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システム要件 
Mac に Parallels Client をインストールするには、OS X Mountain Lion（バージョン 

10.8）以上が必要です。 

招待メールを使用した Parallels Client 

のインストール 
システム管理者から、OS X 用 Parallels Client のインストールと Parallels Remote 

Application Server 

接続の構成の手順が記載された招待メールが届きます。招待メールには、以下の情報とアクシ

ョンリンクが含まれます。 

• システム管理者からのメッセージ。 

• Mac App Store から OS X 用 Parallels Client 

をダウンロードおよびインストールするためのリンク（Mac 

コンピューターに加えて他のデバイスも使用している場合は他のプラットフォーム用の 

Parallels Client へのリンクも含まれていることがあります）。 

• ユーザーのコンピューター上で Parallels Client 

を自動的に構成するためのリンク。これにより、Parallels Remote Application Server 

に接続できます。 

• Parallels Remote Application Server 接続のプロパティ。この情報を使用して Parallels 

Remote Application Server 

接続を手動で作成できます。推奨される最も簡単な方法はリンクを使用して自動構成するこ

と（上記を参照）ですが、何らかの理由により接続を手動で作成する必要がある場合は、こ

の情報を使用できます。 
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招待メールを使用して OS X 用 Parallels Client 

をインストールするには、次の操作を実行します。 

1 招待メール内の Apple サムネイルをクリックします。ウェブブラウザーに OS X 用 

Parallels Client ページが開きます。 

2 Mac App Store 内のアプリを表示するリンクをクリックし、[取得] > 

[アプリのインストール] をクリックします。 

3 指示に従って、Mac にアプリをインストールします。 

Parallels Remote Application Server 

接続を自動的に作成するには、次の操作を実行します。 

1 システム管理者から届いた招待メールで、[構成] 

セクションを探し、[ダウンロードされたクライアントを自動構成するにはこちらをクリッ

クしてください] リンクをクリックして、指示に従います。 

2 構成が完了すると、OS X 用 Parallels Client が開き、Parallels Remote Application 

Server にログインするよう求められます。 

3 資格情報（ドメインユーザー名とパスワードなど）を入力し、[ログイン] 

をクリックします。 

4 ログインに成功すると、メインの Parallels Client 

ウィンドウが開き、使用可能な公開済みのリソースが表示されます。 

 

注意: システム管理者からの招待メールは届いていないが、Mac に Parallels Client 

をインストールしたい場合は、Mac App Store にアクセスして Parallels Client 

アプリを検索してください。他のアプリと同じように Mac 

にインストールできます。接続を手動で構成する方法については、「新しい接続の追加」 

のセクション（p. 7）を参照してください。 
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新しい接続の追加 
Parallels Client 

では、複数の接続を作成できるため、簡単に別のサーバー接続に切り替えたり、さまざまな接

続プロパティを使用したりできます。 

接続を手動で追加するには、次の操作を実行します。 

1 メインメニューで、[ファイル] > [新しい接続] をクリックします。 

2 作成する接続のタイプを選択します。 

• Parallels Remote Application Server 接続を作成するには、[Remote Application 

Server] をクリックします。このタイプの接続を作成すると、Parallels Remote 

Application Server 

で公開済みのアプリケーション、ドキュメント、またはデスクトップを使用できます。 

第  2  章  
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Mac 用 Parallels Client の使用 
 

• 標準のリモートデスクトップ接続を作成するには、[標準 RDP] 

をクリックします。このタイプの接続を作成すると、標準のリモートデスクトップ接続

を受け入れる任意のリモートコンピューターデスクトップに接続できます。 

 
3 次の画面で、接続プロパティを入力します。 

 
Remote Application Server 

接続を作成するときは、システム管理者がユーザーに、このダイアログボックスで指定する

必要のある接続情報を提供する必要があります。管理者から招待メールを受け取った場合は

、この情報をメッセージの下部で確認できます。次のような情報が表示されます。 
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RAS 接続を手動で構成するには、次の設定を使用します。 
 
