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ハイフリッドとリモ ー トワ ー クのオールインワ
ンソリュ ー ション

ハイブリッドワ ークやリモートワ ークに従事するスタッフに、
カスタマイズ設計された理想的なデジタルワークスペースを提
供できます。Parallel翌RAS は、アプリケーション／デスクト
ップの仮想化ソリュ ーションであり、スタッフがどこからで
も、どのデバイスからでも、安全かつ簡単に作業できるように
します。

どのようなユーザー がタ ーゲッ
トですか？

Parallels の目標は、組織やパートナー

が、一元化された管理コンソールからよ
り俊敏にサー ビス提供を拡大できるよう
にすることです。

組織

•柔軟で俊敏性のあるデジタルワ ークスペ
ースが必要な、すべての利用環境向けに
設計されています。

•垂直方向の指示系統を有する組織向けに
構築—ヘルスケアから ITファ ーム、教育
機関から公的機関まで。

パー トナー

•サー ビスプロバイダー—オンプレミス、ま
たはクラウド環境やホスティング環境を
通じてサー ビスを提供し、ビジネスを成
長させます。単一の管理コンソールか
ら、俊敏性のある管理を実行できます。

•独立系ソフトウェアベンダー (ISV)—ビ
ジネスをクラウド対応のSaas (Software
as a Service)に転換します。迅速なアプ

リケー ションオンボーディングで、より
幅広い利用者にお届けできます。費用対
効果の高いライセンスからホワイトラベ
リングまで、あらゆる段階でお客様をサ
ポー トします。

・ リセラー—信頼できるパー トナーとして、
カスタマーヘの提案力を高め、革新的な
テクノロジー ソリュ ー ションを活用でき
ます。

Parallels RASを選ぶ理由

国 三 含
優れたユーザー エクスベリ
エンス

ブラウザー経由のWebクラ
イアントまたはデバイスに
インストールしたローカル
クライアントを使用して、
各種のデバイスやOS の仮
想デスクトップ／アプリケー

ションに、どこからでもア
クセスできます。ネイティ
ブコントロールによる、卓
越した信頼性と直感的なユ
ーザー エクスペリエンス。

®
データセキュリティとコン
プライアンスの強化
一元化されたファイルスト
レージ、細分化されたフィ
ルタリングポリシー、暗号
化コントロール、多要素認
証(MFA)を活用して企業
データを保護します。

展開、管理、保守の容易性
一元化された管理コンソー

ルから展開を合理的 に実行
できます。自動化ツ ールと

Webベースの管理ポータル
を使用して、外出先でも数
分で簡単にプロビジョニン
グとスケーリングを実行で
きます。

全
総所有コストの削減

単一のライセンスモデル
で、オールインワンのリモ
ートワ ークソリュ ーション
を利用できます。ハードウ
ェアの耐用年数を延長した
り、レガシーソフトウェア
の効率性を向上させたりで
きます。

ITの俊敏性とビジネスの即
応性

オンプレミス、パブリック
クラウド、ハイブリッド環
境で、仮想ワークスペース
を導入できます。広く普及
しているハイパーバイザー

や、Microsoft Azure、
Azure Virtual Desktop、
Amazon Web Servicesなど
のクラウド上で、展開の自
動化とスケーリングを実行
できます。

ご
常時サポート

24時間年中無休のサポート
と無料の技術トレーニング
を活用して、Parallels RAS
を展開／維持するのに必要な
知識を増やし、自信を深め
ます。展開と維持がうまく
いくよう、お手伝いをいた
します。

お客様の声

「Parallels RASは、セットアップが簡単で使いやすく、従業員の安全を
確保しながらビジネスの継続性を確保できるため、複雑で高価なエンタ
ープライズソリューションに代わる完璧なソリューションです」

＊＊＊＊＊

Massimiliano Varutti氏—
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia、情報システムと電子政
府サービス

「Parallels RASにより、IT管理者は学生と教員が好んで使うデバイスを
簡単にサポー トできます。また、セットアップに要する時間も削減でき
ます」

＊＊＊＊＊

Paul Miller氏—
Cambridge Judge Business School、 IT賣任者

お問い合わせ: コーレル株式会社 セールスチーム  E-mail: ras-jp@parallels.com 　詳細はこちらをご覧ください: www.parallels.com/jp/ras

データシート



閲優れたユーザー エクスペリエンス
「Parallels RASは、セットアップが簡単で使いやすく、従業員の安全を確保しながらビジネスの継続性を確保できるため、複雑で高価なエンタ ープライ

