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Parallels Access によって、iPad からコンピュータにリモート接続し、iPad、iPhone、または 

Android 端末で Mac や Windows のお気に⼊りのアプリケーションを操作できるようになります。  

デスクトップ アプリがモバイル アプリのように使えるため、ジェスチャーをデスクトップ アプリケ

ーションで使⽤することも、デバイスの画⾯全体にデスクトップ アプリケーションを表⽰すること

もできます。 

 

 

本マニュアルを読み、Parallels Access のインストール⽅法や使⽤⽅法を確認してください。 

この章の内容 

必要なもの ............................................................................................. 6 

Parallels Access をセットアップする........................................................... 7 
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Parallels Access へようこそ 

 

必要なもの 

Parallels Access を使⽤する要件： 

• 次のいずれかのデバイス： 

• iOS 7 以降を搭載した iPad mini （第 1 世代、第 2 世代）、および iPad2、iPad （第 3 世

代、第 4 世代）、iPad Air 

• iOS 7 以降を搭載した iPhone 4s / 5 / 5c / 5s 

• Android 4.0 以降を搭載したほとんどのタブレットおよびスマートフォン 

• 次のいずれか 1 つ： 

• Mac アプリケーションを使⽤する場合、OS X Lion (10.7) 以降を搭載した Mac 

• Windows アプリケーションを使⽤する場合、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 を

搭載した PC または仮想マシン 

• コンピュータおよびモバイル デバイス⽤のインターネット接続 

OS の最新アップデートをダウンロードし、インストールするようにしてください。 

 



 

 

Parallels Access をセットアップする 

わずか数ステップで、Parallels Access を簡単に起動し、使⽤することができます。Parallels 

Access をセットアップするには： 

1 App Store または Google Play Store から Parallels Access をダウンロードし、タブレットま

たはスマートフォンにインストールします。 

 
2 Parallels Access を開き、サインインします。  

既存の Parallels アカウントを使⽤してサインインするか、アカウントがない場合はアカウント

を新規作成します。あるいは、Facebook アカウントでサインインすることもできます。 

3 コンピュータで以下の⼿順を⾏います。 

a access.parallels.com を開き、Parallels アカウントにログインします。 

b [ダウンロード] をクリックし、コンピュータに Parallels Access agent をダウンロードしてイン

ストールします。 

重要：Parallels Access で仮想マシンを使⽤する場合、コンピュータのネイティブ OS ⽤の Parallels Access 

agent をダウンロードしてインストールする必要があります。ネイティブ OS と仮想マシンの OS の両⽅のア

プリを使⽤することができます。 

c Parallels Access で複数のコンピュータを使⽤する場合、それぞれのコンピュータに Parallels 

Access agent をダウンロードしてインストールする必要があります。 

 

第  2  章  



 

 

このセクションでは、Parallels Access の全機能を使⽤する際の詳細を説明します。 
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Parallels Access を使用する 

 

使い始める 

Parallels Access のセットアップ (p. 7) が終了したら、次の⼿順に従ってモバイル デバイスでデス

クトップ アプリケーションを使⽤できるようになります。 

1 コンピュータで Parallels Access agent が実⾏されていない場合、起動します (Mac の場合、[

アプリケーション] フォルダ。Windows 場合、スタート画⾯または [すべてのプログラム] メニ

ュー)。 

Parallels Access agent が、サインインと Parallels Access サーバへの登録を⾃動的に⾏います

。 

2 スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を開きます。 

 
Parallels Access にサインインしているすべてのコンピュータにアクセスすることができます。 

 
左または右にスワイプすると、別のコンピュータが表⽰されます。 
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Parallels Access を使用する 

 

3 使⽤したいアプリまたはファイルがインストールされているコンピュータをタップします。  

接続後、コンピュータにログインしてモバイル デバイス上のアプリを使い始めることができま

す。 

このコンピュータに接続できない場合、ヘルプの「トラブルシューティング セクション」(p. 34) を

参照してください。 
 

アプリの整理、アプリを開く 

Parallels Access を初めて使⽤してスマートフォンまたはタブレットをコンピュータに接続する (p. 

