
DigiFish シリーズ



Aqua Real (アクアリアル) は、ただ魚を見るだけではなく、熱帯魚にマウス カーソルで触れたり、えさを与えること

ができる海洋生体シミュレーション/スクリーン セーバーです。 魚の種類/数や、照明の色、エアレーションの位置

や量などを自由に設定することもできます。



本製品の動作に最低限必要な環境です。 快適な動作・グラフィック表示のためには、下記以上の CPU やメモリ、

ビデオ メモリの搭載をおすすめします。

● OS： Windows XP / Vista 日本語版

● CPU： Pentium II / Celeron 600MHz 以上

● メモリ： 128MB 以上

● ハードディスク： 18MB 以上の空き容量

● グラフィック表示： 800x600 ドット以上 HighColor（16bit）推奨

● サウンド： DirectSound 対応の 16 ビット カード

● 3D アクセラレータ： DirectX 8.1 対応機種、8MB 以上のビデオメモリ（ただし実行解像度による）

● その他： Directx 8.1 以上に対応したシステム

※ ソフトをご使用になるには、コンピュータに DirectX 8.1 以上がインストールされている必要があります。

ご使用のコンピュータが DirectX に対応しているかどうかは各ハードメーカーにお問い合わせください。

※ 制限付きユーザーアカウントでは正常に機能しない場合があります。 この場合は、管理者のアカウント

でご使用ください。

【魚の動作について】

1. 魚の動作が非常に遅い場合

魚の動作が非常に遅い場合、ビデオ ドライバをバージョンアップすることで改善されることがあります。 バージョン

アップの方法については、各ハードメーカーにお問い合わせください。また、全角文字で作成されたアカウントで

Windows にログインして使用すると、非常に動作が遅くなる事があります。 この場合は、半角英数のアカウントで

お使いください。

2. 特定のアプリケーションを起動すると魚の動作が遅い場合

デスクトップ モードで使用中に特定のアプリケーションを起動すると、魚の動作が遅くなったり、表示が乱れる場合

があります。 本製品では、DirectX を使用しているため、同時に DirectX を使用するアプリケーションをウィンドウ

モードで起動すると、表示が乱れる場合があります。

※ このような場合は、起動中のアプリケーションをフルスクリーン モードでご使用ください。

【本製品使用時の注意事項】

デスクトップモードを使用する場合は、他のアクティブ デスクトップを使用するプログラムとの併用はできません。

本製品起動時は、スクリーン セーバー (本製品以外のスクリーン セーバーも含む) は起動しません。 また、

Windows の [画面のプロパティ] でスクリーン セーバーの設定を変更する際は、本製品が起動していない状態で

行ってください。



デスクトップ モード、フルスクリーン モード、ウィンドウ モード、およびスクリーン セーバー起動時に、設定された

魚の泳ぐ水槽の画面が表示されます。 この画面上でマウスの右ボタンをクリックすると、ポップアップ ツールバー

が出てきます。 ツールバー上のアイコンにマウスを合わせて左ボタンをクリックすると、それぞれの機能に切り替え

ることができます。

【カーソル】

マウス カーソルで魚に 「触れる」 ことが出来ます。 マウスの左クリックで魚をクリックすると、魚が反応します。

【エサ】

マウス カーソルがエサの容器に変わり、マウスの左ボタンをクリックするとエサが出ます。 エサを与えると、魚が

寄って来てエサを食べます。

【設定】

設定ボタンをクリックすると、設定ウィンドウが表示されます。 詳細は次ページでご確認ください。

【終了】

Aqua Real プログラムを終了して、Windows デスクトップに戻ります。



