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Parallels Access を使用すれば、Mac と Windows 

のすべてのアプリケーションとファイルに対し、 iPad、iPhone、Android 

デバイス、または別のコンピュータからリモートでアクセスすることが可能になります。 

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。 

 

また、コンピュータからファイルをデバイスに保存して操作したり、コンピュータからのファ

イルを他の人と共有したり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。 

章  1  

Parallels Access へようこそ 
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Parallels Access へようこそ 

 

この章の内容 

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

Parallels Access をセットアップする .................................... 7 
 
 

必要なもの 

Parallels Access 

では、次の対象に接続し、そのマシン上のアプリケーションを使用することができます。 

• macOS 10.10 以降を搭載した Mac 

• Windows 7 以降を搭載した PC または仮想マシン 

スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access 

を使用するには、次のいずれかが必要です。 

• iOS 9 以降を搭載した、iPad（第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代）、iPad Air、iPad 

Pro または iPad mini 

• iOS 9 以降を搭載した iPhone（4s 以降） 

• Android 4.0 以降を搭載したスマートフォンまたはタブレット 

お使いのコンピュータに別のコンピュータからアクセスするために Parallels Access 

を使用する場合、アクセス元のコンピュータで次のいずれかが必要です。 

• 次のいずれかが搭載された Mac： 

• Safari 6 以降 

• Chrome 14 以降 

• Firefox 6 以降 

• Opera 12.10 以降 

• 次のいずれかが搭載された Windows PC： 

• Internet Explorer 10 以降 

• Chrome 14 以降 

• Firefox 6 以降 

• Opera 12.10 以降 

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。 
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Parallels Access へようこそ 

 

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 接続先のコンピューターで access.parallels.com に移動し、Parallels 

アカウントにサインインします。 

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新規登録します。あるい

は Facebook アカウントや Google アカウントでサインインすることもできます。 

2 [ダウンロード] をクリックし、コンピューターに 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。 

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。 

3 常にリモートからコンピューターとファイルにアクセスできるようにしたい場合は、スリー

プモードにならないように設定します（p. 36）。 

4 スマートフォンまたはタブレットから Parallels Access 

にアクセスしたい場合、次の手順を実行してください。 

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。 

5 2 台目のコンピューターから Parallels Access を使用する場合は、access.parallels.com 

に移動し、Parallels アカウントにサインインします。 

 



 

 

このセクションでは、スマートフォンまたはタブレットでコンピュータにアクセスし 

Parallels Access の各機能を使用する方法を詳しく説明します。 

この章の内容 

使い始める ............................................................. 8 

アプリの整理、アプリを開く ............................................. 11 

アプリを表示する ....................................................... 13 

クリック、ドラッグ、スクロールして選択する ............................. 17 

キーボードを使う ....................................................... 20 

複数のアプリを同時に表示する ........................................... 21 

どのデバイスでサウンドを再生するかを設定する ........................... 22 

ファイルを管理/共有する ................................................ 23 

ゲームモード ........................................................... 33 

マウスモード ........................................................... 35 

コンピューターにリモートからアクセスする ............................... 36 

セキュリティ ........................................................... 38 
 
 

使い始める 

Parallels Access 

のセットアップが終了したら、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

るようにするために次の手順を実行してください。 

1 コンピューターで 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] フォルダー。Windows の場合、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 

サーバーへの登録を自動的に行います。 

章  2  

スマートフォンまたはタブレットで 

Parallels Access を使用する 
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スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を使用する 

 

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

 

3 新しい Parallels アカウントにサインインします。 

このデバイスを使用してサインインするのが初めての場合、デバイスを確認するためのリン

クが記載されたメールが送信されます。メールを開き、リンクをクリックします。 

 

その後で Parallels Access に戻り、[確認済み] をタップします。 
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スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を使用する 

 

Parallels Access 

にサインインしているすべてのコンピューター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。 

4 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. 

