Windows プログラムは、Mac OS X のネットワーク接続を共有します。

これがデフォルト設定です。 

• ブリッジ イーサネット : Windows は、Mac のいずれかのネットワーク アダプタを使用で

きます。これにより、仮想マシンがネットワーク上で別個のコンピュータと見えるようにな

ります。 

• ホストオンリネットワーク : Windows は、Mac のみにアクセスできます。 

ほとんどの場合、ネットワーク設定を調整する必要はありません。Mac がネットワークまたは

インターネットに接続するよう設定されている場合は、Windows アプリケーションも同じネッ

トワークおよびインターネットにアクセスできます。 

ブリッジ イーサネット ネットワーク モードは複雑なため、正しく設定するためにはシステム

管理者に相談する必要があります。 

これらのネットワークの概要およびその構成方法については、これから詳しく説明します。 
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Mac OS X と Windows 間でのネットワーク設定の共有 

デフォルトでは、Windows は Mac OS X とネットワーク設定を共有するよう設定されていま

す。Windows アプリケーションは、Mac の IP アドレスを使用してローカル ネットワーク上

の他のコンピュータや、インターネットにアクセスできます。Windows は、ネットワーク上で

独自の IP アドレスを持ちません。 

ほとんどの場合、ネットワーク設定を調整する必要はありません。Mac がネットワークまたは

インターネットに接続するよう設定されている場合は、Windows アプリケーションも同じネッ

トワークおよびインターネットにアクセスできます。 
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以下のような場合に、共有ネットワーク モードを使用します。 

• Mac が、モデムまたは別の非イーサネット デバイス経由でインターネットにアクセスする

。 

• Windows からインターネットにアクセスする必要があるが、セキュリティの心配がある。 

• ブリッジ イーサネット モードでの作業に問題がある。 

Windows で共有ネットワークを使用するよう設定するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [ハードウェア]、[ネットワーク] の順にクリックします。 

3 [ネットワーク] ペインで、[共有ネットワーク] オプションが選択されていることを確認しま

す。 

注: [MAC アドレス] フィールドでは、現在 Windows に割り当てられている MAC アドレスを変更

できます。MAC アドレスは、Mac で Windows を初めてセットアップしたときに自動的に生成さ

れます。デフォルトの MAC アドレスは、[MAC アドレス] フィールドに別の値を入力するか、[生
成] ボタンをクリックすることで変更できます。新しい MAC アドレスを入力した場合、ネットワー

ク内で一意であることを確認してください。 

ネットワーク問題のトラブルシューティングについては、Parallels Web サイトの Parallels 技
術情報  http://kb.parallels.com/を参照してください。 
 

http://kb.parallels.com/
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Windows への個別のネットワーク設定の適用 

ブリッジ イーサネット モードを使用すると、Windows はネットワーク上に独自の IP アドレ

スとネットワーク名を持つスタンドアロン コンピュータとして表示されます。 

注: ブリッジ イーサネット ネットワーク モードは共有ネットワーク モードよりも複雑であるた

め、その適切な構成にはシステム管理者と連携が必要になる場合があります。 
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ブリッジ イーサネット モードで動作するよう Windows を構成するには、次の操作を実行し

ます。 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [ハードウェア]、[ネットワーク] の順にクリックします。 

3 [ネットワーク] ペインで、適切なネットワークアダプタを一覧から選択します。仮想マシン

のアダプタを Mac のアクティブなネットワーク アダプタに接続するには、[デフォルトの

アダプタ] を選択します。 

注: [MAC アドレス] フィールドでは、現在 Windows に割り当てられている MAC アドレスを変更

できます。MAC アドレスは、Windows の初回セットアップ時に自動的に生成されます。デフォル

トの MAC アドレスは、[MAC アドレス] フィールドに別の値を入力するか、[生成] ボタンをクリ

ックすることで変更できます。新しい MAC アドレスを入力した場合、ネットワーク内で一意である

ことを確認してください。 

Windows をブリッジ イーサネット モードで動作するように構成できない場合は、共有ネット

ワーク モードまたはホストオンリ ネットワーク モードの使用を検討してください。 

ネットワーク問題のトラブルシューティングについては、Parallels Web サイトの Parallels 技
術情報  http://kb.parallels.com/を参照してください。 
 

ホストオンリ ネットワーク設定の使用 

Parallels Desktop では、Mac OS X および Windows でのみアクセス可能な閉じたネットワーク

を提供します。Mac OS X は、Parallels Desktop のインストール時に Mac 上に自動的に作成さ

れた Parallels ホストオンリ ネットワーク アダプタ経由でこのネットワークに接続されます。

Windows のアドレスは、Parallels DHCP サーバーによって提供されます。 

 

http://kb.parallels.com/
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Windows でホストオンリ ネットワークを使用するよう設定するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [ハードウェア]、[ネットワーク] の順にクリックします。 

3 [ネットワーク] ペインで、[ホストオンリ] オプションが選択されていることを確認します。 

注: [MAC アドレス] フィールドでは、現在 Windows に割り当てられている MAC アドレスを変更

できます。MAC アドレスは、Windows の初回セットアップ時に自動的に生成されます。デフォル

トの MAC アドレスは、[MAC アドレス] フィールドに別の値を入力するか、[生成] ボタンをクリ

ックすることで変更できます。新しい MAC アドレスを入力した場合、ネットワーク内で一意である

ことを確認してください。 

ネットワーク問題のトラブルシューティングについては、Parallels Web サイトの Parallels 技
術情報  http://kb.parallels.com/を参照してください。 
 

http://kb.parallels.com/
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Windows での Wi-Fi の使用 

Mac がインターネットにワイヤレス接続されている場合は、デフォルトでは、Windows でも

設定を行わずにインターネットにワイヤレスでアクセスできます。 

ネットワーク設定を変更すると、ブリッジ イーサネット モードを使用して Wi-Fi 接続を再構成

できます。このモードでは、Windows は独自の IP アドレスとネットワーク名を持つスタンド

アロン コンピュータとしてネットワークに表示されます。 

Windows が Wi-Fi を使用してインターネットにアクセスするよう設定するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [ハードウェア]、[ネットワーク] の順にクリックします。 

3 [ネットワーク] ペインで、一覧から [Wi-Fi] を選択します。 

これらの手順を実行すると、Windows は Mac の Wi-Fi アダプタを介してインターネットに接

続できるようになります。 

仮想マシンをブリッジ イーサネット モードで動作するように構成できない場合は、共有ネット

ワーク モードまたはホストオンリ ネットワーク モードの使用を検討してください。 

ネットワーク問題のトラブルシューティングについては、Parallels Web サイトの Parallels 技
術情報  http://kb.parallels.com/を参照してください。 
 

http://kb.parallels.com/
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Windows の VLAN への接続 

Mac が VLAN (仮想ローカル エリア ネットワーク) のメンバーの場合、Parallels Desktop では 
Windows をこの VLAN にブリッジできます。 

Windows を VLAN にブリッジするには、次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

4 [ハードウェア]、[ネットワーク] の順にクリックします。 

5 [ブリッジネットワーク] > [VLAN] を [ソース] の一覧から選択します。 

Windows が、選択された VLAN にブリッジされます。 
 

パフォーマンスの最適化 
Windows が期待通りの処理速度で機能しない場合、いくつかの方法でパフォーマンスを簡単に

最適化することができます。このセクションでは、パフォーマンス最適化のために役に立つ情報

の数々をご紹介します。 

Windows の処理速度を向上するには、このセクションをお読みください。 
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Windows に割り当てるメモリの量を設定する 

Parallels Desktop は、Mac で利用可能な RAM メモリの一定量を Windows に、残りを Mac 
OS X に割り当てるように設定されます。Windows に割り当てるメモリが多すぎると、Mac OS 
X の処理速度が低下し、それによって Windows アプリケーションの処理速度も低下する可能

性があります。これは、アプリケーションが Mac OS X 上で実行されているからです。一方、

Mac OS X に割り当てるメモリが多すぎる場合は、Mac OS X アプリケーションは良好に動作し

ますが、Windows アプリケーションの処理速度が低下する可能性があります。 

Windows と Mac OS X の両方のパフォーマンスを最適化するには、Windows に割り当てるメ

モリを推奨範囲内に設定します。 

Windows に割り当てるメモリの量を設定するには: 

1 Windows をシャットダウンします  『47p. 』。 

2 [処理] > [構成] > [ハードウェア] > [CPU とメモリ] の順に選択します。 

3 メモリ スライダを推奨範囲内に移動します。範囲はスライダの下のグラフィックで表示され

ます (上記参照)。 

3D またはビデオ作成プログラムなど大量のメモリを必要とする Windows アプリケーショ

ンを使用する場合は、推奨範囲内の上限値に設定するのが最適です (スライダを右に移動し

ます)。そうでない場合は、中間に近い値に設定すれば通常は問題ありません。 

注: Mac に搭載しているメモリ (RAM) の量がどれだけ増えても、Windows に割り当て可能な最大

メモリは 8 GB です。ただし、Parallels Desktop for Mac Pro Edition を使用している場合、Windows 
に割り当て可能な最大メモリは 64 GB です。 

この設定を変更しても Windows のパフォーマンスに満足できない場合は、別の設定をお試しく

ださい。 

注: 仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンをク

リックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパスワー

ドを要求されます。 
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最適化設定 

[最適化] 設定を使用すると、以下のことが行えます。 

• Mac OS X アプリケーションまたは Windows アプリケーションのパフォーマンスを最適化

する 

• Windows のパフォーマンス、またはグラフィカル機能を向上できるよう調整する 

• プログラムが開いてないときに Windows を一時停止するよう設定する  『140p. 』 

• MacBook などのポータブル コンピュータを使用している場合、バッテリの持続時間を延ば

したり、パフォーマンスを高めたりするために、コンピュータを最適化する 

• 仮想マシンのリソース使用率を制限する 

[最適化] 設定にアクセスするには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [オプション] をクリックし、[最適化] を選択します。 
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Mac OS X アプリケーションまたは Windows アプリケーションのパフォーマンスを

最適化する 

[パフォーマンス] メニューから次のいずれかを選択します。 

• 仮想マシンを優先 : より多くのコンピュータ リソースが Windows に割り当てられます。

Windows アプリケーションのパフォーマンスは大幅に向上しますが、Mac OS X アプリケ

ーションのパフォーマンスが低下する可能性があります。 

• Mac を優先 : より多くのコンピュータ リソースが Mac OS X に割り当てられます。Mac 
OS X アプリケーションのパフォーマンスは大幅に向上しますが、Windows アプリケーショ

ンのパフォーマンスが低下する可能性があります。 

Parallels Desktop で、現在使用中のアプリケーションまたはプログラムに応じて、Mac OS X 
または Windows のパフォーマンスを自動的に最適化できるよう設定するには: 

• [アダプティブハイパーバイザを有効にする] を選択します。Windows アプリケーションを使

用している場合は、より多くのリソースが Windows に割り当てられ、Mac OS X アプリケ

ーションを使用している場合は、Mac OS X により多くのリソースが割り当てられます。 

Windows を高速化するためにチューニングする 

• [Windows の速度を調整する] を選択します。 

スタートアップ時のアニメーションなど、パフォーマンスを低下する一部の Windows 機能は

無効になります。 

バッテリ寿命を延ばしたり、パフォーマンスを高めたりするために MacBook を最適

化する 

[電源] メニューに、電源とパフォーマンスに関するオプションがあります。 

• バッテリの寿命を延ばす : バッテリ利用が多いポータブル Mac の場合は、このオプション

を選択し、電力消費を抑えてバッテリ寿命を延ばすことができます。これにより、Windows の
パフォーマンスが若干低下する可能性があります。 

• パフォーマンスを向上する : このオプション (デフォルトで選択) は、Windows のパフォー

マンスを最大限に高めますが、より多くのパワーを必要とします。 

注: Windows の実行中に [電源] メニューのオプションを変更した場合、変更内容を有効にするには

、Windows をシャットダウンしてから再起動する必要があります。 

Windows のバッテリの状態を表示するには: 

• [Windows にバッテリを表示する] を選択します。 
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MacBook またはその他のポータブル コンピュータがバッテリ駆動している場合は、バッテリ

の状態がメニュー バーに表示されます。 

仮想マシンのリソース使用率を制限する 

Mac に 2 つ以上の仮想マシンを同時に実行するためのリソースがない場合、より重要な作業を

行っている仮想マシンでさらに多くのリソースを使用できるように、仮想マシンのリソース使用

率を制限できます。スライダーを [低]、[中]、および [無制限]の間でドラッグします。この設定

を変更しても Windows のパフォーマンスに満足できない場合は、別の設定をお試しください。 
 

MacBook Pro における 3D グラフィックス パフォーマンスの最適

化 

一部の新しい MacBook Pro コンピュータには 2 つのビデオ アダプタがあります。デフォル

トでは、エネルギーを節約する低速のビデオ アダプタが使用されます。  

より優れた 3D グラフィックス パフォーマンスを実現するために、高速のビデオ アダプタを

使用するには: 

1 Mac OS X Finder で、[アップル メニュー] > [システム環境設定] を選択し、[省エネルギー] 
をクリックします。 

2 [パフォーマンス優先] をクリックします。 

グラフィックをパフォーマンス優先に設定すると、バッテリの消費が速くなります。 
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ゲームやグラフィックス プログラムの速度の向上 

Parallels Desktop では、DirectX または OpenGL をサポートするビデオ カードが必要なゲーム

やプログラムを実行できます。これを行うには、3D アクセラレーションを有効にする必要があ

ります。 

プログラムが DirectX または OpenGL のサポートを必要とするかどうかについては、ゲームま

たはプログラムに付属のマニュアルを参照してください。 

3D アクセラレーションを有効にするには: 

1 仮想マシンをシャットダウンします。 『47p. 』 

2 [処理] > [構成] を選択します。 

3 [ビデオ] ペインで、[3D アクセラレーション] メニューから [オン] を選択するか DirectX 
のバージョンを選択します。 

注: 3D アクセラレーションを有効にする前に、Parallels Tools がインストールされている  『272p. 』
必要があります。Parallels Tools は、Windows をセットアップするときにデフォルトでインストール

されます。 
 

プログラムが開いていないときに Windows を一時停止する 

Windows アプリケーションが開いていないときに、Windows を自動的に一時停止するよう設

定すると、コンピュータのリソースを節約できます。そうすると、RAM や CPU などのより多

くのリソースを Mac OS X アプリケーションで使用できるようになります。 

プログラムが開いてないときに Windows を一時停止するよう設定するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [オプション] をクリックし、[最適化] を選択します。 

3 [可能な場合は Windows を一時停止] を選択します。 
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ゲーム、グラフィック、業務用ツール、または開発用に、仮想マシン

を最適化する 

仮想マシンの作成時に、用途に応じて仮想マシンを最適化することができます。次のいずれかの

用途のために、仮想マシンの設定を選択することができます。 

• 業務用ツール : テキスト エディタ、メール、Web ブラウザなどを使う日常的な業務に仮想

マシンを使用する場合、このプロファイルを選択します。 

• ゲームのみ : Mac で PC ゲームをプレイするために仮想マシンを使用する場合、このプロ

ファイルを選択します。 

Parallels Desktop for Mac Pro Edition を使用している場合、仮想マシンを次の用途にも設定でき

ます。 

• デザイン : グラフィック アプリケーションを使用するために仮想マシンを使用する場合、こ

のプロファイルを選択します。 

• ソフトウェア開発 : ソフトウェアの開発やテストに仮想マシンを使用する場合、このプロフ

ァイルを選択します。 

• ソフトウェアのテスト : 分離されている環境でソフトウェアをテストするために仮想マシン

を使用する場合、このプロファイルを選択します。 

仮想マシンを作成した後で、この設定を変更することができます。 

1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、仮想マシンを右クリックし（シャットダウンされている必要があ

ります）、[構成] を選択します。 

3 [一般] タブで [変更] をクリックします。 

4 用途に最も適したプロファイルを選択します。 
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Windows を Travel Mode で操作する 

MacBook を携帯して出張することが多い場合、Mac のバッテリを充電する電源アダプタが手元

になかったり、パブリックネットワークへの接続時に問題が発生したりすることがあります。 

Travel Mode では、Windows が使用する電力を削減して Mac のバッテリ寿命を延長し、また

、パブリック ネットワークへの接続設定を調整します。 

Travel Mode を入力する 

Windows を Travel Mode に切り替えるには、次の手順を実行します。 

1 仮想マシンをスタートします。 『40p. 』 

2 Windows が起動したら、次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [処理] > [Travel Mode を入力す

る] を選択します。 

• 画面上部にある Parallels Desktop のメニューバーの [処理] をクリックし、[Travel 
Mode を入力する] を選択します。 

Travel Mode を終了する 

Travel Mode を終了するには、次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [処理] > [Travel Mode を終了する] 
を選択します。 

• 画面上部にある Parallels Desktop のメニューバーの [処理] をクリックし、[Travel Mode 
を終了する] を選択します。 

Travel Mode に自動的に移行および終了する 

Travel Mode に自動的に移行したり、Travel Mode を自動的に終了したりするように仮想マシン

を構成することもできます。 

3 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• 画面上部にある Parallels Desktop のメニューバーの [処理] をクリックし、[構成] を選

択します。 

4 [オプション] をクリックし、[Travel Mode] を選択します。 

5 Travel Mode に自動的に入るには、次のいずれかを実行します。 
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• バッテリ電源を使用する場合 : Mac がバッテリ電源での動作を開始すると、仮想マシン

は Travel Mode に移行します。 

• バッテリ電源 : 仮想マシンを Travel Mode に移行させる場合に、メニューから選択しま

す。 

• 使用しない : 仮想マシンは、Travel Mode に自動的に移行しません。 

6 Travel Mode を自動的に終了するには、次のいずれかを実行します。 

• 電源に接続している場合 : Mac を電源に接続すると、仮想マシンは Travel Mode を終了

します。 

• 使用しない : 仮想マシンは、Travel Mode を自動的に終了しません。 
 

Windows メンテナンスのスケジュール 

時々、Windows では、アップデートのインストール、クリーニング、およびディスクのデフラ

グなど、様々なメンテナンス作業を実行する必要があります。Windows でこれらの作業を実行

しているとき、パフォーマンスが低下することがあります。 

重要な作業で忙しいときにパフォーマンスが低下することを避けるために、Windows メンテナ

ンスの実行を退席中または他の都合のよい時間にスケジュールしてください。 

7 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• 画面上部にある Parallels Desktop のメニューバーの [処理] をクリックし、[構成] を選

択します。 

8 [オプション] をクリックし、[メンテナンス] を選択します。 

9 [メンテナンスを開始] を選択し、対応するメニューから日付と時間を選択します。 

一度設定すると、Windows では指定された時間にメンテナンスを実行します。 
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iPad、iPhone、Android デバイスでの Windows 
の使用 
Parallels Access は、iPad、iPhone、または Android デバイス から Mac や Windows PC、さ

らにはそこにインストールされたアプリケーションを操作することを可能にする Parallels 製品

です。Web ブラウザを介してリモート コンピュータで作業することもできます。 

Mac に Parallels Desktop をインストールしている場合、Parallels Access アプリケーションを

使用して Windows にアクセスし、操作することができます。 

Parallels Access を使用すると、以下のことを行えます。 

• モバイル デバイスで Windows アプリケーションを使用する。 

• Windows をリモートで開始、停止、およびリセットする。 

• Wi-Fi または 3G で接続する。 

• インターネット経由で Windows にアクセスする。 

使い始める 

Parallels Access を使用する前に、次のことを行う必要があります。 

1 App Store または Google play から Parallels Access をダウンロードし、iPad、iPhone、ま

たは Android デバイスにインストールします。 

2 Mac に Windows がインストールされている  『22p. 』ことを確認してください。 

3 Parallels Desktop で、次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。 

• Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[環境設定] を選択します。 

4 [Access] をクリックします。 

5 [インストール] をクリックして、Parallels Access agent を Mac にインストールします。 

これらの手順は、1 回のみ実行します。 

iPad、iPhone、または Android デバイスで Windows にアクセスする 

1 Mac を起動します。 

Parallels Access で Windows にアクセスして使用するには、Mac を起動しておく必要があ

ります。 
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2 iPad、iPhone、または Android デバイスで Parallels Access を開き、Parallels Desktop の登

録に使用したメールアドレスとパスワードを使用し、アカウントにログインします。 

3 使用可能な Mac の一覧で、目的の Mac をタップします。 

Windows に初めてアクセスする場合は、Windows を制御するためのジェスチャーに関するヒ

ントが表示されます。[Close] をタップし、Windows デスクトップに移動します。 

Parallels Access の使用について詳しくは、オンラインで提供されている『Parallels Access ユー
ザー ガイド』を参照してください。 
 

Parallels Toolbox を使用して時間を節約 
Parallels Toolbox は、日課の中でお客様の時間の節約をサポートする便利なツールセットです

。Parallels Toolbox は、以下の操作を実現します。 

• スクリーンショットを取得 

• 音声を録音 

• ファイルのアーカイブおよび解凍 

• 不正アクセスを防止するため、Mac のカメラのブロックおよびマイクロフォンの消音化 

• 特定のイベント向けに日付をカウントするためのカウントダウンの設定 

• 退席中に他のユーザーがデスクトップにアクセスできないように、Mac の画面をロック 

• Mac のスリープ機能の作動防止 

• など。 

Parallels Toolbox の活用方法の詳細については、オンラインの「Parallels Toolbox ユーザーガイ
ド」を参照してください。 

Mac への Parallels Toolbox のインストール 

Parallels Toolbox をインストールするには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します

。[Toolbox] をクリックします。 

• Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[環境設定] を選択します

。[Toolbox] をクリックします。 

2 [インストール] をクリックし、画面上の指示に従います。 
 



147 
 

Mac で Windows を使用する 
 

画面の写真を保存する 
Windows の写真をウィンドウ モードで保存するには: 

• [表示] > [スクリーンショットの作成] を選択します。 

Parallels Picture.png というファイルが Mac OS X のデスクトップに保存されます。 

このほか、Command-Shift-3 を押しても、画面全体の写真を撮ることができます。デフォルト

で、写真は Mac OS X のデスクトップに保存されます。 
 

仮想マシンの Dock アイコンの外観を設定する 
仮想マシンが開いているか実行中のときに Mac OS X の Dock に表示されるアイコンの種類を

選択できます。 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。そして

、[一般] をクリックします。 

• Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[環境設定] を選択します。そ

して、[一般] をクリックします。 

2 [仮想マシンの Dock アイコン] メニューから、次のいずれかを選択します。 

• OS アイコン : Dock アイコンには、仮想マシンにインストールされた OS のアイコン

が表示されます。 

• ライブ スクリーンショット : Dock アイコンに、Windows に表示されるイメージの縮小

版が表示されます。 

• なし : ウィンドウ モード、フル スクリーン モード、Modality モードで実行中の仮想マ

シンでは、Dock に独立したアイコンが表示されません。 
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Mac がスリープ中でも Windows アップデート

を許可する 
Parallels Desktop は OS X Power Nap をサポートしており、Mac がスリープ中でも Windows 
を最新状態に保つことができます。Power Nap を有効にすると、通常は Windows がスリープ

状態から復帰した後で情報を更新するようなサービス (電子メール プログラムの新着メールや

、予定表のイベントの更新通知など) が、たとえ Mac がスリープ中であってもこれらを更新す

るようになります。 

Power Nap を使用するためには、コンピュータが Power Nap に対応している必要があります

。詳細については、Apple.com を参照してください。 

Power Nap を有効にするには: 

1 Mac で、[アップル メニュー] > [システム環境設定] を選択し、[省エネルギー] をクリック

します。 

2 Mac がバッテリで動作している場合は [バッテリー電源使用時は Power Nap を入にする]
、電源に接続している場合は [電源アダプタに接続中に Power Nap を入にする] が選択し

ていることを確認します。 

注: Power Nap の詳細は、OS X のヘルプ リソースを参照してください。 
 

Windows で知らない単語の意味を調べる 
Windows を使用中に、知らない単語が見つかった場合、Mac OS X の辞書で簡単に意味を調べ

ることができます。その単語の上にマウス ポインタを動かして、Control-Command-D を押す

か、タッチパッドを 3 本指でタップします (クリックではありません)。 

注意: 

1.Windows に Parallels Tools 『196p. 』 がインストールされている必要があります。 

2.単語の上にマウスポインタを動かすと、カーソルの形が矢印から  テキスト選択に変わります 

。画像に埋め込まれた単語は検索できません。 
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仮想マシンの操作 
仮想マシンの操作について詳しくは、このセクションを参照してください。 
 

 5 

高度な説明 
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サポートされるゲスト OS 

Parallels Desktop 仮想マシンには、下記のゲスト OS のいずれかをインストールできます。 

 32 ビ
ット 

64 ビ
ット 

高速イン

ストール 

Windows 

Windows 10    

Windows 8.1    

Windows 8    

Windows Server 2012 SP0、R2    

Windows 7 SP0、SP1    

Windows Server® 2008 SP0、SP1、SP2、R2    

Windows Vista® Home、Business、Ultimate、Enterprise SP0、SP1、SP2    

Windows Server® 2003 SP0、SP1、SP2、R2    

Windows XP Home SP0、SP1、SP2、SP3    

Windows XP Professional SP0、SP1、SP2、SP3    

Windows XP Professional SP2    

Windows 2000 Professional SP4    

Windows 2000 Server SP4    

Windows NT 4.0 Server SP6、Workstation SP6    

Windows ME    

Windows 98 SE    

Windows 95    

Windows 3.11    

MS-DOS 6.22    

Linux 

Ubuntu® Linux 10.04 LTS、12.04 LTS、12.04、13.04、13.10、14.04、
14.10、15.10    

Red Hat® Enterprise Linux 5.x、6.x、7.x    

CentOS Linux 5.x、6.x、7.0    

Ubuntu® Linux 19、20、21、22    



151 
 

高度な説明 
 

SUSE® Linux Enterprise Server 11 SP2、SP3    

OpenSUSE Linux 12.3、13.1、13.2    

Linux Mint 13、16、17、17.2    

Mageia 3、4.1、5    

Debian® Linux 7.x、8.x    

OS X 

OS X Yosemite 10.10.x    

OS X Mavericks 10.9.x    

OS X Mountain Lion 10.8.x    

OS X Lion 10.7.x    

OS X Lion Server 10.7.x    

Mac OS X Snow Leopard Server 10.6.x    

Mac OS X Leopard Server 10.5.x    

Chrome 

Chrome OS*    

Solaris 

Solaris® 10、11    

BSD 

FreeBSD® 8.x、9.x、10、10.1    

OS/2 

OS/2® Warp 4.5、4    

eComStation™ 1.2、2.x    

Android 

Android OS*    

*Chrome、および Android OS - これらの OS は現在、新しい仮想マシンウィザードを使用す

る仮想アプライアンス  『171p. 』としてダウンロードした場合にのみ、ゲストオペレーティン

グシステムとしてサポートされています。 

Parallels Desktop には、OS のインストール ディスクやそのイメージが同梱されていません。

これらは、別途購入する必要があります。 
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仮想マシンの概要 