Windows の [スタート] ボタン → 「すべてのプログラム(P)」 → 「Aqua Real」 → 「Aqua Real 設定」 をクリックす

ると、下図のような設定ウィンドウが表示されます。 設定ウィンドウは、主に 3 つのエリアに分かれています。

① 設定選択タブ

設定したい機能のタブを選択すると、各設定画面

に切り替わります。

② プレビュー画面

設定される水槽画面をこのプレビュー画面で直ち

に確認することができます。

③ 設定エリア

設定選択タブで選択した機能ごとに、各種設定用

の画面が表示されます。

④ 起動モード切替ボタン

【起動モードの切り替え】

[デフォルト]： 設定を初期状態に戻します。

[読込み]： 保存しておいた設定を読み込みます。

[保存]： 設定を保存します。

[デスクトップ]： デスクトップの壁紙で魚が泳ぐ 「デスクトップ モード」 を起動します。

[ウィンドウ]： 他のプログラム作業中も観賞できる 「ウィンドウ モード」 を起動します。 ウィンドウはサイズや位置

を自由に設定することができます。

[フルスクリーン]： 「フルスクリーン モード」を起動します。 スクリーン セーバー設定も可能です。



水槽の選択

① タンクリスト

既定では 5 種類から選ぶことができます。

② フォトタンク編集

水槽の背景に好きな背景用画像を貼り付けて、

水槽を作成することができます。 [フォトタンク編

集] ボタンをクリックすると、[フォトタンク編集] ウ

ィンドウが表示されます。

水槽のサイクル設定

③ サイクルの設定

「リスト順」 にチェックを入れると、サイクルリスト

に登録した順に、水槽を自動的に変更します。

下側のスライダで、変更間隔を設定することがで

きます。

「ランダム」 にチェックを入れると、ランダムで水

槽がチェンジします。

④ サイクルリストから削除

サイクルリストから選択した水槽を削除します。

⑤ サイクルリストを全て削除

サイクルリストをすべて削除します。

⑥ 全てのタンクをサイクルリストに追加

タンクリストにある水槽をすべて追加します。

⑦ 現在のタンクをサイクルリストに追加

選択した水槽だけをサイクルリストに追加します。

【フォトタンク編集ウィンドウ】

(A) タンクを空に： 水槽を空にします。

(B) タンクからフォトを削除： 貼り付けた背景を削除しま

す。

(C) タンクにフォトを挿入： 背景に設定する画像ファイ

ルを読み込みます。

(対応ファイル： jpg、bmp、png、dds、dib、tga)

(D) フォトタンクを保存： 背景を設定した水槽を保存し

ます。 保存した水槽はタンクリストに追加されます。

(E) サイズ・位置： 貼り付ける背景の位置やサイズをウ

ィンドウの中の紫色のエリアをドラッグして設定します。

右側の設定ボックスを使用して設定することもできま

す。

(F) オリジナルの比率を保持： 背景用画像の縦横比率

を保ったまま貼り付けます。

(G) 画面のサイズにアジャスト： 画面のサイズに合わ

せて、任意のサイズで貼り付けます。



(H) タンク名： タンクリストに登録する名前を設定します。

(I) ファイル名： タンクリストに登録するファイル名を設定します。

魚の選択

① フィッシュリスト

フィッシュリストにある魚のアイコンをクリックすると、

その魚が水槽に 1 匹ずつ追加されます。

※ 魚のイラストの隣の数字をクリックすると、その魚が1 匹

ずつ減ります。 最大 15 匹表示することができます。 「?」

の魚を選択すると、ランダムで魚が現れます。

※ 魚の絵の右下に数字のある魚は 1 クリックで数字の数

だけ水槽に魚が追加されます。

② 全てクリア

選択した魚の数をすべてゼロに戻します。

③ フィッシュリスト切替

フィッシュリストの表示を 「リスト表示」 または 「簡

易表示」 に切り替えます。

④ ランダムフィッシュ設定

このボタンをクリックすると、[ランダムフィッシュ設定] 