49) を参照してください。 
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スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を使用する 

 

アプリの整理、アプリを開く 

Parallels Access で初めてスマートフォンまたはタブレットをコンピューターに接続した場合 

、App Launcher 

が開き、接続したコンピューターのいくつかのアプリケーションが表示されます。 

 

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：右上隅のメニューボタン（...）をタップし、[App Launcher にアイテムを追加] 

をタップします。 

iPhone：左下の + をタップします。 

Android：右上隅のメニューボタン（...）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。 

コンピューター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： 
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スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を使用する 

 

iPad/iPhone：アプリが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

所まで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 

をタップして削除します。 

Android：アプリのアイコンをしばらく押し続け、別の場所までドラッグして移動するか、

画面上部の [削除] までドラッグして削除します。  

アプリを一度に手早く削除することもできます。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] 

をタップして削除したいアプリの横のチェックボックスをオフにしてください。 

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。 

 



13 

 

スマートフォンまたはタブレットで 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 

Parallels Access 

はユーザーのデバイス使用動向に適応します。そのため、アプリを希望する形で表示できます

。 

横方向および縦方向 

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。

デバイスを横/縦のどちらの向きで持っていてもアプリを表示できます。 
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スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を使用する 

 

アプリを横方向に表示する：タブレットまたはスマートフォンどちらの場合でも、アプリケー

ション ウィンドウはディスプレイの全画面を使用するよう設定されています。 

 

アプリを縦方向に表示する：iPhone または Android 

携帯の場合、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の左端や右端を見る

ことができます。 
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スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を使用する 

 

iPad または Android 

タブレットの場合、アプリ全体が中央に横方向に表示されます。上部と下部には黒いバーが表

示されます。 

アプリやウィンドウ間で切り替える 

アプリ間やウィンドウ間の切り替え、またウィンドウの起動/終了も簡単に操作できます。 

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。 
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スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を使用する 

 

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。アプリの単一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、ウィンドウの左上にある X をタップします。 

ツールバーを移動する、隠す 

ツールバーには重要なシステム機能が含まれており、必要な場合にいつでもアクセスできます

。またツールバーは状況に応じて移動したり非表示にしたりすることもできます。 

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 

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。 

ディスプレイを調整する 

倍率、解像度、画像の品質は好みに合わせて調整できます。 

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。 

注: 

トラックパッドや感圧スクリーンを介したコンテンツのサイズ変更をサポートするアプリ（Microsof

t Word 

など）の場合、限界までズームイン/アウトした後もズームしようとすると、アプリ内のコンテンツ

がサイズ変更されます。 

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。 

• [デバイスに最適]：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。 
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スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を使用する 

 

• 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。 

注: Parallels Access を使用するときは、コンピューターの画面解像度が iPad 

に合わせて変わります。画面の解像度は、Parallels Access 

をコンピュータから接続解除した時点で、あるいは iPad、iPhone、Android デバイスのホーム 

ボタンを押して数分すると元に戻ります。 

より高品質の画像を常に表示する：Parallels Access 

では、ネットワーク速度が遅い場合にはデフォルト設定により画像の再現性が調整されること

があります。常に高品質の画像を表示するよう設定するには、右側のツールバーで  

をタップし、[デスクトップの解像度] をタップして [高品質の画像] をオンにします。 

フルスクリーンモードの終了：多くの macOS 

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。 

 
 

クリック、ドラッグ、スクロールして選択する 

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。 
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スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を使用する 

 

より正確にクリックする：この方法では、希望の場所を毎回正確にクリックできます。小さい

ボタンなど、クリックしたいアイテムの近くを長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。 

 

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。P

arallels 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長押しして、拡大鏡が表示された後も、そのまま押し続けます。

拡大鏡の周囲を青いラインが一周し、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長押しして、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 

ボタンを長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、メニュー名を長押しし

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。 

より正確にダブルクリックする：  

1 クリックしたいアイテムの近くを長押しして拡大鏡を表示します。 

2 アイテムの上にポインタの中心を合わせ、押し続けたままで画面の別の場所を別の 2 本の

指でタップしてショートカット メニューを開きます。 

3 選びたいメニュー アイテムまでポインタをドラッグしてリリースすると、このアイテムを

クリックできます。 

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。 
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スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access を使用する 

 

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。 

• テキストを長押しして、拡大鏡が表示されたらそのまま押し続けます。拡大鏡の周囲を青い

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。 

 

 

• テキストを長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。テキストを長押しして、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/アウトしたり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。矢印ポインター  

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。 
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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。  

テキストを選択する：親指で  

を長押ししながら、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  

を長押ししながら、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、ポインター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、ディスプレイを長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。 
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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。 

 

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。 
 

どのデバイスでサウンドを再生するかを設定す

る 

デバイスとリモート 

コンピュータのどちらでサウンドを再生するか、あるいは消音にするかを設定できます。 

どのデバイスでサウンドを再生するかを設定する：右上隅のメニューボタン（...）をタップし

、[設定] をタップします。[一般] セクションで、[サウンド] 

をタップして、[モバイルデバイスで再生]、[コンピューターで再生]、または [消音] 