9) と、App Launcher が開き、接続したコンピュータのいくつかのアプリが表⽰されます。 

 

App Launcher からアプリを削除することも、アプリを追加することもできます。 

App Launcher にアプリを追加する： 

1 iPad：右上隅の [追加] をタップします。 

iPhone：左上隅の + をタップします。 

Android：メニュー ボタン (...) をタップし、[アプリケーション⼀覧の編集] をタップします。 
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Parallels Access を使用する 

 

コンピュータ上のすべてのアプリケーションの⼀覧が表⽰されます。 

2 スイッチをオンにするか、追加したいアプリの横のチェックボックスをオンにします。アプリケ

ーションを探すには、検索フィールドを使⽤します。 

App Launcher でアプリを移動するか、アプリを削除する：  

iPad/iPhone：[編集] をタップするか、揺れ始めるまでアプリのアイコンを押し続けます。アプ

リを別の場所にドラッグして移動するか、アプリ アイコンの左上にある X をタップしてアプリ

を削除します。 

Android：アプリを移動するには、アプリをタップしてしばらく押してから別の場所にドラッグ

します。アプリを削除するには、メニュー ボタン (...) をタップし、[アプリケーション⼀覧の編

集] をタップします。次に、削除したいアプリの横のチェックボックスをオフにします。 

App Launcher からアプリを削除しても、このアプリがコンピュータから削除される訳ではありま

せん。後でいつでも App Launcher に追加することができます。 

アプリを開く：アプリをタップします。 

App Launcher に戻る：ツールバーまたは App Switcher で  をタップします。App Launcher で

別のアプリを開くことができます。 

Android のホーム画⾯にショートカットを作成する：Android デバイスをお持ちの場合、アプリへ

のショートカットを作成し、Android のホーム画⾯から直接起動することができます。 

1 App Launcher で、アプリのアイコンをしばらく押し続けて、画⾯上部の [ショートカットの作

成] までドラッグします。 
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Parallels Access を使用する 

 

 
2 ホーム画⾯でアイコンをタップするだけで、アプリを起動できるようになります。 

 
 

アプリを表⽰する 

アプリを開くと、使⽤しているデバイスの画⾯に合わせてサイズが⾃動的に最適化されます。 
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Parallels Access を使用する 

 

タブレットでアプリを表⽰する：iPad または Android タブレットで Parallels Access を使⽤する場

合、アプリの画⾯はフル スクリーン表⽰になります。タブレット画⾯のスペースを有効活⽤するた

めに、Parallels Access の表⽰は横向きになります (つまり、タブレットを持つと横幅が縦幅より広

くなります)。 

 

スマートフォンでアプリを表⽰する：iPhone または Android 携帯で使⽤する場合、アプリの⼀部分

が画⾯に表⽰され、スクロールすると残りの部分を⾒ることができます。  

横向きに持つと、画⾯にアプリの横幅全体が収まり、上下にスワイプして画⾯の上部や下部を⾒る

ことができます。 
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Parallels Access を使用する 

 

縦向きに持つと、画⾯にアプリの縦幅全体が収まり、左右にスワイプして画⾯に左端や右端を⾒る

ことができます。 

 

拡⼤する：iPhone または Android 携帯では、2 本指を広げると、アプリ上の⼀部を拡⼤することが

できます。 

解像度を変更する：⾒たい部分がほとんど画⾯に表⽰されていない場合、解像度を変更することが

できます。右側のツールバーで  をタップし、[デスクトップの解像度] をタップします。次のい

ずれかを選択します。 

• iPad/iPhone/Android に最適：デフォルト設定です。読みやすさと細部の表⽰のバランスが適

切になります。 

• スペースを広げる：アプリのより広い範囲が表⽰されますが、インターフェイスとテキストは⼩

さくなります。 

• コンピュータと同じ：コンピュータ画⾯と同じ解像度で表⽰されます。 

それぞれの設定をお試しになり、⽤途に適したものをお選びください。 
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注意：Parallels Access を使⽤するときは、コンピュータの画⾯解像度が iPad に合わせて変わります。Parallels 

Access をコンピュータから接続解除するか、iPad のホーム ボタンを押して数分すると、画⾯解像度は元に戻り

ます。 

開いているアプリケーションを切り替える：右側のツールバーで  をタップすると、画⾯下に App 

Switcher が開き、アプリが使⽤順に表⽰されます。いずれかのアプリをタップすると、そのアプリ

に切り替わります。左にスワイプすると、アプリがさらに表⽰されます。 

 