サーバー: 192.168.1.102 
ポート: 443 
接続モード: SSL モード 

標準 RDP 接続を作成するときは、接続先のリモートコンピューターの IP 

アドレスまたはホスト名を知っている必要があります。 

4 [サーバー] フィールドに、Parallels Remote Application Server の IP 

アドレスまたはホスト名を入力します（これは、RAS Secure Client Gateway 

が稼働しているサーバーです）。標準 RDP 

接続を作成するときは、リモートコンピューターの IP 

アドレスまたはホスト名を指定します。 

5 [接続モード] ドロップダウンリストは、Remote Application Server 

接続の作成時にのみ有効になります。次のいずれかを選択します。 

• ゲートウェイモード: Parallels Client は RAS Secure Client Gateway 

に接続し、セッション接続は最初に利用可能な接続を介してトンネリングされます。ゲ

ートウェイを介してのみ到達可能で、高レベルのセキュリティを必要としないサーバー

には、このモードが最適です。 

• SSL モード: 

上記のゲートウェイモードと同じですが、暗号化を使用してデータを保護します。 

• ダイレクトモード: Parallels Client 

によって利用可能で最適なターミナルサーバーにアクセスするために最初に RAS Secure 

Client Gateway 

に接続され、次にそのターミナルサーバーに直接接続されます。Parallels Client 

とターミナルサーバーが同一ネットワーク上に存在する場合、これが最も適しています

。 

• ダイレクト SSL モード: 

上記のダイレクトモードと同じですが、暗号化を使用してデータを保護します。 

6 [フレンドリ名前] フィールドでは、この接続のフレンドリ名前を選択して入力します。 

7 [詳細設定] リンクからは、追加の接続プロパティを指定できる [接続プロパティ] 

ダイアログボックスが開きます。詳細については、「RAS 接続の構成」（p. 

10）または「RDP 接続の構成」（p. 22）を参照してください。 

8 [OK] をクリックして、接続を作成します。 
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RAS 接続の構成 
Parallels Remote Application Server 

接続プロパティを変更するには、右クリックして、[接続プロパティ] 

を選択します。以下のサブセクションで、接続プロパティのグループを表示および構成する際

にクリックする各タブについて説明します。 

接続 

 

プライマリ接続の構成 

[接続] タブページでは、1 つのプライマリ接続と 1 

つ以上のセカンダリ接続を定義できます。 



11 
 

Mac 用 Parallels Client の使用 
 

プライマリ接続は、指定した RAS Secure Client Gateway 

を使用して確立されます。プライマリ接続情報を指定するには、次の操作を実行します。 

1 [プライマリ接続] フィールドで、サーバー名または IP アドレスを指定します。 

2 [接続モード] ドロップダウンメニューで、次のオプションのいずれかを選択します。 

• ゲートウェイモード: Parallels Client は RAS Secure Client Gateway 

に接続し、セッション接続は最初に利用可能な接続を介してトンネリングされます。ゲ

ートウェイを介してのみ到達可能で、高レベルのセキュリティを必要としないサーバー

には、このモードが最適です。 

• SSL モード: 

上記のゲートウェイモードと同じですが、暗号化を使用してデータを保護します。 

• ダイレクトモード: 最初に Parallels Client は RAS Secure Client Gateway 

に接続され、利用可能な最適なターミナルサーバーにアクセスします。その後、Paralle

ls Client はその特定のサーバーに直接接続されます。Parallels Client 

とターミナルサーバーが同一ネットワーク上に存在する場合、これが最も適しています

。 

• ダイレクト SSL モード: 

上記のダイレクトモードと同じですが、暗号化を使用してデータを保護します。 

3 [ポート] 

フィールドで、ゲートウェイがどのポートで受信接続を待機するかを指定します。サーバー

側でデフォルト値（80）が変更されている場合、ここでもデフォルト値を変更する必要があ

ります。サーバーへの接続で問題が発生する場合は、システム管理者にポート番号を問い合

わせてください。 

4 [フレンドリ名前] フィールドでは、任意の名前を選択して入力します。これにより、後で 

Parallels Client 内でサーバーを容易に特定できます。 

セカンダリ接続の構成 

接続先の Remote Application Server に複数の RAS Secure Client Gateway 

がある場合、セカンダリ接続を定義できます。プライマリゲートウェイの接続に失敗した場合

のバックアップ接続として、セカンダリ接続を使用します。 

セカンダリ接続を追加するには、次の操作を実行します。 
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1 [セカンダリ接続] ボタンをクリックします。 