のいずれかを選択します。 
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ファイルを管理/共有する 

Parallels Access では ファイルマネージャー 

と呼ばれるネイティブモバイルインターフェイスを使用して、コンピューターのファイルシス

テムを容易に参照しファイルを操作することができます。 

ファイルは Parallels Access を使用してデスクトップ 

アプリで開くことも、お使いのデバイスのモバイル 

アプリで開くこともできます。ファイルは移動、削除、名前変更したり、デバイスにローカル

保存したりクラウドで操作したりすることができます。またコンピュータからファイルをイン

ポートしてローカル保存し、後に別のコンピュータに接続してそのコンピュータ上のアプリで

そのファイルを開くなど、ほかにも多くのファイル操作が可能です。 

さらに、ファイルへのカスタム 

リンクを送信することで、同僚や友人とも簡単にファイルを共有できます。 

ファイルマネージャを開く： コンピューターの一覧 画面の上部、App 

Launcher、またはツールバー内のいずれかをタップ

します。ファイルマネージャーが開きます。 

 

ファイルマネージャからは次のファイルにアクセスできます： 
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• 任意のコンピュータから Parallels Access に加えたファイル 

(該当のコンピュータがオンラインになっていてアクセスが可能な場合)。 

• お使いのデバイスに保存されているファイル。 

• Dropbox、OneDrive、Google Drive 

などのサービスでクラウド保存されているファイル（クラウドサービスに登録してある場合

）。 

ファイルを検索する：  をタップします。 
 

ファイルを開く 

コンピューターに保存されているファイルを開く：コンピュータに保存されているファイルに

移動し、そのファイルをタップします。大抵の場合、ドキュメントのプレビューが表示されま

す。その下に、そのコンピュータで該当のファイルを開くことができるアプリケーションの一

覧が表示されます。使用したいアプリケーションをタップします。 

 

別の場所に保存されているファイルを開く 

(デバイス、クラウド、別のコンピュータなど)：ファイルを開こうとしているリモート 

コンピュータ上に存在しないファイルを開くには、まず該当のファイルをリモート 

コンピュータにコピーまたは移動し、それから開く必要があります。 

1 目的のファイルに移動し、そのファイルをタップします。 
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デバイス、クラウド、または別のコンピューターに保存されているファイルを検索するには

、  

をタップし（スマートフォンの場合）、コンピューター名の横の戻る矢印をタップします。 

 

2 そのファイルを開くために使用するコンピューターに、ファイルを移動またはコピーします

。それには、メニューアイコン（ ）をタップした後に次のいずれかを実行します。 

• [移動] 

をタップします。ファイルはコンピューターに移動されます。元の場所にファイルは残

りません。 

• [コピー] 

をタップします。ファイルはコンピューターにコピーされ、元の場所のファイルもその

まま残ります。 

3 ファイルの移動/コピー先までナビゲートします。次に [貼り付け] をタップします。 

4 貼り付けたファイルをタップします。アプリケーションの一覧がその下に表示されます。フ

ァイルを起動させたいアプリケーションをタップします。 

別のモバイル アプリからのファイルを開く：Parallels Access では別のモバイル 

アプリからのファイルを開くこともできます。たとえば Microsoft Excel 

ファイルが添付された電子メールを受信した場合、リモート コンピュータに Excel 

がインストールされていれば、そのコンピュータの Excel でファイルを開くことができます。 

まず該当のファイルを Parallels Access にコピーし、次にそのファイルをリモート 

コンピュータにコピーあるいは移動してから、ファイルの起動に使用するデスクトップ 

アプリを選びます。 

1 別のモバイルアプリで該当のファイルを選択し、共有アイコン（iPone または iPad の 

）を選択した後に [Parallels Access] をタップします。Parallels Access 

が表示されていない場合は、[プログラムから開く] 

をタップして一覧をスクロールすると見つかります。 

ファイルが Parallels Access から [ローカルファイル] にコピーされます。 
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2 ファイルをタップして、メニューアイコン（

）をタップした後に次のいずれかを実行します。 

• [移動] をタップします。ファイルはコンピューターに移動されます。Parallels Access 

にファイルは残りません。 

• [コピー] をタップします。ファイルはコンピューターにコピーされ、Parallels Access 

のファイルも残ります。 

3 ファイルのコピー/移動先までナビゲートします。次に [貼り付け] をタップします。 

4 貼り付けたファイルをタップし、ファイルを起動させたいアプリをタップします。 

別のモバイル アプリでファイルを開く：対応するモバイル 

アプリがお使いのデバイスにあれば、ファイル 

マネージャから任意のファイルを開くことができます。 

1 ファイルをタップし、メニューアイコン（ ）をタップします。 

2 [共有] をタップし、アプリを選びます。[このアプリケーションで開く] 