開いている別のウィンドウに切り替える：App Switcher では、あるアプリが複数のウィンドウで開

いている場合に、アプリのサムネイルの上に数字が表⽰されます。数字をタップするとすべてのウ

ィンドウが展開するので、いずれかのウィンドウをタップしてそのウィンドウに切り替えます。 

 

アプリまたはウィンドウを閉じる：  をタップして App Switcher を表⽰させてから、アプリのサ

ムネイルの左上隅にある X をタップしてアプリを終了します。アプリのウィンドウを閉じるには、

ウィンドウを展開 (前述の⼿順を参照) してから、ウィンドウの左上隅にある X をタップします。 
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Parallels Access を使用する 

 

フルスクリーン モードの終了：多くの Mac OS X アプリは、右上隅の⼆重⽮印をクリックするとフ

ルスクリーン モードになります。このモードでは、アプリのメニューバーが消えます。Parallels 

Access でフルスクリーン モードを終了するには、画⾯上部のフルスクリーン終了アイコンをタップ

します。  

 
 

アプリを操作する 

Parallels Access では、iPad、iPhone、または Android 端末のジェスチャーを使⽤してコンピュー

タのアプリケーションを操作することができます。さらに、デスクトップ アプリを簡単に操作する

ための特別なジェスチャーもいくつか⽤意されています。 

クリックする：インターフェイス要素をクリックするには、要素を直接タップします。クリックし

た場所を⽰すために、タッチポイント インジケータが短時間だけ表⽰されます。ダブルクリックす

るには、2 回タップします。 

スマート タップ テクノロジーによって、コントロールしたい要素から少しずれた場所をタップして

も、その要素がアクティブになります。 

より正確にクリックする：⼩さいボタンなど、クリックしたいアイテムの近くを⻑押しして拡⼤鏡

を表⽰します。アイテムの上にポインタの中⼼を合わせてリリースすると、このアイテムをクリッ

クできます。 
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アイテムをドラッグする：コンピュータでは、しばしばマウスをクリックしてドラッグする必要が

あります。画⾯上でアイテムを移動するとき、メニューアイテムを選択するとき、あるいはスライ

ダーやウィンドウの境界などのインターフェイス要素をドラッグするときなどです。Parallels 

Access では、これらの操作をスマートフォンやタブレットで簡単に実⾏できます。  

アイテムをドラッグするには、次のいずれかを実⾏します。 

• ドラッグしたいアイテムを⻑押しして、拡⼤鏡が表⽰された後も、そのまま押し続けます。拡⼤

鏡の周囲を⻘いラインが⼀周し、ポインタが短い時間ポップアップして、このアイテムにポイン

タがロックされたことを⽰します。その後、ドラッグしてアイテムを動かします。 

• もっと素早くドラッグするには、ドラッグしたいアイテムを⻑押しして、画⾯上の別の場所を別

の指でタップしてから、アイテムをドラッグします。 

これらの⽅法によって、通常であればマウス ボタンを⻑押しして掴むアイテムやオブジェクトでも

、スマートフォンやタブレットで掴むことができます。たとえば、メニュー名をタップしてからも

う⼀度タップしてメニュー アイテムをタップする代わりに、より正確にアイテムを選択するには、

メニュー名を⻑押ししてポインタをメニューにロックします。これでメニューが開き、選びたいメ

ニュー アイテムまでドラッグすることができます。 

右クリックする：2 本指でタップします。多くの場合、ショートカット メニューが表⽰されます。 

スクロールする：1 本指または 2 本指で上、下、左、右にドラッグします。 

テキストを選択する：テキストを選択するには、いくつかの⽅法があります。それぞれの⽅法をお

試しになり、⽤途に適したものをお選びください。 

• テキストを⻑押しして、拡⼤鏡が表⽰されたらそのまま押し続けます。拡⼤鏡の周囲を⻘いライ

ンが⼀周し、ポインタが短時間だけポップアップして、このアイテムにロックされたことを⽰し

ます。その後、ドラッグしてテキストを選択します。 
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• テキストを⻑押しして拡⼤鏡を表⽰し、画⾯上の別の場所を別の指でタップしてから、テキスト