Mac に Windows やその他の OS を追加するために、Parallels Desktop は「仮想マシン」、つ

まりコンピュータの仮想コピーを Mac の内部に作成します。次に、通常のコンピュータに OS 
をインストールする場合と同じ方法で仮想マシンに Windows をインストールします。 

多くの方は、Parallels Desktop を使用して仮想マシンを 1 つ作成し、Windows をインストー

ルします。ただし、好きな数だけ仮想マシンをインストールして、それぞれの仮想マシンに異

なる OS をインストールすることもできます。こうすることで、Mac で複数の OS を同時に使

うことが可能になります。また、通常のコンピュータのように仮想マシンでも、オン/オフにし

たり、構成したり、プログラムをインストールして使用したりすることができます。 
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デフォルト構成 

標準の仮想マシンは、次の 基本的な仮想ハードウェアで構成されます。すなわち、CPU、メモ

リ、ハード ディスク ドライブ、フロッピー ディスク ドライブ、サウンド デバイス、CD/DVD 
ドライブ、ネットワーク アダプタ、USB コントローラ、シリアル ポート、Mac OS のデフォ

ルト プリンタに接続されたプリンタ ポートです。 

注: 基本的なハードウェアとは別に、[仮想マシン構成] ダイアログ ボックス  『235p. 』を使用して、

仮想マシンに新しいデバイスを追加できます。 

メモリの量およびハード ディスクのサイズは、ゲスト OS によって異なります。仮想マシンに

インストールするゲスト OS に基づいて仮想マシンに割り当てられるメモリおよびハード デ
ィスクの値については、下の表を参照してください。標準的な仮想マシン用の仮想ハード ディ

スクは、必ず拡張可能フォーマット  『239p. 』で作成されます。 

ゲスト OS メモリ 
(MB) 

ビデオ メ
モリ 
(MB) 

ハード デ
ィスク 
(MB) 

フロッ

ピード

ライブ 

CD/DV
D ドラ

イブ  

ネット

ワーク 
アダプ

タ 

サウン

ド デバ

イス 

Mac OS X 1024 32 64,000     

Windows 7 1024 256 64,000     

Windows Server 2008 1024 128 64,000     

Windows Vista 1024 256 64,000     

Windows XP  1024 256 64,000     

Windows 2003 1024 64 64,000     

Windows 2000 256 256 64,000     

Windows ME 256 32 8,000     

Windows NT 256 32 4,000     

Windows 98 256 32 8,000     

Windows 95 128 32 2,000     

Windows 3.11 64 32 2,000     

その他の Windows 1024 128 64,000     

Red Hat Enterprise Linux 1024 32 64,000     

SUSE Linux Enterprise 1024 32 64,000     

Debian GNU/Linux 1024 32 64,000     

Ubuntu Linux 1024 32 64,000     
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Fedora Linux 1024 32 64,000     

CentOS Linux 1024 32 64,000     

OpenSUSE Linux 1024 32 64,000     

Mandriva Linux 1024 32 64,000     

その他の Linux カーネル 
2.6 

1024 32 64,000     

その他の Linux カーネル 
2.4 

1024 32 64,000     

その他の Linux 1024 32 64,000     

FreeBSD 8.x 256 32 64,000     

FreeBSD 7.x 256 32 64,000     

その他の FreeBSD 256 32 64,000     

OS/2 Warp 4.5 256 32 2,000     

OS/2 Warp 4 128 32 2,000     

eComStation 1.2 256 32 2,000     

その他の OS/2 128 32 2,000     

MS-DOS 6.22 64 32 2,000     

その他の DOS 32 32 2,000     

Solaris 10 1024 32 64,000     

OpenSolaris 256 32 64,000     

その他の Solaris 1024 32 64,000     

その他 256 32 8,000     
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新しい仮想マシンの保存場所の設定 

デフォルトでは、Parallels Desktop は ~/Documents/Parallels に仮想マシンを保存します。 

新しい仮想マシンのデフォルトのインストール先を変更するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。そして

、[一般] をクリックします。 

• Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[環境設定] を選択します。そ

して、[一般] をクリックします。 

2 [仮想マシンのフォルダ] メニューから保存場所を選択します。 

新しく作成されるすべての仮想マシンは、新しい場所に保存されます。既存の仮想マシンは、元

の保存場所に残ります。 
 

仮想マシンをアレンジする 

多数の仮想マシンがある場合、コントロールセンターウィンドウがオーバーロードし、不便に

なることがあります。 

コントロールセンターを構成し、仮想マシン名とアイコンのみの最低限の情報を表示できます。

そのためには Dock 内の Parallels Desktop アイコンをクリックし、OS X メニューバーの [表
示] > [コンパクト表示] を選択します。 

Parallels Desktop for Mac Pro Edition を使用している場合、仮想マシンの表示順を変更できます

。Dock 内の Parallels Desktop アイコンをクリックし、[表示] > [並び替え] をクリックして、

仮想マシンの表示順序を選択します。 
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仮想マシンの判別 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

複数の仮想マシンを同時に実行している場合、通常それらの仮想マシンで実行中の全アプリケ

ーションのアイコンが Dock 内に表示されます。それぞれのアプリケーションアイコンがどの

仮想マシンのものなのか、判別が難しくなってしまいます。この場合、それぞれの仮想マシンに

色を指定して区別することができます。次のいずれかを実行します。 

• コントロールセンターで仮想マシンを右クリックし、コンテキストメニュー下部から色を選

択します。 

• OS X 内で仮想マシンを右クリックし（仮想マシンは通常 Documents/Parallels フォルダに保

存されています）、コンテキストメニューから色を選択します。 

たとえば、赤を指定した場合、その仮想マシンのアプリケーションの Dock アイコンには赤い

点が表示されます。 

 
 

仮想マシンアイコンの変更 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

ゲストオペレーティングシステムが同じ複数の仮想マシンが存在する場合、Dock アイコンが同

じになるため、混乱しやすくなります。仮想マシンアイコンを変更するには、以下の手順に従い

ます。 

1 使用する新しいアイコンをクリップボードにコピーします（アイコンを選択して Command 
+ C を押します）。 

2 アイコンを変更する仮想マシンを右クリックし（仮想マシンは通常 Documents/Parallels フ
ォルダに保存されています）、[情報を見る] をクリックします。 

3 左上隅の仮想マシンアイコンをクリックし、Command + V を押して新しいアイコンをクリ

ップボードからペーストします。Finder 内および Dock 内の表示アイコンが変わります。 

デフォルトのアイコンに戻すには、ステップ 2 を再実行し、仮想マシンアイコンをクリックし

て Backspace キーを押します。 
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仮想マシン名の変更 

仮想マシン名は、コントロールセンターに表示され、ウィンドウモードで実行中はゲスト OS 
ウィンドウの一番上にも表示されます。 

仮想マシン名を変更するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [一般] をクリックし、[名前] フィールドに新しい名前を入力します。 

名前の長さは 50 文字に制限されています。 
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仮想マシンを複製する 

仮想マシンを複製する 

仮想マシン全体のコピーが必要な場合、この仮想マシンを複製することができます。複製とは、

元の仮想マシンとまったく同一である別の仮想マシンです。複製を作成するには： 

1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、複製したい仮想マシンを選択し（シャットダウンされている必要

があります）、[ファイル] > [複製] を選択します。 

3 複製を格納する場所を選択します。 

デフォルトで、Parallels Desktop は複製を [書類] > [Parallels] フォルダに保存します。 

4 [保存] をクリックして仮想マシンの複製を開始します。 

リンクされた複製を仮想マシンから作成する 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

リンクされた複製とは、仮想ハードディスクを親の仮想マシンと共有する仮想マシンのことで

す。このテクノロジーによって、親の仮想マシンのハードディスクにインストールされたソフト

ウェアを複数の仮想マシンで使用することが可能になります。これにより、ユーザーは Mac の
ハードディスクのスペースを節約することができます。リンクされた複製を作成するには: 

1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、複製したい仮想マシンを選択し（シャットダウンされている必要

があります）、[ファイル] > [新規のリンクされた複製] を選択します。 

3 複製を格納する場所を選択します。 

デフォルトで、Parallels Desktop は複製を [書類] > [Parallels] フォルダに保存します。 

4 [保存] をクリックして仮想マシンの複製を開始します。 
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仮想マシンのバックアップ 

ほとんどの人は、深刻なデータ損失を経験しない限り、定期的なデータのバックアップの必要性

を真剣に考えることはありません。データの損失を防ぐため、独自のバックアップ戦略を作成す

る必要があります。仮想マシンは、物理コンピュータと同様に、クラッシュによってダメージを

受けます。 

以下のいくつかの方法を使用して仮想マシンをバックアップできます。 

• [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスの [バックアップ] タブで、定期的なバックアップの

設定を構成する。 

• Acronis True Image 『175p. 』 など、サード パーティのバックアップ ユーティリティを使

用する。 

• 仮想マシン複製アシスタントを使用して仮想マシンを複製する。複製にわかりやすい名前を

付けてバックアップ用の場所に保存する。 

• 仮想マシン ファイルを手動でコピーする。 

定期的なバックアップを構成する 

[仮想マシン構成] ダイアログ ボックスの [バックアップ] タブで、仮想マシンの定期的なバック

アップ方法を選択できます。仮想マシンのスナップショットを作成する方法を設定できます。ま

た、Time Machine を使用して仮想マシンをバックアップすることも選択できます。 

Time Machine を使用して仮想マシンをバックアップする場合、仮想マシンの PVM ファイルは 
Mac OS に格納された他のファイルと一緒に自動的にバックアップされます。仮想ハードディス

ク ファイル (HDD) は仮想マシン バンドル ファイル (PVM) 内に格納されているため、結果的

に、仮想マシンのハード ディスクに格納されたファイルもバックアップされます。 

警告: Time Machine バックアップは、バックアップ中に Parallels 仮想マシンが停止またはサスペ

ンドしている場合のみ、安全を保証します。 

Windows ファイルの一部を復元するには: 

1 Finder 内 (Time Machine 内ではない) から、仮想マシンのファイル (PVM) のバックアップ 
コピーを、バックアップ ディスクから探します。 

2 ファイルを右クリックして、[パッケージの内容を表示] を選択します。 

3 仮想マシンの内容のウィンドウで、仮想ハード ディスク ファイル (HDD) (通常 <仮想マシ

ン名>.hdd) を右クリックし、[このアプリケーションで開く] > [Parallels Mounter] を選択

します。 

4 Parallels Mounter を使用して仮想マシンのハードディスクの内容を参照し、復元する必要が

あるファイルを探します。 
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サード パーティのバックアップ ユーティリティを使用する 

サード パーティのバックアップ ユーティリティを必要に応じて使用できます。登録済みの 
Parallels Desktop ユーザーは、Acronis True Image 『175p. 』 を使用して Windows 仮想マシ

ンをバックアップできます。 

注: Acronis は、ハードディスクとして Boot Camp を使用する仮想マシンのバックアップはサポート

していません。 

仮想マシンを複製する 

仮想マシン複製アシスタントを使用して、仮想マシンの完全な複製を作成できます。詳細につい

ては、「仮想マシンの複製  『157p. 』」を参照してください。 

仮想マシン ファイルのコピー 

仮想マシンを Finder で検索し、仮想マシン ファイル (PVM) のバックアップ コピーを作成で

きます。 

1 コントロールセンター（またはシャットダウンされている場合は仮想マシンウィンドウ）で

、仮想マシンの名前を右クリックし、コンテキストメニューの [Finder に表示] を選択しま

す。Finder で、仮想マシンが格納されたフォルダに移動します。 

2 必要な仮想マシン PVM ファイルを検索します。 

注: PVM ファイルは、仮想マシン構成ファイル （PVS）、仮想ハード ディスク ファイル (HDD)、
およびその他のファイルを含むバンドルです。仮想マシン ファイルの詳細については、「仮想マシ

ンについて  『151p. 』」を参照してください。 

3 仮想マシンの PVM ファイルを安全な場所にコピーします。 
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Mac OS X で仮想ハード ディスクを参照する 

Windows ファイルに簡単にアクセスできるよう、仮想ハードディスク (Windows がインストー

ルされている) を Mac OS X にマウントできます。 

仮想ハードディスクを Max OS X デスクトップにマウントする 

Windows が実行されているときに、仮想ハード ディスク (Windows がインストールされてい

る) を Mac OS X デスクトップにマウントする必要がある場合は、Finder を開き、[Finder] > [
環境設定] > [一般] の順に選択し、[接続しているサーバ] オプションを選択します。 

仮想マシン ファイルへのアクセスを簡単にするために、そのハードディスクを他のディスクお

よびストレージ デバイスとともに Mac OS X Finder にマウントできます。 

仮想マシンの実行中に仮想ハードディスクを Mac OS X デスクトップにマウントするには、次

の操作を実行します。 

1 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスの [共有] ペインを開き、[仮想ディスクを Mac デス

クトップにマウントする] オプションを有効にします。 

注: [共有] ペインで設定を編集するには、仮想マシンに Parallels Tools 『192p. 』 をインストール

し、[セキュリティ] ペインで [Mac を Windows から分離する] オプションを無効にする必要があ

ります。 

2 Finder の環境設定を開き、[一般] タブをクリックして、デスクトップに表示されたアイテ

ムの一覧で [接続しているサーバ] オプションを選択します。 

仮想マシンを起動せずに仮想マシンの内容を管理する場合は、Parallels Mounter を使用して仮

想ハードディスクを手動でマウントできます。 

1 仮想マシン ファイルを Finder で参照します。Parallels 仮想マシンの場合は、コントロー

ルセンター（またはシャットダウンされている場合は仮想マシンウィンドウ）で、仮想マシ

ンの名前を右クリックし、コンテキストメニューの [Finder に表示] を選択します。 

Parallels 仮想マシンの保存先のデフォルト パスは、/Users/<ユーザー名

>/Documents/Parallels/ と /Users/Shared です。 

2 特定の仮想マシンのハード ディスクをマウントするには、この仮想マシンのファイルを右

クリックし、ショート カット メニューの [このアプリケーションで開く] > [Parallels 
Mounter] または [このアプリケーションで開く] > [その他] > [ライブラリ] > [Parallels] 
> [Parallels Mounter] を選択します。以下の仮想マシンおよびハード ディスクをマウント

できます。 

• Parallels バンドル (.pvm) または構成ファイル (.pvs) または仮想ハードディスク ファ

イル (.hdd) 
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• VMware 構成ファイル (.vmx、.vmwarevm) または仮想ハードディスク ファイル 
(.vmdk) 

• Virtual PC 構成ファイル (.vmc、.vpc7) または仮想ハードディスク ファイル (.vhd) 

• VirtualBox 構成ファイル (.xml) または仮想ハード ディスク ファイル (.vdi) 

Parallels 仮想マシンの PVM ファイルまたはいくつかの仮想ハード ディスクを持つサード 
パーティ仮想マシンの構成ファイルを選択する場合、そのボリュームはすべてマウント済み

として Finder に表示されます。 

仮想ハード ディスクをマウントする場合は、仮想ハード ディスク ファイルをダブルクリ

ックして、Parallels Mounter にマウントします。選択したハードディスクのアイコンは、

Finder ウィンドウのサイドバーに、他の Mac OS X のアイコンと共に表示されます。 

3 ボリュームの内容を参照するには、Finder ウィンドウのサイドバー内のアイコンをクリッ

クします。 

仮想マシン ファイルは、Finder ウィンドウ内で Mac OS X ファイルを管理するのと同じよ

うに管理できます。 

注: サスペンド中の仮想マシンの内容を Finder で参照している場合は、そのファイルを削除、移動

、または変更できません。 

4 ボリュームをアンマウントするには、ディスク アイコンの横にある [取り出し]  ボタン

を使用します。 

注: 複数のボリュームを持つハード ディスクがマウントされていて、このハード ディスクまたはこ

のハード ディスクを使用する仮想マシンを Parallels Desktop で開く場合は、[取り出し] ボタンを

クリックして、ボリュームを 1 つずつ切断する必要があります。 
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仮想マシン テンプレートの作成および使用 

仮想マシンをベースに、テンプレートを作成することができます。その後、このテンプレート

は、同一の仮想マシンを複数作成するために使えます。仮想マシン テンプレートを作成するに

は、次のいずれかを行います。 

注: 仮想マシン テンプレートは Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

• 仮想マシンをテンプレートに変換する。 

• 仮想マシンをテンプレートに複製する。 

これらの方法の違いとしては、仮想マシンをテンプレートに変換する場合、テンプレートを仮想

マシンに再変換しなければ実行することができません。一方、仮想マシンをテンプレートに複製

する場合は、テンプレートが仮想マシンと別に表示されるため、両方を操作することができます。 

テンプレートは仮想マシンに変換するか、展開することができます。テンプレートを変換する

と、仮想マシンに戻ります。また、テンプレートを展開すると、その結果生成される仮想マシン

はテンプレートとは別に表示されるため、両方を操作することができます。 

仮想マシンをテンプレートに変換する 

仮想マシンをテンプレートに変換するには: 

1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、変換したい仮想マシンを選択し（シャットダウンされている必要

があります）、[ファイル] > [テンプレートに変換] を選択します。 

テンプレートを仮想マシンに変換する 

テンプレートを仮想マシンに変換するには: 

1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、変換したいテンプレートを右クリックし、[仮想マシンに変換] を
選択します。 

仮想マシンをテンプレートに複製する 

仮想マシンをテンプレートに複製するには: 

1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、複製したい仮想マシンを選択し（シャットダウンされている必要

があります）、[ファイル] > [テンプレートに複製] を選択します。 
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3 テンプレートを格納する場所を選択します。 

デフォルトで、Parallels Desktop はテンプレートを [書類] > [Parallels] フォルダに保存しま

す。 

4 [保存] をクリックして仮想マシンのテンプレートへの複製を開始します。 

テンプレートを仮想マシンに展開する 

テンプレートを仮想マシンに展開するには: 

1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、変換したいテンプレートを右クリックし、[仮想マシンに展開] を
選択します。 

3 仮想マシンを格納する場所を選択します。 

デフォルトで、Parallels Desktop は仮想マシンを [書類] > [Parallels] フォルダに保存します

。 

4 [保存] をクリックしてテンプレートの仮想マシンへの展開を開始します。 
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仮想マシンのスナップショットの保存 

スナップショットは、ゲスト OS の状態を保存したものです。スナップショットは、以下のよ

うな作業の前に作成しておくと役に立ちます。 

• ゲスト OS を損なうおそれのあるプログラムを実行する。 

• 多くの設定を必要とするゲスト OS ソフトウェアを構成する。 

• 開発プロセスのマイルストーンを残しておきたいとき。 

注意: 1.Boot Camp パーティションを使用する Windows 仮想マシンのスナップショットは作成でき

ません。 

2.仮想マシンに 1 つ以上のスナップショットがある場合は、その仮想ハード ディスクの圧縮 や サ
イズ変更を実行できません。 

3.スナップショットを作成すると、仮想マシンの .pvm バンドルのサイズが増加します。 

何かがうまくいかなくなったとしても、いずれかのスナップショットの状態に戻ることで、ゲス

ト OS での作業を続行できます。 

スナップショットを作成する 

1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、スナップショットの作成対象となる仮想マシンを選択します。 

3 [処理] > [スナップショットの管理] をクリックします。 

4 [新規] をクリックし、スナップショット名を入力し、[OK] をクリックします。 

スナップショットの作成を自動化する 

SmartGuard 機能を使用して、スナップショットの作成を自動化できます。 

注: SmartGuard は、仮想マシンが [ロールバック モード] 『125p. 』 で実行されていない場合に限

り使用できます。 

スナップショット自動化の設定にアクセスするには: 

1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、スナップショットの作成対象となる仮想マシンを右クリック

し、[構成] を選択します。 

3 [バックアップ] をクリックします。 
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スナップショットを自動化するには、SmartGuard を有効にして、[詳細] をクリックし、次の

いずれかを実行します。 

• [Time Machine 用に最適化] を選択します。このオプションを選択すると、48 時間ごとに

スナップショットが作成されます。Time Machine による Mac のバックアップ時には、仮

想マシン全体ではなく最新のスナップショットのみがバックアップされます。これにより、

Time Machine がバックアップするデータ量が減少し、仮想ハード ディスクのバックアップ

の所要時間が短縮され、Time Machine のバックアップから仮想マシン ハード ディスクを

復元する際にデータが紛失または破壊するリスクが最低限に抑えられます。 

• スナップショットの頻度と保存するスナップショットの最大数を手動で設定します。次のス

ナップショットの作成時を把握し、そのスナップショットの作成を却下できるようにするに

は、[スナップショット作成前に通知] を選択します。 

スナップショットの作成頻度を設定するには: 

• [次の間隔でスナップショットを作成する] フィールドを使用します。1 ～ 48 時間を設定で

きます。 

時間間隔が 24 時間より短い場合、SmartGuard では最新の時単位、日単位、および週単位のス

ナップショットを復元できます。時間間隔が 24 時間より長い場合、最新の日単位、週単位およ

び月単位のスナップショットを復元できます。 

保持するスナップショット数を制限するには: 

• ［保持するスナップショット数］フィールドを使用して、Mac に保存するスナップショット

の最大数を設定します。 

指定できる最大値は 100 です。スナップショット マネージャは、スナップショットの数が上

限に到達し、上限を超えて新しいスナップショットを作成する必要が生じると、一番古いスナ

ップショットを削除します。 

スナップショットに戻す 

スナップショットに戻すには： 

1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、元に戻したい仮想マシンを選択します。 

3 [処理] > [スナップショットの管理] をクリックします。 

4 どのスナップショットに戻すかを選択し、［移動］をクリックします。 

スナップショットを削除する 

スナップショットを削除するには: 
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1 Parallels Desktop を起動します。 

2 コントロールセンターで、スナップショットを削除したい仮想マシンを選択します。 

3 [処理] > [スナップショットの管理] をクリックします。 

4 削除するスナップショットを選択して、［削除］をクリックします。 

最新ではない中間のスナップショットを削除すると、そこに含まれている情報は、次のスナップ

ショットにマージされます。 
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実行時に仮想マシン構成を変更する 

Parallels Desktop では、実行時に特定のデバイスに接続または切断したり、他のメディアを使

用するためにそれらの一部を切り替えたりできます。 

一般に、次の仮想デバイスは実行時に接続または切断できます。 

• フロッピー ディスク ドライブ 

• CD/DVD-ROM ドライブ 

• ネットワーク アダプタ 

• サウンド デバイス 

• USB デバイス 

• 共有フォルダ 

仮想マシン構成にプリンタ ポートまたはシリアル ポートがある場合、これらについても実行時

に管理することができます。  

これらのデバイスを構成するには、メニュー バーの [デバイス] メニューで必要なコマンドを使

用します。このメニューは、仮想マシンが実行中の場合にのみ使用できます。 

CD/DVD-ROM またはフロッピー ドライブを接続する 

仮想マシンに複数の CD/DVD-ROM ドライブが接続されている場合、[デバイス] メニューには

それらが接続された順に表示されます。最初の CD/DVD-ROM ドライブは CD/DVD-ROM 1、
2 番目は CD/DVD-ROM 2 のようになります。 

ネットワーク アダプタを接続する 

次の 3 つのネットワーク モードのいずれかを設定できます。共有ネットワーク、ブリッジ ネ
ットワーク、またはホストオンリ ネットワーク。 

サウンド デバイスを接続する 

サウンド デバイスを接続または切断するには、それぞれ [アクティベート] または [ミュート] 
オプションを選択します。出力および入力デバイスの種類も選択できます。 

USB デバイスを接続する 
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Parallels Desktop は、Mac コンピュータに差し込まれているすべての USB デバイスを自動的

に検出します。仮想マシンに現在接続されているデバイスは、[デバイス] メニューの一覧に表示

されます。仮想マシンで使用されている USB デバイスを Mac OS X で使用することはできま

せん。 

共有フォルダを接続する 

実行時に使用できる [共有フォルダ] オプションは、[仮想マシン構成] ダイアログ ボックスの設

定に似ています。 

ここでは、次のことを実行できます。 

• すべての Mac ディスクまたはホーム フォルダを、仮想マシンとのみ共有する。 

• すべてのゲスト OS ディスクを Mac OS X と共有する。 

• 新しい共有フォルダを追加する。 

シリアル ポートを接続する 

シリアル ポートを接続または接続解除するには、[デバイス] メニューをクリックし、対応する

シリアル ポートを選択して、表示されたメニューから適切なコマンドを選択します。 

プリンタ ポートを接続する 

プリンタ ポートを接続または接続解除するか、プリンタまたは出力ファイルをプリンタ ポート

に接続するには、[デバイス] メニューをクリックし、対応するプリンタ ポートを選択して、表

示されたメニューから適切なコマンドを選択します。 
 

マウス ホイールの水平スクロールを使用する 

仮想マシンのアプリケーションのウィンドウを操作するには、マウス ホイールの水平スクロー

ルを使用できます。この機能は、仮想マシンに Parallels Tools 『272p. 』 がインストールされ

ている場合にのみ使用できます。 
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仮想マシンの削除 

Mac から仮想マシンを削除する 

仮想マシンが必要なくなったら、Mac から完全に削除することができます。 

警告: 削除する前に、仮想マシン ファイル (仮想ハード ディスクなど) が他の仮想マシンによって使

用されていないことを確認してください。Boot Camp 仮想マシンを削除しても、Windows がインス

トールされている Boot Camp パーティションは Mac で使用可能な状態のまま残ります。 

1 仮想マシンが実行されている場合はシャットダウンし、仮想マシン ウィンドウを右クリック

し、[削除] を選択してください。[ファイル] > [削除] をクリックするか、コントロールセン

ターでこの仮想マシンを右クリックし、[削除] を選択することもできます。 

2 [ゴミ箱に移動] をクリックします。 

コントロールセンターから仮想マシンを削除する 

コントロールセンターから仮想マシンを一時的に削除するには: 