をまずタップする必要がある場合があります。 

 

iCloud にファイルをエクスポートする：iPhone または iPad で iOS 8 

以降を使用していれば、ファイルを iCloud にエクスポートできます。iPhone または iPad 

にローカル保存されているファイルをタップし、[エクスポート] をタップして iCloud 

フォルダーまでナビゲートします。 
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OS X Yosemite 以降を使用している場合、他の iCloud アプリを介して、または Finder 

を介してファイルにアクセスできます。 

ヒント：この方法は、Dropbox や Google Drive などの他のクラウド 

サービスにファイルを移す場合にも使用できます。[エクスポート]、[場所] 

の順にタップし、該当のサードパーティクラウドサービスを選択します。 

 

ファイルを移動/整理する 

ファイルをコピーして貼り付ける：ファイルをタップし、メニューアイコン（

）をタップして、[コピー] 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。 

ファイルをデバイスに保存する：デバイスに手早くファイルをコピーするには、ファイルをタ

ップし、[オフラインで使用する] をタップします。  

ファイルはこれでデバイスに保存されるので、以降、接続した任意のコンピュータから、ある

いはデバイス上の対応のアプリを使用してファイルを開くことができます。コピー元の場所の

ファイルはそのまま残ります。 

また、次の方法で、ファイルをデバイスにコピーする替わりにデバイスに移動することもでき

ます。 

ファイルを移動する：ファイルをタップし、メニューアイコン（ ）をタップして、[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。 
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また、ファイルを長押ししてフォルダにドラッグする方法でもファイルを移動できます。 

 

ファイルを削除する：ファイルをタップし、メニューアイコン（ ）をタップして、[削除] 

をタップします。次に、[はい] をタップして確認します。 

ヒント：ファイルの削除、移動、コピーと貼り付けの操作は、一度に複数のファイルを対象に実行で

きます。選択アイコン（iPad および iPhone の ）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、サイドバーで目的の操作を表すアイコンをタップします。 
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ファイルの名前を変更する：ファイルをタップし、メニューアイコン（

）をタップして、[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。 

新しいフォルダを作成する：  をタップします。 

ファイルを並び替える：  

1 次のいずれかを実行します。 

• iPad または iPhone では、下にスワイプしてツールバーを表示します。 

 

• Android プラットフォームの携帯またはタブレットの場合は、メニューアイコン（

）をタップして [並べ替え] をタップします。 

2 目的に応じて [名前]、[日付]、または [サイズ]（Android では 

[変更日]）をタップし、ファイルを並べ替えます。 

iPhone または iPad 

では、アイテムをもう一度タップすると昇順と降順の間で切り替わります。 

iPad で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。 
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ファイルを共有する 

Parallels Access 

にアクセスできるコンピュータであれば、ファイルを友人や同僚と共有できます。共有したい

ファイルを選択すると、そのファイルへのリンクが生成されてクリップボードにコピーされま

す。このリンクは誰にでも送信できます。受信者は、あなたのコンピュータがオンラインにな

っていてアクセス可能である限り (つまり Parallels Access agent 

が稼動していてコンピュータにアクセスできる状態なら)、そのファイルをいつでもダウンロー

ドできます。 

ファイルの共有はモバイル デバイス、コンピュータのどちらからでも提案できます。 

コンピュータから共有する 

コンピュータから共有を提案した場合は、ファイルの共有に対する制限も設定できます。 

1 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、[ファイルの共有] を選択します。 

2 [新しいファイルを共有] をクリックし、共有したいファイルを選びます。 

3 必要に応じて設定を調整します。 

 

その方法は、以下のとおりです。 
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• ファイルの説明を入力します。受信者がファイルへのリンクをクリックしたときにこの

説明が表示されます。受信者はファイルの概要を確認してからダウンロードできます。 

• ファイルの有効期間を設定します。1 時間から 1 年の間で設定できます。 

• セキュリティを強化するためパスワードを設定することもできます。必要に応じて設定

してください 

(任意操作)。パスワードを設定した場合にはファイルの受信者にも必ず知らせてくださ

い。 

4 [共有] 

