
玉川学園・玉川大学 ( http://www.tamagawa.jp ) は、創立者・小原 國芳が掲
げた「全人教育」を教育理念として 1929 年に設立。61 万平米もの広大なキャ
ンパスに幼稚園から大学院まで約 10,000 人、教職員約 800 名が集い、教育・
研究活動を行っている総合学園です。

玉川学園では、幼稚部から 12 年生までの「幼・小・中・高」一貫教育を展開
しています。国際的に活躍できるグローバル・リーダーを育成する「スーパーグ
ローバルハイスクール（文部科学省指定校）」や、国際的な科学技術者を育成
し先進的な理数教育を行う「スーパーサイエンスハイスクール（文部科学省指
定校）」、そして、質が高い国際教育に取り組む「IB ワールドスクール」の認定
校であり、世界標準の教育を目指しています。

玉川大学は、人文社会系から理工系、芸術系を含む 8 学部 17 学科で構成。
さらに大学院には、専門領域を深め、高い能力を備えた技術者や専門職、研
究職を目指す 6 つの研究科を設置しています。また、特色ある研究活動の更
なる発展のために学術研究所、脳科学研究所、量子情報科学研究所を設置し、
専門的・学際的・総合的な研究活動を行っています。

環  境 
玉川学園では、社会全般、特に教育におけるテクノロジーの普及に合わせてカ
リキュラムを最新に保つことを最優先事項としています。この取り組みにより、
生徒と教師がメディアや情報を効果的に活用し、学習目標の達成に役立てるこ
とを目的とした、マルチメディアリソースセンター (MMRC) が創設されました。

MMRC の施設には、マルチメディアシアター、学習エリア、メディアラボ、
ブックエリア、相談窓口などがあります。MMRC には現在、およそ 60 台の 
MacBook Pro® ラップトップ PC があります。生徒は、図書館の本と同様に 
MacBook Pro を借り、メディアラボや施設の他のエリアで用いています。ラボ
では IT、コンピューター ミュージック、コンピューター グラフィック、グラフィッ
クデザイン、ビジネス アプリケーションの各コースを開講しています。また、自
習用として MacBook Pro を生徒が空き時間に自由に利用することが可能です。

「VMware Fusion® は VMware ESX Server® を利用していることから操作に
戸惑いはありませんでしたが、あくまで仮想環境上でのテストを行うサー
バー マネージャー向けソリューションという印象が強くありました。これに
対して Parallels® は、よりエンドユーザー環境体験を重視していると思いま
す。特に、仮想マシンの起動遅延機能は、電源投入時の高負荷状態下で
の仮想マシンの起動を回避し、起動プロセスを最適化する素晴らしい機能
だと思います」

— 玉川学園 学園教学部 学園情報システム課 
係 長　岩澤  孝徳 氏

運用状況のまとめ
• 3 名体制の情報システム課チー

ムが、マルチメディアリソースセ
ンター (MMRC) のシステム開発、
大規模コンピューティングの展
開、マルチメディア システムの
セットアップを担当

• チームは限られた時間と人材で
サポートに注力

• ラップトップのアップタイム向上
は 50 分のコンピューター利用授
業で最大の学習効率を得るため
に不可欠

ソリューションのまとめ
• 玉川学園では、Parallels Desktop

for Mac Business Edition を 60
台の MacBook Pro に展開し、図
書館蔵書と同様に授業や生徒の
空き時間に自由に利用が可能

利点のまとめ
• Windows および OS X のイメー

ジ展開が非常に高速かつ簡単で
あること

• 安価な Windows 搭載ラップトッ
プで運用する場合に発生するメ
ンテナンス上の問題を大幅に軽
減

• Windows および OS X の利用が
ユーザーフレンドリーで使いやす
いこと

使用した Parallels 製品
• Parallels Desktop for Mac

Business Edition

玉 川 学 園 のマル チメディアリソースセンターで は、
Parallels Desktop® for Mac Business Edition を導入し、
Windows® と OS X® を生徒が自由に使える環境を提供し
ています
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課  題 
マルチメディアリソースセンター (MMRC) のコンピューター利用環境は、学園教学部 学園情報システム課の職員 3 名のう
ち、岩澤 孝徳 氏 1 名で管理しています。授業でのコンピューター利用も広く行われていることから、利用環境の維持管
理は極めて重要です。