1 仮想マシンが実行されている場合はシャットダウンし、仮想マシン ウィンドウを右クリック

し、[削除] を選択してください。[ファイル] > [削除] をクリックするか、コントロールセン

ターでこの仮想マシンを右クリックし、[削除] を選択することもできます。 

2 [ファイルを保持する] をクリックします。 

この仮想マシンが再度必要になった場合は、簡単に Parallels Desktop にインポート  『38p. 』
できます。 
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事前に構成された仮想アプライアンスのダウンロード 

必要な構成を備えた新しい仮想マシンを作成するための十分な時間がない場合は、定義済みの構

成を備えた既成の仮想マシンをダウンロードできます。 

Parallels 仮想アプライアンスのダウンロード 

Parallels 仮想アプライアンスは、事前に組み込まれた Ubuntu、Fedora Linux、CentOS Linux、
Debian GNU/Linux、および Android 仮想マシンです。 

このような仮想アプライアンスをダウンロードし、Parallels Desktop で使用するには: 

1 [ファイル] > [新規] を選択します。 

2 必要なアプライアンスを [無料のシステム] セクションで選択し、[続行] をクリックします。 

3 次のステップで、[ダウンロード] をクリックします。ダウンロード開始後、[一時停止] をク

リックすると、いつでも一時停止できます。ダウンロードを再開するには、[レジューム] を
クリックします。 

ダウンロードが完了したら、Parallels Desktop で仮想アプライアンスの使用を開始できます。 

Chromium OS 仮想アプライアンスのダウンロード 

Parallels Desktop から Chromium OS 仮想アプライアンスをダウンロードするには: 

1 [ファイル] > [新規] を選択します。 

2 [Chromium OS のダウンロード] を選択し、[続行] をクリックします。 

3 次のステップで、[ダウンロード] をクリックします。ダウンロード開始後、[一時停止] をク

リックすると、いつでも一時停止できます。ダウンロードを再開するには、[レジューム] を
クリックします。 

ダウンロードが完了したら、Parallels Desktop で Chromium OS 仮想アプライアンスの使用を

開始できます。 

Modern.IE 仮想アプライアンスのダウンロード 

Web 開発者は Modern.IE 仮想アプライアンスを利用して、異なるバージョンの Windows 上
の、様々なバージョンの Internet Explorer で Web サイトがどのように表示され機能するのか

を確認できます。 

このような仮想アプライアンスをダウンロードし、Parallels Desktop で使用するには: 

1 [ファイル] > [新規] を選択します。 
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2 [Modern.IE] を選択し、[続行] をクリックします。 

3 次のステップで、使用する Internet Explorer および Windows のバージョンを選択し、画面

の指示に従ってください。 

ダウンロードが完了したら、Parallels Desktop で仮想アプライアンスの使用を開始できます。 
 

ゲスト OS の種類とバージョンの設定 

仮想マシンで使用するゲスト OS の設定を変更することができます。これは、次のような場合

に行います。 

• ゲスト OS をアップグレードした場合 (Windows XP から Windows 7 へのアップグレード

など)。ゲスト OS の種類とバージョンをそれに応じて変更する必要があります。変更しな

いと、Parallels Tools 『192p. 』 が正しく機能しなくなります。 

• OS をインストールせずに仮想マシンを作成し、その後、最初に指定したものとは別の OS 
で使用することにした場合。 

ゲスト OS の種類とバージョンを設定するには: 

1 仮想マシンをシャットダウンします。 『47p. 』 

2 [処理] メニューを開いて、[構成] を選択します。 

3 [一般] をクリックし、[名前] フィールドのすぐ上のメニューから OS を選択します。 
 

仮想マシンで使用可能なプロセッサ数の設定 

1 つの仮想マシンで実行されるプロセスを処理するために使用できる仮想 CPU の数を構成で

きます。Parallels Desktop は、使用可能な仮想 CPU 数の上限を自動的に計算します。この計

算は、Mac OS X コンピュータで使用可能な物理 CPU 数に基づきます。 

注: マルチコア プロセッサで高い性能を発揮するアプリケーションを使用する場合には、ゲスト OS 
で複数の CPU を使用する必要があります。 

仮想マシンで使用可能なプロセッサ数を設定するには: 

1 仮想マシンをシャットダウンします。 『47p. 』 

2 [処理] メニューを開いて、[構成] を選択します。 

3 [ハードウェア] > [CPU とメモリ] をクリックし、[プロセッサ] メニューで数を選択します

。 

注: Parallels Desktop for Mac では、最大 4 個の CPU を仮想マシンに割り当てることができます。

Parallels Desktop for Mac Pro Edition では、最大 16 個の CPU を割り当てることができます。 
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仮想マシンの CPU およびメモリ使用率の確認 

仮想マシンで作業中に、Mac で使用中のメモリと CPU 時間を確認しなければならないことが

あります。仮想マシンの使用量が多すぎるため、Mac アプリケーションが低速になった場合は、

仮想マシンに割り当てられた CPU の数  『172p. 』とメモリの量  『135p. 』を簡単に削減で

きます。 

現在の CPU およびメモリ使用率を確認するには、[ウィンドウ] > [リソースの使用率の表示] を
選択します。 
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音声認識コマンドを有効にする 

Windows またはその他のゲスト OS を、次の音声認識コマンドで操作することができます。 

コマンド 説明 

開始 仮想マシンを開始します。 

サスペンド 仮想マシンをサスペンドします。 

シャットダウン 仮想マシンをシャットダウンします。 

一時停止 仮想マシンを一時停止します。 

停止 仮想マシンを停止します。 

リセット 仮想マシンをリセットします。 

スナップショット [スナップショット マネージャ] ウィンドウを開きます。 

スクリーンショットを

作成する 
ゲスト OS ウィンドウのスクリーンショットを作成して、これを Mac OS X 
デスクトップに格納します。 

クリップの作成 クリップを作成します。 

Coherence に切り替え

る 
Coherence 表示モードに切り替えます。 

フル スクリーンに切り

替える 
フル スクリーン表示モードに切り替えます。 

ウィンドウに切り替え

る 
ウィンドウ表示モードに切り替えます。 

構成の編集 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスを開きます。 

新規 新しい仮想マシンを作成します。 

開く 仮想マシンを開きます。 

ダウンロード 
http://www.parallels.com/en/ptn/dir で入手可能な仮想マシン アプライアン

スのダウンロードを許可します。 

Parallels Desktop の概

要  
[Parallels Desktop について] メニューを開きます。 

Parallels Tools のイン

ストール 
実行中の仮想マシンへの Parallels Tools のインストールを開始します。 

問題の報告 [Parallels 問題報告] ウィンドウを開きます。 

開く 既存の仮想マシンを開き、これを Parallels Desktop に登録します。 

ディレクトリを開く [Parallels 仮想マシン] ウィンドウを開きます。 

音声認識コマンドを有効にするには、[Parallels Desktop] > [環境設定] > [詳細] を選択し、[音声

認識コマンドを有効にする] を選択します。必要に応じて、Mac OS X システム環境設定の該当

するタブでスピーチの設定を調整します。 
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Acronis True Image の入手 

追加の特典として、Parallels は Acronis True Image を提供します。Acronis True Image は、

Windows および OS X 向けのオンライン バックアップ ツールです。Parallels Desktop のユー

ザーは、30 日間無料の Acronis True Image をご利用いただけます。 

Mac と仮想マシンのバックアップ手順については、Acronis True Image のドキュメントをご覧

ください。 

Acronis True Image のインストール 

Acronis True Image をインストールするには、[Parallels Desktop] > [Acronis True Image でバ

ックアップを行う…] を選択し、画面の指示に従います。 

または、仮想マシンの構成から Acronis True Image をインストールすることもできます。 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [バックアップ] > [Acronis True Image のインストール] をクリックし、画面の指示に従い

ます。 

Acronis True Image の開始 

Acronis True Image を開始するには、以下の手順に従います。 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [バックアップ] > [Acronis True Image の開始] をクリックし、画面の指示に従います。 
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AppleScript でゲスト OS を操作する 

AppleScript を使用して、ゲスト OS のアプリケーションで複数のファイルや Web サイトを

開くことができます。これは、自動化されたワークフローを作成するのに必要です。 

説明をわかりやすくするために、AppleScript (AppleScript エディタ) を使用して Windows のメ

モ帳で .txt ファイルを開く必要があると仮定します。この場合のコマンドは、次のような構文

になります。 

tell application "Notepad" 
open "/Users/username/somefile.txt" 
end tell 

ゲスト OS のアプリケーションで Web サイトを開く場合の例として、Internet Explorer で 
"www.parallels.com" を開く必要があるとします。この場合のコマンドは、次のような構文

になります。 

tell application "Internet Explorer" 
open "//www.parallels.com" 
end tell 
 

ディスク領域をすばやく解放 

ディスク領域解放ウィザードを使用すると、仮想マシンのハード ディスクを圧縮し、各種の不

要なファイルを削除してディスク領域を解放できます。 

ディスクをすばやく圧縮し、不要なファイルを削除し、ディスク領域を解放するには、次の手順

を実行します。 

1 仮想マシンをシャットダウンします。 

2 [ファイル] > [ディスク領域を解放] を選択します。 

ディスク領域解放ウィザードに、仮想マシンのスナップショット、キャッシュ ファイル、

あるいは仮想マシン使用中に生成される不要なファイル (統計ファイル、メモリ ダンプ、ク

ラッシュ ダンプ ファイルなど) を削除してディスク領域を再利用できることが表示されま

す。 

[仮想ディスクを手動で圧縮] 『256p. 』 または仮想マシン構成の [一般] タブで [再利用] をク

リックしてディスク領域を節約することもできます。 
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仮想マシンのアーカイブと解凍 

2 つ以上の仮想マシンが存在する場合、Mac に十分な領域がないことに気づかれるでしょう。

仮想マシンをほとんど使用しない、または全く使用しない場合、アーカイブして、Mac のハー

ドディスクで仮想マシンが占有するディスク領域を大幅に少なくします。 

仮想マシンのアーカイブ 

仮想マシンをアーカイブするには、以下の手順に従います。 

1 Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[コントロールセンター] を選択

します。 

2 仮想マシンを右クリックして [アーカイブ] を選択します。 

仮想マシンの解凍 

アーカイブされた仮想マシンは起動できません。アーカイブされた仮想マシンを起動するには、

まず解凍する必要があります。次の手順を実行します。 

1 Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[コントロールセンター] を選択

します。 

2 アーカイブされた仮想マシンを右クリックして [開始] を選択します。 

3 仮想マシンを解凍するためにプロンプトするダイアログで、[解凍] をクリックします。 
 

Mac で他の OS を使用する 
Windows XP、またはそれ以降の OS を使用する場合の情報については、このセクションをお

読みください。 
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PC からの Linux およびデータのインポート 

Linux およびデータを PC からインポートするには、ネットワークまたは外部記憶装置を使用

します。これらの手順は、Windows のインポート  『24p. 』と同じ方法になります。 

次の Linux OS がインポートできます。 

OS 名 32 ビット 
64 ビッ

ト 
移行方法 

Red Hat® Enterprise Linux 5   ネットワーク、外部記憶装置 

Ubuntu® Linux 8.04   ネットワーク、外部記憶装置 

サポートされるファイルシステム 

• Ext2 

• Ext3 

• Ext4 
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Coherence モードでの Linux の使用 

Linux と Mac OS X を、1 つの OS のようにシームレスに連携させることができます。このモ

ードは Coherence モードと呼ばれ、Mac デスクトップで、Linux プログラムが Mac アプリ

ケーションと並べて表示されます。 
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Coherence 表示モードを有効にするには: 

• Parallels Tools がインストールされている必要があります  『198p. 』。 

• Linux 3D effects を無効にします。この手順は Linux のディストリビューションによって異

なります。たとえば、Fedora 14 では、[System] > [Preferences] > [Desktop Effects] の順

にクリックし、[Standard] を選択します。その他の Linux OS で Linux 3D effects を無効に

する方法については、OS のマニュアルを参照してください。 

Coherence モードに切り替える 

ウィンドウ モードから Coherence モードに切り替えるには、次のいずれかを実行します。 

• [表示] > [Coherence] を選択します。 

• Control-Command-Return を押します。 

フル スクリーン モードを Coherence モードに切り替えるには、次のいずれかを実行します。 

• Control-Option (Alt) を押し、[表示] メニューをクリックし、[ウィンドウモード] を選択しま

す。次に、[表示] メニューを開き、[Coherence] を選択します。 

• コーナーがめくれるまで、画面の左上隅にポインタを移動し、[ウィンドウモード] をクリッ

クします。次に、[表示] > [Coherence] を選択します。 
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Windows 98 のインストール 

すべての Windows 95 および一部の Windows 98 インストール パッケージには、起動用フロ

ッピー (スタートアップ フロッピー ディスク) が含まれています。このフロッピーは、

MS-DOS によるディスクのパーティション作成およびフォーマットを実行するために使用され

ます。最近の Mac にはフロッピー ドライブがないため、外付け USB フロッピー ドライブ

や起動用フロッピー ディスクのイメージが必要になります。このようなイメージは、サード 
パーティのツールを使用して作成できます。 

起動可能な Windows 98 インストール CD がある場合は、その CD を使用することも、その 
CD の ISO イメージを作成することもできます。 

次に、スタートアップ フロッピー イメージとインストール ファイルの入った CD がお手元

にある場合の Windows 98 のインストール方法について説明します。Windows 95 のインスト

ールもこれと同様です。 

Windows 95/98 インストール用の仮想マシンの準備 

1 新規仮想マシン アシスタントを使用して、Windows 98 仮想マシンを作成します。[名前と

場所] ウィンドウで [インストール前に設定をカスタマイズする] オプションを選択します。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで、[ハードウェア] > [ブート順序] の順にクリックし

て、フロッピー ディスクが最初のブート デバイスとなるように構成します。 

3 [ブート順序] アイテムの下の [フロッピー ディスク] をクリックして、仮想フロッピー デ
ィスク ドライブ設定を開きます。[フロッピー ディスク] ペインで、次の操作を実行します。 

1. [接続済み] オプションが選択されていることを確認します。 

2. [ソース] メニューでフロッピー ディスク イメージを指定します。 
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4 [OK] をクリックして仮想マシン構成を保存します。 

最初のパーティション作成とフォーマット 

1 仮想マシンを起動します。黒い画面に MS DOS を起動しているプロセスを示すメッセージ

が表示されます。 

2 入力を求められたら、次のコマンドを入力します。 
fdisk 

Fdisk (MS-DOS ユーティリティ) は、ハード ディスクとフロッピー ディスクにパーティシ

ョンを作成するために使用されます。 

3 Fdisk のオプションが一覧表示されます。実行する操作 (デフォルトの選択は 1) を選択し

、Return (Enter) キーを押して続行します。 

4 Fdisk によりパーティションの作成を求めるメッセージが表示されます。1 つのパーティ

ションのみを作成する場合、または 4 つより少ないパーティションを作成する場合は、[基
本 MS-DOS 領域を作成] オプションを選択し、次のとおりに入力します。 

1 

その他の選択肢は、4 つ以上のパーティションを作成する場合のものです。 

5 次に、プライマリ パーティションのサイズの定義を求めるメッセージが表示されます。作成

可能な最大サイズのパーティションを作成する場合は、Return (Enter) キーを押します。 

その他のサイズを定義するには、N を入力して Return (Enter) キーを押します。サイズの指

定を求めるメッセージが示されます。 

6 パーティションが作成され、コンピュータ (仮想マシン) の再起動を求めるメッセージが示さ

れます。 

7 起動用フロッピー ディスクの同じイメージを使用して仮想マシンを再起動します。すなわ

ち、Ctrl+Option (Ctrl+Alt) キーを押してキーボード入力を解放してから、[シャットダウン] ボ
タンをクリックして仮想マシンを停止します。次に、[スタート] ボタンをクリックします。 

8 起動が完了したら、システム ドライブ C: をフォーマットする必要があります。  

次のコマンドを入力します。 
format c: 

ディスク C: をフォーマットすることを確認するために、ｙ を入力して Return (Enter) キ
ーを押します。 

ディスクのフォーマット方法を選択するためのメッセージが表示されます。Windows 95/98 
は、FAT16 および FAT32 ファイル システムをサポートします。 

FAT16 パーティションは、2 GB を超えるサイズでは作成できません。より大きなディスク

は、FAT32 でフォーマットできます。ただし、レガシー アプリケーションを実行する予定

の場合は、大きなディスクを使用しないでください。 

ディスク C: のフォーマットが開始されます。 
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他のディスクもフォーマットします (複数のプライマリ パーティションを作成した場合、ま

たは複数のディスクでカスタム仮想マシンを作成した場合)。ドライブ文字「E:」、「F:」を

使用します。 

9 各ディスクのラベル (11 文字の文字列) を入力します。ラベルは任意です。このステップは

、Return (Enter) キーを押してスキップできます。  

10 仮想マシンをシャットダウンします。 

これで、Windows 98 OS のインストールを開始する準備が整いました。 

Windows 98 の一般的なインストール手順 

1 同じ起動用フロッピー イメージを使用して仮想マシンを起動します。 

2 Windows 98 インストール CD を挿入するか、[デバイス] メニューの [CD/DVD] > [イメー

ジの接続] を選択して、インストール ディスクの ISO イメージを接続します。 

3 プライマリ パーティションを 1 つだけ (ディスク C:) 作成した場合は、CD/DVD ドライ

ブのドライブ文字はデフォルトで D: になります。次のコマンドを入力します。 
D:\setup.exe 

Return (Enter) キーを押します。インストールが開始され、ファイルが CD から仮想ハード 
ディスクにコピーされます。 

4 画面上のセットアップ指示に従います。一部のオプションは後から追加または削除できます。 

5 [使用許諾契約書] を読み、同意します。ライセンス キーを入力します。 

6 デフォルトのシステム ディレクトリを受け入れるか、別のディレクトリを指定します。 

7 [セットアップ オプション] ダイアログ ボックスで、インストールの種類を選択します。推

奨値は [標準 ] です。 

8 (Windows 98 の場合のみ) ネットワークを使用する場合は、メッセージが表示されたらネッ

トワーク カードを選択します。 

9 仮想マシンを電源オフにします。 

10 インストール CD を取り出すか、ISO イメージを切断します。 

11 [仮想マシン] メニューの [構成] を選択し、[ハードウェア] > [ブート順序] の順に移動して、

最初のブート デバイスとしてハード ディスクを選択します。[OK] をクリックして構成を保

存します。 

12 仮想マシンを再起動します。今回はハード ディスクから起動されます。 
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Windows NT/98/ME でグラフィック パフォーマンスを向上する 

Mac に Windows NT、Windows 98、または Windows ME をインストールした場合、ビデオ 
ドライバをインストールしてグラフィック パフォーマンスを向上することができます。 

Windows 98 および Windows ME にビデオ ドライバをインストールするには: 

1 Windows 98 または Windows ME を起動します。 

2 ゲスト OS が起動されたら、Mac メニューバーで [デバイス] > [CD/DVD] > [イメージの接

続] をクリックします。 

3 [アプリケーション] をクリックし、[Parallels Desktop] > [コンテンツ] > [リソース] > [ツー

ル] をダブルクリックし、[prl-tools-other.iso] を選択して [開く].をクリックしま

す。 

4 Windows で、[スタート] > [設定] > [コントロール パネル] > [画面] をクリックします。 

5 [画面のプロパティ] ダイアログで [設定] タブを開き、[詳細] ボタンをクリックします。 

6 [アダプター] タブで [変更] をクリックします。ウィザードが開きます。 

7 ウィザードで [次へ] をクリックします。 

8 [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する] を選択し、[次へ] をクリ

ックします。 

9 [検索場所の指定] オプションを選択します。[参照] をクリックします。CD-ROM ドライブ

の \Drivers\Video\Win9x フォルダを探し、[OK] をクリックします。 

10 デバイス ドライバの更新ウィザードで [次へ] をクリックし、ドライバが見つかったら、[次
へ] をもう一度クリックします。 

11 [終了] をクリックし、[閉じる] をクリックしてデバイス ドライバの更新ウィザードを終了

します。 

12 [閉じる] をクリックし、[画面のプロパティ] ダイアログ ボックスを終了します。 

13 [システム設定の変更] ダイアログ ボックスでゲスト OS を再起動するかどうかを問われた

ら、[はい] をクリックします。 

仮想マシンを再起動すると、新しい設定が適用されます。 

 

Windows NT にビデオ ドライバをインストールするには: 

1 Windows NT を起動します。 

2 ゲスト OS が起動されたら、Mac メニューバーで [デバイス] > [CD/DVD] > [イメージの接

続] をクリックします。 
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3 [アプリケーション] をクリックし、[Parallels Desktop] > [コンテンツ] > [リソース] > [ツー

ル] をダブルクリックし、[prl-tools-other.iso] を選択して [開く].をクリックしま

す。 

4 Windows で、[スタート] > [設定] > [コントロール パネル] > [画面] をクリックします。 

5 [画面のプロパティ] ダイアログで [設定] タブを開き、[ディスプレイの種類] ボタンをクリ

ックします。 

6 [アダプタの種類] セクションで [変更] をクリックします。[ディスプレイの変更] ウィンド

ウが開きます。 

7 このウィンドウで [ディスク使用] をクリックします。 

8 [参照] をクリックします。CD-ROM ドライブの \Drivers\Video\Nt4 フォルダを探し

、[開く] をクリックします。 

9 [フロッピー ディスクからインストール] ウィンドウで [OK] をクリックします。 

10 [ディスプレイの変更] ウィンドウで [OK] をクリックします。 

11 ビデオ ドライバをインストールすることを確認します。 

12 [システム設定の変更] ダイアログ ボックスでゲスト OS を再起動するかどうかを問われた

ら、[はい] をクリックします。 

仮想マシンを再起動すると、新しい設定が適用されます。 
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ゲスト OS のキーボードのカスタマイズ 

デフォルトでは、Parallels Desktop には次の OS の標準的なキーの組み合わせを表す 4 つの

プロファイルが含まれています。 

• Windows 

• Linux 

• Mac OS X 

• Generic (その他のゲスト OS 用) 

仮想マシンを作成または登録すると、そのゲスト OS に応じてこれらのプロファイルのいずれ

かがそのマシンにデフォルトで割り当てられます。ユーザーは独自のプロファイルを作成し、そ

れを仮想マシンに割り当てることができます。 

カスタム キーボード プロファイルを作成、または既存のプロファイルを編集するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[Parallels Desktop] > [環境

設定] を選択します。 

2 [ショートカット] をクリックします。 
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3 サイドバーから仮想マシンを選択し、[プロファイル] メニューをクリックし、[プロファイル

リストの編集] を選択します。 
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4 次のいずれかを実行します。 

• 新しいプロファイルを追加するには、[追加] ボタンをクリックします 。新しいプロ

ファイル名を指定し、リストから基本プロファイルを選択します。プロファイルが作成さ

れたら、[OK] をクリックして変更を送信します。次に、[プロファイル] リストでこの新

規プロファイルを選択し、ショートカットを構成します。 

• 既存のカスタム プロファイルのいずれかを削除するには、そのプロファイルを選択し

て [削除] ボタンをクリックします 。 

• 既存のプロファイルの 1 つを複製または名称変更するには、そのプロファイルを選択

し、ボタンをクリックして 、メニューから該当する処理を選択します。 

注: 名前変更または削除が可能なのは、カスタム プロファイルのみです。 

Parallels Desktop 環境設定の [ショートカット] ペインで、仮想マシンにプロファイルを割り当

てることもできます。 

仮想マシンに割り当てられたプロファイルを変更するには、次の操作を実行します。 

• 仮想マシンを選択し、[プロファイル] メニューからプロファイルを選択します。 

マウスの右クリックまたは中央クリックのエミュレート 

マウスの右クリックまたは中央クリックをエミュレートするには: 

1 サイドバーの [マウスショートカット] を選択します。 

2 [セカンダリクリック] (右クリック用) または [中央クリック] を選択します。 

3 対応するテキスト フィールドをクリックし、右クリックまたは中央クリックを実行するため

にマウスをクリックしながら押すキー、またはキーの組み合わせを押します。 

Control、Option (Alt)、Shift、および Command キーの任意の組み合わせを使用して、仮想マシ

ンでのマウスの右クリックまたは中央クリックをエミュレートするキーの組み合わせを指定で

きます。 
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ゲスト OS としての OS X の使用 

OS X Lion または Mountain Lion を使用している場合は、仮想マシンに OS X のコピーをイン

ストールして、それをゲスト OS として使用できます。たとえば、メイン アカウントにログイ

ン/ログアウトせずに、OS X の新しいバージョンでソフトウェアをテストしたい場合に便利で

す。 

デフォルトでは、OS X のインストレーションは Mac の復元パーティションに保存されていま

す。OS X を新たに購入したり、ダウンロードしたりしなくても、そのパーティションから仮想

マシンに OS X を簡単にインストールできます。 

仮想マシンに OS X をインストールするには: 

1 Parallels Desktop を開き、[ファイル] > [新規] を選択します。 

2 [復元パーティションを使用して OS X をインストール] を選択して [続行] をクリックし、

画面上の指示に従います。 

ゲスト OS として Lion または Mountain Lion を使用している場合は、Coherence モード  
『52p. 』で使用できるので、ゲスト OS アプリケーション ウィンドウはホスト OS デスクト

ップ上に、ホスト OS アプリケーションと並んで表示されます。 

また、ゲスト OS として Windows を使用している場合と同様に、ホストとゲストの Mac OS 
X 間でもテキストのコピーと貼り付けやファイルのドラッグ アンド ドロップを行えます。 

ファンクション キーやその他のシステム ショートカットにより、OS X のホスト バージョン

かゲスト バージョンでアクションをトリガーするかどうかを設定  『93p. 』することもできま

す。 
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Coherence モードでの OS X の使用 

