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Aqua Real 2 について

製品の種類

3D 魚類生態ヴァーチャル リアリティ プログラム

製品開発

Formosoft 社バーチャル リアリティ チーム

製品の内容

本ソフトウェアには、自由に選べる合計 26 種類の魚、3 種類

のサンゴ礁や近海の景色に加えて、ステージに合わせて出現

する数多くの特殊生物 (ユーザーは選択できません) が用意さ

れています。

新しい特徴

ヴァーチャル リアリティのイソギンチャクとクマノミの交流生態を

鑑賞することができます。 イソギンチャクがいる海中にクマノミ

を放してみましょう。 設定画面でイソギンチャクの外観や動きを

設定することもできます。
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ハードウェアの必要条件

CPU： Intel または AMD の周波数 600MHz 以上の CPU

メモリ ： 256MB 以上の物理メモリ (RAM)

3D グラフィック カード： DirectX 9.0c 対応の 16MB 以上 （

デスクトップ モード実行時は 64MB 以上のメモリ推奨) のメモ

リを持つグラフィック カード (3D グラフィック カードのドライ

バも使用するオペレーティングシステムと DirectX バージョ

ンに対応している必要があります） 。

サウンド デバイス ： DirectSound 16 ビット対応のサウンド デ

バイス

ハードディスクの空き領域 ： 40 MB 以上 の空き領域

ソフトウェアの必要条件

・ Microsoft Windows 2000/XP/Vista オペレーティング システム
・ Microsoft DirectX 9.0c 以上のバージョンの実行環境

インストール

インストールの際には、シリアル番号のアルファベットと数字の

混在 (例えば、数字の 0 とアルファベットの O) にご注意くださ

い。 シリアル番号をインターネットで購入した場合は、ダウン

ロード メールに記載されているシリアル番号を直接コピーして、

登録画面内の [シリアル番号] 項目に貼り付けてご利用くださ

い。

Aqua Real 2

Aqua Real 2のショートカットアイコン
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アクティブ デスクトップについて

Aqua Real 2 には、アクティブ デスクトップ モードがあります。

このモードでは、デスクトップを美しい海洋世界に変えることが

できます。 インターネットを利用中の時、Word 文書の編集中、

その他の作業中に、熱帯魚がデスクトップ上であなたのお伴を

します。 ただし、すべてのオペレーティング システムがこの機

能に対応しているわけではなく、ご利用のオペレーティング シ

ステムがアクティブ デスクトップに対応していなければ、この機

能をご利用できません。 Windows Vista はアクティブ デスク

トップ機能に対応していないので、Aqua Real 2 のアクティブ

デスクトップ モードをご利用いただけません。

ご使用のオペレーティング システムがアクティブ デスクトップ

機能に対応している場合、インストール中にアクティブ デスク

トップのインストールを行うかどうかの確認画面が表示されます。

インストールを行うと、プログラムに Aqua Real 2 アクティブ デ

スクトップのプログラムが加わり、プログラムまたはデスクトップ

上のショートカットから直接実行することができます。
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ショートカット メニュー

動作中にマウスの右ボタンを押すと、以下の機能メニューを呼

び出すことができます：

さわる ： この機能をクリックすると、手形のカーソルで

魚に触れることができます (F2)

餌をあげる ： 魚に餌をあげます (F3)

サメを呼ぶ： ステージにサメを呼び出します (F4)

設定 ： 設定画面を開きます (スペース)

終了 ： Aqua Real 2 を終了します (Esc) 

鑑賞中に Page Up キーまたは Page Down キーを使って、海
洋ステージを切り替えることができます。

サイクル リストを利用している場合は、リストに登録されたス
テージを切り換えます。

サイクル リストの自動更新を実行していない場合や、すぐにス
テージを切り換えたい場合は、Page Up キーや Page Down
キーを使って海洋ステージを切り替えます。