をドラッグします。 

• ダブル タップして単語を選択したり、トリプル タップして段落を選択してから、選択ハンドル

を動かして選択範囲を調整します。 

• iPad または iPhone では、iOS アプリと同じ⽅法でテキストを選択することができます。テキス

トを⻑押しして、拡⼤鏡が表⽰されたらすぐにリリースし、[編集] メニューを表⽰します。次に

、[選択] をタップして単語を 1 つ選択し、選択ハンドルを動かして範囲を調整します。  

いずれかの⽅法でテキストを選択してから、表⽰される選択ハンドルを動かして選択範囲を微調整

することができます。 

ズームする：Microsoft Office アプリなど⼀部のアプリケーションでは、コンピュータのトラックパ

ッドと同じように、2 本指をディスプレイ上で広げるか近づけることによってテキスト サイズを拡

⼤/縮⼩したり、ズーム イン/アウトすることができます。 

マウス ポインタを使⽤する 

アプリを操作するその他の⽅法としては、画⾯に表⽰されるマウス ポインタを実際のマウスと同じ

ように使⽤し、テキストをクリックして選択する⽅法があります。  

マウス ポインタを使⽤するには、右側のツールバーで  をタップしてから [マウス ポインタ] をタ

ップします。すると⽮印ポインタ  が表⽰され、画⾯下には左クリック/右クリック ボタン  が

表⽰されます。 

クリックする：画⾯上で指をドラッグして、ポインタを動かします。  をタップすると、ポインタ

の真下をクリックできます。  
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テキストを選択する：親指で  を⻑押ししながら、別の指でポインタを動かしてテキストを選択

します。 

オブジェクトをドラッグする：親指で  を⻑押ししながら、別の指でポインタを動かしてその真

下のオブジェクト (ファイルやフォルダなど) をドラッグします。 

右クリックする：  をタップすると、ポインタの真下を右クリックできます。 

スクロールする：2 本指で上、下、左、右にドラッグします。 

拡⼤する：ポインタの動きにあわせて、その下のテキストやグラフィックを部分的に拡⼤するには

、ディスプレイを⻑押しして拡⼤鏡を表⽰させてからポインタを動かします。 

 
 

キーボードを使う 

Parallels Access では、ソフトウェア キーボードをデスクトップ アプリでも使⽤できます。 

キーボードを表⽰する/隠す：テキスト⼊⼒エリアをタップするか、右側のツールバーで  をタッ

プすると、キーボードが表⽰されます。もう⼀度  をタップすると、キーボードが隠れます。 

3 本指で同時にタップしてキーボードを隠すこともできます。 

Parallels Access には拡張キーボードがあり、必要なすべてのキーが使いやすくまとめられています

。 
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• [F1-F12] をタップすると、ファンクション キーにアクセスできます。 

• ... をタップすると、Home、End、Pg Up、Pg Down  の各キーにアクセスできます。 

• ⽮印キーをタップすると、挿⼊ポイントを⼀度に 1 つずつ正確に移動することができます。 

画⾯下に追加キーを常に表⽰させる：右側のツールバーで  をタップし、[追加キー] をタップし

ます。キーボードを隠しても、これらのキーは表⽰されたままになります。これは、Command、

Alt、Control を何度もクリックする必要があるアプリを使⽤するときに便利です。 

Bluetooth キーボード 

このほか、お使いのスマートフォンまたはタブレットに対応するワイヤレス Bluetooth キーボード

が Parallels Access で使⽤できます。  

iPhone や iPad での Bluetooth キーボードの使⽤について詳しくは、

http://www.apple.com/jp/support/ にアクセスし、「iPad ワイヤレス キーボード」などを検索し

てください。 
 

複数のアプリを同時に表⽰する 

デフォルトで、Parallels Access は、スマートフォンまたはタブレットにデスクトップ アプリをネ

イティブ モバイル アプリと同じようにフルスクリーン表⽰できます。 

Parallels Access をデスクトップ モードに設定すると、⼀度に複数のアプリを表⽰することができ

ます。このモードでは、デスクトップからフォルダにファイルをドラッグしたり、2 つのアプリの

ウィンドウを同時に参照したり、Windows のタスク バーや Mac のメニューアイテムや Dock にア

クセスすることができます。 
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デスクトップ モードをオン/オフにする：右側のツールバーで  をタップし、[デスクトップ モー