OS X 仮想マシンと OS X を、1 つの OS のようにシームレスに連携させることができます。

このモードは Coherence モードと呼ばれ、ゲスト OS X アプリケーションはホスト OS X デ
スクトップ上にホスト アプリケーションと並べて表示されます。 

 

Coherence 表示モードを有効にするには、Parallels Tools をインストールする必要があります  
『204p. 』。 

Coherence モードに切り替える 

ウィンドウ モードから Coherence モードに切り替えるには、次のいずれかを実行します。 

• 仮想マシン ウィンドウの右上隅の  仮想マシン ウィンドウの右上隅にあるフル スクリ

ーン アイコンをクリックします。 
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• [表示] > [Coherence] を選択します。 

• Control-Command-C を押します。 

フル スクリーン モードを Coherence モードに切り替えるには、次のいずれかを実行します。 

• Control-Command-F を押してフル スクリーンを終了します。次に、[表示] メニューを開き

、[Coherence] を選択します。 
 

Parallels Tools をインストールまたはアップデ

ートする 
Parallels Tools は、バックグラウンドで機能する一連のツールであり、Mac OS X と Windows 
などのゲスト OS とのシームレスな連携を可能にします。  

このセクションでは、Parallels Tools の概要およびさまざまなゲスト OS 用にインストールす

る方法について説明します。 
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Parallels Tools の概要 

Parallels Tools は、仮想マシンを最も快適で効率的な方法で使用できるようにする特別なユーテ

ィリティ群です。Parallels Tools を使用すると、仮想マシンと Mac の間でのマウスのシームレ

スな移動や単純なウィンドウ サイズの変更による仮想マシンの画面解像度の変更を実行できま

す。また、仮想マシンの日時設定とホスト コンピュータの時刻設定との同期、Mac のディスク

やフォルダの仮想マシンとの共有、Mac OS と仮想マシン間でのテキストのコピーやオブジェク

トのドロップも可能になります。 

Parallels Tools は、Windows、Linux、Mac OS X の広く使用されている OS の大部分で使用で

き、以下のユーティリティを備えています。お使いのゲスト OS でサポートされるすべてのユ

ーティリティは、Parallels Tools をインストールする際に、1 つのパッケージとして仮想マシン

にインストールされます。 

ユーティリティ 利用可能な 
OS 

説明 

マウス同期ツール 

Windows 

Linux 

Mac OS X 

マウス同期ツールは、ポインタが仮想マシンのウィン

ドウに移動するたびにそのマシンでマウス入力をキャ

プチャし、ポインタがそのウィンドウから離れると、

自動的に入力を解放します。 

時刻同期ツール 

Windows 

Linux  

Mac OS X 

時刻同期ツールを使用すると、仮想マシンの時刻設定

をカスタマイズできます。その方法は、以下のとおり

です。 

• 仮想マシンの時刻設定を Mac の時刻設定と

自動的に同期する。 

• Mac と仮想マシンの間の時間差を設定およ

び管理する。 

ドラッグ アンド ドロップ ツ
ール  Windows 

ドラッグアンドドロップツールを使用すると、仮想マ

シンと Mac OS との間でファイルのドラッグとドロ

ップを実行できます。  

クリップボード同期ツール 
Windows 

Linux 

クリップボード同期ツールを使用すると、以下の間で

テキストを容易に交換できます。 

• 仮想マシンと Mac 

• 各種の仮想マシン (インストールされている

ゲスト OS を問わない) 

テキストのコピーと貼り付けには、必ず現在の OS で
の標準の手順を使用します。たとえば、ゲスト 
Windows OS でテキストをコピーするには、テキスト

を選択して Ctrl+C キーを押します。Mac OS X でこの

テキストを貼り付けるには、Cmd+V キーを押すか、シ

ョートカット メニューの [貼り付け] を選択します。 
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動的解像度ツール 

Windows 

Linux 

Mac OS X 

動的解像度ツールを使用すると、解像度を動的に変更

できます。ゲスト OS ウィンドウの右下隅をドラッグ

してウィンドウのサイズを変更すると、ゲスト OS ウ
ィンドウの解像度が自動的に変更されます。 

共有フォルダ ツール 

Windows 

Linux 

Mac OS X 

共有フォルダ ツールを使用すると、Mac のフォルダ

を仮想マシンと共有できます。その逆も同様です。こ

のツールを使用すると、仮想マシンから Mac フォル

ダにアクセスし、Mac OS X から仮想マシンのフォル

ダにアクセスできます。 

Coherence ツール 
Windows 

Linux 

Coherence ツールを使用すると、WIndows または 
Linux アプリケーションを Mac アプリケーションの

ように操作できます。このツールにより、仮想マシン

のウィンドウが非表示になり、ゲスト OS と Mac の
アプリケーションのみが表示されます。 

共有プロファイル ツール Windows 

共有プロファイル ツールを使用すると、Mac のデス

クトップ、ピクチャ、書類、ダウンロード、ミュージ

ックおよびビデオを仮想マシンと共有できるため、こ

のそれぞれに Windows から直接アクセスできるよう

になります。 

共有アプリケーション ツール Windows 

共有アプリケーション ツールを使用すると、一部の種

類のファイルに対してデフォルトのアプリケーション

を指定できるようになります。これにより、この種類

のファイルをデフォルトで Windows アプリケーショ

ンで開き、それ以外のファイルを Mac OS で開くこと

ができます。 

共有インターネット アプリケ

ーション ツール Windows 

共有インターネット アプリケーション ツールを使用

すると、仮想マシンにインストールされているインタ

ーネット ブラウザを含むインターネット ブラウザ

を、さまざまな種類のインターネット ページのデフォ

ルトのインターネット ブラウザとして指定できま

す。たとえば、インターネットのページを Mac OS X 
のデフォルトのインターネット ブラウザで開き、FTP 
のページを仮想マシンのインターネット ブラウザで

開くように設定できます。 

SmartMount 

Windows 

Linux 

Mac OS X 

SmartMount は、Mac に接続されているボリュームを

自動的に検出し、これを仮想マシンでも使用できるよ

うにします。 

印刷ツール Windows 
印刷ツールを使用すると、ホストとゲスト OS のプ

リンタを同期できます。 

トレイ統合ツール Windows 
トレイ統合ツールを使用すると、Windows のトレイ 
アイコンを Mac のメニュー バーで使用できます。 

Parallels Tools のディスク イメージは Parallels Desktop と共にインストールされます。サポー

トされるゲスト OS の種類ごとに、個別の Parallels Tools ディスク イメージがあります。 

• prl-tools-win.iso - ゲスト Windows OS 用の Parallels Tools のディスク イメージ 
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• prl-tools-lin.iso - ゲスト Linux OS 用の Parallels Tools のディスク イメージ 

• prl-tools-mac.iso -ゲスト Mac OS X オペレーティング システム用の Parallels Tools 
のディスク イメージ 

これらのディスク イメージは、Mac の次の場所にあります: 
<username>/Applications/Parallels Desktop/Contents/Resources/Tools 
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Windows 用の Parallels Tools 

重要: Parallels Desktop が提供する多くの機能を利用するには、Parallels Tools をインストールする必

要があります。 

Parallels Tools は、次のゲスト Windows OS にインストールできます。 

• Windows 8 

• Windows 7 

• Windows Server 2008 

• Windows Vista 

• Windows XP 

• Windows Server 2003 

• Windows 2000 

Parallels Tools のインストール 

Windows の初回インストール時に [高速インストール] を選択した場合、Parallels Tools はイン

ストール後に自動的にインストールされています。 

[高速インストール] を選択しなかった場合は、次の手順で Parallels Tools をインストールしま

す。 

1 Windows を起動します  『40p. 』。 

2 Windows が起動したら、[仮想マシン] メニューの [Parallels Tools のインストール] を選

択します。 

注: Windows 7 および Windows Vista で [Parallels Tools のインストール] を選択すると、ユーザ

ー アクセス制御 (UAC) により、Parallels Tools のインストールを許可するかどうかが確認されます

。この場合、インストールを許可する必要があります。 

3 [続行] をクリックし、Parallels Tools for Windows の ISO イメージを仮想マシンの 
CD/DVD-ROM ドライブに接続します。 

4 [Parallels Tools のインストール] をクリックして、インストールを開始します。 

注: Windows 7 および Windows Vista で [Parallels Tools のインストール] をクリックすると、ユ

ーザー アクセス制御 (UAC) により、Parallels Tools のインストールを許可するかどうかが確認され

ます。この場合、インストールを許可する必要があります。 

5 インストールの完了後、[再スタート] をクリックして仮想マシンを再スタートするか、約 2 
分間待つと自動的に再スタートされます。 
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[続行] をクリックしても、Parallels Tools の ISO イメージが自動再生されない場合は、仮想マ

シンで CD/DVD の自動実行を無効にする必要があります。その場合は、次の手順を実行し、

Parallels Tools をインストールします。 

1 [マイ コンピュータ] を開き、Parallels Tools のディスクを右クリックして [開く] を選択し

ます。 

2 PTAgent ファイルをダブルクリックし、インストールを開始します。 

3 インストールの完了後、[再スタート] をクリックして仮想マシンを再スタートするか、約 2 
分間待つと自動的に再スタートされます。 

仮想マシンにインストールされている Parallels Tools の設定を編集するには、[仮想マシン構成

] ダイアログボックスの [オプション] タブを使用します。 

Parallels Tools の再インストールまたはアップデート 

Parallels Tools を再インストールするには: 

1 Windows を起動します  『40p. 』。 

Windows の開始時に Parallels Desktop が Coherence モードの場合、メニュー バーから 
Parallels アイコンをクリックし、  [Coherence の終了] を選択します。 

2 Windows が起動したら、[仮想マシン] メニューから [Parallels Tools の再インストール] 
を選択します。 

このオプションは、Parallels Tools が最新の場合にのみ使用できます。Parallels Tools が最

新でない場合は、[Parallels Tools のアップデート] オプションが表示されます。 

Parallels Tools がインストールされたかどうかの確認 

Parallels Tools がインストールされたかどうかは、簡単に確認できます。仮想マシンを起動し

て、ウィンドウのステータス バーを確認します。仮想マシンのウィンドウのステータス バー

に、"Ctrl+Alt を押してマウスとキーボードを解放します" というメッセージが表示されている場

合は、Parallels Tools はインストールされていません。Parallels Tools がインストールされてい

る場合は、マウスとキーボードを解放するためにキーを押す必要はありません。マウスとキーボ

ードは自動的に解放されます。 
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Linux 用の Parallels Tools 

Parallels Tools は、次の要件を満たすゲスト Linux OS にインストールできます。 

• glibc 2.3.4 以降 

• libstdc++ 3.4.6 以降 (libstdc++.so.6) 

• gcc 3.4.6 以降 (C++ サポートを含む) 

• make 3.80 

• X Window System X11R6.7、X11R6.8、X11R6.8.99、X11R7.0、X11R7.1、X11R7.2 (1.3)、
X11R7.3 (1.4) 

• カーネル ソースまたは開発パッケージ 

注: 共有フォルダツールや時刻同期ツールなど、一部の Parallels Tools は上の要件に対応しない 
Linux OS の Patallels Tools でも動作します。 

インストールの準備 

Parallels Tools を Linux 仮想マシンにインストールする前に、次の操作を実行します。 

• 仮想マシンで実行しているすべてのアプリケーションを終了します。 

• 3D 高速化ウィンドウ マネージャを使用している場合は、それを無効にします。 

• gcc パッケージとカーネル ソースがインストールされていることを確認します。これらのパ

ッケージがインストールされていない場合は、そのことを通知するメッセージが Parallels 
Tools インストーラによって表示されます。カーネル ソースのパッケージ名は、使用する 
Linux OS の種類によって異なります。このパッケージ名には、kernel-devel 
や kernel-headers などの名前が使用されます。カーネル ソースの詳細については、

「Linux への GCC パッケージとカーネル ソースのインストール  『286p. 』」を参照して

ください。 

注: Parallels Tools を仮想マシンにインストールするには、root 権限が必要です。  

最新バージョンの Linux システムへの Parallels Tools のインストール 

仮想マシンで最新バージョンの Linux OS (Ubuntu、Fedora) のいずれかを使用している場合は

、prl-tools-lin.iso イメージ ファイルを CD/DVD ドライブに接続すると自動的にこの

ファイルがマウントされます。Parallels Tools をインストールするには、次の手順を実行します

。 

1 仮想マシンを起動します。 
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2 OS が起動したら、[処理] をクリックして [Parallels Tools のインストール] を選択します

。 

注: [Parallels Tools のインストール] オプションが灰色表示になっている場合は、OS が上記の要件

を満たしているかどうかを確認してください。 

prl-tools-lin.iso イメージ ファイルが仮想マシンの CD/DVD ドライブにマウントさ

れます。 

Parallels Tools ISO イメージファイルを手動で接続してマウントできます。Mac メニュー 
バーで [デバイス] > [CD/DVD] > [イメージの接続] をクリックします。Finder ウィンドウで

ハード ディスク フォルダ (通常の名前は "Macintosh HD") に移動し

て /Library/Parallels/Tools/ フォルダを選択し、prl-tools-win.iso ファイル

を選択して、[開く] をクリックしてこのファイルを仮想マシンに接続します。 

3 ゲスト Linux OS のターミナルを開始します。次のコマンドを入力して、root 権限を取得

します。 
su 

4 次のコマンドで、ディレクトリを CD/DVD ドライブ ディレクトリに変更します。 
cd /media/cdrom/ 

注: 一部の Linux オペレーティングシステムでは、仮想 CD/DVD ドライブのマウントポイントが

、/media/Parallels\ Tools/ と表示される場合があります。 

5 CD/DVD ドライブ ディレクトリで次のコマンドを入力し、Parallels Tools のインストール

を開始します。 
./install 

6 Parallels Tools インストーラの指示に従って、インストールを完了します。 

7 Parallels Tools のインストールが完了したら、仮想マシンを再起動します。 

他のバージョンのゲスト Linux OS での Parallels Tools のインストール 

Parallels Tools を古いバージョンの Linux OS でインストールするには

、prl-tools-lin.iso イメージ ファイルを手動でマウントする必要があります。次の手順

を実行します。 

1 仮想マシンを起動します。 

2 ゲスト OS が起動されたら、[処理] メニューの [Parallels Tools のインストール] を選択

します。 

注: [Parallels Tools のインストール] オプションが灰色表示になっている場合は、OS が Parallels 
Tools のインストール要件を満たしているかどうかを確認してください。 

prl-tools-lin.iso イメージ ファイルが仮想マシンの CD/DVD ドライブに接続されま

す。 
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3 ゲスト Linux OS のターミナルを開始します。次のコマンドを入力して、root 権限を取得

します。 
su 

4 次のコマンドを入力して、Parallels Tools CD イメージがマウントされているかどうかを確

認します。 
mount | grep iso9660 

このコマンドを実行しても何も返されない場合、次の手順に進みます。 

このコマンドが次のような内容を返した場合は、 
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,exec,nosuid,nodev,uid=0) 

次の手順をスキップして以降の手順に従います。 

このコマンドが次のような内容を返した場合は、 
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=0) 

カッコ内に noexec オプションが存在するため、次のコマンドでディスクをアンマウントし

てから次の手順に進む必要があります。 
umount /dev/cdrom 

5 Parallels Tools インストール ディスク イメージをマウントするには、次のコマンドを入力

します。 
mount -o exec /dev/cdrom /media/cdrom 

注: /dev/cdrom は仮想マシンの CD/DVD ドライブで、/media/cdrom はこのデバイスのマウン

ト ポイントです。一部の Linux OS では、仮想 CD/DVD ドライブが /dev/hdb、マウント ポイ

ントが /mnt/cdrom と表示される場合があります。Linux OS には CD/DVD ドライブ マウント 
ポイントがないものがあります。この場合、マウント ポイント ディレクトリを手動で作成する必

要があります。 

6 インストール ディスク イメージをマウントしたら、次のコマンドでディレクトリを 
CD/DVD ドライブ ディレクトリに変更します。 

cd /media/cdrom/ 

7 CD/DVD ドライブ ディレクトリで、次のコマンドを入力して Parallels Tools のインストー

ルを開始します。 
./install 

注: このコマンドを実行するには、root 権限が必要です。 

8 Parallels Tools インストーラの指示に従って、インストールを完了します。 

9 Parallels Tools のインストールが完了したら、仮想マシンを再起動します。 

注: 仮想マシンで X Server の起動に失敗する場合、Parallels Tools をテキストモードで手動インス

トールします。 

仮想マシンにインストールされている Parallels Tools の設定を編集するには、[仮想マシン構成

] ダイアログボックスの [オプション] タブを使用します。 

Parallels Tools がインストールされているかどうかを確認する方法 
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Parallels Tools がインストールされたかどうかは、簡単に確認できます。仮想マシンを起動し

て、ウィンドウのステータス バーを確認します。仮想マシンのウィンドウのステータスバーに、

"Ctrl+Alt を押してマウスとキーボードを解放します " というメッセージが表示されている場

合は、Parallels Tools はインストールされていません。Parallels Tools がインストールされてい

る場合は、マウスとキーボードを解放するためにキーを押す必要はありません。マウスとキーボ

ードは自動的に解放されます。 

トラブルシューティング 

Parallels Tools インストーラが SELinux でブロックされます。この問題を解決するには以下の

手順に従います。 

1 ターミナルを開始し、次のように入力してカーネルのバージョンを確認します。 
uname -r 
2.6.18-8.el5 

2.6.18-8.el5 が、カーネルのバージョンです。 

2 Linux OS のバージョンに応じて /boot/grub/grub.conf ファイルまた

は /boot/grub/menu.lst ファイルを開き、カーネルのバージョンに対応するエントリ

を検索します。 
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-8.el5) 
 root (hd0,0) 
 kernel /vmlinuz-2.6.18-8.el5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet 
 initrd /initrd-2.6.18-8.el5.img 

3 エントリの最後に次のテキストを入力します。 
selinux=0 

エントリ全体は、次のようになります。 
kernel /vmlinuz-2.6.18-8.el5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet selinux=0 

4 ファイルを保存し、仮想マシンを再スタートします。 

再スタートしたら、Parallels Tools ディスク イメージをマウントし、Parallels Tools をインス

トールします。 

Parallels Tools のアップデート 

Parallels Tools for Linux の新しいバージョンが利用可能な場合は、Parallels Tools インストー

ルエージェントウィンドウが表示されます。root 権限を取得するコマンドを選択し、パスワー

ドを入力するよう指示されます (su - root パスワード、sudo - お使いのユーザーのパスワード

)。その後、Parallels Tools が自動的にアップデートされます。 

Parallels Tools を再インストールする 

Linux に Parallels Tools を再インストールするには、まず Parallels Tools を削除してから、も

う一度インストールします。 
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Linux で Parallels Tools をテキスト モードでアップグレード/インスト

ールする 

Parallels Desktop にアップグレードした後、Linux 仮想マシンで X Server の起動に失敗するこ

とがあります。この問題を修正するには、Parallels Tools をテキスト モードでインストールす

る必要があります。 

1 仮想マシンを起動します。 

2 X Server の起動に失敗したというメッセージが表示されたら、Ctrl+Option+F1 (Ctrl+Alt+F1) 
キーを使用して別の仮想コンソールに切り替え、ログイン情報を入力します。 

3 [処理] メニューの [Parallels Tools のインストール] を選択して、Parallels Tools ISO イメ

ージを仮想マシンに接続します。 

注: [Parallels Tools のインストール] オプションが灰色表示になっている場合、Parallels Tools をご

使用のゲスト OS でインストールできることを確認してください。Parallels Tools でサポートされ

るゲスト OS の一覧を確認するには、『Parallels Desktop ユーザー ガイド 』の「Parallels Tools の
概要 」を参照してください。 

prl-tools-lin.iso イメージ ファイルが仮想マシンの CD/DVD ドライブに接続されま

す。 

4 仮想マシンのコンソールで次のコマンドを入力して、root 権限を取得します。 
su 

5 次のコマンドを入力して、Parallels Tools CD イメージがマウントされているかどうかを確

認します。 
mount | grep iso9660 

このコマンドを実行しても何も返されない場合、次の手順に進みます。 

このコマンドが次のような内容を返した場合は、 
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,exec,nosuid,nodev,uid=0) 

次の手順をスキップして以降の手順に従います。 

このコマンドが次のような内容を返した場合は、 
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=0) 

カッコ内に noexec オプションが存在するため、次のコマンドでディスクをアンマウントし

てから次の手順に進む必要があります。 
umount /dev/cdrom 

6 Parallels Tools インストール ディスク イメージをマウントするには、次のコマンドを入力

します。 
mount -o exec /dev/cdrom /media/cdrom 
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注: /dev/cdrom は仮想マシンの CD/DVD ドライブで、/media/cdrom はこのデバイスのマウン

ト ポイントです。一部の Linux OS では、仮想 CD/DVD ドライブが /dev/hdb、マウント ポイ

ントが /mnt/cdrom と表示される場合があります。Linux OS には CD/DVD ドライブ マウント 
ポイントがないものがあります。この場合、マウント ポイント ディレクトリを手動で作成する必

要があります。 

7 インストール ディスク イメージをマウントしたら、次のコマンドでディレクトリを 
CD/DVD ドライブ ディレクトリに変更します。 

cd /media/cdrom/ 

8 CD/DVD ドライブ ディレクトリで、次のコマンドを入力して Parallels Tools のインストー

ルを開始します。 
./install 

注: このコマンドを実行するには、root 権限が必要です。 

9 Parallels Tools インストーラの指示に従って、インストールを完了します。 

10 Parallels Tools のインストールが完了したら、仮想マシンを再起動します。 

Parallels Tools を Linux にインストールする場合の一般的な情報については、「ゲスト Linux 
OS での Parallels Tools のインストール」を参照してください。 
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Mac 用の Parallels Tools 

Parallels Tools のインストール 

OS X 仮想マシンに Parallels Tools をインストールするには: 

1 OS X 仮想マシンを起動します。 

2 OS X が起動したら、[処理] > [Parallels Tools のインストール] を選択し、画面上の指示に

従います。 

Parallels Tools を再インストールする 

Parallels Tools を再インストールするには: 

1 OS X 仮想マシンを起動します  『40p. 』。 

2 Windows が起動したら、[仮想マシン] メニューから [Parallels Tools の再インストール] 
を選択します。 

Parallels Tools のアップデート 

Parallels Tools for Mac の新しいバージョンが利用可能な場合は、Parallels Tools は自動的に更

新されます。 

Parallels Tools がインストールされたかどうかの確認 

Parallels Tools がインストールされたかどうかは、簡単に確認できます。仮想マシンを起動し

て、ウィンドウのステータス バーを確認します。仮想マシンのウィンドウのステータス バー

に、"Ctrl+Alt を押してマウスとキーボードを解放します" というメッセージが表示されている場

合は、Parallels Tools はインストールされていません。Parallels Tools がインストールされてい

る場合は、マウスとキーボードを解放するためにキーを押す必要はありません。マウスとキーボ

ードは自動的に解放されます。 
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OS/2 および eComStation でのサウンド ドライバのインストール 

すべての OS/2 および eComStation のサウンド ドライバは、prl-tools-other.iso CD 
イメージからインストールできます。インストールを開始する前に、Parallels Tools を含む CD 
イメージを仮想マシンの CD/DVD ドライブに接続します。[処理] メニューの [Parallels Tools 
のインストール] を選択します。 

 

サウンド ドライバをインストールする前に、ゲスト OS にマルチメディア サポートがインス

トールされていることを確認してください。 

サウンド ドライバをインストールするには: 

1 システム パネルの [システム セットアップ] アイコンをクリックします。 

2 [インストール/削除] 行を選択し、[マルチメディア アプリケーション インストール] を選

択します。 

3 [IBM マルチメディア プレゼンテーション マネージャ/2 - インストール] ウィンドウで 
CD/DVD ドライブを選択し、<CD-ROM ドライブ>\Drivers\Sound\OS2 ディレクトリを

選択します。[ALC Codec] 機能を選択し、[インストール] ボタンをクリックします。 

4 ゲスト OS を再起動します。 
 

ソフトウェア開発者向け情報 
このセクションには、ソフトウェア開発者向け情報のトピックが記載されています。 
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リモート デバッグの最適化 

Visual Studio 向けの Parallels プラグインを使用すると、1 つの仮想マシンでソフトウェアを開

発し、わずか 1 クリックで別の仮想マシンでテストすることができます。 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

要件 

このプラグインを使用するには、以下が必要です。 

• Windows 7 (以降) の仮想マシンと Visual Studio Professional/Enterprise 2013 (以降)。 

• プロジェクトのテストを行う、その他の実行中の仮想マシン (Windows 7 以降をインストー

ルしている) 

• Visual Studio とその他の仮想マシンの仮想マシンは、IP アドレスの同じプールに属してい

る必要があるか、または、共有ネットワーク  『224p. 』を使用するように設定されている

必要があります。 

• すべての仮想マシンに Parallels Tools 『192p. 』 がインストールされている必要がありま

す。 

• Visual Studio の仮想マシンでは、Mac から Windows フォルダにアクセスします  オプシ

ョン  『68p. 』が選択されている必要があります。 

• その他の仮想マシンは、共有フォルダ  『68p. 』が次のように設定されている必要がありま

す。[すべてのディスク] オプション  『68p. 』が選択されている。 

• プロジェクトをテストする仮想マシンにログインするユーザー アカウントには、ユーザー名

とパスワードの両方が設定されており、ユーザーはその両方を把握している必要があります。 

Visual Studio 向けの Parallels プラグインのインストール 

Parallels プラグインをインストールするには、次の手順を実行します。 

1 Visual Studio の仮想マシンで、Parallels Tools がインストールされているディレクトリに移

動します。ほとんどの場合は、C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels 
Tools\DevTools です。 

2 VMDebugHelper.vsix ファイルをダブルクリックします。Visual Studio 向けのプラグインが

自動的にインストールされます。 

操作手順 

プロジェクトのリモート デバッグを開始するには、次の手順を実行します。 
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1 Visual Studio がインストールされている仮想マシンで、Visual Studio を開き、プロジェクト

を開きます。 

2 プロジェクトを作成し、ローカルでテストします。 

3 [PARALLELS] > VM でデバッグを開始  をクリックし、必要な仮想マシンを選択します (こ
の仮想マシンは実行中である必要があります)。 

 

