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DigiFish AncientOcean について

人類は数千年という短い歴史のために、地球の海洋につい
て非常に限られた知識しかありません。 しかし、何十億年に
も渡る地球の歴史の間に、数多くの種による驚異的な生態
系が広大な大海原の中にも確かに存在していたことは分
かっています。

このほぼ無限の時の流れの中に存在している間に、生誕、
繁栄から最終的な絶滅までの進化の過程で、いったいいくつ
の秘密が隠されているのでしょうか。 これらの海の生物や生
命体が、今日の現実世界では何に該当するか確かめる機会
はありませんが、考古学者や生物学者の熱心な研究のお陰
で、私たちは彼らのもっとも実際に近い姿を復元して、皆さん
にお届けすることができました。

それでは、お気に入りの音楽を掛けて
リラックスしながら

地球の古代の海への時間を超越した航海をお楽しみください。



システムの必要条件

 CPU: Intel または AMD の 500MHz以上のプロセッサ

 メモリ: 256MB以上のプライマリ メモリ

 ビデオ カード: 64MB 以上 (128MB 以上推奨) のビデオ メモリ
を搭載して DirectX 9.0c に対応したビデオ カード

サウンド カード: DirectSound 対応 16 ビットサウンド カード

 ハードディスク: 32MB以上の空き領域

 Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/Vista

 Microsoft DirectX 9.0c 以上の実行環境

オペレーティング システムと DirectX に対応した 3D アクセ
ラレータ ドライバ

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。

ハードウェアの必要条件

ソフトウェアの必要条件

シリアル番号の入力について



AncientOcean の実行時に、2 つの表示モードを切り替える
ことができます。 追跡モード実行中にマウスの右ボタンをク
リックしてメイン メニューを開くと、画面は一時的に固定され
たままになります。

追跡モード

基本的な操作

█ 追跡モードを使うと、古代の巨大生物が大海原を漂う様子
をさまざまな角度から鑑賞することが可能です。 追跡の対
象は、いつでも切り替えることができます。

█ AncientOcean が実行されると、追跡モードに入ります。

█ 追跡モードのときには、メイン メニューが自動的に非表示に
なります。 マウスの左ボタン クリックで追跡の対象を変更
したり、ドラッグして表示角度を変更することができます。

█ 追跡モードのときにスペース キーを押すと、設定画面を開
きます。

█ 画面が特定の生物を追跡しているときに、マウス ホイール
を使って、その生物を拡大/縮小することができます。 ホ
イールのないマウスでは、Alt キーを押しながら前後にマウ
スをドラッグすることによって、同様の操作が行えます。



追跡モードのときに、このアイコンをクリックすると、表示
している生物に関する説明を参照することができます。



メイン メニュー (右クリックで開く)

設定画面

小さい魚を放して、餌を与えます

追跡モードに切り替えます

設定画面を開きます

AncientOcean を終了します



生物の選択リスト

EPIC モード
既定の表示モードです。 すべての生物が考古学上の
データに基づいて、自動的に年代順に登場します。

AncientOcean は、地球の海洋にかつて存在した 24 種類の
海洋生物を収録しています。 2 種類の表示モードで、これら
の生物を表示することができます。

生物のアイコンの左側にある選択領域をクリックして、表示
モードでその生物を追跡することができます。 リストのこの
部分に 1 種類の生物のみ指定され、その生物から追跡
モードが始まります。

すべてクリア: 特定の生物のみを追跡する場合や対象を再

選択する場合などに、ラベルの付いている生物以外のす
べてを隠します。

すべて追加:表示モードにすべての生物を追加します。

MIX モード
年代順を問わず、すべての生物がランダムに登場します。
リスト内の該当するアイコンをクリックすることによって、登
場する生物を指定することができます。



明るさ

█ 環境光の色: この画面で海の中の光と影の色を自由に

設定することができます。

█パレットを直接クリックして色を選んだり、左のスクロール
バーを使って色や光の比率に微調整を加えることができ
ます。

█ 既定の色に設定: このオプションがチェックされていると、
光の設定が既定値に戻ります。



設定

█ 解像度の設定: ドロップ ダウン メニューから画面の解像度
を指定することができます。

□ デスクトップの解像度を使用する: 現在のデスクトップ解像
度を適用します。 このオプションが有効のときは、ドロップ
ダウン メニューは使用できません。

█ 追跡の対象を自動的に切り替える: このオプションを有効に
すると、表示角度を自動的に変更します。

█ マウス カーソルを隠す: このオプションを有効にすると、マウ
ス カーソルを自動的に隠します。

█ マウス移動時にスクリーン セーバーを終了する: このオプ
ションを有効にすると、マウスを動かしたときにスクリーン
セーバーを終了します。

█ ウィンドウズ キーを無効にする: このオプションを有効にする
と、全画面モードのときに [Windows] キーが無効になります。

█ モニタ電源オフを無効にする: このオプションを有効にすると、
Windows がモニタの電源を切るのを防ぎます。

█ 効果音を有効にする:サウンド効果を有効にします。



BGM プレイリスト

BGM ファイルの追加: コンピュータ上の音楽ファイルをプ
レイリストに追加するためのエクスプローラ ウィンドウを
開きます。 プレイリスト内のファイルをドラッグして、順番
を変更することができます。

BGM ファイルの削除: プレイリスト内のファイルを選択し
て、このボタンを使うとプレイリストから削除します。

プレイリスト (*.txt) の追加: プレイリストの内容を読み込
みます。

リストのクリア: プレイリストの内容を消去します。

プレイリスト (*.txt) の保存: 現在のプレイリストをテキスト
形式で保存します。

繰り返し再生: プレイリストのすべての曲を繰り返します。

ランダム再生: プレイリスト内の曲をランダムに再生しま
す。

音量コントロールバー:バーをスクロールして、
音量を調整します。

ミュート: BGM を無効にします。
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