ズソリュ ー ションに代わる完璧なソリュ ー ションです」。
Massimiliano Varutti氏—Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia、情報システムと電子政府サービス

いつでも、 どこでも、 あらゆるデバイスで
Parallels RAS を使用すれば、PC(AR M64を含む）、M ac、シンクライアント、
Linuxワ ークステーション、Chromebook、iPad、iPhone、A ndroidデバイスな
ど、実質的にどのようなデバイスやHTML5ブラウザーからも、仮想デスクトッ
プやアプリケーションにシ ームレスにアクセスできます。

迅速なファイル検索
ドライブリダイレクトを使用すると、ロ ーカルファイルとフォルダ ーをすばやく
取得して列挙できます。 低品質なネットワ ーク上における速度と安定性が標準の
RDPと比較して90％以上向上します。

汎用的な印刷とスキャン機能
印刷とスキャンの柔軟なリダイレクト機能によって、ユーザーは自身のモバイル
デバイスやWebブラウザーから印刷やスキャンをローカル環境で実行できま
す。

萬速な画面パフォ ーマンスとGPU
Parallels RAS では、R emoteFXをサポートすることで、ビデオフォ ーマットやア
プリケ ーションを問わず、円滑、詳細、かつ応答性の高いグラフィック体験が提
供され、幅広いUSBデバイスの使用も促進されます。

Alベースのセッション事前起動
Parallels人工知能エンジン(Al)によって、ユーザーのログイン傾向が分析され
てセッションが事前起動されることで、ログイン時間が大幅に短縮され、バック
エンドのワークロードも分散されるため、ピ ーク時間におけるログインの混雑を
解消できます。

ホワイトレーベル
HTML5ブラウザーおよびWindowsデバイス向けの ParallelsWeb Clientには、
ホワイトレーベル機能が搭載されているため、組織はブランドの戦略と配色に合
わせて、ユーザーインタ ーフェイスの外観および使用感をカスタマイズできま
す。

実機同様の操作性
モハイルデハイスのWindowsアプリケ ーションで、ローカルの作業環境と同じ
ように、スワイプ、ドラッグ、タップしてクリック、ズームなどのネイティブな
タッチ操作を使用できます。

筆圧感知のサポート
ロ ーカルの Pa「allelsクライアント(Windows、iOS、iPadOS、A ndroid)を使用
したり、ParallelsWeb (HTMLS) Clientを使用して、シームレスなペン環境の
メリットを活用して、ノ ートをとったり、描画したりできます。

クイックキーパッド
カスタムキーの組み合わせを定義して、よく使用する連続したキー操作を簡素化
できます。 カスタムキーは、iOS/iPadOS や A ndroidの仮想キーボードにある他
のキーと同じように使用できます。

マルチタスク
複数のファイルやアプリケーションを開いて簡単に切り替えることができます。
Parallels RAS iOS/iPadOS Clientで、S lide O verや S plitViewといった iPadのマ
ルチタスク機能と合わせてアプリケ ーションを使用できます。

ドラッグ＆ドロップ機能の拡蓋
サーバーからクライアントに、またはその逆にファイルをドラッグ＆ドロップ
できます。 公開されているリソ ース、アプリケーション、およびデスクトップか
ら、ローカルなWindowsや macOS®ワ ークステーションにファイルをドラッ
グできます。

双方向の音声
IT管理者は、ロ ーカルデバイスからリモートアプリケ ーションに音声入力と音
声出力をリダイレクトできるようにすることができます。 また、サーバ ーベ ース
のアプリケ ーションでも、ロ ーカルヘッドセットを使用可能にできます。

Bluetoothのマウスとトラックパッドのサポート
iPadOS 13.4より、iPadで Bluetoothのマウスまたはトラックパッドを使用でき
るため、精度が向上します。 Parallels Client for iOS ではこの機能をサポートし
ているため、エンドユーザーの生産性が向上します。

メールベースのアカウント検出

エンドユーザーは、メ ールアドレスを入力することで、迅速かつ簡単に
Parallelsに接続して構成できます。IT担当者からメ ール経由で招待状を受け取
る必要はありません。 これは、非マネ ージド型のデバイスで特に有用です。

指定リダイレクト
指定URLリダイレクトにより、ロ ーカルデバイスのリソ ースにそのままリダイ
レクトできます。 たとえば、通話や電子会議の音声やビデオ配信を最適化した
り、ローカルのメールクライアントを使用してメールリダイレクトを設定したり
できます。 A ndroidおよび iOS/iPad OS フオ）区たのリダイレクトも利用できま
す。