をクリックします。ダウンロードリンクが自動的にクリップボードにコピーされます。 

5 Command-V または Control-V のキー操作でメッセージ (電子メール、テキスト 

メッセージなど) にリンクを貼り付け、このファイルを共有したい相手に送信します。 

設定変更、ダウンロード 

リンクの再コピー、またはファイル共有の停止：ファイルの共有を可能にしたあとは、別の相

手にリンクを送信するためにリンクを再度コピーしたり設定を調整したりできるほか、共有を

停止することもできます。 

1 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、[ファイルの共有] を選択します。  

2 共有中のファイルにマウスポインターを合わせ、使用可能なオプションを表示します。 

 

3 次のいずれかを実行します。 

• リンクをもう一度クリップボードにコピーする：  をクリックします。 

• ダウンロード設定を調整する：  をクリックします。 

• ファイルの共有を停止する：X アイコンをクリックします。 

モバイル デバイスを使用して共有する 

モバイル デバイスを使用してファイルを共有するシナリオでは、リモート 

コンピュータに保存されているファイルを共有する形になります。 

1 ファイル マネージャでリモート コンピュータ上のファイルにナビゲートします。 

2  をタップし、[Parallels Access を使用して共有] をクリックします。 
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iPad または iPhone 

では、ダウンロードリンクは自動的にクリップボードにコピーされます。メッセージ 

(電子メール、テキスト メッセージなど) 

にリンクを貼り付け、このファイルを共有したい相手に送信します。 

Android デバイスの場合、[リンクをコピー] 

をクリックしてリンクをクリップボードにコピーしてからメッセージに貼り付けます。ある

いは、[リンクを共有] 

をクリックし、表示される共有方法からいずれかを選択することもできます。 

ファイルの共有を停止する：ファイルをタップして、  

をタップし、[ファイルの共有を停止] をタップします。 

別の相手に送信するためにリンクをもう一度コピーする：ファイルをタップして、  

をタップし、[リンクをコピー] をタップします。 

重要：ファイル共有のためには、該当のコンピュータがオンになっており Parallels Access 

を介してアクセスできる状態でなければなりません。 

 

クラウドサービスに登録する 

OneDrive や Google Drive (iPad または iPhone)、または Dropbox (任意のデバイス) 

のようなサードパーティ クラウド 

サービスでファイルを操作するには、デバイスで事前にサービス登録を済ませておく必要があ

ります。 

1 次のいずれかを実行します。 

• [コンピューター] 画面で  をタップします。 
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• リモートコンピューターに接続されている場合は、  

をタップ（スマートフォンを使用している場合）してコンピューター名の横にある戻る

矢印をタップします。 

 

2 [サービスを追加]（iPad または iPhone）あるいは [クラウドサービスを追加]（Android 

デバイス）をタップして、クラウドサービスを選択し、画面の指示に従います。 
 

ゲームモード 

iPad 

をお使いの場合、ビデオゲームをプレイしやすくするためのカスタムコントロールを使用でき

ます。異なるゲーム ジャンルに合わせていくつかのゲーム 

コントロール構成がプリセットされています。これらのコントロールはカスタマイズすること

もできます。 

ゲームモードをオンにする： 

1 リモートコンピューターに接続してアプリを開いたら、右側のツールバーで  

をタップし、右にスワイプして [ゲームモード] をタップします。 

ゲームコントロールが画面に重なって表示されます。 

2 プリセットされた構成の中から、プレイするゲームの種類に応じて適切な構成を選びます。

RPG、Strategy、Dungeon Crawler、Shooters、Racing から選択できます。 
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コントロールには次のいくつかの種類があります。 

• ボタン：任意のキー、マウス ボタン、キーの組み合わせ、またはマウス 

ボタンを表す、正方形または長方形のコントロールです。デフォルト設定により、ボタンに

はキーボード ラベルがついています。LM はマウスの左ボタン、RM 

はマウスの右ボタンを表し、LShift は左の Shift ボタン、RShift は右の Shift 

ボタンを表します。 

 

• ジョイスティック：異なる方向を参照したり別の方向に移動したりする目的で主に使用する

円形のコントロールです。簡単な 4 ポジションまたは 8 

ポジションのジョイスティック、アナログ ジョイスティック (新式のコンソール 

コントローラーでサムスティックをシミュレートできます) およびマウス 

ジョイスティック (マウスの動作をシミュレートできます) があります。 

 

• D パッド：ゲーム コンソールのコントロールの D 

パッドのように、各ポイントにボタンがついている 4 方向式の方向制御です。 

 