選択した仮想マシンでプロジェクトを開きます。 
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Windows Phone Emulator の実行 

Parallels Desktop を使用すると、Windows Phone 向けソフトウェアを Mac で開発およびテス

トできるようになります。そのためには以下が必要です。 

• 4 GB 以上のメモリ (多いほど良い) を搭載した Mac コンピュータ 

ご使用の Mac に搭載されているメモリを確認するには、アップル メニューをクリック

し、[この Mac について] を選択します。 

• 最新バージョンの Parallels Desktop 12 for Mac がインストールされていること。 

アップデートの有無を確認するには、Parallels Desktop を開き、[Parallels Desktop] > [アッ

プデートの確認] をクリックします。アップデートがある場合は、インストールしてくださ

い。 

• 1 CPU と 2 GB (Mac の搭載メモリが 8 GB の場合は 4 GB を推奨) のメモリが搭載され

た Windows 8 Professional (64 ビット) または Windows Server 2012 (64 ビット) 仮想マシ

ン。 

注: 2 CPU 以上の場合に Windows の動作が不安定になることがあります。Parallels は現在この問

題の解決に取り組んでいます。 

Windows を Mac にインストールする手順については、「インストール ディスクからの 
Windows のインストール  『22p. 』」を参照してください。Windows で 1 CPU および 2 
GB メモリを使用するよう設定する手順については、「Windows に割り当てるメモリの量

を設定する  『135p. 』」と「仮想マシンに割り当てるプロセッサ数を設定する  『172p. 』
」を参照してください。 

Windows Phone Emulator を実行できるよう Windows を構成する 

システムが上記の要件を満たしたら、次の手順を実行して Windows Phone Emulator を実行で

きるよう Windows を構成します。 

1 [最適化] ペイン  『136p. 』の [ネストされた仮想化] の横の [有効] を選択して、Hyper-V の
サポートを Windows で有効にします。 

注: Hyper-V のサポートを有効にすると、Windows のパフォーマンスがやや低下する可能性があり

ます。Hyper-V を使用しなくなった場合は、このオプションを無効にすることを推奨します。 

2 Windows を起動し、Windows Phone SDK がインストールされていることを確認します。

必要に応じて、SDK をここからダウンロードしてください。 

3 Visual Studio for Windows Phone を開き、新しいプロジェクトを作成し、Windows Phone 
のエミュレータを起動します。このステップでは、次のエラーが表示されることがあります

。 
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4 表示された場合は、Visual Studio を閉じ、Hyper-V Manager を起動します。 
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5 Windows Phone 向けソフトウェアの開発またはテストに使用する仮想マシンを選択し (デ
フォルトの仮想マシンは Emulator WVGA 512MB)、仮想マシン構成の設定を開き、プロセ

ッサ数を 2 から 1 に変更します。 

 

注: 上記の推奨とは違って Windows で 1 CPU を使用するよう設定しなかった場合は、Hyper-V 仮
想マシンのプロセッサ数を変更しないでください。 

6 これらのステップを実行後、Visual Studio を開き、Windows Phone アプリケーションの作

成やテストを開始できます。 
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コアダンプの生成 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

仮想マシンのメモリダンプを生成する必要がある場合、Parallels Desktop から実行できます。

仮想マシン実行中に、OS X メニューバーの [開発] メニュー 『221p. 』をクリックし、[コアダ

ンプを生成] を選択します。ダンプの保存位置や Linux、Windows、OS X フォーマットへの変

換方法の詳細については、オンラインの「Parallels Desktop Pro Edition コマンドラインリファレ
ンスガイド」から、トピック「prlcore2dmp」をご覧ください。 
 

デバッグセッションの開始 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

Parallels Desktop からデバッグセッションを直接開始できます。仮想マシン実行中に、OS X メ
ニューバーの [開発] メニュー 『221p. 』をクリックし、[デバッグセッションを開始] を選択し

ます。 
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Chef/Ohai との統合 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

Chef を使用して Parallels 仮想マシンまたは Parallels Desktop を実行しているホストシステム

をプロビジョンしている場合、システム仮想化タイプとして Parallels からの仮想化が使用され

ていることをレシピから確認できます。これには、 node['virtualization'] 属性を使用します。こ

の属性は、 Ohai によって Chef クライアント実行中に設定されます。 

注: このとき、 Ohai のバージョンが 8.6.0 以降であることが必要です。 

ホストシステムには以下のように表示されます。 

"virtualization": { 
 "systems": { 
 "parallels": "host" 
 }, 
 "system": "parallels", 
 "role": "host" 

ゲストシステムには以下のように表示されます。 

"virtualization": { 
 "systems": { 
 "parallels": "guest" 
 }, 
 "system": "parallels", 
 "role": "guest" 
  
} 
 

Docker との統合 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

Parallels Desktop では、Docker コンテナの実行と管理を、Mac で直接実行している場合と同

じように行なえます。必要なのはコンテナをホストする Linux ベースの仮想マシン（

Boot2Docker）だけです。 

詳細については、Docker Machine の公式ドキュメントをご覧ください。

https://docs.docker.com/machine/ 

注: 本トピック執筆時点で、Docker Machine は Parallels Desktop に完全対応していませんでした。

引き続きこの機能の改善を進めていきますが、こちらから当社カスタムビルドの実行ファイルをご利

用いただけます。 
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仮想マシン名の DNS 名としての使用 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

共有  『224p. 』またはホストオンリ  『229p. 』ネットワークモードで仮想マシンを起動し、

DHCP を介して IP アドレスが取得された場合、仮想マシンが OS X の etc/hosts ファイルに

登録され、ホストオペレーティングシステムや、共有  『224p. 』またはホストオンリ  『229p. 
』ネットワークモードで稼働中の他の仮想マシンから、名前を使用した接続が可能になります。 

たとえば、上記のような仮想マシンの起動後、etc/hosts ファイルは次のようになります。 

10.211.55.3 windows-8.1.shared windows-8.1 #prl_hostonly shared 

仮想マシン名（windows-8.1.shared）を使用してこの仮想マシンに接続できます。たとえば、OS 
X ターミナルで次のコマンドを実行したとします。 

ping windows-8.1.shared 

このとき、10.211.55.3 への ping が始まります。 

上記のような仮想マシンがシャットダウンされると、etc/hosts ファイル内の登録エントリは削

除されます。 
 

etc/hosts を使用したゲスト OS の DNS リクエスト解決 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

共有ネットワークモード  『224p. 』で動作している仮想マシンから送信される DNS リクエス

トの解決に、 OS X の etc/hosts ファイルを使用できるようになりました。 

たとえば、OS X の etc/hosts ファイルに以下のエントリが含まれているとします。 

1.2.3.5 testh 

仮想マシンで testh に ping を実行すると、ゲスト OS によって OS X の etc/hosts が最初に

チェックされ、1.2.3.5 への ping が始まります。 
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その他のアクション 

Parallels Desktop を使って、以下のような操作も可能です。 

• 仮想マシンをソフトウェア開発に最適化する  『141p. 』 

• さまざまなインターネット接続の速度をシミュレートする  『261p. 』 

• 事前に構成された仮想アプライアンスをダウンロードする  『171p. 』 

• ネストされた仮想化サポートを有効にする  『244p. 』 

• PMU 仮想化サポートを有効にする  『244p. 』 
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ファイルタイプの関連付け設定 
Parallels Desktop の使用中に、OS X のファイルを Windows アプリケーションで開くことや、

Windows のファイルを OS X アプリケーションで開くことが必要になる場合があります。頻繁

にそうする必要がある場合、SmartSelect を使用すれば、OS X のファイルを常時 Windows ア
プリケーションで開くようにすることや、Windows のファイルを常時 OS X アプリケーション

で開くようにすることができます。 

注: この機能は、Parallels Tools がインストールされた  『192p. 』 Windows XP 以降でのみ使用でき

ます。 

OS X ファイルの Windows アプリケーションへの関連付け 

特定の種類の OS X のファイルを常時 Windows アプリケーションから開くよう設定する場合

、以下の手順を実行します。 

1 OS X のファイルを右クリックし、[このアプリケーションで開く] をポイントして、[その他] 
をクリックします。 

2 Macintosh HD > Users > <ユーザー名> > Applications (Parallels) から、対象となる仮想マ

シンフォルダを開きます。 

3 目指す Windows アプリケーションを選択し、[開く] をクリックします。 

4 Parallels Desktop には、このファイルの種類についてそのアプリケーションをデフォルトに

するかどうかを尋ねる OS X の通知が表示されます。[すべてを変更] をクリックします。

このタイプのファイルすべてが、選択した Windows アプリケーションで開くようになりま

す。 

特定の種類の OS X のファイルを常時 Windows アプリケーションから開くよう設定する場

合、以下の方法も使用できます。 

1 OS X のファイルを右クリックし、[情報を見る] を選択します。 

2 [このアプリケーションで開く] セクションの [このアプリケーションで開く] メニューをク

リックし、[その他] を選択します。 

3 Macintosh HD > Users > <ユーザー名> > Applications (Parallels) から、対象となる仮想マ

シンフォルダを開きます。 

4 目指す Windows アプリケーションを選択し、[常にこのアプリケーションで開く] を選択し

て [追加] をクリックします。 

5 [すべてを変更] をクリックし、ファイル情報メニューを閉じます。このタイプのファイルす

べてが、選択した Windows アプリケーションで開くようになります。 
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Windows ファイルの OS X アプリケーションへの関連付け 

Windows 10 の場合： 

特定の種類の Windows ファイルを常時 OS X アプリケーションから開くよう設定する場合、以

下の手順を実行します。 

1 Windows のファイルを右クリックし、[プログラムから開く] > [別のプログラムを選択] を
選択します。 

2 その種類のファイルに使用する OS X アプリケーションを選択し、[常にこのアプリを使って 
<拡張子> ファイルを開く] が選択されていることを確認します。このタイプのファイルすべ

てが、選択した OS X アプリケーションで開くようになります。 

Windows 8 および Windows 7 の場合: 

特定の種類の Windows ファイルを常時 OS X アプリケーションから開くよう設定する場合、

以下の手順を実行します。 

1 Windows のファイルを右クリックし、[プログラムから開く] > [既定のプログラムの選択] 
を選択します。 

2 その種類のファイルに使用する OS X アプリケーションを選択し、[この種類のファイルを開

くときは、選択したプログラムをいつも使う] が選択されていることを確認します。このタ

イプのファイルすべてが、選択した OS X アプリケーションで開くようになります。 
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Modality モード 
Modality モードに切り替えると、仮想マシンのウィンドウのサイズを変更して、Mac のアプリ

ケーションと並べて配置できます。 

Modality モードでは、次のことを行えます。 

• ウィンドウの右下隅をドラッグすると、形を維持したまま、Windows のウィンドウのサイ

ズを変更できます。 

• Option (Alt) キーを押しながらウィンドウの右下隅をドラッグすると、Windows のウィンド

ウのサイズを変更できます。 

• Shift キーを押しながらウィンドウの右下隅をドラッグすると、Windows のウィンドウのサ

イズを変更し、画面解像度を動的に調整できます。 

Modality 設定を使用すると、Modality モードで実行中の仮想マシンの外観や動作を構成できま

す。Modality モードでは、仮想マシンのウィンドウのサイズを変更して、これを Mac のアプ

リケーションと並べて配置できます。Modality ウィンドウはサイズを自由に変更できるだけで

なく、そのコンテンツをアクティブに保つことができます。これにより、Mac で作業を続けな

がら、仮想マシンで実行中のタスクを監視できるようになります。 

これらの設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。または、

Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[仮想マシン] > [構成] を選択

します。 

2 [仮想マシン構成] ウィンドウで [オプション] をクリックし、サイドバーで設定名を選択し

ます。 

仮想マシンが実行中でも、このペインの設定を構成できます。 
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Modality モードでは、仮想マシンのウィンドウはデフォルトで透明になります。[透明] と [不
透明] の間でスライダをドラッグして、[不透明度] フィールドで可視性のレベルを指定できま

す。実行している仮想マシンが Modality モードの場合、仮想マシンの透過性レベルを変更でき

ます。 

Modality モードでの仮想マシン ウィンドウの動作を管理するには、デフォルトで選択されてい

る次のオプションを使用します。 

• 常に他のウィンドウの前面に表示する : 仮想マシンが Modality モードの場合に、この他の

開かれているすべてのウィンドウの前面にこの仮想マシンが表示されないようにするには、

このオプションをオフにします。 

• クリックでキーボードとマウスをキャプチャ : Modality モードの場合に、仮想マシンがキー

ボードおよびマウスの入力をキャプチャしないようにするには、このオプションをオフにし

ます。 
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Parallels Desktop の表示/非表示 
Parallels Desktop の実行中、Function (Fn) キーを押したまま F6 キーを押すと、Parallels 
Desktop およびそのすべてのウィンドウを表示または非表示にすることができます。 

Parallels Desktop が表示されているがバックグラウンドで動作している場合、Fn-F6 を押すと

、Parallels Desktop およびそのすべてのウィンドウをアクティブにできます。 

注: Mac キーボード上のほとんどのファンクションキー (F1、F2 など) は本来、ボリュームや輝度な

どを制御する特定のコントロールキーとして機能するため、ファンクションキーで代替のアプリケー

ション固有の機能を起動する場合は、Fn キーを押しながらファンクションキーを押す必要がありま

す。Fn キーを押さず、ファンクションキーだけで代替の機能を起動するように設定したい場合は、[ア
ップルメニュー] > [システム環境設定] を選択し、[キーボード] をクリックします。そして、[キーボ

ード] タブをクリックし、[F1、F2 などのすべてのキーを標準のファンクションキーとして使用] を選

択します。 
 



221 
 

高度な説明 
 

Windows の自動的なサスペンドを無効にする 
デフォルトでは Parallels Desktop の終了時に Windows はサスペンドされ、Parallels Desktop 
を次に開始すると Windows はサスペンドした場所からレジュームします。 

複数のユーザーが Mac で Windows を使用している場合、前のユーザーがサスペンドした 
Windows のアカウントに別のユーザーがアクセスできることになります。これを避けるために

、Parallels Desktop の自動的なサスペンドを無効にすることができます。 

Parallels Desktop の自動的なサスペンドを無効にするには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。そして

、[一般] をクリックします。 

• Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[環境設定] を選択します。そ

して、[一般] をクリックします。 

2 [OS X レジューム: Parallels Desktop で無効にする] を選択します。 

Windows の自動的なサスペンドを無効にすると、Parallels Desktop を終了するたびに、

Windows をどのようにシャットダウン  『47p. 』するのかを指定することができます。Parallels 
Desktop ウィンドウを閉じると、シャットダウン設定  『50p. 』での設定に応じて Windows が
シャットダウンします。別のユーザーが自分の Windows アカウントにアクセスできないよう

にするには、Windows がサスペンドではなくシャットダウンまたは停止するように設定してく

ださい。 
 

Parallels Desktop の削除 
Parallels Desktop を削除するには、Applications フォルダを開き、Parallels Desktop アプリケー

ションをゴミ箱にドラッグします。 
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詳細な環境設定 
Parallels Desktop 環境設定の [詳細] ペインで、詳細な設定を構成できます。 
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スピーチ 

Parallels Desktop では、音声認識コマンドを使用して仮想マシンを操作できます。これを実行

するには、[音声認識コマンドを有効にする] を選択して、次のことを確認します。 

• 仮想マシン ウィンドウがアクティブになっている 

• スピーチの設定が、Mac OS X システム環境設定の該当するタブで適切に調整されている 

スピーチ設定が調整されていない場合は、警告メッセージ 'このオプションを有効にするには

、[システム環境設定] の [Speakable Items] を [入] にする必要があります' が表示さ

れます。このスピーチ設定を調整するには、[システム環境設定] をクリックします。 

仮想マシンの管理に使用できるすべての音声認識コマンドの一覧は、「音声認識コマンドを有効

にする  『174p. 』」を参照してください。 

フィードバック 

カスタマ エクスペリエンス プログラムに参加するには、該当オプションを選択します。この

プログラムに参加すると、Parallels はご使用の Mac と仮想マシンの構成に関する情報を収集

します。収集された情報は、ユーザーのニーズに合った製品を提供するために役立てます。 

参加する場合、以下の種類のデータのみが収集されます。 

• お使いの Mac のハードウェア構成 

• お使いの Mac および仮想マシンのソフトウェア構成 (オペレーティング システムおよび

そこにインストールされているソフトウェアの名前とバージョン) 

• 仮想マシンの構成ファイル 

名前、電子メール、住所、電話番号などの個人情報、およびキーボード入力は収集されません。 

詳細については、Parallels 社 Web サイトのカスタマ エクスペリエンス プログラムのページ

を参照してください (ペインのリンク先に移動してください)。 

トラブルシューティング 

Parallels Desktop はその動作中に、ログ ファイルを自動的に作成します。Parallels サポート 
チームはこのファイルを活用して、問題の解決や製品の改善にあたります。[詳細ログ メッセ

ージを使用する] オプションを選択すると、Parallels Desktop はより詳細なログ ファイルの作

成を開始します。これは Parallels サポート チームにとっては有益なファイルとなりますが、

ハードディスク領域の使用量が増加するだけでなく、システムのパフォーマンスが若干低下す

る可能性があります。 

非表示メッセージの再度の表示 
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Parallels Desktop の一部のダイアログ ボックスやウィンドウには、[今後、このメッセージを表

示しない] オプションが表示されます。このオプションを選択すると、次に同じ操作を実行した

場合にこのダイアログ ボックスが表示されなくなります。[警告をリセット] ボタンを使用し

て、このオプションが選択されているすべてのダイアログ ボックスやウィンドウをリセットす

ると、その操作を開始するたびに再びメッセージが表示されるようになります。 

開発者ツール 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

Parallels Desktop にはソフトウェア開発者に役立つ複数の機能があります。この 開発者ツール

を表示  選択すると、OS X メニュー バーに [開発] メニューが表示されます。このメニューで

は、以下のことが行えます。 

• SSH セッションを開始する。 

• OS X のデフォルトの Web ブラウザで仮想マシンの IP アドレスを開く。 

• デバッグ セッションを開始する。 

• 仮想マシンのメモリ ダンプを生成する。 

Parallels Desktop 環境設定のロック 

Parallels Desktop 環境設定を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部にある  [カ
ギ] アイコンをクリックします。次に Parallels Desktop 環境設定のいずれかのペインで設定を

変更する場合は、管理者のパスワードを要求されます。 
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共有ネットワークの設定 
注: 共有ネットワーク設定は、Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

共有ネットワークの設定を変更するには、Parallels Desktop 環境設定の [ネットワーク] タブを

選択し、[共有] をクリックします。次のウィンドウが表示されます。 
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このウィンドウで、IPv4 および IPv6 向けの Parallels DHCP サーバの設定に、必要な変更を加

えます。これらのサーバーはデフォルトで有効になっており、共有ネットワーク モードで動作

する仮想マシンに IP アドレスを自動的に割り当てます。これらのサーバーのいずれかを無効に

するには、対応するオプションをクリアします。 

共有ネットワークの構成に関する詳細については、「Mac OS X と Windows 間でのネットワ

ーク設定の共有  『128p. 』」を参照してください。 

ポート フォワーディング 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

通常、共有ネットワーク モードで動作するよう設定されている仮想マシンには外部コンピュー

タからアクセスできません。ポート フォワーディング機能を使用すると、ローカル ネットワー

クやインターネット上のコンピュータから、共有ネットワーク モードを使用している仮想マシ

ンにデータを転送できます。Mac の特定ポートに送信されるデータは、ポート フォワーディン

グ ルールに基づいて仮想マシンの特定のポートにリダイレクトされます。 

ポート フォワーディング ルールを追加するには: 

1 [追加] ボタン  ([ポート フォワーディング ルール] リストの下) をクリックします。 

2 表示されたウィンドウで、次の操作を実行します。 

• [プロトコル] フィールドで、ネットワーク接続の確立に使用するポートの種類を指定しま

す。TCP または UDP のポートを選択できます。 

• [ソースポート] フィールドに、Mac の受信ポート番号を入力します。 

• [転送先] セクションに、接続先の仮想マシンの IP アドレス名を指定します。 

• [宛先ポート] フィールドに、データの転送先となる仮想マシンのポートを入力します。 
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3 [OK] をクリックしてルールを追加します。 

ルールを追加する場合、仮想マシンに対する外部接続には IP アドレスの組み合わせとして

、<Mac の IP アドレス>:<受信ポート> を使用します。 

 



229 
 

高度な説明 
 

ルールを編集するには、[ポート フォワーディング ルール] リストでそのルールを選択して、[編

集] ボタンをクリックし 、必要な設定を変更後、[OK] をクリックして変更を適用します。 

ポート フォワーディング ルールを削除するには、[ポート フォワーディング ルール] リストで

そのルールを選択し、[削除] ボタンをクリックします 。 

デフォルトの設定を復元するには、[デフォルトに戻す] をクリックします。 
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ホストオンリ ネットワークの設定 
注: ホストオンリネットワーク設定は、Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

ホストオンリ ネットワークの設定を変更するには、Parallels Desktop 環境設定の [ネットワー

ク] タブを選択し、[ホストオンリ] をクリックします。次のウィンドウが表示されます。 
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このウィンドウで、IPv4 および IPv6 向けの Parallels DHCP サーバの設定に、必要な変更を加

えます。これらのサーバーはデフォルトで有効になっており、ホストオンリ ネットワーク モー

ドで動作する仮想マシンに IP アドレスを自動的に割り当てます。これらのサーバーのいずれか

を無効にするには、対応するオプションをクリアします。 

デフォルトの設定を復元するには、[デフォルトに戻す] をクリックします。 

ホストオンリ ネットワークの設定の構成についての詳細は、「ホストオンリ ネットワーク設定

の使用  『131p. 』」を参照してください。 
 

カスタマイズされたホストオンリネットワーク

の作成 
Parallels Desktop を使用して作業するとき、既に構成された共有またはホストオンリネットワ

ークを使用できます。仮想マシン間のネットワークトラフィックを管理する必要がある場合、新

規のホストオンリ ネットワークを追加できます。 

注: 新規のホストオンリネットワークは、Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ追加できます。 

新規のホストオンリネットワークを追加するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [環境設定] を選択します。[ネッ

トワーク] をクリックします。 

• Dock 内の Parallels Desktop のアイコンを右クリックし、[環境設定] を選択します。[ネ
ットワーク] をクリックします。 

2 [追加] ボタン 。新規のホストオンリネットワークが追加されたら、必要な方法で設定を

構成します。 

カスタムホストオンリネットワークを削除するには、選択して [削除] ボタンをクリックします 

。 
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詳細オプション 
[詳細オプション] ペインでは、Parallels Desktop の詳細な設定を構成できます。 

これらの設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 [処理] メニューを開くか、Mac メニューで Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を
選択します。 

2 [仮想マシン構成] ウィンドウで [オプション] をクリックし、サイドバーで設定名を選択し

ます。 
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時刻同期 

Windows 時刻設定を Mac の時刻設定と同期するには、[OS X に同期] を選択します。 

Windows と Mac OS X の時刻設定を常に同じにするには、[いずれかの OS に同期] を選択し

ます。このオプションが選択されている場合、Windows の時刻設定を手動で変更すると、Mac 
OS X にも反映されます (その逆も同様です)。 

仮想マシンで設定されているタイム ゾーンが Mac のタイム ゾーンと異なる場合は、[同期しな

い] を選択することで時間の相違を維持できます。 

コピー & 貼り付け 

ホスト OS とゲストの OS 間でデータのコピーと貼り付けを実行する場合は、[Mac のクリッ

プボードを共有する] を選択します。Mac OS X と仮想マシンの間でコピーと貼り付けを実行す

るデータがテキスト データで、そのテキストの書式を維持する場合は、[テキスト書式を維持す

る] を選択します。 

注: この機能は、Parallels Tools がインストールされた  『272p. 』仮想マシンでのみ使用できます。 

Windows タッチパッド ジェスチャー 

[画面の端からのスワイプを有効にする] を選択すると、エッジスワイプのジェスチャーが有効

になり、たとえば、Windows の使用中にタッチパッドの右端からスワイプしてチャームバーを

表示できるようになります。 

注: このオプションは、Windows 8 以降で利用できます。 

タッチパッドの端から誤ってスワイプして各種機能を起動することが多い場合は、このオプショ

ンを選択解除してエッジスワイプのジェスチャーを無効にすることを検討してください。 

Apple Remote 

[Apple Remote を有効化] を選択し、Apple Remote を使用して一部の Windows アプリケー

ションを制御できます。 

Apple Remote の使用方法の詳細については、「TrackPad ジェスチャーまたは Apple Remote 
でのプログラムの制御」を参照してください。 

現在の場所 
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一部の Windows アプリケーションでは、現在の場所を使用する許可を求められる場合がありま

す。現在の場所を使用できるようにするためには、Windows による Mac の現在の場所への

アクセスを許可  を選択します。 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 
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デバイスの追加と削除 
新しいデバイスを仮想マシンに追加するのは、新しいデバイスを実コンピュータに接続するよ

り容易です。デバイスを削除または切断することも簡単です。次の仮想デバイスを、構成に追加

したり、構成から削除したりできます。 

• 仮想ハードディスク ドライブ 

• CD/DVD ドライブ 

• フロッピー ディスク ドライブ 

• ネットワーク アダプタ 

• シリアル ポート 

• プリンタ ポート 

• サウンド デバイス 

• USB コントローラ 

これらのデバイスは、対応する仮想マシンが停止している場合のみ追加できます。 

注 : 仮想デバイスを実デバイスに接続できるようにするには、実デバイスにアクセスするためのシス

テム権限が必要です。システム権限がない場合、実デバイスは、コンピュータにインストールされて

いても使用可能なデバイスの一覧に表示されません。 

新しいデバイスの仮想マシンへの追加 

1 [処理] メニューの [構成] を選択して仮想マシン構成を開きます。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスの一番上にある [ハードウェア] ボタンをクリック