®データセキュリティの強化

包括的な認証オプション
T管理者は、複数の多要素認証（ MFA)サ ービスを使用する際に、異なる
Parallels RAS 環境を展開する必要がなくなりました。 RADIUS、Deepnet、
Gemalto（旧S afeNet)、スマートカード認証、Google認証、およびその他の時
間ベースのワンタイムパスワ ード( TO TP)認証を統合することで、高度なデー

タ保護を実現します。

Security Asse『tion Markup Language (SAML)シングルサインオン

(SSO) 
sso認証を提供して、異なる組織に属するユーザーのID管理を合理化できま

す。 ユーザーはログイン認証情報の再入力を促されることなく、ホストされてい
るWindowsやWeb、S aas(S oftware as a S ervice)の各アプリケ ーションを簡
単に切り替えることができます。

クライアントポリシー

ユーザーが利用できる設定オプションを管理、制御、および制限するルールー式
を定義することで、デ ータセキュリティを強化できます。

表現的な記述による嘉度なフィルタリング
ユーザー／グル ープ、IPアドレス、MA Cアドレス、デバイスに基づくフィ）区1一
処理ル ールを定義することで、アクセスを制限して、さらなるデ ータ保護層を作
成できます。 表現的な記述によるフィルタリングでは、自然言語形式を使用でき
るため、柔軟さを提供しつつIT管理者の複雑な作業を軽減できます。

クライアント管理
Windows PCをロックダウンしてキオスクモードの（シンクライアントのよう
な）デバイスに変換することで、エンドユーザーのアクセシビリティを制限でき
ます。

暗号化プロトコル
Parallels RAS S ecure Client Gatewayによって、SSL/TLS および FIPS 140-2に準
拠した暗号化でエンドユーザーの接続が暗号化されます。 さらに、デ ータコンプ
ライアンスポリシ ーヘの準拠が確保されます。

ログオン時闊のコントロ ール
「つながらない権利」をサポ ートし、ログオン時間を設定することでセキュリテ

ィを向上させます。 公開済みアプリケ ーションやデスクトップヘのユーザーのア
クセススケジュ ールを、表現的な記述に基づくル ールで設定できます。

モニタリングとレポート作成

サーバーの健全性、アプリケ ーションの使用率、接続中のデバイス、ユーザー／
ユーザーグル ープのアクテイビティに対する有用な情報を提供する詳細なレポ ー

トにより、疑わしいアクテイビティを特定できます。

SSL証明書マネージャー

Parallels RAS Consoleの専用画面から、すべての SSL(S ecure S ock ets Layer) 
証明書を一元的に管理および監視できます。



巨簡単な展開、構成、保守
「Parallels RASは、 RDS、 VDI、 リモ ートPCなどを組み合わせて、 単一のサーバー から複数のファ ー ムにスケー リングし、 企業向けワ ー クスペースへ

の単一のエントリとして使用することができます。 あらゆる規模の企業に適合するソリュ ー ションです」。
Udo Janssen氏(Gesellschaft fur Computer-Technologie (GCT)ディレクタ ー ）

Parallels RAS Consoleと管理ポー タル

単 一のインターフェイスから利用可能なタスクを実行できます。サ ーバ ーの展
開、アプリケーションの公開、リソ ースの監視、デバイスの管理、ヘルプデスク
の支援、セキュリティポリシ ーの定義など、あらゆるタスクを 1つのコンソ ー

ルから操作できます。Webベ ースの管理ポ ータルにより可搬性が向上するた
め、管理者は外出先でも作業を行うことができます。

ウイザードベー スの展開
直感的な公開ウイザードを使用して、幅広い種類のアプリケ ーションやデスクト
ップを簡単に公開して管理できます。また、VDIおよびRDSH の構成可能な
Parallels RASテンプレ ートを自動的に生成してデプロイできます。

MSIX app attachとFSLogixプロファイルコンテナー の統合

MSIX app attachの統合により、ダイナミックな RDSHアプリケ ーションの配信
が可能になり、FSLogixプロファイルコンテナ ーの統合により、イメ ージの管理
が非常に簡単になりました。スクリプトやアドオンのコストは必要ありません。

証明書管理とLet'sEncrypt 
Let's Encryptと特別な設定をせずに使用可能な SSL証明書作成を統合し、シン
プルでセキュアなユーザーアクセスを実現します。Parallels RASにより更新プ
ロセスが自動化され、Parallels RAS Consoleから証明書を管理することができま
す。