ド] をタップします。 
 

ツールバーを移動する、隠す 

Parallels Access で、アプリでの操作がもっと簡単になります。次のような機能が可能です。 

ツールバーの移動：画⾯の右側の Parallels Access ツールバーを移動するには、これを上下にドラ

ッグします。 

 

ツールバーを表⽰する/隠す：iPad または Android タブレットでツールバーを隠すには、画⾯の内

側から右⽅向にスワイプアウトします。再び表⽰するには、画⾯の右端から左にスワイプします。 
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サウンド 

サウンドをオン/オフにする：右側のツールバーで  をタップし、[サウンドをオン/オフ] をタップ

して切り替えます。デフォルトで、Parallels Access はモバイル デバイスにサウンドをストリーミ

ングします。サウンドをオフにすると、パフォーマンスが向上します。 

マイクをオン/オフにする：Parallels Access では、Skype や⾳声⼊⼒など、マイクを必要とするア

プリや機能が使⽤できます。マイクをオン/オフにするには、右側のツールバーで  をタップし、[

マイク] をタップします。 
 

ファイルを参照する、操作する 

Windows エクスプローラまたは Mac Finder を使⽤してファイルを参照することができます。さら

に、iPad または iPhone をお使いの場合、Parallels Access の特別なインターフェイスを⽤いてコ

ンピュータのファイル システム内を簡単に参照したり、ファイルのオープン、移動、削除などが可

能です。 

ファイルにアクセスする：次のいずれかを実⾏します。 

• iPad：ツールバーで  をタップするか、App Launcher で画⾯上部の [ファイル] をタップし

ます。 

• iPhone：ツールバーで  をタップするか、App Launcher で画⾯下部をタップします。 
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ファイルを開く：ファイルを開くには、必要なファイルにナビゲートしてタップします。ファイル

は、デフォルトのアプリケーションで開きます。 

ファイルを並び替える：  

1 下にスワイプし、ツールバーを表⽰します。 
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2 [名前]、[⽇付]、または [サイズ] をタップして、ファイルを並べ替えます。そのアイテムをも

う⼀度タップすると、昇順から降順に切り替わります。 

アイコン表⽰またはリスト表⽰に切り替える：下にスワイプし、  または  をタップします。 

新しいフォルダを作成する：下にスワイプしてツールバーを表⽰し、  をタップします。 

ファイルをコピーして貼り付ける：  

1 [編集] をタップして、サイドバーの編集メニューを表⽰します。 
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2 ファイルを 1 つ以上タップして選択してから、サイドバーで [コピー] をタップします。  

 
3 新しい場所までナビゲートし、[貼り付け] をタップします。ファイルのコピーが、新しい場所

に保存されます。 
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ファイルを移動する：[編集] をタップし、ファイルを 1 つ以上タップして選択してから、サイドバ

ーで [移動] をタップします。続いて新しい場所までナビゲートし、[貼り付け] をタップします。フ

ァイルが、新しい場所に移動されます。 

ファイルの名前を変更する：[編集] をタップし、ファイルを 1 つ以上タップして選択してから、サ

イドバーで [名前の変更] をタップします。次に、新しい名前を⼊⼒します。 

ファイルを削除する：[編集] をタップし、ファイルを 1 つ以上タップして選択してから、サイドバ

ーで [削除] をタップします。次に、[はい] をタップして確認します。 

別のアプリケーションでファイルを開く：[編集] をタップし、ファイルを 1 つ以上タップして選択

してから、サイドバーで [このアプリケーションで開く] をタップします。次に、アプリケーション

を選択します。 

 
 