 
2 [セカンダリ接続] ダイアログで [+] ボタンをクリックし、サーバー名または IP 

アドレスを指定します。このサーバーでは、セカンダリ RAS Secure Client Gateway 

がホストされている必要があります（プライマリゲートウェイはプライマリ接続で使用され

ます）。 

3 [接続モード] を選択し、必要に応じてポート番号を変更します。 

4 複数のセカンダリ接続がある場合は、リスト内で上下に移動できます。プライマリ接続を確

立できない場合、Parallels Client はリスト内の順番でセカンダリ接続を使用します。 

5 [OK] をクリックします。 

ログオン情報の構成 

[ログオン] セクションで、次のプロパティを指定します。 

• [自動的にログオン] オプションを選択すると、Parallels Client 

は自動的に接続します。ユーザーがリモートサーバーに接続するたびに [ログオン] 

ページが表示されることはありません。 

• ユーザー名、パスワード、ドメイン情報を入力します。 
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表示 

 

[表示] タブページで、次の表示オプションを指定します。 

• [一般オプション] 

セクションで、一般的な表示プロパティ（色深度、サイズ、幅と高さ）を指定します。 

• [グラフィックアクセラレータ] 

ドロップダウンメニューでは、グラフィックアクセラレータのタイプを選択します。 

• [公開アプリケーション] の [プライマリデスクトップのみで利用する] 

オプションを選択すると、Mac 

に接続されているプライマリモニターのみが公開アプリケーションの表示に使用されます。 

• [デスクトップオプション] の [マルチモニターを有効にする] 

オプションを選択すると、接続されているすべてのモニターに公開デスクトップを表示でき

ます。 



14 
 

Mac 用 Parallels Client の使用 
 

印刷 

[印刷] タブページでは、各種の印刷オプションを構成できます。 

 

テクノロジー 

[テクノロジー] 

ドロップダウンメニューで、プリンターをリモートコンピューターにリダイレクトする際に使

用するテクノロジーを選択します。 

• なし: プリンターはリダイレクトされません。 
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• RAS ユニバーサルプリントテクノロジー: RAS 

ユニバーサルプリントテクノロジーを使用する場合は、このオプションを選択します。 

• Microsoft ベーシックプリントリダイレクトテクノロジー: Microsoft Basic 

印刷テクノロジーを使用する場合は、このオプションを選択します。 

• RAS ユニバーサルプリントと Microsoft ベーシックリダイレクトテクノロジー: Parallels 

RAS と Microsoft のテクノロジーを両方使用する場合は、このオプションを選択します。 

RAS ユニバーサルプリント 

[RAS ユニバーサルプリントテクノロジー] を選択した場合は、[リダイレクトプリンター] 

ドロップダウンリストで、リダイレクトするプリンターを選択します。  

• すべて: クライアント側のすべてのプリンターがリダイレクトされます。 

• デフォルトのみ: Mac のデフォルトプリンターのみリダイレクトされます。  

• 指定したもののみ: 

表示されるリストからリダイレクトするプリンターを選択します。このリストは、このオプ

ションを選択した場合のみ選択可能な状態になります。 

Microsoft ベーシックプリントリダイレクト 

[構成] ボタン（上記で [Microsoft ベーシックプリント] 

を選択した場合に有効化される）をクリックして、次のオプションを構成します。 

• [出力先の選択]: 出力先のプリンターを選択します。 

• ドライバー: 使用するプリンタードライバーを指定します。 

• プレビューで PDF を開く: 印刷する資料をプレビューするとき PDF 文書を開きます。 

デフォルトプリンターの設定 

デフォルトのプリンター設定を構成するには、[デフォルトプリンターの設定を変更] 

ボタンをクリックします。 

デフォルトのプリンターリストには、クライアントからリモートコンピューターにいつでもリ

ダイレクトできる利用可能なプリンターが表示されます。このリストには、利用できるプリン

ターで使用される印刷テクノロジーも表示されます。このテクノロジーには、[テクノロジー] 