し、ハードウェア デバイスを編集するためのペインを開きます。 

3 [追加] ボタンをクリックし  ([仮想マシン構成] ダイアログ ボックスの下部)、仮想マシ

ンに追加するデバイスを選択します。 

注: 仮想マシンの実行中は [追加] ボタンが無効になっています。このボタンを使用するには、仮想

マシンを停止する必要があります。 
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4 ハードディスク以外のデバイスを選択した場合は、対応するデバイスが一般的な構成で直ち

に追加され、使用できるようになります。 

ハード ディスクを選択した場合は、以下のようないくつかのパラメータを指定する必要があ

ります。 

• ハードディスクの種類: 新しいイメージ ファイルまたは既存のイメージ ファイル。既存

の Boot Camp パーティションをハードディスクとして仮想マシンに追加する場合は、

Boot Camp を選択します。 

• ハードディスクの場所: 既存のイメージファイルへの Mac 上のパス、または新しいイメ

ージファイルのパスと名前。Parallels Desktop のデフォルトでは、新しいイメージ ファ

イルは仮想マシンの PVM バンドルに保存されます。 

• 新しいハードディスク イメージファイルのハードディスクサイズ。 

• 新しいハードディスク イメージファイルの場合、そのフォーマットは、容量可変または

容量固定のいずれかを選択できます。デフォルトでは、ハードディスクは 容量可変フォ

ーマットになります。容量固定ハードディスクを作成するには、[容量可変ディスク] オ
プションの選択を解除します。仮想ハードディスクを分割する場合は、[ディスク イメー

ジを 2 GB のファイルに分割する] オプションを選択します。ハードディスクのフォーマ

ットの詳細については、「仮想ディスクと実ディスクのサポート  『239p. 』」を参照し

てください。 
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[OK] をクリックしてハードディスクを追加します。新しい仮想ハードディスクを仮想マシ

ン構成に追加しても、それを初期化するまでは仮想マシンにインストールされている OS に
は表示されません。新しく追加されたハードディスクの初期化方法の詳細については、「新

しく追加されたディスクの初期化  『241p. 』」を参照してください。 

新しいデバイスが追加された後は、そのプロパティを通常通りに管理し、使用を開始できます。 

仮想マシン構成からのデバイスの削除 

1 [処理] メニューの [構成] を選択して仮想マシン構成を開きます。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスの一番上にある [ハードウェア] ボタンをクリック

し、ハードウェア デバイスを編集するためのペインを開きます。 

3 削除するデバイスを選択して [削除] ボタンをクリックします  ([仮想マシン構成] ダイア

ログ ボックスの下部)。 
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仮想ディスクと実ディスクのサポート 

ここでは、Parallels 仮想マシンで使用できるディスクの種類の一覧を示し、これらのディスク

で実行できる基本的な操作について説明します。 

サポートされるハードディスクの種類 

Parallels 仮想マシンでは、ハードディスクとして、仮想ハードディスクまたは Boot Camp パ
ーティションのいずれかを使用できます。 

仮想ハードディスク 

仮想ハードディスクの容量は 100 MB ～ 2 TB の範囲で設定できます。 

仮想ハードディスクには、容量固定フォーマットまたは拡張可能フォーマットを使用できます。 

容量固定 
容量固定仮想ハードディスクイメージファイルのサイズは固定されています。サ

イズは、ディスクの作成時に決定されます。 

拡張可能 
拡張可能仮想ハードディスクイメージファイルは当初は小さいサイズです。この

種類のディスクは、ゲスト OS で仮想ハードディスクにアプリケーションやデー

タを追加することで、サイズが大きくなります。 

仮想マシンの作成時には、ディスクは拡張可能フォーマットで作成されます。このディスクフ

ォーマットは、[仮想マシン構成] ダイアログボックスの [ハードディスク] ペインで変更できま

す。容量固定ハードディスクを仮想マシンに追加するには、ハードディスクを仮想マシンに追

加するときに、[拡張可能ディスク] オプションをオフにします。 

分割ディスク 

どちらのフォーマットの仮想ディスクも、単一ディスクまたは分割ディスクにすることが可能

です。分割ディスクは 2 GB ずつに分けられますが、1 つの .hdd ファイルとして格納されま

す。 

Boot Camp パーティション 

Parallels Desktop では、Boot Camp の Windows XP、Windows Vista、または Windows 7 OS 
の使用方法として、ネイティブに (Boot Camp を使用して) ブートするか、仮想マシンで 
(Parallels Desktop を使用して) ブートするかを選択できます。Boot Camp の Windows パーテ

ィションは、Parallels 仮想マシンではブート可能ディスクまたはデータ ディスクとして使用で

きます。詳細については、「仮想マシンでの Boot Camp パーティションの使用」を参照して

ください。 
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注 : Boot Camp パーティションを使用する仮想マシンでは、スナップショットを作成したり、ロール

バック モード オプションを使用したりすることはできません。 

CD/DVD ディスクとそのイメージ 

Parallels Desktop では、実 CD/DVD ディスクと CD/DVD ディスクのイメージにアクセスでき

ます。 

Parallels Desktop には、マルチセッション CD/DVD ディスクの使用に関する制限はありません

。仮想マシンは、コピー保護ディスクに関する制限に関係なく、オーディオ CD を再生できま

す。 

ホスト コンピュータに記録可能光学式ドライブがある場合は、それを使用して仮想マシンで 
CD または DVD ディスクを作成できます。 

Parallels Desktop は、ISO、CUE、および CCD フォーマットの CD/DVD ディスク イメージ

をサポートします。 

注: Mac OS X ディスクユーティリティで作成された DMG ディスクイメージも Parallels Desktop で
サポートされています。この形式のイメージを作成する場合は、読み取り専用 であること、非圧縮 で

あること、およびイメージを暗号化していないことを確認してください。 

フロッピー ディスクとフロッピー ディスク イメージ 

Parallels Desktop では、次の 2 種類のフロッピー ディスクを使用できます。 

• 仮想マシンに接続された実フロッピー ディスク ドライブに挿入された実フロッピー ディ

スク。 

• 仮想マシンに接続された、拡張子が .fdd のフロッピー ディスク イメージファイル。 

Parallels Desktop は、フロッピー ディスク イメージを実フロッピー ディスクと同様に扱いま

す。Parallels Desktop は、拡張子が .fdd でサイズが 1.44 MB のフロッピー ディスク イメ

ージファイルをサポートします。 
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新しく追加されたディスクの初期化 

新しいブランクの仮想ハードディスクを仮想マシン構成に追加しても、初期化するまでは仮想マ

シンにインストールされている OS には表示されません。 

Windows での新しい仮想ハードディスクの初期化 

新しい仮想ハードディスクをゲスト Windows OS で初期化するには、ディスク管理ユーティリ

ティを使用する必要があります。たとえば、Windows 7 と Windows XP では、次の手順でこ

のユーティリティにアクセスできます。 

• Windows 7 で [スタート] > [コントロール パネル] > [システムとセキュリティ] > [管理ツー

ル] > [コンピューターの管理] > [ディスクの管理] をクリックします。 

• Windows XP で、[スタート] > [コントロール パネル] > [管理ツール] > [コンピューターの管

理] > [記憶域] > [ディスクの管理] をクリックします。 

ディスク管理ユーティリティを開くと、構成に追加された新しいハードディスクが自動的に検出

され、ディスクの初期化と変換ウィザードが起動されます。 

1 最初のウィンドウで、[次へ] をクリックします。 

2 [初期化するディスクの選択] ウィンドウで、新しく追加されたディスクを選択し、[次へ] を
クリックします。 

3 [変換するディスクの選択] ウィンドウで、新しく追加されたディスクを選択し、[完了] をク

リックします。 

追加されたディスクは新しいディスクとしてディスク管理ユーティリティのウィンドウに表示

されますが、そのメモリ領域は割り当てられません。ディスク メモリを割り当てるには、ディ

スク管理ユーティリティのウィンドウでそのディスク名を右クリックし、Windows Vista の場

合には [新しいシンプル ボリューム] を Windows XP の場合には [新しいボリューム] を選択

します。[新しいシンプル ボリューム ウィザード]/[新しいボリューム ウィザード] ウィンドウ

が表示されます。ウィザードの手順に従って、新しく追加したディスクに新しいボリュームを作

成します。 

ディスクが [コンピュータ]/[マイ コンピュータ] に表示されたら、このディスクを仮想マシン

のデータ ディスクとして使用できます。 

Linux での新しい仮想ハードディスクの初期化 

ゲスト Linux OS での新しい仮想ハードディスクの初期化は、(1) 仮想ハードディスク領域の割

り当て、および (2) ゲスト OS でのディスクのマウントの 2 つのステップで実行します。 
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領域を割り当てるために、fdisk ユーティリティを使用してこの仮想ハードディスクに新しい

パーティションを作成する必要があります。 

注: fdisk ユーティリティを使用するには、root 権限が必要です。 

1 ターミナル ウィンドウを起動します。 

2 仮想マシン構成に存在する IDE ディスク デバイスの一覧を表示するには、次のコマンドを

入力します。 
fdisk /dev/hd* 

注: 仮想マシン構成に SCSI ディスクを追加した場合は、代わりに fdisk /dev/sd* コマンドを

使用します。 

3 デフォルトでは、2 番目の仮想ハード ディスクが /dev/hdc として Linux 仮想マシンに

表示されます。このデバイスを操作するには、次のコマンドを入力します。 
fdisk /dev/hdc 

注: これが SCSI ディスクの場合は、代わりに fdisk /dev/sdc コマンドを使用します。 

4 ディスクに関する詳細情報を入手するには、次のコマンドを入力します。 
p 

5 新しいパーティションを作成するには、次のコマンドを入力します。 
n 

6 プライマリ パーティションを作成するには、次のコマンドを入力します。 
p 

7 パーティション番号を指定します。デフォルトは 1 です。 

8 先頭のシリンダを指定します。このハードディスクに単一パーティションを作成する場合

は、デフォルト値を使用します。 

9 最後のシリンダを指定します。このハードディスクに単一パーティションを作成する場合

は、デフォルト値を使用します。 

10 指定した設定のパーティションを作成するには、次のコマンドを入力します。 
w 

新しく追加した仮想ハードディスクに領域を割り当てる場合には、ターミナルで次のコマンドを

入力してフォーマットする必要があります。 

mkfs -t <FileSystem> /dev/hdc1 

注: <FileSystem> には、このディスクで使用するファイル システムを指定します。ext3 また

は ext2 を使用することをお勧めします。 

追加された仮想ハードディスクをフォーマットすると、それをゲスト OS にマウントできます

。 

1 新しい仮想ハード ディスクのマウント ポイントを作成するには、次のコマンドを入力しま

す。 
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mkdir /mnt/hdc1 

注: 異なるマウント ポイントを指定できます。 

2 新しい仮想ハード ディスクを指定されたマウント ポイントにマウントするには、次のコマ

ンドを入力します。 
mount /dev/hdc1 /mnt/hdc1 

仮想ハードディスクをマウントすると、その領域を仮想マシンで使用できます。 
 

ハードウェア設定 
[仮想マシン構成] ダイアログ ボックスを使用して、仮想マシンで使用できる仮想ハードウェア

を構成できます。 

• 仮想マシンで現在使用可能なデバイスを構成する。 

• デバイスを追加または削除する。 

• 仮想マシンのブート順序を構成する。 
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CPU とメモリ 

[CPU とメモリ] 設定を使用すると、以下のことが行えます。 

• Windows に割り当てるプロセッサ数を設定する  『172p. 』 

• Windows に割り当てるメモリの量を設定する  『135p. 』 

• Windows で仮想化サポートを有効にする (Windows 8 および Windows Server 2012 のみ) 

ネストされた仮想化サポートを有効にする 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

Parallels Desktop 12 では、Windows 8 および Windows Server 2012 の仮想マシン内で 
Hyper-V 仮想マシンを実行することや、Xen および KVM に対応する Linux バージョンで Xen 
およびカーネルベースの仮想マシン (KVM) を実行することができます。 

注: 仮想マシン内で仮想マシンを実行すると、ホスト側の仮想マシンのパフォーマンスが若干低下す

る可能性があります。 

ネストされた仮想化のサポートを有効にするには、[ネストされた仮想化を有効にする] を選択し

ます。 

Windows Phone アプリケーションを作成またはテストする場合は、最初に Windows Phone 
Emulator を実行できるよう Windows を構成  『208p. 』してください。 

警告: 実稼働環境で Hyper-V 仮想マシンを使用しないでください。Microsoft® は Hyper-V のネスト

化をサポートしていないため、仮想マシンの動作が不安定になる可能性があります。 

PMU 仮想化サポートを有効にする 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

ソフトウェアの開発に仮想マシンを使用している場合、Intel VTune Amplifier や OProfile などの

パフォーマンス モニタリング ツールを使用してコードを最適化できます。 

パフォーマンス モニタリング ツールの使用を開始するには: 

1 [PMU 仮想化] を選択して、PMU（Performance Monitoring Unit）仮想化サポートを有効にし

ます。 

2 仮想マシンをスタートします。 
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3 組み込みのプロファイリング ユーティリティの使用を開始するか、任意のパフォーマンス 
モニタリング ツールをダウンロードしてインストールします。 

注意: 

1.PMU 仮想化のサポートは、Windows 仮想マシン(Windows XP 以降) および Linux 仮想化で有効に

できます。 

2.PMU 仮想化のサポートを有効にすると、仮想マシンのパフォーマンスがやや低下する可能性があ

ります。 
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ブート順序 

[ブート順序] 設定を使用し、仮想マシンのブート シーケンス、すなわち、仮想マシンが異なる

ブート デバイスから OS のロードを試みる順序を構成できます。 

注: これらの設定は、仮想マシンの実行中には変更できません。 

[ブート順序] 設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。または、

Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[仮想マシン] > [構成] を選択

します。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで [ハードウェア] をクリックし、サイドバーで [ブ
ート順序] を選択します。 
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現在サポートされているブート デバイスは以下のとおりです。 

• ハードディスク : このデバイスは、仮想マシンをその仮想ハードディスク ドライブから起動

させる場合に選択します。 

• CD/DVD-ROM.このデバイスは、仮想マシンをその仮想 CD/DVD-ROM ドライブに接続さ

れているメディアから起動させる場合に選択します。 

注: 仮想マシンは、その構成で [CD/DVD-ROM 1] として指定されている CD/DVD-ROM ドライブ

を使用します。 

• 外部デバイス : このデバイスは、Mac に接続された起動可能な外部デバイス (USB、
FireWire、Thunderbolt など) から仮想マシンを起動させる場合に選択します。選択後、下

の [外部ブートデバイス] メニューからデバイスを選択します。 

• フロッピー ディスク : このデバイスは、仮想マシンをその仮想フロッピー ディスク ドライ

ブに接続されているフロッピー ディスク イメージから起動させる場合に選択します。 

• ネットワーク：このデバイスは、仮想マシンを PXE (Pre-Execution Environment) を使用し

てネットワーク アダプタから起動する場合に選択します。 

注: 仮想マシンは、その構成で [ネットワーク 1] として指定されているネットワークアダプタを使

用します。 

仮想マシンを開始するたびに、[ブート順序] の一覧で 1 番目のデバイスとして指定したデバイ

スから起動しようとします。仮想マシンが 1 番目のデバイスから起動できない (メディアが接

続されていない場合など) 場合、仮想マシンは一覧の 2 番目のデバイスに進み、そのデバイス

からの起動を試みます。それ以降も同様です。 

このペインでは、以下の操作を実行できます。 

• [ブート順序] の一覧で対応するブート デバイスの名前を選択し、それを一覧の右側の矢印を

使用して上下に移動することで、現在のブート順序を変更できます。 

• デバイス名の横のチェック ボックスをオフにして、シーケンスからブート デバイスを削除

できます。 

[スタートアップ時のブート デバイスを選択する] オプションを選択すると、仮想マシンのスタ

ートアップ時に、メッセージ Press ESC to select boot device" が表示されます。ESC キ
ーを 5 秒間押し続けると、ブート デバイスを選択できます。ESC キーを押さない場合には、

仮想マシンは [ブート順序] の一覧で指定されたデバイスからのブートを試みます。 

注: 仮想マシンのブートに使用するデバイス (ハードディスク ドライブ、CD-ROM ドライブ、フロ

ッピー ディスク ドライブ、またはネットワーク アダプタ) が仮想マシンで使用可能で、正しく構成

されていることを確認してください。仮想マシンにブート デバイスが構成されていない場合には、

仮想マシンの起動後に“No boot device is available..." というエラー メッセージが表示され

ます。この場合、仮想マシンを停止し、最低 1 つのブート デバイスを構成してください。 
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Windows の安全なブート 

Windows の海賊版には、ハッカーがシステムおよびデータへの完全なアクセス権限を有するバ

ックドアが存在する場合があります。Parallels Desktop for Mac Pro Edition で Windows 8 以降

をご使用の場合、スタートアップ時にブートローダーをチェックするよう Windows を設定で

きます。これにより、潜在的に危険を有する未署名のコードが実行されることを防止できます。 

Windows の安全なブートを設定するには、[EFI Secure Boot] を選択します。ユーザーが、

Windows の違法なバージョンを使用して仮想マシンを起動しようとすると、Secure Boot はフ

ァームウェア、OS、または UEFI ドライバーへの不正な変更を検知し、これらの OS の起動

を防止します。 

ブートフラグ 

[ブート フラグ] フィールドは、仮想マシン システムの動作を変更するフラグを指定するための

ものです。システム フラグは、お使いの仮想マシンで何らかの不具合が発生した場合に、Parallels 
お客様サポート チームによって使用されます。お客様サポート スタッフの指示がない限り、こ

のフィールドには何も入力しないでください。 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 
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グラフィック 

仮想マシンのビデオ カードの使用可能なビデオ メモリ容量を表示および構成するには、[グラ

フィックス] 設定を使用します。 

これらの設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。または、

Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[仮想マシン] > [構成] を選択

します。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで [ハードウェア] をクリックし、サイドバーで [グ
ラフィックス] を選択します。 

注: これらの設定は、仮想マシンの実行中には変更できません。 
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[メモリ] フィールドで、仮想マシンで使用できるビデオメモリ容量を設定できます。 

ビデオ メモリの上限を構成するには、次のいずれかを実行します。 

• スライダをドラッグする。 

• スピン ボックスの矢印を使用する。 

• [メモリ] フィールドに値を直接入力する 

Retina ディスプレイでの Windows の操作 

Retina ディスプレイ搭載の Mac で Windows 7 またはそれ以降を使用して作業する場合は、

画面上の Windows の表示方法を選択できます。 

• [Retina ディスプレイに最適]。Windows の解像度は Retina ディスプレイの解像度と同じ

になり、DPI 設定が増加されます。Windows のインターフェイス要素とテキストは、フル 
サイズでクリアかつシャープになります。このオプションは、Windows 7 以降でサポート

されています。 

• [サイズ調整される]。Windows の解像度と DPI 設定は変更されません。代わりに、

Windows がフル サイズに調整されます。この結果、Windows のインターフェイス要素と

テキストはシャープではなくなります。このオプションは、Windows アプリケーションが

高い DPI 設定をサポートしていない場合や画面に小さく表示されるものである場合に便利

です。 

• [外部ディスプレイに最適]。Retina ではないマルチディスプレイの 1 つで Windows を使用

して作業する場合は、このオプションを使用してください。このオプションは、Windows 8 お
よび Windows 10 でのみサポートされています。 

Windows XP の場合: 

Retina ディスプレイ搭載の Mac で Windows XP を使用して作業する場合、Windows のサイ

ズは変更されますが、解像度は変更されません。この結果、Windows のインターフェイス要素

とテキストはシャープではなくなります。 

ただし、[Retina 解像度を有効化] を選択すると、Windows で Retina のフル (2880x1800) 解
像度を有効にできます。このような高解像度では、Windows のインターフェイス要素とテキス

トは、シャープになりますが小さくなります。 

3D アクセラレーションの有効化 

Windows 仮想マシンで WindowsAero を使用したり、DirectX または OpenGL をサポートする

ビデオ カードが必要なゲームやアプリケーションを使用する場合は、[3D アクセラレーション

] メニューから [オン] または必要な DirectX のバージョンを選択します。 
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垂直同期の有効化 

ゲームや 3D アプリケーションでは、新たにレンダリングされたフレームがそれ以前にレンダ

リングされたフレームと重なり、画面のティアリングが生じる場合があります。これは、ビデオ 
カードやそれを使用するソフトウェアが、モニタのリフレッシュ レートと同期することなく、

アクティブで表示されているメモリのアップデートを開始することによって発生します。画面の

ティアリングを防ぐには、[垂直同期] オプションを選択します。 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 
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フロッピーディスク 

仮想マシンのフロッピー ディスク ドライブ設定を表示および構成するには、[フロッピー ディ

スク] 設定を使用します。 

これらのデバイス設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。または、

Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[仮想マシン] > [構成] を選択

します。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで [ハードウェア] をクリックし、サイドバーでデバ

イス名を選択します。 

注: このデバイスがない場合は、[仮想マシン構成] に追加できます。デバイスを追加する方法の詳細に

ついては、「デバイスの追加と削除 」を参照してください。 
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[ソース] フィールドで、仮想マシン フロッピー ディスク ドライブをエミュレートするソース 
デバイスまたはイメージ ファイルを指定します。 

• 実フロッピー ディスク ドライブを使用する場合は、[ソース] フィールドをクリックして、

一覧から実デバイス名を選択します。 

• フロッピー ディスク イメージを使用する場合は、[ソース] フィールド、[イメージファイル

の選択] の順でクリックして、目的のフロッピー ディスク イメージファイルへのパスを指

定します。 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 
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CD/DVD-ROM. 

仮想マシンの CD/DVD ドライブの設定を構成するには、[CD/DVD] 設定を使用します。仮想 
CD/DVD ドライブは、物理 CD/DVD ドライブまたは CD/DVD イメージに接続できます。 

注: 仮想マシンには、最大 4 台の IDE デバイス (ハード ディスクまたは CD/DVD ドライブ)、6 台
の SATA デバイス、15 台の SCSI デバイスを接続できます。各デバイスは、[仮想マシン構成] ダイ

アログ ボックスに個別に一覧表示され、それぞれに番号が付けられています。 

これらのデバイス設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。または、

Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[仮想マシン] > [構成] を選択

します。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで [ハードウェア] をクリックし、サイドバーでデバ

イス名を選択します。 

注: このデバイスがない場合は、[仮想マシン構成] に追加できます。デバイスを追加する方法の詳細に

ついては、「デバイスの追加と削除 」を参照してください。 
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仮想 CD/DVD ドライブをエミュレートするには、物理コンピュータのいずれかの実 CD/DVD 
ドライブまたは CD/DVD イメージ ファイルを仮想マシンに接続します。 

注: Parallels 仮想マシンは、ISO と DMG のイメージ ファイルをサポートします。また、CUE およ

び CCD のイメージ ファイルをサポートする場合もあります。 

[ソース] フィールドには、仮想マシン CD/DVD ドライブをエミュレートするソース デバイス

またはイメージ ファイルを指定します。ソース デバイスは変更できます。 

• 実 CD/DVD ドライブを仮想マシンの CD/DVD ドライブとして使用するには、[ソース] フ
ィールドをクリックして、一覧から実デバイス名を選択します。 

• イメージ ファイルを仮想マシンの CD/DVD ドライブとして使用するには、[ソース] フィ

ールドをクリックして、一覧からイメージ ファイルを選択するか、[イメージ ファイルの

選択] をクリックして Mac 上の目的のイメージ ファイルへのパスを指定します。 

[場所] フィールドでは、デバイスを接続するインターフェイスの種類を指定できます。 

• IDE: このインターフェイスの種類を使用すると、最大 4 台の仮想デバイス (ハードディス

クまたは CD/DVD ドライブ) を接続できます。 

• SATA。このインターフェイスの種類を使用すると、最大 6 台の仮想デバイス (ハードディ

スクまたは CD/DVD ドライブ) を接続できます。 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 
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ハード ディスク 

仮想ハードディスク設定を表示および構成するには、仮想マシン構成の [ハードディスク] ペイ

ンを使用します。Parallels Desktop により、仮想マシンで .hdd フォーマットのハードディス

クイメージや Windows Boot Camp パーティションを使用できます。 

注: 仮想マシンには、最大 4 台の IDE デバイス (ハード ディスクまたは CD/DVD ドライブ)、6 台
の SATA デバイス、15 台の SCSI デバイスを接続できます。各デバイスは、[仮想マシン構成] ダイ

アログ ボックスに個別に一覧表示され、それぞれに番号が付けられています。 

これらのデバイス設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 仮想マシンをシャットダウンします。 『47p. 』 

2 [処理] メニューを開いて、[構成] を選択します。 

3 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで [ハードウェア] をクリックし、サイドバーでデバ

イス名を選択します。 

注: このデバイスがない場合は、[仮想マシン構成] に追加できます。デバイスを追加する方法の詳細に

ついては、「デバイスの追加と削除 」を参照してください。 
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[ソース] フィールドでは、仮想マシン ハードディスクをエミュレートする仮想ハードディスク 
ファイル (.hdd) を指定します。ハードディスク ソースは、次の手順で変更できます。 

• Boot Camp パーティションを仮想マシン ハードディスクとして使用するには、[ソース] フ
ィールドをクリックして、一覧から Boot Camp パーティション名を選択します。 

• 仮想ハードディスク ファイルを仮想マシン ハードディスクとして使用するには、[ソース] 
フィールドをクリックして、一覧から仮想ハードディスク ファイルを選択するか、[イメー