コントロールをカスタマイズする：ゲーム 

コントロールは追加、展開、構成、移動、または削除できます。お気に入りのゲームに最も適

する構成が見つかるまで、いろいろ試してみてください。 

ゲームモードで [編集] をタップし（[編集] のオプションがない場合にはまず  

をタップします）、次のいずれかを実行します。 

• 新しいプリセットを作成する：既存のプリセット構成を変更したくない場合は、プリセット

をコピーしテンプレートとして使用することもできます。コピーしたいプリセットを選んで 

 をタップし、新しいプリセットに名前をつけて、[作成] をタップします。 

• コントロールの位置を変える：移動したい個所までコントロールをドラッグします。 

• ボタンを拡大/縮小する：ボタン右下のハンドルをドラッグします。 

• コントロールを削除する：コントロール左上の「X」をタップします。 
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• コントロールを追加する：ディスプレイ上部にある「+」 

を押し、コントロールの種類を選択してからコントロールを構成します (下記を参照)。 

• ボタンを構成する：ボタンをタップするか、新しいボタンを追加します。ラベルを入力しま

す。ボタンをタップしたときにトリガーしたいキーの数またはマウス 

ボタンの数を入力します。 

• 4 または 8 

ポジションのジョイスティックを構成する：ジョイスティックをタップするか、新しいジョ

イスティックを追加します。方向をタップし、スティックをこの方向に動かしたときにトリ

ガーしたいキーを入力します。 

• マウス ジョイスティックを構成する：マウス 

ジョイスティックをタップするか、新しいものを追加します。X 軸、Y 

軸、およびカメラ速度の感度設定を調整します。[関連イベントを送信]（カーソルをセンタ

ーにおいたシューターのようなゲームに便利です）をオンまたはオフにします。コントロー

ルの具合が丁度良くなるまで、これらの設定を試してください。 

• ポインタを表示するかどうかを設定する：  をタップし、[ポインターを表示] 

をオンまたはオフにします。 

• コントロールの透明度を設定する：  をタップし、[不透明度をコントロール] 

するためのスライダーを左右に動かして調整します。 

• プリセットされた構成を削除する：ゴミ箱アイコンをタップし、次にプリセット削除の確認

を求めるプロンプトを承認します。 
 

マウスモード 

リモートコンピューターに接続したら、リモートアプリでの作業に使用するマウスの種類を選

択できます。 をタップし、右にスワイプして [マウスモード] 

をタップします。次のいずれかを選択できます。 

• [タッチモード]。このモードを使用する場合、画面にマウスポインターは表示されません。 

左クリックの動作を行うには、指 1 本で画面をタップします。 

右クリックの動作を行うには、指 2 本で画面をタップします。 

虫眼鏡（小さいものを見るのに役に立ちます）を表示するには、指 1 

本で画面をタップし、しばらくホールドします。 

• [Dumbo マウス]。このモードを選択した場合、2 

つのボタンのある仮想マウスとポインターが画面に表示されます。 

マウスポインターを移動するには、指 1 本でマウスをドラッグします。 

左または右クリックの動作を行うには、マウスボタンを使用します。 
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• [ポインター]。このモードを使用する場合、マウスポインターと 2 

つのボタン（左クリックと右クリック用）が画面に表示されます。 

マウスポインターを移動するには、指 1 

本で画面をタップして動かすとそれに合わせてポインターが移動します。 

左または右クリックの動作を行うには、画面下部のボタンを使用します。または、左クリッ

クには指 1 本で画面をタップし、右クリックには指 2 本で画面をタップします。 

虫眼鏡（小さいものを見るのに役に立ちます）を表示するには、指 1 

本で画面をタップし、しばらくホールドします。 
 

コンピューターにリモートからアクセスする 

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。  

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 

以降では、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。 
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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。 

 

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 [電源アダプターに接続中に 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。 
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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。このためには、次の操作を実行します。 

1 [コントロールパネル] > [ネットワークアダプター] > <LAN アダプター> > [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ー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 

• 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、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、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。 

 

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。 
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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、コンピューター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。  [ユーザー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

ューターをロックする] 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。 
 

リモートアクセスの対象のコンピューターで Parallels Access 

をセットアップすると、このコンピューターを別のコンピューター上の Web 

ブラウザーから制御できるようになります。 

コンピュータにリモート アクセスする： 

1 アクセス対象のコンピュータを離れる前に、Parallels Access agent 

が稼動しており、サインインされた状態であることを確認してください。 

デフォルでは Parallels Access agent は連続稼動するよう設定されています。 

コンピューターを別のコンピューターか

ら操作する 
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2 access.parallels.com を開き、まだログインしていない場合には Parallels 

アカウントにログインします。 

3 アクセスしたいコンピュータをクリックします。 

4 コンピュータにサインインします。 

 

これで目的のコンピュータにリモート アクセスできます。 

注: リモートでコンピューターにアクセスするにはサポートされている Web ブラウザー（p. 