セクションで選択した設定内容が反映されます。たとえば、テクノロジーを [RAS 

ユニバーサルプリントテクノロジー] に設定した場合、RAS 

ユニバーサルプリントを使用しているプリンターのみリストに表示されます。 
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デフォルトのプリンターを無効にするには、[<なし>] 

を選択します。クライアント側のデフォルトのローカルプリンターをリモートコンピューター

にリダイレクトするには、[<デフォルトのローカルプリンター>] 

を選択します。[<カスタムプリンター>] 

を選択すると、リモートコンピューター上にカスタムプリンターが存在する場合に、そのプリ

ンターを指定できます。[カスタム] 

テキストボックスに挿入したプリンター名に一致する最初のプリンターが、リモートコンピュ

ーターでデフォルトのプリンターとして設定されます。 

[実際のプリンター名と合致すること] を選択すると、[カスタム] 

テキストボックスに挿入された名前が完全一致で検索されます。リモートプリンター名は元の

プリンター名と異なる可能性があるため、注意してください。サーバーの設定またはポリシー

によっては、ローカルプリンターがリダイレクトされないこともあります。 

ローカルリソース 

[ローカルリソース] 

タブページを使用して、リモートデスクトップでローカルリソースをどのように処理するかを

構成します。 

 

[リモートコンピューターサウンド] 

ドロップダウンメニューでは、リモートコンピューターサウンドをローカルコンピューターで

再生する必要があるかどうかを指定します。 
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[ローカルデバイス] 

セクションでは、リモートサーバーにログオンしたとき自動的に接続するローカルディスクド

ライブを指定できます。ディスクドライブを指定するには、[ディスクドライブ] 

オプションを選択し、[構成] 

ボタンをクリックして、使用するディスクドライブをリストに追加します。 

[プリンターを構成するにはこのリンクをクリック] 

リンクをクリックすると、プリンターオプションを構成できます。このリンクをクリックする

と、次の構成オプションが使用可能になります。 

テクノロジー 

プリンターをリモートコンピューターにリダイレクトする際に使用するテクノロジーを指定し

ます。 

• なし: プリンターリダイレクトを構成しません。 

• RAS ユニバーサルプリントテクノロジー: RAS 

ユニバーサルプリントテクノロジーを使用する場合は、このオプションを選択します。 

• Microsoft ベーシックプリントリダイレクトテクノロジー: Microsoft Basic 

印刷テクノロジーを使用する場合は、このオプションを選択します。 

• RAS ユニバーサルプリントと Microsoft ベーシックリダイレクトテクノロジー: Parallels 

RAS と Microsoft のテクノロジーを両方使用する場合は、このオプションを選択します。 

RAS ユニバーサルプリント 

[RAS ユニバーサルプリントテクノロジー] を選択した場合は、[リダイレクトプリンター] 

ドロップダウンリストで、リダイレクトするプリンターを選択します。  

• すべて: クライアント側のすべてのプリンターがリダイレクトされます。 

• デフォルトのみ: Windows のデフォルトプリンターのみリダイレクトされます。  

• 指定したもののみ: 

表示されるリストからリダイレクトするプリンターを選択します。このリストは、このオプ

ションを選択した場合のみ選択可能な状態になります。 

Microsoft ベーシックプリントリダイレクト 

[Microsoft ベーシックプリントリダイレクトテクノロジー] を選択した場合は、[構成] 

ボタンをクリックして、次の各オプションを指定します。 

• 出力先の選択: すべて、または特定の出力先プリンターを選択します。 

• ドライバー: 使用するプリンタードライバーを選択します。 
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• プレビューで PDF を開く: このオプションを選択すると、印刷前の [プレビュー] で PDF 

ドキュメントが開きます。 

デフォルトプリンターの設定 

デフォルトのプリンター設定を構成するには、[デフォルトプリンターの設定を変更] 

ボタンをクリックします。 

デフォルトのプリンターリストには、クライアントからリモートコンピューターにいつでもリ

ダイレクトできる利用可能なプリンターが表示されます。このリストには、利用できるプリン

ターで使用される印刷テクノロジーも表示されます。このテクノロジーには、「テクノロジー

」セクションで説明したとおり、選択した設定内容が反映されます。たとえば、テクノロジー

を [RAS ユニバーサルプリントテクノロジー] に設定した場合、RAS 

ユニバーサルプリントを使用しているプリンターのみリストに表示されます。 

デフォルトのプリンターを無効にするには、[<なし>] 