表現的な記述による綱分化された 管理権限
表現的な記述のル ールにより、管理者向けのカスタムロ ールを構成したり、任意
の Parallels RASオブジェクトの管理を委任したりすることができます。

マルチテナントアーキテクチャ
Parallels RASではマ）臼ニテナントがサポ ートされるため、デ ータの分離を維持

して運用コストを抑えながら、異なるテナントで Secure Client Gatewayや高可
用性ロ ードバランサ ー(H ALB)などのアクセス層を共有できます。

高可用性ロードバランス(HALB)
特別な設定なしにすぐに使用できるロ ードバランスが、リソ ースベ ースの分散
（ユーザーセッション、メモリ、およびCPU )を使用して、デ ータトラフィッ
クをリモ ートデスクトップ サ ーバ ーとゲートウェイに分散させます。AWS 
Elastic Load Balancer (ELB)や Azure Load Balancerといったサ ードパ ーティの
ロ ードバランサ ーもサポ ートされます。

サー バー コンソールツー ル

ユーティリティー式を利用すれば、Parallels RAS Consoleから直接、仮想マシン
の特定のタスクやアプリケ ーションにアクセスして実行できるため、VMの管理
が容易になります。

RESTAPIおよびPowe『ShellAPI
REST-API、PowerShellコマンドレット、またはその両方を使用して、複雑で反
復的なタスクを自動化できます。また、スケジュ ーリングとワ ークフローのアプ
リケ ーションを Parallels RASエコシステムに容易に統合できます。

ユー ザー  エクスベリエンス エバリュエー ターと高度なセッションメトリ

ック
ユーザー エクスペリエンス(UX)評価機能のメトリックとユーザーセッション 
の詳細に関する完全なビュ ーを組み合わせて使用し、問題をより迅速かつ正確に
特定することで、サ ービス提供を改善できます。

ユー ザー セッションの管理
Parallels RAS Console経由で、RDSHおよびVDI から任意のユーザーセッション

を管理できます。ヘルプデスクは、応答のないプロセスに対処（プロセスの終
了、切断、ログオフ、およびメッセ ージの送信）することでユーザーをサポ ート
できます。

自動的なイメージ畢適化
RDSH、VDI、または Windows Azure Virtual Desktopワ ークロ ード用の組み込み
の自動イメ ージ最適化機能によって、ユーザーエクスペリエンスが向上し、IT
インフラストラクチャのコストが削減され、本番稼働までの所要時間が短縮され
ます。

自動プロビジョニングとオー トスケー リング
VMをオンデマンドで展開または削除してトラフィックの要求に応えることがで 
きるように、Parallels RASテンプレ ートを構成できます。オンプレミス、ハイ
ブリッドクラウド、パブリッククラウドの展開がサポ ートされます。

電源管理
クラウド、ハイブリッド、マルチクラウドの導入によるコスト削減ースケジュ ー 

ルを設定することで、費用を必要なコンピュ ーティング リソ ースに対してのみに 
抑えられます。

リンク複製
完全なVMを作成する代わりに、リンクされたクロ ーンを利用したり、使用可能 
なVMを複製したりすることができます。複数のVMで同じソフトウェアのイン
スト ールを共有できるため、ストレ ージ領域が節約され、展開時間が短縮されま
す。

VM ライフサイクルの動的な管理
あらかじめ設定されている数のアクティブな仮想マシン(VM)を、そのライフ
サイクルとともに設定できます。事前に定義された時間が経過した後に、未使用
の非永続的なVMを再作成または削除できます。

クライアントの自動構成
自動構成リンクをワンクリックすれば、公開されているアプリケーションとデス
クトップにアクセスできる新規ユーザーを迅速に登録できます。

自動通知とカスタムアクション
PowerShellの通知スクリプトを自動的に実行するように、CPU、メモリ、セッ

ション、接続数などのイベントハンドラ ーをカスタマイズできます。

含 ITの柔軟性とビジネスの即応性

RDSとVDIのワンストップソリュー ション
Parallels RASを使用すると、組織は Microsoftリモ ートデスクトップサ ービス

(RDS)とVDI の環境を同じインフラストラクチャで管理できるため、コストと
複雑性を低減しながら、IT運用を合理化できます。

リモー トPC
リモ ートワ ーカ ーは、任意の物理または仮想ワ ークステ ーションに安全にアクセ
スできます。リモ ート PCからデスクトップとアプリケ ーションを公開すること
で、リモ ートアクセスを容易に実現します。