ステージごとに設定した魚が自動的に保存されますので、各ス
テージに合った魚を登録してお好みのステージを作成するこ
とができます。
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設定ウィンドウ

メイン メニュー 制御パネル

表示モードの選択ボタン

アクティブ デスクトップ モードを起動 ： アクティブ デス

クトップが利用できる場合、モード選択ボタンの左端に

このボタンが表示され、Aqua Real 2 アクティブ デスク

トップ モードを実行できるようになります。

終了ボタン

表示モードの選択

ウィンドウ モードを起動 ： ウィンドウ モードで Aqua 

Real 2 を起動します。

フルスクリーン モードを起動 ： フルスクリーン モード

で Aqua Real 2 を起動します。

設定画面を起動 ： 設定画面が開きますが、Aqua Real 

2 プログラムは実行されません。
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ステージ

画面内上部に現在選択されて

いるステージが表示されます。

リストにステージを追加する ： 現在選択されているス

テージをサイクル リストに追加します。

すべてのステージを追加する ： すべてのステージをサ

イクル リストに追加します。

ステージを削除する ： サイクル リストから、選択したス

テージを削除します。

リストをクリアする ： サイクル リストの内容をすべて削

除します。

--- サイクル ---

追加されたステージはサイクル リスト上に一覧表示されます。

設定画面右上の 4 種類のボタンを使って、リストにステージを追

加したり削除することができます。
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リスト順 ：サイクル リストの順序でステージを切り替えます

(図中では、このリスト順が指定されています)。

ランダム ：サイクル リスト内のステージをランダムに切り替

えます。

自動更新する間隔 ：自動的にステージを切り替える間隔を

指定します。

上記の 2 種類の切換方式のどちらも指定しない場合は、
自動的に他のステージには切り替わりません。

Aqua Real 2 のステージ
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魚

魚リスト

魚の情報 ： 左から右へ順に魚の画像、性格アイコン、数、名

称となります。

攻撃性 ： 魚の攻撃性を示します。 剣が長いほど

より凶暴になります。

なわばり行為 ： なわばり領域を持つことを示しま

す。 このマークの付いた魚はなわばり争いをする

可能性があります。

ランダムに選択 ： 魚リストからステージに入れる魚をランダム

に選びます。
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ランダムに魚を設定 ： ランダムに魚を設定する画

面に切り替えます

すべての魚の指定をクリア ： リスト中のすべての

指定を解除します。

リスト表示の切り替え ： リストを省略して表示しま

す (名称は表示されません) 。

既定値 ： 魚の指定を既定値に戻します。

合計 ： 現在指定した魚の合計数。

大 ： 指定することができる魚の上限数。

それぞれの魚はリスト形式で表示されています。 魚の画
像をクリックするとリストに １ 匹追加され、数字をクリック
すると 1 匹削除します。

ステージに合わせて出現する特別な生物は自由に選

択することはできません （リストには表示されません）。
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ランダムに魚を設定