波里 氏と岩澤 氏は、OS X と Windows の両方の運用環境において生徒が柔軟な学習を行うために、最適な方法を見つ
ける必要がありました。いずれの OS も一般的に広く利用されているため、生徒自身にとって利用しやすい環境を提供す
ることが重要であると考えました。

加えて波里 氏と岩澤 氏は、人員および時
間が限定されていることから、IT システム
のメンテナンス時間とコストを最小限に
抑えつつ、優れた教育環境を生徒に提供
したいと考えました。

ソリューション
波里 氏と岩澤 氏は、セットアップに費やされる時間はもとより、コンピューター利用の貴重な授業時間が再起動で奪われ
てしまう Boot Camp® の使用をすぐに廃止しました。また、Boot Camp 上ではローカル時計が大きく異なった時間に設定
されてしまうことから、大量のマシンでこの問題に対処するのはかなり大変でした。

情報システム課では他にもさまざまな製品を検討しましたが、波里 氏は自身が以前から使用していた Parallels Desktop 
for Mac に追加機能と仮想環境の一括展開・管理機能が搭載された、Business Edition に関心を持ちました。他の製品と
比べて極めて簡単に仮想環境を展開でき、また、使いやすい操作性にも注目しました。
岩澤 氏は「VMware Fusion は、仮想環境上でのアプリケーションの動作などのテストを行うソリューションとしては非常
に有効だと思います。これに対して Parallels は、仮想環境上の Windows 環境を Mac ライクに、よりユーザーフレンドリー
にすることに重点を置いているソフトウェアです」と述べています。

結  果 
Parallels Desktop for Mac Business Edition によるメリットは導入コストだけでなく、さまざまな点で現れています。波里 
氏は、Apple® ハードウェア自体のコスト効率にも注目しています。MacBook Pro はとても堅牢であり、定期交換するまで 
4 年間を通して利用できます。「Windows を Mac 環境に展開した結果、校内の Mac ラップトップでの動作停止はほとん
ど発生していません。Windows のヘビーユーザーである教員も、この品質には驚いています」

波里 氏はまた、各マシンへの OS X および Windows (Parallels Desktop) 環境のインストールに要する時間の削減にも大
変満足しています。
2 ~ 3 年前は、マシン 1 台に対して 1 時間を優に超えていたところが、Parallels Desktop for Mac Business Edition を使用
することにより、わずか 15 分前後まで短縮されたと述べています。これにより、メンテナンス作業時間が 60 時間以上短
縮できました。旧来の Boot Camp 環境では小幅な機能の修正は、イメージ展開までの時間が多くかかることから躊躇し
ましたが、Parallels 導入後は、必要時間が大幅に短縮されたことによって、修正作業を細かく行えるようになり、このこと
が生徒の使用環境の向上に役立っています。

波里 氏と岩澤 氏は、Parallels Desktop for Mac Business Edition が、教員や生徒に受け入れられたことにも喜んでいます。
OS X と Windows 間の切り替えが素早く行えるため、生徒は貴重なコンピューターのセッション時間に多くの処理が行える
ことをとても満足しています。例えば、ある生徒は AirDrop® 機能を使って、iPhone® と Mac 間でワイヤレスにファイルを
転送できる点が非常に気に入っているようです。さらに、Parallels 上の Windows 環境へシームレスにファイルを受け渡し
できる点も、メリットとして大きいです。

「Windows を OS X の Parallels 環境に展開した理由は、校内の Mac® ラッ
プトップでの故障がほとんど発生しなかったことです」

— 玉川学園 学園教学部 学園情報システム課 
課 長　波里  純次 氏
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