を選択します。クライアント側のデフォルトのローカルプリンターをリモートコンピューター

にリダイレクトするには、[<デフォルトのローカルプリンター>] 

を選択します。[<カスタムプリンター>] 

を選択すると、リモートコンピューターにインストールされている可能性のあるカスタムプリ

ンターを指定できます。[カスタム] 

テキストボックスに挿入したプリンター名に一致する最初のプリンターが、リモートコンピュ

ーターでデフォルトのプリンターとして設定されます。 

[実際のプリンター名と合致すること] を選択すると、[カスタム] 

テキストボックスに挿入された名前が完全一致で検索されます。リモートプリンター名は元の

プリンター名と異なる可能性があるため、注意してください。サーバーの設定またはポリシー

によっては、ローカルプリンターがリダイレクトされないこともあります。 

プリンターが強制的にデフォルトに設定される時間を指定できます。接続が確立された後、こ

の時間内にデフォルトのプリンターが変更された場合、そのプリンターの設定はデフォルトに

戻されます。 

[ローカルのデフォルトプリンターが変更される場合、リモートのデフォルトプリンターを更新

します] 

オプションを選択すると、ローカルのデフォルトプリンターが変更された場合にリモートのデ

フォルトプリンターも自動的に変更されます。新しいプリンターは事前にリダイレクトされて

いる必要があります。 
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エクスペリエンス 

[エクスペリエンス] 

タブページでは、接続速度を微調整して、リモートサーバーへの接続のパフォーマンスを最適

化できます。 

 

通常、100 Mbps 

以上のローカルネットワーク上でリモートコンピューターに接続する場合、すべてのエクスペ

リエンスオプションをオンにすることをお勧めします。圧縮を有効にして、接続効率を向上す

ることもお勧めします。 

ネットワーク 

プロキシサーバーを使用して Parallels Remote Application Server 

に接続する必要がある場合は、[ネットワーク] 

タブページを使用してプロキシサーバーを構成します。 

プロキシサーバーを構成するには、[プロキシサーバーの使用] 

オプションを選択し、次のリストからプロトコルを選択します。 
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• SOCKS4: 

ネットワークファイアウォールのサービスを透過的に使用するには、このオプションを有効

にします。 

• SOCKS4A: 

接続できないクライアントが宛先ホストの名前を解決してホスト名を指定できるようにする

には、このオプションを有効にします。 

• SOCKS5: 認証を使用して接続できるようにするには、このオプションを有効にします。 

• HTTP 1.1: 標準の HTTP 1.1 

プロトコル接続を使用して接続するには、このオプションを有効にします。 

プロキシホストのドメイン名または IP アドレスとポート番号を指定します。 

SOCKS5 および HTTP 1.1 プロトコルの場合は、[プロキシは認証を必要] 

を選択して、ユーザー資格情報を入力します。 

認証 

ネットワークレベル認証が失敗したときの動作を指定するには、[確認証明] 

タブページを使用します。  

[認証に失敗した場合] ドロップダウンリストで、次のオプションのいずれかを選択します。 

• 接続: ユーザーは、サーバーの認証情報を無視して、接続を続けることができます。 

• 警告: 

ユーザーは認証情報について警告を受けますが、接続するかどうかの選択肢は残されていま

す。 

• 接続しない: ユーザーは接続できません。 
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詳細 

[詳細設定] タブページを使用すると、デフォルトの動作または Parallels Client 

をカスタマイズできます。 

 

次のプロパティを指定できます。 

• クライアントに URL リダイレクト: 'http:' 

リンクを開くときにローカルのウェブブラウザーを使用する場合は、このオプションを有効

にします。 

• メールをクライアントにリダイレクト: 'mailto:' 

リンクを開くときにローカルのメールクライアントを使用する場合は、このオプションを有

効にします。 

• 以前の Windows 2000 ログインフォーマットを使用: 