6）を使用する必要があります。 

解像度を設定する：デスクトップ全体がブラウザ 

ウィンドウに収まるよう画面倍率を調整したり、フル解像度で表示するよう調整したりするこ

とができます。  または 

（右側のツールバー内）をクリックすると、倍率調整ビューとフル解像度ビューの間で切り替

えられます。 

パン：フル解像度に設定されている場合、ブラウザ ウィンドウがリモート 

コンピュータ画面のサイズより小さいと、画面全体を一度に閲覧することはできません。その

場合、マウスポインタをウィンドウの端に移動することで、画面をパンできます。 
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ローカル コンピュータからリモート 

コンピュータにテキストをコピーする：ローカルコンピューターで通常どおりにテキストをコ

ピーし、ブラウザー右側のツールバーで  

をクリックして、テキストフィールドが表示されたら該当のテキストをそのフィールドに貼り

付けます。次に、貼り付けたい個所に挿入ポイントを当て、Command+V（Mac）あるいは 

Ctrl+V（Windows PC）を押します。 

リモート コンピュータからローカル 

コンピュータにテキストをコピーする：リモートコンピューターからテキストを選択してコピ

ーし、Command+V（Mac）または Ctrl+V（Windows PC）を押した後、右側のツールバーで  

をクリックします。該当のテキストが表示されたらそれをもう一度選択してコピーし、その後

、通常の方法でローカル コンピュータに貼り付けます。 

キーの組み合わせを入力する場合：Windows で使用するキーの組み合わせの中には (「Ctrl + 

Alt + 

Delete」など)、リモートでは同じ組み合わせを使用できないものがあります。これらの組み合

わせを使用したい場合は、ツールバーの  

をクリックします。使用可能なキーの組み合わせが表示されます。該当の組み合わせをクリッ

クします。 

ヒント：中にはいつものようにそのまま使用できる組み合わせもあり、これらも、キーの組み合わせ

のメニューに含まれています。  

をクリックすると、使用可能なキーの組み合わせを参照できます。 

 



 

 

この章では、Parallels Access 

の設定の詳細について説明します。この設定を開くには、右上隅のメニューボタン（...）をタ

ップし、[設定] をタップします。 
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プライバシー 

このセクションでは、プライバシー関連の設定を編集できます。 

注: このセクションは、iOS 専用です。 

• [マイク]。このオプションを使用して、Parallels Access が iOS 

デバイスでマイクにアクセスできるかどうかを指定します。 

• Background App Refresh 

[バックグラウンドアプリの更新]。このオプションを使用して、Parallels Access 

がバックグラウンドで動作することが許可されるかどうかを指定します。 
 

ご自分のアカウント 

ご自分のアカウントをタップして、サブスクリプションに関する情報を取得、必要な場合にサ

ブスクリプションを延長、またはサインアウトします。 

注: このセクションは、iOS 専用です。 

章  3  

Parallels Access の設定 
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一般 

[一般] セクションでは、次の各設定を変更できます。 

• [自動ロックを無効化]。  

• [キーボードを自動表示]。このオプションがオンのとき、テキストフィールドをタップする

たびにキーボードが自動的に表示されます。 

• [Parallels Desktop Retina モード]。  

注: このセクションは、iOS 専用です。 

• [サインイン状態を維持する]。  

• [サウンド]。このオプションを使用して、デバイスとリモートコンピューターのどちらでサ

ウンドを再生するか、あるいは消音にするかを設定できます。 

• [バックグラウンドで実行]。Parallels Access 

で作業をした後に別のアプリケーションに切り替えたとき、iOS 

により非アクティブなアプリがサスペンドされ、リモートコンピューターへの接続が失われ

ます。Parallels Access 

がバックグラウンドで動作することを許可するには、このオプションを有効にします。 
 

ユーザー入力 

[ユーザー入力] セクションでは、次の各設定を変更できます。 

注: このセクションは、iOS 専用です。 

• [Swiftpoint GT Mouse を使う]。Swiftpoint GT 

マウスを使用して作業するには、このオプションを有効にします。このマウスを Bluetooth 

経由で iOS 

デバイスに接続する必要があり、接続が確立されるとマウスは自動的に接続し、使用できる

ようになります。 
 

セキュリティ 

[セキュリティ] セクションでは、次の各設定を変更できます。 

• [Touch ID]（または [Face ID]）およびパスコード。（Android 

デバイスを使用している場合は、[指紋認証および PIN コード]。） 
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このフィールドをタップして、パスコードと Touch ID/Face ID（Android 