リモート接続する 

Parallels Access を使ってコンピュータにリモート接続して操作するためには、コンピュータとモバ

イル デバイスの両⽅がインターネット接続されており、コンピュータで Parallels Access agent が

実⾏されており、なおかつコンピュータがスリープ モードでないことが条件となります。Parallels 

Access を開き、通常どおりに接続してください。 

重要：コンピュータのローカルエリア Wi-Fi ネットワークの外部から接続する場合、コンピュータをスリープ モ

ードにしないでください。コンピュータを常に起動しておくか、スリープ モードにならないよう設定してくださ

い。 

コンピュータをスリープ モードにならないように設定する：次のいずれかを実⾏します。 

• Mac：  

1. アップル メニュー > [システム環境設定] と選択してから、[省エネルギー] をクリックしま

す。  
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2. コンピュータのスリープ状態を制御するスライダーを [しない] まで動かすか、[ディスプレ

イが切のときはコンピュータを⾃動でスリープさせない] チェックボックスが表⽰されてい

たらオンにします。 

⼿動でスリープ モードに設定しない限り、Mac は起動したままになります。 

• Windows：  

1. [スタート] メニューで [コントロール パネル] をクリックします。(Windows 8 では、スタ

ート画⾯で「コントロール パネル」と⼊⼒し、コントロール パネルをクリックします。) 

2. [システムとセキュリティ] をクリックし、[電源オプション] をクリックします。  

3. [プラン設定の変更] をクリックします。 

4. [コンピューターをスリープ状態にする] メニューで [なし] を選択します。 

コンピュータをリモート起動する 

スマートフォンまたはタブレットがコンピュータと同じローカル Wi-Fi ネットワークに接続してい

る場合、コンピュータがスリープ モードになっている時に、コンピュータをリモート起動すること

ができます。 

 



28 
 

Parallels Access を使用する 

 

コンピュータを起動するには、コンピュータのアイコンをタップします。 

Parallels Access によるコンピュータのリモート起動の精度を上げる  

コンピュータやネットワーク ルータで以下の設定を⾏うと、Parallels Access でコンピュータをリ

モート起動できる確率がより⾼くなります。 

Mac：  

1 アップル メニュー > [システム環境設定] と選択してから、[省エネルギー] をクリックします。 

2 [Wi-Fi ネットワークアクセスによるスリープ解除」 がオフになっている場合、オンにします。 

3 [電源アダプタに接続中に Power Nap を⼊にする」 がオフになっている場合、オンにします。 

コンピュータのモデルによっては、これらのアイテムが表⽰されない場合があります。 

Windows：Windows コンピュータでは、ネットワーク アダプタを構成して Wake-on-LAN を有効

にすることができます。⼿順は次のとおりです。 

1 コントロール パネル > [ネットワーク アダプター] > <LAN アダプタ> > [電源の管理] > [こ

のデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする] の順に選択します。 

2 場合によっては、BIOS 設定の変更が必要です。 

• Power on by PCI 

• Power on by PCIE 

• PCI Devices Power On 

• Power On by Onboard LAN 

• WakeonLAN > Power On 

3 ネットワーク アダプタのメーカーによっては、Windows のコントロール パネルの電源管理で

次のようなオプションが含まれる場合があり、いずれも Wake-on-LAN 機能のために有効化す

る必要があります。 

• Respond ARP requrests without waking system 
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• Wake on magic packet 

• Wake on magic packet from power off state 

4 https://downloadcenter.intel.com/ から Intel Smart Connect Technology (ISCT) ユーティ

リティをダウンロードします。  

5 このユーティリティを使⽤して、コンピュータが ISCT をサポートするか確認し、サポートする

場合は ISCT を有効にします。 

注：場合によっては、スリープ中のコンピュータをインターネット経由で起動することができます。ネットワー

ク ルータで UPnP が有効であり、許可される内部および外部ポート範囲が 1〜65535 に設定されている必要が

あります。また、NAT-PMP も有効にする必要があります。詳しくは、ルータのマニュアルを参照してください

。Apple AirPort デバイスの場合、NAT-PMP を有効にするには、AirPort ユーティリティ アプリケーションを開

き、[ネットワーク] をクリックし、[ネットワーク オプション] をクリックし、[NAT ポートマッピング・プロト

コルを有効にする] を選択します。 
 

Windows 8 のジェスチャー 

Parallels Access は Windows 8 をサポートします。 

タッチスクリーン⾮搭載の PC でマウスを使⽤して Windows 8 を操作する場合と同じように 

Windows 8 を使⽤することができます。たとえば、チャーム バーを表⽰するには、ポインタを画⾯

の右下隅に動かします。 

デスクトップ モード (p. 20) で、Parallels Access は次のエッジ スワイプ ジェスチャーもサポート

します。 

• 開いているアプリを⾒る：画⾯の左端からスワイプします。いずれかのアプリをタップすると、

そのアプリに切り替わります。 

• チャーム バーを⾒る：画⾯の右端からスワイプ インします。チャーム バーから、検索、設定、

スタート メニューなどにせくセスできます。 

ヒント：スタート画⾯に切り替えるには、[追加キー] バーで win  キーをダブル タップします。 
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Microsoft Office 2013 