ウィンドウが表示されます。 フィッシュリストで 「ラン

ダム」 を選択している場合は、この設定が反映されます。 ラ

ンダム出現の対象にしたい魚をクリックして選択します。 選

択した魚を再度クリックすると、解除されます。

(A) ランダム表示魚数： ランダム表示魚数を表示します。

(B) 全て選択/全て選択を解除： 「ALL」 のときにボタンをク

リックすると、すべての魚をランダム出現対象にします。

「NO」 のときにボタンをクリックすると、すべての魚をランダム

出現対象解除にします。

(C) ランダム表示 (+)： 魚をランダムに増やします。

(D) ランダム解除 (-)： 魚をランダムに減らします。

(E) 同じ種類を選択しない： 同じ魚を重複して出現させたくな

いときに選択します。

(F) タンクが変わるときにリフレッシュ： 水槽のサイクル設定

時、水槽が変わるタイミングでランダムの魚も変えたい場合

に選択します。

(G) 設定した時間でリフレッシュ： ランダムの魚を一定間隔で自動的に変更したい場合に選択します。

(H) リフレッシュ： 現在水槽に表示されているランダムの魚を更新します。



バブルの設定

① ライジング： エアレーションが下から上に吹き上

がるようになります。

② バブルカーテン： エアレーションがカーテンのよ

うに全体から吹き出します。

③ 位置： スライダを移動してエアレーションの出る

位置を調節します。

④ 量： スライダを移動してエアレーションの量を調

節します。

⑤ 水流の強弱： スライダを移動して水流の強弱を

調節します。

⑥ 気泡の量： スライダを移動して気泡の量を調節

します。

⑦ 音量： 水流の音量はスライダを移動して調節し

ます。 「ミュート」 にチェックを入れると消音します。

ライトの設定

水槽の照明の色は、フォアグラウンド (前景) およ

びバックグラウンド (背景) の 6 組の色を設定する

ことができます。 色は最初の 1 組目から 6 組目

までの順番に従い、自動的に変化します。 色を変

更するには、変更する色の上でマウスの左ボタンを

クリックして [色の設定] ダイアログ ボックスを開き、

ここで色の選択や新しい色の作成を行います。

① フォアグラウンド カラーグラデーション

前方の照明の色を設定します。

② バックグラウンド カラーグラデーション

後方の照明の色を設定します。 上下の 2 色を設

定すると、自動的にモーフィング処理を行い、水槽

の背景によく調和するフェード効果を出します。

③ 表示中のカラーに固定

チェックを入れると、プレビュー画面で表示中のフォ

アグラウンドおよびバックグラウンドの色に固定しま

す。

④ 継続時間の設定

次の設定色への変化時間の間隔を設定します。

⑤ 反射率

魚の表面の光の反射の強弱を設定します。
※ スクリーン セーバー機能については、次ページを参照し

てください。



オプションの設定

① カーソルを隠す： チェックを入れると、マウス カ

ーソルを表示しません。

② Windows のカーソルを使用： チェックを入れる

と、Windows のマウス カーソルを使用します。

③ 3D 効果： 魚の動きをリアルタイムで計算して

画面表示に立体感を持たせます。

④ ウィンドウモード時に、常に最上に表示： ウィン

ドウ モードで起動する際に、Aqua real ウィンドウを

常に最前面に表示します。

⑤ マウス移動でスクリーンセーバーを終了： スク

リーン セーバー起動時に、マウス操作をすることで

Aqua Real を終了します。
※ スクリーン セーバー機能については、次ページを参照し

てください。

⑥ 最小化したらフルスクリーンモードを終了： フルス

クリーン モード時、最小化したら Aqua Real を終了

します。 (スクリーン セーバー時に、スケジューラで

他のプログラムが起動する可能性がある場合などに

有効です。) 

⑦ デスクトップモードで右クリックしたら右クリックメニ

ューを表示： デスクトップ モードで起動している場合

に、右クリックで Windows のショートカット メニューを

表示します。

※ 既定では、Ctrl キー + 右クリックでショートカット メニュー

を表示します。

※ [デスクトップモードで右クリックしたら右クリックメニューを

表示] にチェックを入れている場合、デスクトップ モードの

終了は Esc キー、または [スタート] ボタン → 「すべて

のプログラム(P)」 → 「Aqua Real」 → 「Aqua Real」 で行

います。

⑧ モニター電源オフを有効にする： モニタの省電力

設定を行っている場合、モニタの電源オフ設定を有効

にします。

ミュージックの設定

① ファイルを追加： プレイリストに、ミュージックファ

イルを追加します。

(対応ファイル： wav、mp3 、wma、mpa、mp2 、au、

aif、aiff、snd、mid、midi、rmi)

② プレイリストを追加： 他の音楽ソフトなどで作成

したプレイリストを読み込みます。

(対応ファイル： txt、m3u、pls)
※ プレイリストは、参照する曲と同じコンピュータ上に作成く

ださい。 プレイリスト内のパスがネットワーク パスに記述さ

れていると、正常に読み込めない場合がありますのでご注意

ください。

③ フォルダごとファイルを追加： フォルダに保存さ

れているミュージック ファイルを一括で追加します。

④ ファイルを削除： プレイリストからファイルを削除

します。



⑤ 新規プレイリスト： 新しくプレイリストを作成します。

⑥ ランダム： プレイリストにあるミュージックをランダムに再生します。

⑦ リピート： リピート再生します。

⑧ 常に再生： ウィンドウ モード時に、Aqua Real ウィンドウがアクティブでないときもミュージックを再生します。

⑨ ミュージック音量： スライダを移動してミュージックの音量を調節します。

ディスプレイの設定

① グラフィックアダプタドライバー： グラフィック ア

ダプタ ドライバの選択設定です。

② 解像度： ディスプレイの解像度を指定することが

できます。 また、[デスクトップの解像度を使用] に

チェックを入れると、デスクトップの解像度と同じ設定

になります。

製品情報はこちら： [製品情報はこちら] ボタンをクリックすると、ピーアンドエー ホームページを開きます。



本製品は、スクリーン セーバーとしてもご利用いただけます。 ただし、Aqua Real メイン プログラムの起動中はス

クリーン セーバーは起動しません。 スクリーンセーバーの設定は下記の手順で行います：

1. デスクトップを右クリックして、ショートカット メニューから [プロパティ] (または [個人設定]) を選択します。

2. [画面のプロパティ] ダイアログ ボックス (または [個人設定] ウィンドウ) の [スクリーン セーバー] をクリックし

ます。

3. [スクリーン セーバー] プルダウン メニュー右側の▼ボタンをクリックします。 スクリーン セーバーのリストが表

示されますので、「Aqua Real」 を選択します。
※ [設定] ボタンをクリックすると、設定ウィンドウが表示されます。 詳細は、「各設定の変更方法」 をご覧ください。 (スクリーン

セーバーの起動中は、マウスの右クリックでポップアップ ツールバーを表示して設定ウィンドウを開くことはできません。)

※ [プレビュー] ボタンを押すと、スクリーン セーバーのプレビューを表示します。