このオプションが選択されている場合は、レガシー（Windows 2000 

より前）のログイン形式を使用できます。 

• ネットワークレベルの認証: 

ネットワークレベルの認証を有効にするには、このオプションをオンにします。この場合、

クライアントは、サーバーへの接続前に認証を行う必要があります。 
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• コンピューター名を上書きします: 

リモートデスクトップセッション中にコンピューターが使用する名前を指定します。このオ

プションが設定されている場合は、デフォルトのコンピューター名が上書きされます。ここ

で指定した名前は、サーバー側の管理者が設定したフィルターで使用されます。 

RDP 接続の構成 
標準 RDP 接続プロパティを変更するには、右クリックして、[接続プロパティ] 

を選択します。[接続プロパティ] ダイアログが開きます。以下のサブセクションで、RDP 

接続プロパティのグループを表示および構成する際にクリックする各タブについて説明します

。 

接続 

 

接続情報を指定するには、次の操作を実行します。 
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1 [プライマリ接続] フィールドで、リモートコンピューターのホスト名または IP 

アドレスを指定します。 

2 [ポート] フィールドには、デフォルトで TCP ポート 3389 が入力されています。これは 

RDP 

接続の標準ポートです。リモートコンピューターでポート番号が変更されている場合、これ

を変更できます。 

3 [フレンドリ名前] フィールドでは、任意の名前を選択して入力します。これにより、後で 

Parallels Client 内でサーバーを容易に特定できます。 

[ログオン] セクションで、次のプロパティを指定します。 

• [自動的にログオン] オプションを選択すると、Parallels Client 

は自動的に接続します。ユーザーがリモートサーバーに接続するたびに [ログオン] 

ダイアログが表示されることはありません。 

• ユーザー名、パスワード、および必要に応じてドメイン情報を入力します。 

表示 

 

[表示] タブページで、次の表示オプションを指定します。 
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• [一般オプション] 

セクションで、色深度、画面サイズなど、一般的な表示プロパティを指定します。カスタム

の画面サイズを指定するには、ドロップダウンリストで [カスタム] 

を選択して、表示される各フィールドに幅と高さを指定します。 

• [グラフィックアクセラレータ] 

ドロップダウンメニューでは、グラフィックアクセラレータのタイプを選択します。 

• [公開アプリケーション] の [プライマリデスクトップのみで利用する] 

オプションを選択すると、Mac 

に接続されているプライマリモニターのみが公開アプリケーションの表示に使用されます。

複数のモニターを接続している場合にこのオプションをオフにすると、アプリケーションの

表示にすべてのモニターが使用されます。 

• [デスクトップオプション] の [マルチモニターをする] 

オプションを選択すると、接続されているすべてのモニターに公開デスクトップが表示され

ます（Mac に複数台のモニターを接続している場合）。 

ローカルリソース 

[ローカルリソース] 

タブページを使用して、リモートデスクトップでローカルリソースをどのように処理するかを

構成します。 

 

[リモートコンピューターサウンド] 

ドロップダウンメニューでは、リモートコンピューターサウンドをローカルコンピューターで

再生する必要があるかどうかを指定します。 
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[ローカルデバイス] 

セクションでは、リモートサーバーにログオンしたとき自動的に接続するローカルデバイスを

指定できます。 

ローカルディスクドライブを指定するには、[ディスクドライブ] オプションを選択し、[構成] 

ボタンをクリックして、使用するディスクドライブをリストに追加します。 

ローカルプリンターを指定するには、次の操作を実行します。  

1 [プリンター] を選択して、[構成] をクリックします。  

 
2 [出力先の選択] ドロップダウンリストで、[すべてのプリンター] 

または特定のプリンターを指定します。 

3 [ドライバー] ドロップダウンリストで、使用するプリンタードライバーを選択します。  

4 [プレビューで PDF を開く] オプションを選択すると、印刷前の [プレビュー] 

で印刷結果の PDF ドキュメントが開きます。 
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プログラム 

[プログラム] 

タブページでは、リモートコンピューターとデスクトップ接続が確立されたとき、そのリモー

トコンピューター上で自動的に開始するプログラムを指定できます。 

 

[接続後に次のプログラムを起動する] 

オプションを選択してから、[プログラムのパスとファイル名] 