ハイパー バイザー の麹立性
Parallels RASは、VDI ハイパ ーバイザーに依存しないソリュ ーションのため、組

織は、Microsoft Hyper-V、VMware EXSi、Nutanix Acropolis (AHV)、Scale
Computing HC3、Microsoft Azure、Amazon EC2 などの異なるテクノロジ ーを

組み合わせて使用できます。

RDSH およびVDIのロー カルストレージ配信
Parallels RASは、SANなどの一元化された共有ストレ ージを使用するだけでな

く、複数の独立した Microsoft H yper-Vホストのロ ーカルディスクにテンプレ ー

トからクロ ーンを展開する機能を提供します。

マルチクラウド対応—AzureからAW Sまで
Parallels RASでは、Microsoft Azure、Amazon Web Services (EC2 経由の
AWS)、Google Cloudなどで、オンプレミス、ハイブリッドクラウド、パブリ

ッククラウドの各展開がサポ ートされます。すべてのクラウドサ ービスを一元的
にコントロ ールします。

一元化されたAzu『e Virtual Desktop 統合
一元化されたコンソ ールからすべての仮想ワ ークロ ードとリソ ースを統合、構
成、および一体化することにより、Azureの機能を拡張します。Parallels RASの
展開を AzureVirtual Desktopと統合して、単一のソリュ ーションとしてエンド
ユーザーに提供できます。

異なるWindows Se『ve『OS環境＊
Parallels RASでは、同じファ ームで異なるバ ージョンの Windows Server OSを

管理できるため、管理者は、Windows Server 2008/R2、Windows Server 
2012 /R2、2016、2019および202 2 から同時にアプリケ ーションとデスクトッ

プを配信できます。
＊サポート対象のOSについては、Parallels RASソフトウェア要件
(http://www.kb.parallels.com/jp/1249 10/)を参照してください。



合総所有コスト(TCO)の削減

「Parallels RASにより、lT管理者は学生と教員が好んで使うデバイスを簡単にサポートできます。また、セットアップに要する時間も削減できます」 
Paul Miller氏—Cambridge Judge Business School、IT責任者

複雑性の軽減
展開、構成、保守が容易な Parallels RASを活用することで、組織はスタッフや
ユーザーの生産性を向上しながら、ITの複雑性を軽減できます。

コスト効率の高い最適化ツ ール
電源管理、イメ ージの自動最適化、オートスケーリング、マルチテナント機能に
よる複数のカスタマーのアクセス統合などを活用して、プロセスの自動化とコス
ト削減のための設定を実行できます。

短時間での習熟
Pa『allels RASは使いやすいソリュ ー ションです。インフラストラクチャを構成
して管理するための知識が最小限ですむため、習熟までの時間が短縮されます。
さらに、Parallels RASの完全なトレーニングが無料で提供されます。高価なア
ドオンは必要ありません—Parallels RASは、費用対効果が高く、完全な機能を搭
載したモジュ ー ル方式のアプリケー ション配信およびVDIソリュ ー ションで
す。ロードバランス、印刷のリダイレクト、モニタリング、レポート作成などの
ために、サードパーティのアドオンを追加する必要はありません。

すべてが含まれた単一のライセンスモデル
Pa『allels RASの単一のライセンスモデルには、すぐに利用できるあらゆる機能
が含まれており、アプリケー ションやVDIの配信、ロードバランス、マルチク
ラウド、 24 時間 365 日のお客様サポートなど、企業向けの幅広い機能を網羅し
ています。

同時ユーザーモデル
Parallels RASでは、同時ユーザーライセンスが使用されます。ユーザーは、
Parallels RASに同時アクセスするユーザーの数が利用可能なライセンス数を超
えない限り、Parallels RASに対して任意の数の接続を確立できます。

サー ビスプロバイダー ライセンス契約(SPLA)
Parallels RAS SPLAモデルは、請求期間におけるピ ーク時の同時ユーザー数単位
でライセンスが提供されます。データは各ファ ームから毎日自動的に収集され、
語求期間の終了時にライセンスコストを算出するために使用されます。

サプライセンス管理
Parallels RASではサブライセンスがサポートされるため、一元化された消費情
報を保持しながら、独立した複数のキーを管理できます。

無料で利用できるトレーニングとサポート
24 時間 365 日のサポートと無料の技術トレーニングを利用して、Parallels RAS 
の展開、設定、保守に必要な知識と自信を得ることができます。
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