デバイスを使用している場合は PIN コードと指紋認証）で、不正なアクセスから 

Parallels Access を保護するかどうかを選択します。 

注意: 

1.ご使用の iOS デバイスが Touch ID または Face ID 

をサポートしていない場合、パスコードのみを指定できます。 

2.ご使用の Android デバイスが指紋認証をサポートしていない場合、PIN 

コードのみを指定できます。 
 

カスタマーエクスペリエンスプログラム 

[カスタマーエクスペリエンスプログラム] セクションでは、次の各設定を変更できます。 

• [統計を報告する]。カスタマーエクスペリエンスプログラムへの参加に同意する場合は、こ

のオプションをオンにします。Parallels 

は、製品の品質改善のために統計情報を収集します。個人データは収集されません。 
 

トラブルシューティング 

[トラブルシューティング] セクションでは、次の各設定を変更できます。 

• [詳細ログメッセージを使用する]。Parallels Access で問題が発生し、Parallels 

に技術データを送信する（p. 

50）ことを決定した場合、データを送信する前に、[詳細ログメッセージを使用する] 

を選択します。Parallels 

が詳細なログファイルを受信すると問題の修正にかかる時間が短縮されます。このオプショ

ンを常に有効にしておくことは推奨されません。Parallels Access 

の動作が遅くなる可能性があります。 
 

Parallels Access の概要 

[Parallels Access について] セクションでは、次の情報を取得できます。 

• [バージョン]。このフィールドでは、Parallels Access のバージョンを確認できます。 

• [カスタマーエクスペリエンスプログラム]。カスタマーエクスペリエンスプログラムの詳細

については、このフィールドをタップします。 

• [著作権情報]。著作権情報を表示するには、このフィールドをタップします。 
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• [テクニカルサポート]。テクニカルサポートを利用する方法を確認するには、このフィール

ドをタップします。 

 



 

 

スマートフォンまたはタブレットで Parallels Access での作業が完了したら、App Launcher 

の左上で [切断] または > をタップしてコンピューターと Parallels Access 

の接続を解除できます。コンピューター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. 

38) 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。 

別のコンピューターのブラウザーを通して Parallels Access 

の作業を行っている場合は、ブラウザーのウィンドウを閉じて接続を解除してください。 

この章の内容 

ソフトウェアのアップデート ............................................. 46 

Parallels Access からコンピューターを削除する .......................... 47 
 
 

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 

を開いて左上の [Play ストア] をタップし、[マイアプリ] をタップします。 

章  4  

終了するには 
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終了するには 

 

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 

からコンピューターを削除する 

Parallels Access ではもう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、モバイル アプリもウェブ 

コンソールにも表示されなくなります。 

1 削除したいコンピューターで、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 [コンピューター] 

をクリックし、削除したいコンピューターの横のゴミ箱アイコンをクリックします。 

コンピューターの名前を変更する 

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。このためには、次の操

作を実行します。 
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終了するには 

 

1 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。 

2 [コンピューター] をクリックし、編集したいコンピューター名をクリックします。 

3 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. 36) 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。 

• コンピューターの 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。 

 

• 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。 

章  5  

トラブルシューティング 
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トラブルシューティング 

 

この章の内容 

ヘルプを受ける ......................................................... 50 
 
 

ヘルプを受ける 

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解決策を検索したりサポートをリクエストしたりすることもでき

ます。 

デバイスからヘルプを受ける 

1 デバイスで Parallels Access を開き、コンピュータに接続します。 

2 App Launcher から疑問符のアイコン（?）をタップします。 

3 次のいずれかを実行します。 

• [チュートリアル] をタップし、Parallels Access 

の使い方に関するチュートリアルにアクセスします。初歩的なチュートリアル、ジェス

チャーの使い方、ファイルマネージャーの使い方についてのチュートリアルがあります

。 

• [トラブルシューティング] をタップします。ここでは、Parallels 

ナレッジベースのインデックスから解決策を検索したり、[サポートリクエスト] 

をタップして Parallels にヘルプを要請したりすることができます。 

コンピュータからサポートを要請する 

1 コンピューター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、[技術データを送信する] 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。 

 