オプション、および必要に応じてスタートフォルダーを指定します。 
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エクスペリエンス 

[エクスペリエンス] 

タブページでは、接続速度を微調整して、リモートサーバーへの接続のパフォーマンスを最適

化できます。 

 

通常、100 Mbps 

以上のローカルネットワーク上でリモートコンピューターに接続する場合、すべてのエクスペ

リエンスオプションをオンにすることをお勧めします。圧縮を有効にして、接続効率を向上す

ることもお勧めします。 

ネットワーク 

プロキシサーバーを使用してリモートコンピューターに接続する必要がある場合は、[ネットワ

ーク] タブページを使用してプロキシサーバーを構成します。 

プロキシサーバーを構成するには、[プロキシサーバーの使用] 

オプションを選択し、次のリストからプロトコルを選択します。 
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• SOCKS4: 

ネットワークファイアウォールのサービスを透過的に使用するには、このオプションを有効

にします。 

• SOCKS4A: 

接続できないクライアントが宛先ホストの名前を解決してホスト名を指定できるようにする

には、このオプションを有効にします。 

• SOCKS5: 認証を使用して接続できるようにするには、このオプションを有効にします。 

• HTTP 1.1: 標準の HTTP 1.1 

プロトコル接続を使用して接続するには、このオプションを有効にします。 

プロキシホストのドメイン名または IP アドレスとポート番号を指定します。 

SOCKS5 および HTTP 1.1 プロトコルの場合は、[プロキシは認証を必要] 

を選択して、資格情報を入力します。 

認証 

ネットワークレベル認証が失敗したときの動作を指定するには、[確認証明] 

タブページを使用します。  

[認証に失敗した場合] ドロップダウンリストで、次のオプションのいずれかを選択します。 

• 接続: ユーザーは、サーバーの認証情報を無視して、接続を続けることができます。 

• 警告: 

ユーザーは認証情報について警告を受けますが、接続するかどうかの選択肢は残されていま

す。 

• 接続しない: ユーザーは接続できません。 
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詳細 

[詳細設定] タブページを使用すると、デフォルトの動作または Parallels Client 

をカスタマイズできます。 

 

次のプロパティを指定できます。 

• コンソールに接続: 

このオプションは、リモートデスクトップセッションホストサーバーの管理に使用されます

。これは、標準のリモートデスクトップ接続を /admin 

オプションを指定してコマンドラインから開始したときのように動作します。 

• 以前の Windows 2000 ログインフォーマットを使用: 

このオプションが選択されている場合は、レガシー（Windows 2000 

より前）のログイン形式を使用できます。 

• ネットワークレベルの認証: 

ネットワークレベルの認証を有効にするには、このオプションをオンにします。この場合、

クライアントは、サーバーへの接続前に認証を行う必要があります。 

コンピューター名を上書きします: 

リモートデスクトップセッション中にコンピューターが使用する名前を指定します。このオプ

ションが設定されている場合は、デフォルトのコンピューター名が上書きされます。ここで指

定した名前は、サーバー側の管理者が設定したフィルターで使用されます。 
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Parallels Client 基本設定の変更 
Parallels Client 基本設定を変更するには、メインメニューで [Parallels Client] > 

[基本設定] をクリックします。 

詳細 

 

[詳細] タブページで、次の各オプションを指定します。 

• 接続表示: [接続] リスト（メインウィンドウの左ペイン）の表示 / 

非表示を切り替えます。 

• サーバーの証明書が認証されていなくても警告を発しない: SSL 

経由で接続するとき、認証情報が検証されなければ、警告メッセージが表示されます。この

オプションを有効にすると、この警告メッセージを無効にすることができます。 

• RAW プリント対応: この設定を有効にすると、RAW 

形式でデータを送信するアプリケーションでプリントできます。 

• マウスボタンの入れ替え: 

この設定を有効にすると、リモートコンピューターでマウスボタンが切り替えられます。 

• 接続を自動的に並べ替える: [接続] 

リストを自動的に並べ替えます（新しい接続が追加されたときなど）。 

• 自動並び替えアプリケーションリスト: 

公開アプリケーションリストを自動的に並べ替えます。 
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ショートカット 