Parallels Access で Microsoft Office 2013 を使⽤するときは、タッチ モードがデフォルトでオン

になります。このモードでは、リボン アイコンの周りのスペースが広がり、タッチ画⾯でも使いや

すくなります。 
 

セキュリティ 

Parallels Access は、SSL や 256 ビット AES 暗号化など、最先端の技術を使⽤してコンピュータに

安全に接続します。 

また、Parallels Access をリモートで使⽤するときにコンピュータへの不正アクセスが⼼配な場合や

、画⾯を他⼈に⾒られたくない場合は、セキュリティ設定を調整することができます。 

セキュリティ設定にアクセスするには、コンピュータのメニューバーまたはタスクバーの Parallels 

Access アイコン  をクリックし、[環境設定] を選択します。次に、[詳細] をクリックして、以

下のいずれかを⾏います。 

• 接続時にコンピュータのユーザー名とパスワードの⼊⼒を要求するように Parallels Access を設

定する：[ユーザ名とパスワードを要求する] をオンにします。 

• Parallels Access の使⽤中にコンピュータ画⾯をロックするように設定する：[リモート作業中

はこのコンピュータをロックする] をオンにします。 

画⾯をロックすると、このコンピュータの周りに⼈がいてもコンピュータで何を⾏っているのか

⾒ることができず、コンピュータを使⽤するためにはパスワードの⼊⼒が必要になります。 

• Parallels Access の接続を解除したときにコンピュータ画⾯をロックするように設定する：[リ

モート作業が終了したらこのコンピュータをロックする] をオンにします。 

作業の終了後は、コンピュータを使⽤するためにパスワードの⼊⼒が必要になります。 
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終了するには 

Parallels Access での作業が完了したら、App Launcher の左上隅で [切断] または > をタップして

、コンピュータと Parallels Access の接続を解除できます。コンピュータのディスプレイが通常の

解像度に戻り、使⽤できるようになります。 

あるいは、モバイル デバイスのホーム ボタンを押して切断することもできます。コンピュータのデ

ィスプレイは数分後に通常の解像度に戻りますが、コンピュータで [切断] をクリックして⼿動で元

に戻すこともできます。 

Parallels Access セッション中やセッション後にコンピュータがロックされるように設定 (p. 30) し

た場合、切断後にコンピュータにローカル アクセスするためにはユーザー名とパスワードが必要に

なります。 
 

ソフトウェアのアップデート 

Parallels Access 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。 

Parallels Access モバイル アプリをアップデートする 

iPad または iPhone 版 Parallels Access アプリのアップデートを確認するには、App Store を開い

て [アップデート] をタップします。 

Android 版 Parallels Access アプリのアップデートを確認するには、Google Play Store を開いて

左上隅の [Play ストア] をタップし、[マイアプリ] をタップします。 
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コンピュータで Parallels Access agent をアップデートする 