ジファイルの選択] をクリックして Mac 内の目的のイメージファイル (.hdd) へのパスを

指定します。 

[場所] フィールドでは、デバイスを接続するインターフェイスの種類を指定できます。 

• IDE: このインターフェイスの種類を使用すると、最大 4 台の仮想デバイス (ハードディス

クまたは CD/DVD ドライブ) を接続できます。 

• SATA。このインターフェイスの種類を使用すると、最大 6 台の仮想デバイス (ハードディ

スクまたは CD/DVD ドライブ) を接続できます。 

• SCSI。このインターフェイスの種類を使用すると、最大 15 台の仮想デバイス (ハードデ

ィスクまたは CD/DVD ドライブ) を接続できます。 

注意 1: ゲスト Mac OS X OS は SCSI コントローラをサポートしません。最新の Linux ディスト

リビューションでは、SCSI ドライバがインストールされていない可能性があります。この場合、

SCSI コントローラを使用するには、このドライバをゲスト Linux OS にインストールする必要があ

ります。 

注意 2: SCSI 7:0 の場所は SCSI コントローラ自身が占有しているため、選択できません。 

ディスクの圧縮 

仮想マシンで容量可変  『239p. 』な仮想ハードディスクを使用する場合、その物理ハードディ

スクでのイメージファイルのサイズは、仮想ハードディスクへの新規データの追加に応じて増加

します。この仮想ハードディスクから一部のデータを削除すると、ディスクには未使用の空き領

域が表示されますが、仮想マシンが Mac のハードディスクに占める領域は減少しません。未使

用の領域を空き領域として Mac に戻すには、[圧縮] ボタンをクリックします。仮想ハードディ

スクが圧縮され、ハードディスクのイメージファイルのサイズが縮小します。これにより、Mac 
のハードディスクの空き領域が増加します。 

注: 圧縮は、スナップショットのない、ロールバックモードオプション  『125p. 』が無効にされてい

る仮想マシンに対してのみ実行できます。 

ディスクの編集 

仮想マシンのハードディスクの容量が自分のニーズに合わなくなった場合は、そのサイズを変更

できます。 
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重要: 

1.ハードディスクのサイズを変更すると、データに対して危険がある場合があります。開始する前に、

仮想マシンを正しくシャットダウンすることをお勧めします (ゲスト OS で一般的なシャットダウン

手順を使用します)。バックアップを作成する方法については、「仮想マシンのバックアップ  
『158p. 』」を参照してください。 

2.サイズ変更には時間がかかることがあります。プロセスを中断しないことをお勧めします。 

3.MacBook がバッテリで動作している場合、電源に接続するか、バッテリを完全に充電してくださ

い。ディスクへの変更の書き込み中に停電が発生すると、データの損失につながる危険性があります。 

ディスクサイズを変更するには: 

1 [編集] をクリックします。 
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注: 仮想マシンが動作中で、スナップショットがあるか Boot Camp パーティションをハードディス

クとして使用している場合には、仮想ハードディスクのサイズは変更できません。 

2 スライダをドラッグするか、[サイズ] フィールドに新しいサイズを入力します。 

3 ファイルシステムのサイズを変更する場合は、[ファイルシステムのサイズ変更] オプション

を選択します。 

• ディスクサイズを増やすときに [ファイルシステムのサイズ変更] を選択すると、追加のディ

スク領域が最後のボリュームに追加されます。[ファイルシステムのサイズ変更] をオフにす

ると、追加した領域は未割り当て領域として表示され、ゲスト OS には表示されません。こ

の領域を割り当てるには、新しいパーティションを作成するか、既存のパーティションを拡

張する必要があります。追加した領域を割り当てる手順については、ゲスト OS のマニュア

ルを参照してください。 

• ディスクサイズを減らすときに [ファイルシステムのサイズ変更] を選択すると、未割り当て

領域の削除とディスクパーティションのサイズの削減でディスクが削減されます。ディスク

サイズを減らすときに [ファイルシステムのサイズ変更] をオフにすると、ディスクの未割り

当て領域のみが削除可能で、ディスクパーティションはそのまま残ります。 

仮想ハードディスクのフォーマットが容量可変である場合は、[容量可変ディスク] をオフにす

ることによって、これを 容量固定に変換できます。 

仮想ハードディスクを分割する場合は、[ディスクイメージを 2 GB のファイルに分割する] を
選択します。 

注: 仮想ハードディスクの種類の詳細については、「仮想ディスクと実ディスクのサポート  『239p. 』」
を参照してください。 

ディスク領域を自動的に節約する 

多くの場合、Windows が使用するハードディスク領域は、ファイルやその他のデータを追加す

ると拡大しますが、データを削除しても減少しません。Parallels Desktop で、ディスク領域を

自動的に削減するよう設定するには: 

• [リアルタイムでの仮想ディスクの最適化] を選択します。 

また、システムに蓄積された不要なファイルをすばやく削除  『176p. 』し、ディスク領域を解

放することもできます。 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 
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ネットワーク 

[ネットワーク] 設定を使用して、仮想マシンで使用するネットワークの種類を変更できます。 

これらのデバイス設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。または、

Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[仮想マシン] > [構成] を選択

します。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで [ハードウェア] をクリックし、サイドバーでデバ

イス名を選択します。 

注: このデバイスがない場合は、[仮想マシン構成] に追加できます。デバイスを追加する方法の詳細に

ついては、「デバイスの追加と削除 」を参照してください。 
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仮想マシンのネットワーク アダプタには、以下のいずれかの種類のネットワークを選択できま

す。 

• 共有ネットワーク : このオプションは、仮想マシンで NAT (Network Address Translation) 機
能を有効にする場合に選択します。この場合、仮想マシンは、ホスト コンピュータで現在使

用されているネットワーク接続の種類に関係なく、ネットワークを共有します。 

この種類のネットワークの構成方法については、「共有ネットワーク」を参照してください。 

• ブリッジ ネットワーク : 仮想マシンが、ホスト コンピュータにインストールされているい

ずれかのネットワーク アダプタを通じてローカル ネットワークやインターネットにアクセ

スできるようにする場合には、このオプションを選択します。この場合、仮想マシンはネッ

トワーク上のスタンドアロン コンピュータとして扱われ、実コンピュータと同様に構成され

ます。仮想マシン アダプタのブリッジ先となる物理アダプタを、[ブリッジ ネットワーク] オ
プションの下に表示される一覧で選択できます。 

この種類のネットワークの構成方法については、「ブリッジ イーサネット ネットワーク」

を参照してください。 

• ホストオンリ ネットワーク : 仮想マシンをホスト コンピュータやホスト コンピュータ上

の仮想マシンに接続できるようにすると同時に、ホスト コンピュータの外部で非表示とする

場合に、このオプションを選択します。 

この種類のネットワークの構成方法については、「ホストオンリ ネットワーク  『131p. 』」

を参照してください。 

ネットワーク調整 

注: この機能は Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ利用できます。 

ソフトウェア開発者は、アプリケーションをテストするために、さまざまなインターネット接

続速度でシミュレーションを行うことができます。これには、[ネットワーク調整] を選択し、テ

ストしたいネットワーク条件に合う、事前に構成されたプロファイルを選択します。または、[構
成] をクリックし、必要に応じて内部および外部設定を指定します。 

MAC アドレス 

[MAC アドレス] フィールドで、仮想マシンに現在割り当てられている MAC アドレスを変更

できます。MAC アドレスは、仮想マシンの作成中に自動的に生成されますが、デフォルトの 
MAC アドレスは、[MAC アドレス] フィールドに別の値を入力するか、[生成] ボタンをクリッ

クすることで変更できます。新しい MAC アドレスを入力した場合、ネットワーク内で一意であ

ることを確認してください。 



264 
 

高度な説明 
 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 
 

プリンタ 

[プリンタ] 設定を使用して、仮想マシンのプリンタ ポート設定を構成できます。仮想マシンに

は最大 3 つのプリンタ ポートを指定できます。 

これらのデバイス設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。または、

Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[仮想マシン] > [構成] を選択

します。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで [ハードウェア] をクリックし、サイドバーでデバ

イス名を選択します。 

注: このデバイスがない場合は、[仮想マシン構成] に追加できます。デバイスを追加する方法の詳細に

ついては、「デバイスの追加と削除 」を参照してください。 
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[ポート] フィールドで、ポートの種類を選択します。使用可能であれば、[USB] ポートを使用

することをお勧めします。USB を使用してプリンタを仮想マシンに接続すると、LPT 経由で接

続するよりもデータ転送レートが高速になります。 

注意: 

1.1 つの仮想マシンに、最大で 6 台の USB プリンタ、および最大で 3 台の LPT プリンタを接続

できます。 

2.USB プリンタを接続できるのは、仮想マシンに USB コントローラ  『269p. 』がある場合のみで

す。ない場合は、簡単に 追加  『235p. 』できます。 

[ソース] フィールドで、このプリンタ ポートをエミュレートするソース デバイスを指定しま

す。プリンタ ポートは、次のいずれかのデバイスでエミュレートできます。 

• プリンタ : Mac に接続したプリンタを仮想マシンで使用できます。[ソース] フィールドをク

リックして、一覧から適切なプリンタを選択します。 

仮想マシンでのプリンタの設定方法の詳細については、「Windows からの印刷  『110p. 』
」を参照してください。 

• 実プリンタ ポート : Mac に物理プリンタ ポートがある場合には、それを仮想マシンに接続

できます。[ソース] フィールドをクリックして、一覧から物理ポート名を選択します。 

• 出力ファイル : 出力ファイルを使用して、仮想マシンのプリンタ ポートをエミュレートで

きます。[ソース] フィールドをクリックして一覧から出力ファイルを選択するか、[出力ファ

イルの選択] をクリックして Mac 内の適切な出力ファイルへのパスを指定します。 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 
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シリアル ポート 

[シリアル ポート] ペインで、仮想マシンのシリアル ポート設定を構成できます。 

これらのデバイス設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。または、

Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[仮想マシン] > [構成] を選択

します。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで [ハードウェア] をクリックし、サイドバーでデバ

イス名を選択します。 

注: このデバイスがない場合は、[仮想マシン構成] に追加できます。デバイスを追加する方法の詳細に

ついては、「デバイスの追加と削除 」を参照してください。 

シリアル ポートを使用して、次の接続を確立できます。 

• 仮想マシンとホスト コンピュータのデバイス間 (実ポートを使用) 

• 同じホスト コンピュータ上の 2 つの仮想マシン間 (ソケットを使用) 

仮想マシンをホスト コンピュータのデバイスに接続する場合は、実ポートでエミュレートされ

るシリアル ポートを作成する必要があります。[ソース] の一覧には、接続に使用できる、ホス

ト コンピュータ上のデバイスが含まれています。仮想マシンで使用されている接続済みデバイ

スは、ホスト コンピュータでは使用できません。このデバイスをホスト コンピュータで使用で

きるようにするには、先にそのデバイスを仮想マシンから切断する必要があります。これを行う

には、Mac メニュー バーの [デバイス] メニューを選択します。 

2 つの仮想マシンを相互に接続する場合は、ソケットでエミュレートされるシリアル ポートを

各仮想マシンに作成する必要があります。シリアル ポートの名前は同じにする必要がありま

す。シリアル ポート経由の仮想マシン間の接続は、双方向通信となります。これは、ポートの

作成時に設定したソケットの動作モードを後から [シリアル ポート] ペインで変更できるとい

うことです。 

仮想マシンのパフォーマンス アクティビティをログに記録したり、仮想マシンのデータを記録

したりして、この情報を後で使用する必要がある場合は、仮想マシンのシリアル ポートを物理

コンピュータ上の出力ファイルに接続できます。このファイルを調査することによって、必要な

ときにいつでも仮想マシンのアクティビティ履歴を表示および分析できます。 

新しいシリアル ポートを仮想マシンに追加するには、ハードウェア追加アシスタントを使用し

ます。シリアル ポートの追加手順については、「デバイスの追加と削除 」を参照してください

。 

注 : シリアルポートは、仮想マシンに 4 つまで接続できます。 
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[ソース] フィールドでは、このシリアル ポートをエミュレートするソース デバイスを指定し

ます。シリアル ポートは、次のデバイスでエミュレートできます。 

• 物理シリアル ポート : 仮想マシンのシリアル ポートを、ホスト コンピュータ上の既存のシ

リアル ポートのいずれかに接続するには、[ソース] の一覧でホスト コンピュータ上の適切

なポートを選択します。 

• ソケット : ソケットを介して 2 つの仮想マシンを接続するには、[ソース] の一覧をクリッ

クして適切なソケットを選択します。使用可能なソケットが存在しない場合は、[新しいソケ

ット] をクリックして、その名前を [ソケット名を入力してください] フィールドで指定しま

す。 

また、[モード] の一覧で必要な役割を選択して、接続における仮想マシンの役割を構成しま

す。[サーバー] を選択すると、この仮想マシンを使用して他の仮想マシンに指示できます。[ク
ライアント] を選択すると、他の仮想マシンからこの仮想マシンに指示できます。 

注: 最初の仮想マシンのソケット モードを変更する場合は、2 番目の仮想マシンのソケット モード

も変更してください。 

• 出力ファイル : 仮想マシンのシリアル ポートを出力ファイルに接続するには、[ソース] の
一覧をクリックして、適切な出力ファイルを選択します。また、[出力ファイルの選択] をク

リックして、必要なファイルを指定できます。 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 
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サウンド 

仮想マシン構成の [サウンド] ペインでは、仮想マシンのサウンド デバイスのパラメータを構成

できます。 

これらのデバイス設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。または、

Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[仮想マシン] > [構成] を選択

します。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで [ハードウェア] をクリックし、サイドバーでデバ

イス名を選択します。 

注: このデバイスがない場合は、[仮想マシン構成] に追加できます。デバイスを追加する方法の詳細に

ついては、「デバイスの追加と削除 」を参照してください。 
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[出力] の一覧を使用して、必要なデバイスを選択します。以下のデバイスのいずれかを選択でき

ます。 

• デフォルト : Mac OS でデフォルトとして設定された出力デバイスを使用する場合は、この

オプションを選択します。 

• 内蔵出力 : Mac の出力デバイスの 1 つを使用する場合には、このオプションを選択します。 

• ミュート : 出力デバイスの音を消す場合は、このオプションを選択します。 

注: 5.1 または 7.1 サラウンド対応のサウンド カードが Mac に接続されている場合は、Windows 
でも使用できます  『279p. 』。 

[入力] の一覧を使用して、必要なデバイスを選択します。以下のデバイスのいずれかを選択でき

ます。 

• デフォルト : Mac OS でデフォルトとして設定された入力デバイスを使用する場合は、この

オプションを選択します。 

• 内蔵マイク : 内蔵のマイクを使用する場合は、このオプションを選択します。 

• ミュート : 入力デバイスの音を消す場合は、このオプションを選択します。 

ボリューム レベルの同期 

Parallels Tools 『192p. 』 がインストールされている Windows XP 以降では、Windows と OS 
X のボリューム レベルを常に同一に設定することができます。MAC のボリュームと同期する  
オプションが選択されている場合、Windows のボリューム レベルを手動で変更すると、OS X 
にも反映されます (その逆も同様です)。 

仮想マシンに Parallels Tools がインストールされていない場合は、ゲスト オペレーティング 
システムを OS X のボリューム レベルに同期します。仮想マシンに別のボリューム レベルを

設定する場合は、MAC のボリュームを使用する  を無効にします。 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 
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USB と Bluetooth 

仮想マシンでエミュレートできる USB コントローラは 1 個だけですが、最大で 12 個の 
USB 3.0 デバイス、15 個の USB 2.0、32 個の USB 1.1 デバイスを仮想マシンに接続できま

す。 

これらのデバイス設定を編集するには、次の操作を実行します。 

1 [処理] メニューを開くか、Mac メニューで Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を
選択します。 

2 [仮想マシン構成] ダイアログ ボックスで [ハードウェア] をクリックし、サイドバーでデバ

イス名を選択します。 

注: このデバイスがない場合は、[仮想マシン構成] に追加できます。デバイスを追加する方法の詳細に

ついては、「デバイスの追加と削除 」を参照してください。 
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[USB と Bluetooth] ペインでは、次のことを行えます。 

• カメラの共有を無効にする。 

• Bluetooth デバイスの共有を有効にする。 

• 仮想マシンに接続できる外部デバイスを選択する。 

• USB 3.0 サポートを有効にする。 

USB 3.0 サポートを有効にすると、直ちに Windows 8 および Windows Server 2012 で 
USB 3.0 デバイスの使用を開始できます。USB 3.0 デバイスを Windows 7/Vista/XP で使用

できるようにするには、Windows に USB 3.0 ドライバをインストールすることも必要です

。ドライバはここから入手できます。 

注: USB 3.0 デバイスは、最新のアップデートがインストールされた OS X 10.7.4 のゲストバージ

ョン、OS X 10.8、および USB 3.0 をサポートするゲスト Linux オペレーティングシステムでも使

用できます。 

仮想マシン構成を未承認の変更から保護する場合、ウィンドウ下部の  [カギ] アイコンを

クリックします。次に仮想マシン構成のいずれかのペインで設定を変更する場合は、管理者のパ

スワードを要求されます。 

 



 

 

章 

Parallels Desktop の使用中に問題が発生した場合、こちらのセクションで解決策を探すことが

できます。 

この章の構成 

 

Windows と Mac OS X のシームレスな操作を実現するために Parallels Tools をイン

ストールする ......................................................................................................... 272 
設定画面を探す ..................................................................................................... 273 
仮想マシンのデフォルト設定を復元する .............................................................. 273 
Parallels Desktop をアクティベートできない........................................................ 274 
メモリ使用率の問題 .............................................................................................. 275 
Windows が遅くなった気がする ........................................................................... 276 
Ctrl+Alt+Del を押す ............................................................................................... 277 
パスワードを使用できない ................................................................................... 277 
仮想マシンが起動しない ....................................................................................... 278 
インターネットへの接続で問題が発生する ........................................................... 278 
仮想マシンで 5.1 または 7.1 サラウンド サウンドを構成する .......................... 279 
ウイルス対策ソフトウェアで問題が発生する ....................................................... 281 
F8 キーが正しく機能しない ................................................................................. 281 
仮想マシン構成を開くにはパスワードが必要 ....................................................... 281 
Windows または Windows プログラムが再アクティベーションを求める場合 .... 282 
コマンドラインインターフェイスを介した仮想マシン管理 .................................. 283 
コマンド ライン インターフェイス経由で Windows のパスワードを変更する .. 284 
Linux でネットワークを構成する .......................................................................... 285 
Linux への GCC パッケージとカーネル ソースのインストール ......................... 286 
ビルド番号の確認 .................................................................................................. 286 
Parallels サポート チームに技術データを送信する .............................................. 287 
サポートチケットを送信してください。 .............................................................. 288 
 
 

 6 

ヒントおよびトラブルシューティング 



273 
 

ヒントおよびトラブルシューティング 
 

Windows と Mac OS X のシームレスな操作を

実現するために Parallels Tools をインストール

する 
Parallels Desktop の使用に関する多くの問題は、Parallels Tools をインストールすると解決しま

す。 

Parallels Tools によって、Windows をより快適かつ効率的に使えるようになります。Parallels 
Tools は、以下の操作を実現します。 

• Windows と Mac OS X とをまたいでマウスをシームレスに動かす 

• Windows の日時設定を Mac OS X と同期する 

• Mac OS X のディスクとフォルダを Windows と共有する 

• Mac OS X から Windows へ、または Windows から Mac OS X へ、テキストやオブジェ

クトのコピーやドラッグ＆ドロップを行う 

重要 : Parallels Tools をインストールして Windows を再起動したら、他の操作は必要ありません。

Parallels Tools は、ユーザーが操作や構成を行わなくても自動的に機能します。 

Parallels Tools のインストール: 

1 Windows を起動します  『40p. 』。 

2 [アクション] > [Parallels Tools のインストール] を選択し、画面上の指示に従います。 

Parallels Tools のインストールやアップデートの詳細については、「Windows 用の Parallels 
Tools 『196p. 』」を参照してください。 
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設定画面を探す 
Parallels Desktop の設定を変更したいけれども、設定画面がわからない場合は、次の方法で探

すことができます。 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 検索フィールドに検索したい単語やフレーズを入力します。これに関連するすべての設定が

強調表示されます。 

たとえば、Dock に関連する設定を変更できるかどうか確認したい場合、検索フィールドに

「dock」と入力すると、Dock アイコンがバウンドしてアラートするように設定するオプシ

ョンと Dock から Windows アプリへのアクセスを可能にするオプションが強調表示され

ます。 
 

仮想マシンのデフォルト設定を復元する 
仮想マシンを操作するときに、メモリ容量、ビデオメモリの容量、CPU 数、共有設定など、仮

想マシンのさまざまな設定を変更することができます。デフォルト設定を復元するには、 

1 以下のいずれかを行います (仮想マシンはシャットダウンされている必要があります): 

• [コントロールセンター] で、構成したい仮想マシンを右クリックし、[構成] をクリック

します。 

• 仮想マシン ウィンドウが開いている場合、[処理] > [構成] をクリックします。 

2 仮想マシンの構成ダイアログで、復元したい設定が含まれるエリアを探し、[デフォルトに戻

す] をクリックします。 
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Parallels Desktop をアクティベートできない 
Parallels Desktop の全機能を使用するには、アクティベートする必要があります。 

Parallels Desktop のアクティベートに問題がある場合は、次の操作を実行してください。 

• 使用しているアクティベーション キーが、インストールされているソフトウェアのバージョ

ンのものであることを確認します。 

• キーを正しく入力していることを確認します。  

Parallels Desktop をインターネットから購入し、ダウンロードした場合は、アクティベーシ

ョン キーは電子メールで受け取っています。確実に処理するには、電子メールからキーをコ

ピーして貼り付けます。 

Parallels Desktop の箱入り製品を購入した場合は、キーは DVD のスリーブに印刷されてい

ます。キーをすべて (30 文字) 入力したことを確認します。ダッシュは自動的に追加されま

す。 

• それでも Parallels Desktop をアクティベートできない場合は、この技術情報で解決策の詳

細を確認してください。 
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メモリ使用率の問題 
それぞれの仮想マシンの操作に必要な Mac の物理メモリ容量は次のように計算されます。 

仮想マシンのメモリ = ゲスト OS のメモリ + ビデオ メモリ + 仮想マシン モニタのメモリ 

• ゲスト OS のメモリとは、ゲスト OS で使用可能なメモリ容量です。ゲスト OS のメモ

リの容量は、[仮想マシン構成] ダイアログボックスの [CPU とメモリ] ペインで構成できま

す。 

• ビデオ メモリとは、仮想マシンのビデオ カードに使用できる物理メモリの容量です。ビ

デオメモリの容量は、[仮想マシン構成] ダイアログボックスの [グラフィックス] ペインで調

整できます。 

• 仮想マシンモニターは、ゲスト OS の仮想化に使用するモジュールです。このモジュール

は、ゲスト仮想デバイスの操作と仮想ページングのエミュレーションの実行にメモリを消費

します。仮想マシン モニタの操作に必要なメモリ容量は ゲスト OS によって異なり、50 
MB から 200 MB までさまざまです。 

メモリのオーバーコミットメント 

複数の仮想マシンを同時に実行しながら、さらに 1 つの仮想マシンを起動しようとすると、メ

モリのオーバーコミットが発生する場合があります。このような場合、Parallels Desktop はそれ

を通知するメッセージを表示します。もう 1 つの仮想マシンを起動すると、すべての仮想マシ

ンの動作が大幅に遅くなる可能性があります。この問題を解決するには、以下のように対応しま

す。 

• 1 つまたは複数の実行中の仮想マシンを停止する。 

• 仮想マシンの構成を編集して、メモリの使用量を抑える。 
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Windows が遅くなった気がする 
Windows のパフォーマンスが遅くなった気がする場合、次の操作を実行してください。 

• 使用していないアプリケーションやプログラムを終了します。メモリを大量に消費する多数

のアプリケーションやプログラムを同時に実行すると、Windows のパフォーマンスが遅くな

る可能性があります。使用していないアプリケーションを終了します。このほか、アクティ

ビティ モニタ (Mac OS X の Finder で [アプリケーション] > [ユーティリティ] を選択) を
使用して、各アプリケーションが Mac のメモリをどれくらい使用しているのかを確認する

こともできます。これにより、パフォーマンス低下の原因となっている主なアプリケーショ

ンを把握することができます。 

• Windows に割り当てるメモリの量を変更する Parallels Desktop は、Mac で利用可能な 
RAM メモリの一定量を Windows に、残りを Mac OS X に割り当てるように設定されます

。Windows に割り当てるメモリが多すぎると、Mac OS X の処理速度が低下し、それによ

って Windows アプリケーションの処理速度も低下する可能性があります。これは、アプリ

ケーションが Mac OS X 上で実行されているからです。一方、Mac OS X に割り当てるメ

モリが多すぎる場合は、Mac OS X アプリケーションは良好に動作しますが、Windows ア
プリケーションの処理速度が低下する可能性があります。  

Windows と Mac OS X 両方のパフォーマンスを最適化するには、Windows に割り当てる

メモリ  『135p. 』を推奨範囲内に設定してください。これは、[CPU とメモリ] 設定パネル

のメモリスライダの下にグラフィック表示されます。 

• ウイルス対策ソフトウェアにより、仮想マシンの処理速度が低下する可能性があります

。Windows は、ウイルス対策ソフトウェアをインストールした後に処理速度が低下する可

能性があります。つまり、仮想マシンを保護するためには、パフォーマンスの低下は避ける

ことができません。 

注: 複数の Windows 版ウイルス対策ソフトウェアをインストールしないでください。 

• 同時に実行する仮想マシンの数は、なるべく少なくします。Parallels Desktop を使用して複

数の OS を同時に実行している場合、1 つ以上の OS を停止すると、残りの OS のパフォ

ーマンスが向上します。 

• Windows をローカルで実行する: Mac に接続した外部記憶装置 (外部 USB ディスク ドラ

イブなど) にインストールした Windows を起動すると、Mac にインストールした場合とく

らべてパフォーマンスが遅くなります。 

• Windows の速度を調整する: Windows の処理速度を向上するには、[最適化] ペイン

で [Windows の速度を調整する] を選択します  『136p. 』。 
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• ログ メッセージを無効にする: Parallels Desktop 環境設定の [詳細] ペインで [詳細ログ メ
ッセージを使用する] を選択すると、Parallels Desktop はより詳細なログ ファイルの作成を

開始します。これは Parallels サポート チームにとっては有益なファイルとなりますが、ハ

ードディスク領域の使用量が増加するだけでなく、システムのパフォーマンスが若干低下す

る可能性があります。 
 

Ctrl+Alt+Del を押す 
Windows ユーザーであれば、Ctrl+Alt+Del キーの組み合わせを使用すると、タスク マネージャ

ーを起動したり、パスワードを変更したりするなどの、トラブルシューティング オプションを

使用できることをご存じでしょう。 

Parallels Desktop で Ctrl+Alt+Del を模倣するには: 