魚リストの中から、ランダムに出現する魚を指定することができ
ます。 また、魚を重複させないようにする指定を行うこともでき
ます。

ランダムに出現する魚を選択するには、マウスで魚をクリックし
ます。 再度クリックすると、選択を解除することができます。

ランダムに出現する魚の総数が右下に表示され、その下に
大数が表示されます。

ランダムに出現する魚は、ステージを切り換えるときに更新され
ます。

このボタンをクリックすると、ランダム設定の画面を

終了して通常の魚設定を行う画面に戻ります

このボタンをクリックすると、選択した魚をすべて解

除します。

このボタンをクリックすると、すべての魚を選択しま

す。
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このボタンをクリックすると、ランダムに出現する魚

の数を増加します。

このボタンをクリックすると、ランダムに出現する魚

の数を減少します。

このボタンをクリックすると、現在の設定を反映しま

す。

魚を重複させない ： このオプションを有効にすると、ランダ

ムに出現する魚が重複しなくなります。

注意： このオプションを有効にすると、ランダムに出現する

魚はすべて 1 種類に対して 1 匹だけとなります。

選択されている魚よりも合計数が多く設定されている場合

は、選択した魚の数に変更されます。

自動更新を有効にする ： このオプションを有効にすると、

指定した間隔でランダムに出現する魚を更新します。

このオプション下のスライダを移動して、更新する間隔を指

定します。

自動更新する間隔 ： [自動更新を有効にする] オプション

が有効になっている場合、このスライダを利用して更新す

る間隔を調整することができます。

各ステージ中の特殊な生物または魚影などを調整すること
はできません。
また、魚の数を増やすと PC のシステム リソースを消費す
るため、動作に影響する可能性があります。
お使いの PC の性能に合わせて調整を行ってください。
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効果

効果音 ： 右側のプルダウン メニューから再生する効果音
を指定することができます。

ミュート ： このオプションを有効にすると、効果音を消音し
ます。

ボリューム ： 効果音の音量を調整します。

水流の影響力 ： 画面の波揺れの効果を調整します。

イソギンチャクの触手数 ： イソギンチャクの触手の数量を

調整します。

サメが出現する間隔 ： サメを出現させる間隔を調整します。

有効 ： このオプションを有効にすると、サメが出現するよう

になります。
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BGM

BGM ファイルを追加 ： BGMを再生リストに追加しま

す。

BGM ファイルを削除 ： 再生リストから選択した

BGM ファイルを削除します。

フォルダ内の BGM を追加 ： フォルダ内の BGM ファ

イルをリストに追加します。

BGM をクリア ： リストをクリアします。

再生リストを追加 ： 再生リスト ファイル内の BGM 

ファイルをリストに追加します。

再生リストを保存 ： 現在の再生リストを保存します。

繰り返し再生 ： このオプションを有効にすると、再生リストの

BGM を繰り返して再生します。

ランダム再生 ： このオプションを有効にすると、再生リストの

BGM をランダムに再生します。

常に再生 ： このオプションを有効にすると、別のアプリケー

ションに切り換えたときにも BGM を再生します。

BGM の音量 ： BGM の音量を調整します。

ミュート ： BGM を消音します。
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設定

マウス カーソルを隠す ： マウス カーソルを自動的に隠し

ます。

Windows のマウス カーソルを使う ： Windows のシステム

カーソルを使用します。

マウス移動時にスクリーン セーバーを終了する ： スクリー

ンセーバー モード中にマウスを移動するとプログラムを終

了します。

ウィンドウ モードの場合は 前面に表示する ： ウィンドウ

モード中は常に 前面に表示します。

フルスクリーン モードの場合に 小化すると終了する ：

フルスクリーン モード中に 小化するとプログラムを終了し

ます。

フルスクリーン モードの場合はウィンドウズ キーを無効に

する ： フルスクリーン モード中はウィンドウズ キーを無効に

します。

右クリックで設定画面を開かない (デスクトップ モード) ：

デスクトップ モード中にマウスの右ボタンをクリックすると

Windows のショートカット メニューを開きます。

モニタ電源オフを有効にする ： システムがモニタの電源を

切れるようにします。
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表示

クレジット： スタッフロールを表示します。

ホームページ ： 製品ページを開きます。

垂直同期 ： このオプションを有効にすることで画面揺れ

の問題を改善できる場合がありますが、動作が重くなる

可能性があります。

解像度 ： モニタの解像度を指定します。

デスクトップの解像度を使用する ： 現在のデスクトップ

の解像度を使用して Aqua Real 2 を動作します。

幅 : 高さ ： 画面の縦横の比率を指定します。

レイアウト ： 設定画面のレイアウトを指定します。

PixelShader ： 3D グラフィックで利用される PixelShader 

値を表示します。

VertexShader ： 3D グラフィックで利用される

VertexShader 値を表示します。
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