デフォルトでコンピュータの Parallels Access agent は、新しいソフトウェア アップデートを定期

的に⾃動確認してインストールするように構成されています。アップデートがインストールされる

と、Parallels Access から必ず通知があります。 

アップデートを⼿動で確認するには、コンピュータのメニューバーまたはタスクバーの Parallels 

Access アイコン  をクリックし、[更新をチェック] を選択します。 

ソフトウェア アップデートの設定を変更するには、コンピュータのメニューバーまたはタスクバー

の Parallels Access アイコン  をクリックし、[環境設定] を選択します。次に、[詳細] をクリッ

クして、以下のいずれかを⾏います。 

• Parallels Access agent でアップデートを⾃動確認するかどうかを設定するには、[アップデー

トを⾃動確認する] をオン/オフにします。 

• アップデートを⾃動的にダウンロードしてインストールするように設定するには、[新しいアッ

プデートをバックグラウンドでダウンロードする] をオンにします。 
 

Parallels Access からコンピュータを削除する 

Parallels Access で使⽤しないコンピュータがある場合、Parallels Access からこのコンピュータを

削除すると、アプリに表⽰されなくなります。 

1 削除したいコンピュータで、メニューバーまたはタスクバーの Parallels Access アイコン  

をクリックし、[環境設定] を選択します。 

2 コンピュータがアクセス可能であることを⽰す緑⾊のライトが点灯している場合、[Access をオ

フにする] をクリックします。 

3 https://access.parallels.com を開き、必要に応じてアカウントにサインインします。 

4 [コンピュータ] をクリックし、削除したいコンピュータの横のゴミ箱アイコンをクリックしま

す。 
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コンピュータの名前を変更する 

1 また、Web ポータルで、Parallels Access に登録されたコンピュータの名前をいつでも変更す

ることができます。⼿順は次のとおりです。 

2 https://access.parallels.com を開き、必要に応じてアカウントにサインインします。 

3 [コンピュータ] をクリックし、コンピュータ名の上にマウスを動かして、表⽰される鉛筆アイ

コンをクリックします。 

4 名前を変更します。 

次に Parallels Access を開くと、このコンピュータは新しい名前で表⽰されます。 

 



 

 

Parallels Access をコンピュータに接続する際に問題が発⽣した場合、以下を試みてください。 

• モバイル デバイスとコンピュータが起動しており、インターネットに接続されていることを確

認します。 

• コンピュータがスリープ モード (p. 26) でないことを確認します。 

• モバイル デバイスで Parallels Access にサインインしていることを確認します。画⾯下部の [

サインイン] をタップします。 

• コンピュータで Parallels Access agent にサインインしていることを確認します。コンピュータ

のメニュー バーまたはタスク バーで Parallels Access アイコン  をクリックし、[サインイン

] を選択します。 

Parallels アカウントをお持ちでない場合は、モバイル デバイスで Parallels Access を使⽤して

登録できます。 

• コンピュータの Parallels Access agent がアクセス可能に設定されていることを確認します。必

要な場合は [Access をオンにする] をクリックします。コンピュータがアクセス可能になると、

ライトが緑になります。 

第  4  章  

トラブルシューティング 
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• まだ接続できない場合、コンピュータとモバイル デバイスを再起動してから、もう⼀度接続を

試みます。 

この章の内容 

フィードバック送信、問題報告、またはサポートのリクエスト ........................... 35 

 
 

フィードバック送信、問題報告、またはサポートの

リクエスト 

Parallels Access の品質向上のために、Parallels までフィードバックや問題報告を送信することが

できます。お客様からのフィードバックはとても重要です。Parallels Access をお使いになったご感

想をぜひお聞かせください。また、問題が発⽣したときにサポートをリクエストすることもできま

す。 

コンピュータから問題報告を作成し、サポートをリクエストするには： 
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1 コンピュータのメニュー バーまたはタスク バーで Parallels Access アイコン  をクリックし

、[問題の報告] を選択します。 

2 問題の概要と、問題発⽣時に実⾏していた操作について記述します。 

3 名前とメールアドレスを⼊⼒し、[レポートの送信] をクリックします。 

4 問題報告 ID 番号が表⽰されます。テキスト ファイルにこの番号をコピーしておくか、書き留め

ておきます。 

5 サポートのリクエストは、parallels.com/jp/support から⾏います。 

モバイル デバイスで問題報告の作成、サポートのリクエスト、またはフィードバックの送信を⾏う

には： 

1 デバイスで Parallels Access を開き、右側のツールバーで  をタップし、[フィードバック] を

タップします。 

2 次のいずれかを実⾏します。 

• [フィードバックを送る] をタップして Parallels Access を評価し、ご提案やご意⾒を送信す

る。 

• [サポート リクエスト] をタップして Parallels サポート サイトを開き、ヘルプを依頼する。 

• [問題の報告] をタップして、発⽣している問題の説明や、問題発⽣時に⾏っていた作業を記

述する。 

Parallels 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、サポート リクエストを

いただいた場合を除き、個別対応はしておりません。 

 