• fn+Ctrl+Option+Del を押します。 
 

パスワードを使用できない 
Parallels Desktop がパスワードを受け入れない場合は、次の操作を実行します。 

• Caps Lock がオンになっていないことを確認します。Caps Lock がオンになっている場合

、パスワード フィールドにインジケータが表示されます。Caps Lock をオフにするには、

Caps Lock キーを押します。 

 

• キーボードが正しい言語に設定されていることを確認します。キーボードがロマンス語グル

ープ以外の言語に設定されている場合は、パスワード フィールドのアイコンがキーボードの

言語設定を示します。 
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仮想マシンが起動しない 
仮想マシンが正しく起動しない場合、OS がインストールされていないことが考えられます。OS 
をインストールするには、次の手順を実行します。 

1 OS インストール メディアを準備します。 

• OS インストール ディスクがある場合、Mac の DVD ドライブにディスクを挿入しま

す。 

• OS インストール ファイルが含まれる USB ドライブがあれば、これを Mac に接続し

ます。 

• ディスク イメージがある場合、これを Mac にコピーします。 

2 次のいずれかを実行して、仮想マシンを再起動します。 

• [処理] > [再起動] をクリックします。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [処理] > [再起動] を選択します。 

3 画面上の指示に従ってください。 
 

インターネットへの接続で問題が発生する 
Windows をインストールすると、Mac のインターネット接続を共有するように自動的に構成

されます。Windows のネットワークおよびインターネット接続の構成についての詳細は、「イ

ンターネットまたはネットワークへの接続 『128p. 』」セクションを参照してください。 
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仮想マシンで 5.1 または 7.1 サラウンド サウ

ンドを構成する 
5.1 または 7.1 サラウンド対応のサウンド カードを (USB または FireWire 経由で) Mac に接

続している場合は、これを仮想マシンで使用できます。次の手順を実行します。 

手順 1: Mac OS X でサウンド カードを構成します。 

手順 2: 仮想マシン構成で、サウンド出力デバイスとしてサウンド カードを選択します。 

手順 3: ゲスト OS でサウンド カードを構成します。 

Mac OS X でサウンド カードを構成する 

Mac OS X でサウンド カードを構成するには: 

1 Audio MIDI 設定アプリケーションを起動します (/Applications/Utilities にありま

す)。 

2 5.1 または 7.1 サウンド対応のサウンド カードを選択し、必要なサンプル レートとビット

深度を [フォーマット] ポップアップ メニューから選択します。 

注: これらの設定が、サウンド カードに対して適切な設定であることを確認してください。 

3 [スピーカを構成] で [マルチチャネル] を選択し、ポップアップ メニューから必要な出力タ

イプを選択します。 

4 このサウンド カードを、Mac OS X のデフォルトの出力デバイスとして設定します。[シス

テム環境設定] > [サウンド] > [出力] で選択します。 

仮想マシン構成で、サウンド出力デバイスとしてサウンド カードを選択する 

Mac OS X でサウンド カードを構成後、仮想マシン構成でサウンド出力デバイスとして選択し

ます。 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [構成] を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[処理] > [構成] を選択しま

す。 

2 [ハードウェア] をクリックし、[サウンド] を選択します。 

3 [接続済み] オプションが選択されていることを確認します。 
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4 [出力] メニューの [デフォルト] を選択します。 

ゲスト OS でサウンド カードを構成する 

ゲスト OS でサウンド カードを構成します。 

 

Windows 7/Vista の場合: 

1 [スタート] > [コントロール パネル] > [ハードウェアとサウンド] > [サウンド] の順にクリッ

クします。 

2 [再生] タブで [Parallels Audio Controller] を選択し、[構成] をクリックします。 

3 [5.1 サラウンド] または [7.1 サラウンド] を選択し (サウンド カードによって異なる)、[次
へ] を数回クリックし、[完了] をクリックします。 

4 [再生] タブで [Parallels Audio Controller] を選択し、[プロパティ] をクリックします。 

5 [詳細] タブをクリックし、サンプル レートとビット深度を選択します。 

注: 指定された設定は、Mac OS X の Audio MIDI 設定アプリケーションで設定されたものと同じ設

定 (上記を参照) よりも高くすることはできません。 

6 準備が整ったら、[OK] を 2 回クリックします。 

 

Windows XP の場合: 

1 [スタート] > [コントロール パネル] をクリックし、[サウンドとオーディオ デバイス] をダ

ブルクリックします。 

2 [音量] タブで、[スピーカーの設定] セクションの [詳細設定] をクリックします。 

3 [スピーカー] タブで、必要なスピーカー設定を選択します。 

 

Linux の場合: 

次の一般的な手順を実行し、Linux でも 5.1 または 7.1 サラウンド対応のサウンド カードを

使用できます。 

1 [System] > [Preferences] > [Sound] の順にクリックします。 

2 [Hardware] タブの [Profile] メニューから、必要なスピーカー設定を選択します。 
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ウイルス対策ソフトウェアで問題が発生する 
Parallels Desktop は Mac OS X と密接に連携するため、Mac にインストールされたウイルス対

策ソフトウェアが一部の Parallels Desktop プロセスを悪意あるプログラムとして検知する可能

性があります。 

Parallels Desktop プロセスがウイルス対策ソフトウェアによりブロックされることを回避する

には、ウイルス対策ソフトウェアを使用してフルシステムスキャンを実行し、ウイルスが検知

されないことを確認してから、Parallels Desktop プロセスを信頼できるプロセスの一覧に追加

してください。この手順については、お使いのウイルス対策ソフトウェアのヘルプを参照して

ください。 

重要: 通常、Parallels Desktop プロセスの名前は、prl または parallels から始まります。 
 

F8 キーが正しく機能しない 
Mac OS X では、F8 キーおよび Ctrl+矢印キーは、Spaces (複数のデスクトップを使ったウィ

ンドウの整理を可能にする機能) の起動用に予約されています。このため、F8 キーおよび 
Ctrl+矢印キーが Windows プログラムで正しく機能しない可能性があります。 

この問題が発生した場合、Spaces 用ホットキーの設定を変更してください。詳細については、

Mac のヘルプを参照してください。Finder で、[ヘルプ] > [Mac ヘルプ] または [ヘルプ] > [ヘ
ルプ センター] を選択し、"Spaces" を検索します。 
 

仮想マシン構成を開くにはパスワードが必要 
ボリューム ライセンス プロダクト キーでアクティベートされる Parallels Desktop 12 では、

仮想マシン構成の表示や編集はパスワード保護されていることがあります。 

その場合、仮想マシン構成を開くにはパスワードを入力することが求められます。パスワードが

わからない場合は、その仮想マシンを自分に提供した人に連絡してください (ほとんどの場合は

システム管理者です)。 
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Windows または Windows プログラムが再ア

クティベーションを求める場合 
PC、Boot Camp パーティション、または仮想マシンに Windows を初めてインストールする

場合、Windows をアクティベートする必要があります。Windows はインターネット経由から

でも、電話からでもアクティベートできます。 

アクティベートされたら、Windows を開始するたびに、Windows が最初にインストールされ

たハードウェアと同じハードウェア上で実行されているかどうかチェックされます。Windows 
を PC から Parallels Desktop にインポートするとき、または Boot Camp 仮想マシンを作成す

るときに、仮想ハードウェアが異なることが Windows によって検出され、使用している 
Windows のバージョンと Microsoft のライセンス ポリシーに基づいて再アクティベーション

が必要になることがあります。 

Windows または Microsoft Office が再アクティベーションを求める場合 

PC から Windows をインポートしたか、Boot Camp 仮想マシンを作成したときに、Windows 
または Microsoft Office が再アクティベーションを求めた場合は、インターネットを使用する

か、Microsoft サポートに電話をして再アクティベーションを行います。 

注: Windows または Microsoft Office を再アクティベートする詳しい方法については、Windows また

は Microsoft Office のヘルプ リソースを参照してください。 

Windows または Microsoft Office の再アクティベーションの最大回数に到達すると、仮想マシ

ンで Windows や Microsoft Office を使用できなくなります。その場合は、次のいずれかの手順

を実行してください。 

• Boot Camp 仮想マシンで Windows を再アクティベートできない場合は、Mac を直接 
Windows でブートし、Windows を使用する。 

• 新しいアクティベーション キーを購入し、仮想マシンで Windows をアクティベートする

。 

サードパーティ アプリケーションが再アクティベーションを求める場合 

Windows を PC からインポートしたか、Boot Camp 仮想マシンを作成した場合、最初にイン

ストールされたハードウェアに紐付けられたサードパーティ アプリケーションが再アクティベ

ーションを求めることがあります。その場合は、次のいずれかの手順を実行してください。 
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• 仮想マシンでそのアプリケーションを使用する場合は、アプリケーションのベンダーに問い

合わせる。ベンダーから別のアクティベーション キーが付与されるか、PC または Boot 
Camp でアプリケーションをアクティベート解除し、仮想マシンでアクティベートするよう

指示されます。 

重要: ベンダーから新しいアクティベーション キーが付与された場合、または新しいアクティベーシ

ョン キーを購入する場合は、仮想マシンで新しいキーを使用してアプリケーションを再アクティベ

ートすると、そのアプリケーションの Boot Camp でのアクティベーションが無効になる可能性があ

るので注意してください。つまり、後から Mac を Windows で直接ブートして、そのアプリケーシ

ョンを使用する場合に、再アクティベーションが求められます。 

• アプリケーションが Boot Camp 仮想マシンで再アクティベートを求めた場合は、Mac を
直接 Windows でブートし、アプリケーションを使用してください。 

 

コマンドラインインターフェイスを介した仮想

マシン管理 
Parallels Desktop for Mac Pro Edition では、コマンドラインインターフェイスを介して仮想マシ

ンの作成と管理が行えます。これらのコマンドとオプションの詳細については、オンラインの

「Parallels Desktop Pro Edition コマンドラインリファレンスガイド」をご覧ください。 
 



285 
 

ヒントおよびトラブルシューティング 
 

コマンド ライン インターフェイス経由で 
Windows のパスワードを変更する 
CLI 経由で Windows アカウントのパスワードを変更するには、以下の手順に従います。 

注: Parallels Desktop for Mac Pro Edition でのみ実行できます。 

1 Windows を起動します  『40p. 』。 

2 OS X でターミナルを起動し ([アプリケーション] > [ユーティリティ] > [ターミナル])、以下

のコマンドを実行して Windows UUID (Universally Unique Identifier) を確認します。 
prlctl list --all 

次の出力が表示されます。 
UUID STATUS IP_ADDR NAME 
{6f05fe58-2ef6-4049-847a-c393f1077658} running - Windows 7 

6f05fe58-2ef6-4049-847a-c393f1077658 が Windows UUID です。 

3 以下のコマンドを実行して Windows アカウントのパスワードを変更します。 
prlctl set <Windows UUID> --userpasswd <account_name>:<new_password> 

このコマンドは、次のようになります。 
prlctl set 6f05fe58-2ef6-4049-847a-c393f1077658 --userpasswd Appleseed:qwerty 

次の出力が表示された場合、パスワードが正常に変更されています。 
authentication tokens updated successfully. 
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Linux でネットワークを構成する 
Linux でネットワークを設定する場合、DHCP 要求で仮想マシンの ID を送信するために 
DHCP クライアントを構成する必要があります。DHCP クライアントの構成方法については、

DHCP クライアントのマニュアルを参照してください。 

たとえば、ゲスト Red Hat Linux OS の場合は DHCP クライアント構成ファイルを編集する必

要があります。 

1 dhclient.conf ファイルを開いて、以下の行が存在することを確認します。 
interface "eth0" { 
 send dhcp-client-identifier 1:<MAC アドレス>; 
}  

2 このような行がない場合は、ファイルに手動で追加して保存します。  

dhclient.conf ファイルにこれらの行がある場合、DHCP クライアントは仮想マシンの ID 
を DHCP サーバーに送信します。その応答として、DHCP サーバーは IP アドレスを送信し

ます。 

ヒント 

dhclient.conf ファイルを検索するには、ターミナルで以下のように入力します。 

strings /sbin/dhclient | grep etc | grep dhclient.conf 

または 

rpm -ql dhclient 
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Linux への GCC パッケージとカーネル ソー

スのインストール 
Linux 仮想マシンで Parallels Tools のインストールまたはアップグレードを実行する場合には

、ゲスト Linux OS への gcc パッケージおよびカーネル ソースのインストールが必要になる

場合があります。カーネル ソースは、インターネットからダウンロードすることも、Linux の
ディストリビューション ディスクからインストールすることもできます。 

gcc パッケージとカーネル ソースを RHEL/Fedora/CentOS Linux のディストリビューションに

インストールするには、ターミナルで次のコマンドを入力します。 

yum install gcc kernel-devel 
make 

gcc パッケージとカーネル ソースを Debian/Ubuntu Linux のディストリビューションにインス

トールするには、ターミナルで次のコマンドを入力します。 

apt-get install gcc make linux-headers-$(uname -r) 

その他の Linux ディストリビューションに gcc パッケージとカーネル ソースをインストール

する手順については、これらのディストリビューションのマニュアルを参照してください。 

引き続き問題が発生する場合には、Parallels ナレッジベース (KB) で解決策を検索するか、

Parallels サポート チーム http://www.parallels.com/jp/support/desktop/までお問い合わせくだ

さい。 
 

ビルド番号の確認 
使用している Parallels Desktop ソフトウェアのバージョンおよびビルド番号を確認するには、

次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [Parallels Desktop について] を選択

します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[Parallels Desktop] 
> [Parallels Desktop について] を選択します。 

ウィンドウが開き、ビルド番号が表示されます。 

注: このウィンドウには、ライセンス情報や、Parallels サポートの Web ページへのリンクなど、

Parallels Desktop に関するその他の有用な情報も記されています。 
 

http://www.parallels.com/jp/support/desktop/
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Parallels サポート チームに技術データを送信

する 
Parallels Desktop の品質向上のために、Parallels サポート チームに技術データを送信できます

。 

Windows がエラーで強制的にシャットダウンすると、Parallels Desktop は技術データを送信し

ます フォームを自動的に開きます。Parallels Desktop の動作が通常ではないことに気づいたと

きも、手動で技術データを送信できます。 

技術データを送信するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [ヘルプ] > [Send Technical Data] 
を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[ヘルプ] > [Send Technical 
Data] を選択します。 

2 問題が発生した時に何をしていたのかを記述し、フォームに必要事項を入力します。 

注: Parallels サポート チームに送信される問題報告の内容を確認し、必要に応じてその一部

を [Parallels 問題報告の詳細] ウィンドウで選択解除することができます。このウィンドウを開く

には、[詳細の確認] をクリックします。 

Parallels Desktop が問題報告を自動生成すると、報告ウィンドウには [提供されたら解決方

法を送信してください] オプションがあります。報告の送信後、Parallels エンジニアが問題

を調査します。報告された問題の回避策や新しい情報があると、メールで通知されます。 

3 [問題報告の送信] をクリックします。 

Parallels チームはエラー レポートを参考に製品の品質向上に取り組んでいますが、個別対応は

しておりません。 
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サポートチケットを送信してください。 
Parallels サポートチームに連絡するには: 

1 次のいずれかを実行します。 

• メニューバーの Parallels アイコンをクリックし、  [ヘルプ] > ［サポート リクエスト

］ を選択します。 

• Parallels Desktop のメニュー バーが画面上部にある場合は、[ヘルプ] > [サポート リク

エスト] を選択します。 

2 画面上の指示に従います。 
 



 

 

章 

Parallels Desktop の詳細と使用のヘルプについては、以下のリソースを参照してください。  

• Parallels サポート Web サイト : Parallels サポート Web サイトには、製品のヘルプ ファ

イルと FAQ のセクションがあります。 

• Parallels ナレッジベース (KB)このオンライン リソースには、Parallels Desktop を含む 
Parallels 製品の使用時に参考になる記事が集められています。 

• オンライン マニュアル: [ヘルプ] > [オンラインマニュアル] を選択すると、Parallels 
Desktop および Parallels Transporter の PDF 版ユーザーガイドをオンラインで入手できま

す。 

• Parallels Command Line Reference Guide: Parallels のオンライン マニュアルのページで

入手可能なこのマニュアルには、prlctl コマンド ライン ユーティリティを使用し、

Parallels Desktop とその仮想マシンを端末から管理する方法が記載されています。 

• Parallels API references および SDK Programmer's Guide: IT プロフェッショナルを対象

としたこれらのガイドは、Parallels のオンライン マニュアルのページにあります。 

フィードバック 

• Parallels では、より役立つマニュアルを作成するために、皆様からのフィードバックをお待

ちしております。弊社 Web サイト  『http://www.parallels.com/jp/support/usersdoc/』のフ

ィードバック フォームをご利用ください。 

この章の構成 

 

Parallels Desktop の Twitter アカウントや Facebook ページの利用 .................... 290 
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Parallels Desktop の Twitter アカウントや 
Facebook ページの利用 
Parallels Desktop の Twitter アカウントや Facebook ページで、最新ニュースやアップデート

を確認することができます。[Parallels Desktop] > [Parallels Desktop について] を選択し、

[Twitter] または [Facebook] をクリックします。 

 



 

 

章 

 8 

用語集 
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この用語集は、Parallels Desktop のドキュメントで使用される用語を定義し、その略語を略さ

ずに記載しています。この用語集の別項で定義されている用語への参照は、斜体で表記されてい

ます。 

管理者: 管理権限を持つユーザーです。 

アクティベーション キー: Mac 上の Parallels Desktop アプリケーションをアクティベートし

、Parallels Desktop の機能を最大限に活用するための、記号の一意の組み合わせです。 

アクティブ OS: Parallels Transporter Agent が起動される OS です。 

アクティブ ボリューム: アクティブ OS のブート ボリュームとして使用される、物理ソース 
コンピュータのボリュームです。  

起動可能なハードディスク: OS の起動に使用するディスクです。通常は、OS がインストール

されているディスクです。 

ブート ボリューム: OS が起動するハードディスク パーティションです。 

Boot Camp パーティション: Mac のハードディスク上のパーティションで、Windows OS の
インストールに使用できます (Mac ホスト コンピュータの場合のみ)。 

ブリッジネットワーク: 仮想マシンのネットワーク接続モードです。仮想マシンを独自の IP ア
ドレスとネットワーク名を持つ別のコンピュータとしてネットワーク上で表示できます。 

Coherence: Windows の操作に使用できる表示モードの 1 つです。Windows が Coherence 
の場合、デスクトップが非表示になり、Windows アプリケーションと Mac アプリケーション

は、両方が 1 つの OS 上で動作しているかのように、Mac デスクトップに並んで表示されま

す。 

構成ファイル: 仮想マシンのハードウェア構成や仮想マシンが使用するデバイスなどの設定を

指定するファイルです。このファイルは、新しい仮想マシンを作成したときに自動的に作成され

ます。PVS ファイルも参照。 

CPU。Central Processing Unit (中央演算処理装置) の略語です。コンピュータの内部部品です。

プロセッサも参照。 

古いフォーマットのディスク: Parallels Desktop 2.5 以前のバージョンまたは Parallels 
Workstation 2.2 で作成された仮想マシンのディスクです。 

新しいフォーマットのディスク: バージョン 3.0 以降でサポートされるようになった Paralleles 
ハードウェア仮想化製品で作成または使用された仮想マシンのディスクです。 
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拡張可能フォーマット: 仮想ハードディスクのフォーマットです。拡張可能の仮想ハードディス

ク イメージ ファイルは、ホスト コンピュータ上に置かれ、初期サイズは小さく作成されます。

このサイズは、仮想マシンにアプリケーションやデータを追加することで大きくなります。 

FireWire 接続: コンピュータ間での高速データ転送を可能にするワイヤード接続です。 

ゲスト オペレーティング システム (ゲスト OS): 仮想マシンにインストールされる OS です

。 

ホスト コンピュータ: 仮想マシンの実行に使用されるコンピュータです。Parallels Desktop for 
Mac の場合は Mac です。Parallels Desktop for Windows または Parallels Desktop for Linux の
場合、Parallels Desktop がインストールされた Windows または Linux ベースの物理コンピュ

ータです。Parallels Transporter のマニュアルでは、この用語は移行の結果をホストするコンピ

ュータを指す場合があります。 

ホットキー。アプリケーションやコマンドにすばやくアクセスするためのユーザー定義のキーま

たはキーの組み合わせです。ショートカットも参照。 

HDD ファイル: 仮想マシンの作成時には、拡張子が .hdd の仮想ハードディスク ファイルが

必要になります。仮想ハードディスク ファイルも参照。 

ホストオンリネットワーク。仮想マシンのネットワーク接続モードです。ホスト コンピュータ

とその仮想マシン間のプライベート ネットワークを作成して、仮想マシンをホスト コンピュー

タからのみ利用できるようにします。 

ISO イメージ: CD または DVD ディスクのすべてのコンテンツを含む特別なファイルで、通常

は OS のインストールに使用されます。 

イメージ ファイル: ハードディスク ドライブ、CD、DVD などのデータ ストレージ用メディア

またはデバイスのすべてのコンテンツと構造を含む 1 つのファイルです。 

IP アドレス: コンピュータ ネットワークに属する物理コンピュータまたは仮想マシンに割り当

てられている一意のアドレスです。 

Linux コンピュータ: Linux OS がインストールされている物理コンピュータです。 

マージ済みディスク: 複数の部分を単一のディスクにマージした分割ディスクです。 

移行: 物理コンピュータまたはサード パーティの仮想マシンから Parallels 仮想マシンまたは

仮想ディスクにデータを転送するプロセスです。 
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Modality: Windows の操作に使用できる表示モードの 1 つです。Modality モードの場合、

Windows デスクトップがウィンドウに表示され、ウィンドウのサイズを変更するとデスクトッ

プのサイズも変更されます。また、このウィンドウを常に他のウィンドウの前面に表示するよう

に設定できます。透過性レベルを調整できるので、そのウィンドウを監視しながら他のアプリケ

ーションで作業できます。 

OS。オペレーティング システム。 

Parallels Desktop for Mac: Mac で仮想マシンを作成、管理、使用するためのアプリケーショ

ンです。 

Parallels Tools。プライマリ OS およびゲスト OS 間を密接に統合する一連の Parallels ユー

ティリティです。 

Parallels Transporter: この物理コンピュータまたは仮想コンピュータの Parallels 仮想複製を

作成するために物理コンピュータまたは仮想コンピュータのデータを使用するアプリケーショ

ンです。複製された仮想マシンは Parallels Desktop と一緒に使用できます。 

Parallels Transporter Agent: 物理コンピュータ上のデータを収集し、それを Mac にインスト

ールされた Parallels Transporter に転送するアプリケーションです。 

容量固定フォーマット: 仮想ハードディスクのフォーマットです。容量固定の仮想ハードディ

スク イメージ ファイルは、ホスト コンピュータに格納され、そのサイズは固定で変更できま

せん。 

Preboot Execution Environment (PXE): 利用可能なデータ記憶装置（ハードディスクなど）また

はインストール済みの OS とは関係なく、ネットワークインターフェイスを使用してコンピュ

ーターを起動するための環境です。 

プライマリオペレーティングシステム（プライマリ OS）: コンピュータの I/O デバイスを制御

し、物理コンピュータの電源がオンになったときにロードされる OS です。これは、Parallels 
Desktop アプリケーションがインストールされている物理コンピュータのオペレーティング シ
ステムです。 

プロセッサ: 中央演算処理装置、すなわち CPU です。コンピュータの内部部品です。 

PVS ファイル: 仮想マシンのリソース、デバイス、およびその他の設定についての情報を含む

仮想マシン構成ファイルです。 

共有ネットワーク: 仮想マシンのネットワーク接続モードです。これにより、仮想マシンはホ
スト コンピュータのネットワーク接続を使用できます。このモードでは、ホスト コンピュータ

が属するネットワーク上の他のコンピュータからは仮想マシンを参照できません。 

ショートカット: アプリケーションやコマンドにすばやくアクセスするためのユーザー定義の

キーまたはキーの組み合わせです。ホット キーも参照。 
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スナップショット: 特定の時点における仮想マシンの状態のコピーです。スナップショット関連

のファイルは、仮想マシンのフォルダ内の特別なサブフォルダに格納されます。 

ソースコンピュータ: Parallels Transporter を使用したデータ移行の移行元となるコンピュータ

です。 

分割ディスク: 分割ディスクは 2 GB ずつに分けられますが、1 つの HDD ファイルとして格

納されます。分割ディスクを使用すると、容量が限られるために大きな仮想ハードディスク イ
メージ ファイルを格納できない USB ドライブなどのメディアを使用して、分割ディスクに格

納されたデータを部分ごとに転送できます。 

ターミナル: Mac OS および GNU/Linux OS でコマンドラインにアクセスするためのユーティ

リティです。 

サードパーティー仮想マシン: サード パーティの仮想化製品によって作成された仮想マシンで

す。この仮想マシンは、Parallels Transporter を使用して Parallels 仮想マシンに変換できます。 

仮想ハードディスク（仮想ディスク）: 仮想マシンのハードディスクをエミュレートするファイ

ルです。 

仮想マシン: Parallels Desktop を使用してエミュレートされるコンピュータです。仮想マシンご

とに専用の仮想ハードウェアがあり、そのハードウェアを制御するための OS が必要になりま

す。インストールされた OS とアプリケーションは、その仮想マシンのみで機能しますが、ホ
スト コンピュータの物理ハードウェア リソースを共有します。 

仮想マシン構成: 物理コンピュータと同様に、仮想マシンにはそれぞれの構成があります。この

構成は、仮想マシンの作成中に設定されますが、後で変更することもできます。仮想マシン構成

の設定は、PVS ファイルに格納されます。 

仮想マシン ファイル: 仮想マシン フォルダに格納されているファイルです。仮想マシンには、

少なくとも次の 2 つのファイルがあります: 構成ファイルと仮想ハードディスク ファイル。 

仮想ハードディスク ファイル: 仮想マシンの作成時には、拡張子が .hdd の仮想ハードディス

ク ファイルが必要になります。このファイルは、実ハードディスクの機能を実行します。HDD フ
ァイルも参照。 

仮想マシンテンプレート: 複数の仮想マシンに複製できる仮想マシンです。複製された仮想マシ

ンには、仮想マシン テンプレートと同じ構成とデータが適用されます。 

VM: 仮想マシンを参照。 

Windows コンピュータ: Windows OS がインストールされている物理コンピュータです。 
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