 

[ショートカット] タブページで、次の各オプションを指定します。 

• サーバーで設定されたショートカット作成: 

公開されたアプリケーションごとに、管理者はクライアントのデスクトップに作成するショ

ートカットを構成できます。ショートカットを作成するには、このオプションをオンにしま

す。ショートカットを作成しない場合は、このオプションをオフにします。 

• ショートカットフォルダー: ターゲットショートカットフォルダーを指定します（例: 

/Applications）。 

• デスクトップショートカットフォルダー: 

デスクトップショートカットフォルダーを指定します（例: /Users/username/Desktop）。 

RAS 接続の使用 
Parallels Remote Application Server に接続するには、[接続] 

リストで接続をダブルクリックします（または右クリックして [接続] を選択します）。 

複数のアクティブな接続（Remote Application Server と標準 RDP 

の両方）を同時に確立できます。Parallels Client 

でアクティブな接続間の切り替えを行うには、左ペインで [接続] をクリックします。 

Parallels Client 

からリモートサーバーに接続するたびに、その接続用にセッションが作成されます。セッショ

ンを管理するには、[接続] リストで接続を選択してから、[セッション] 

メニューをクリックします。 
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[セッション] 

メニューには、セッション管理タスクを実行するための次の各オプションがあります。 

• ログオフ: セッションから Parallels Client をログオフします。 

• 切断: リモートサーバーから切断します。 

• Ctrl+Alt+Del キーを送信: Ctr-Alt-Del 

のキーの組み合わせをリモートコンピューターに送信します。 

• セッション情報: セッション情報を表示します。 

（現在の接続だけでなく）すべてのアクティブな RAS 接続を切断するには、メインメニューで 

[ファイル] を選択して、[RAS 接続をすべて切断] をクリックします。 

すべての RAS 接続をログオフするには、[ファイル] > [RAS 接続をすべてログオフ] 

をクリックします。 

RDP 接続の使用 
標準リモートデスクトップ接続を追加した後、その接続をダブルクリックする（または右クリ

ックして [接続] を選択する）と、リモートコンピューターとの接続が確立されます。 

複数のアクティブな接続（標準 RDP と Remote Application Server 

の両方）を同時に確立できます。Parallels Client 

でアクティブな接続間の切り替えを行うには、左ペインで [接続] をクリックします。 

Parallels Client 

からリモートサーバーに接続するたびに、その接続用にセッションが作成されます。セッショ

ンを管理するには、[接続] リストで接続を選択してから、[セッション] 

メニューをクリックします。 

[セッション] 

メニューには、セッション管理タスクを実行するための次の各オプションがあります。 

• ログオフ: セッションから Parallels Client をログオフします。 

• 切断: リモートサーバーから切断します。 

• Ctrl+Alt+Del キーを送信: Ctr-Alt-Del 

のキーの組み合わせをリモートコンピューターに送信します。 

• セッション情報: セッション情報を表示します。 

（現在の接続だけでなく）すべてのアクティブな RDP 接続を切断するには、メインメニューで 

[ファイル] を選択して、[すべての RDP セッションの接続を解除する] をクリックします。 
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Parallels Client 

設定のエクスポートおよびインポート 
現在の Parallels Client 

設定をファイルにエクスポートとしてバックアップを作成できます。また、エクスポートした

設定を、異なるコンピューターにインストールされた Parallels Client 

にインポートすることもできます。以下の設定をエクスポートできます。 

• 個々のすべての接続プロパティを含む、既存のすべての接続。 

• Parallels Client の基本設定。 

現在の Parallels Client 設定をエクスポートするには、メインメニューで [ファイル] 

をクリックし、[エクスポート設定] 

をクリックします。開いたダイアログで、ファイル名とエクスポート先のフォルダーを入力し

ます。[保存] をクリックして設定をエクスポートします。ファイルが ".2xc" 

という拡張子付きで保存されます。 

設定をインポートするには、[ファイル] > [インポート設定] 

をクリックします。開いたダイアログで、".2xc" ファイルを選択し、[開く] 

をクリックします。ファイルに保存された Parallels Client 設定によって現在の Parallels 

Client 設定が上書きされます。 
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