


1

目次

システムの必要条件 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 2

ハードウェア﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 2

ソフトウェア﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 2

インストール﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3

ツールバー ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4

設定画面﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5

水槽 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 6

魚﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒7

ランダム フィッシュの設定﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 8

効果 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒10

照明﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 11

設定 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒16

表示 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒14

ホットキー一覧表 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 17

クレジット﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒18

BGM ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒12

ActiveDesktop﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 3

画像 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒13



2

システムの必要条件

˙CPU：Intel または AMD の 600 MHz 以上のプロセッサ

˙メモリ：256MB 以上のシステム メモリ
˙ビデオ カード：32 MB 以上のビデオ メモリを搭載した

DirectX 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：10 MB 以上のディスク空き領域

˙オペレーティング システム：Microsoft Windows 98/Me/ 
2000/XP/VISTA

˙ビデオ ドライバ：Microsoft DirectX 9.0c 対応

ハードウェア

ソフトウェア
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Active Desktop

DigiFish Seahorse には、Active Desktop モジュールも用意さ
れています。 デスクトップを美しいアクアリウムに変貌させま
す。

ただし、すべての Windows がこの機能に対応している訳では
ありません。 Windows VISTATM は、Active Desktop 機能に対

応していません。 Active Desktop 機能に対応した正しいソフト
ウェアとハードウェアの構成となっているか確認してください。

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、数字の 1 と
アルファベットの l など) にご注意ください。 ご購入時に届いた

電子メールからシリアル番号をコピーして、直接貼り付けるこ
とをお勧めします。

DigiFish Seahorse を起動するには、インストール後にデスク
トップ上のアイコンをダブルクリックします。

DigiFish
Seahorse

DigiFish
Seahorse 

Active 
Desktop



4

ツールバー

画面上を右クリック (ホットキー：Enter ) してツールバーを開き、
ツールバーのアイコンをクリックして、その機能を選択します。

さわる：手の形をしたマウス カーソルで魚をクリックす
ると、その魚が反応します。 (ホットキー：F2 )

終了：DigiFish Seahorse を終了します。
(ホットキー：Esc ) 

えさ：アクアリウム内の魚にえさを与えることができま

す。 (ホットキー：F3 )

ズーム：アクアリウムの一部分を拡大表示させること
ができます。 (ホットキー：Z )

設定：設定画面を開きます。

(ホットキー：Space )
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設定画面

メイン メニュー

メイン ボタン

設定パネル

DigiFish ホームページを開きます。

モードの切り替え：ウィンドウ モードとフルスクリーン
モードを切り替えます。 (ホットキー：F )

設定の読み込み：以前の設定を読み込みます。

設定の保存：現在の設定を保存します。

既定の設定：既定の設定に戻ります。

ヘルプ：ホットキーの一覧を表示します。 (ホットキー：
F1 )
閉じる：設定画面を閉じます。

メニューのスクロール：メニュー項目をスクロールしま

す。
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水槽

水槽をサイクル リストに追加

水槽リストと現在の水槽：クリックすると、現
在の水槽を変更します。

サイクル リスト

自動更新の間隔：水槽循環の間隔を調整します。

サイクル リストから水槽を削除

すべての水槽をサイクル リストに追加

サイクル リストのクリア

リスト順：水槽をリスト内の順番で循環します。

ランダム：水槽をランダム順に循環します。

メモ：[リスト順]、[ランダム] のどちらも選択されていない
と、水槽は自動的に切り替わりません。 また、[自動更新
の間隔] オプションも動作しません。
Page Up キー、または Page Down キーを押すことによっ
て、すべての種類の水槽を変更することができます。



7

魚

魚リスト：魚のアイコンをクリックすると、水槽にその魚を追加
することができます。 また、数字のアイコンをクリックすると、

その魚を取り除きます。

すべての魚の設定をクリア

表示の切り替え：各魚の画像とその数のみ表示しま

す。

ランダムの設定

合計：水槽内に現在いる魚の合計数です。

最大：水槽内の魚の上限です。

ランダム：魚のアイコンをクリックすると、ランダム フィッシュ

リストからランダムな種類の魚を水槽に追加します。
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ランダム フィッシュ リスト：魚のアイコンをクリックすると、そ
の魚がリストに追加、または削除されます。削除した魚はグ
レー表示され、他の魚とは区別されます。 アクアリウムを表示
しているとき、新しい水槽に切り替わるときにランダム フィッ

シュの種類が更新されます。

魚リストの設定に切り替えます。

すべて選択解除：すべての選択を解除します。

すべて選択：すべての種類が対象となります。

+1：ランダム フィッシュを 1 匹追加します。

-1：ランダム フィッシュを 1 匹減らします。

ランダム設定を適用：新しいランダム フィッシュ
の設定を水槽に適用します。 (ホットキー：R)

ランダム フィッシュの設定

ランダム：水槽内のランダム フィッシュの合計数です。

最大：ランダム フィッシュの上限です。
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自動更新を有効にする：一定時間ごとにランダム フィッ

シュの設定を更新します。

自動更新の間隔：ランダム フィッシュの設定を更新する

間隔を調整します。

水槽の切り替え時に更新する：水槽が切り替わったとき
にランダム フィッシュも入れ替わります。

魚を重複させない：このオプションがチェックされていると、
同じ種類のランダム フィッシュが重複しません。 ランダム

フィッシュの数は対象の魚よりも多くなりません。
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エアレーション：エアレーションが水槽の底から出ます。
(ホットキー：上矢印/下矢印)

エアカーテン：エアレーションが一箇所からだけではなく、
カーテン状に出ます。 (ホットキー：C )

ランダムに発生する気泡の量：ランダムに動く気泡の量
を調整します。

浮遊物の量：浮遊物の量を調整します。

自動的にえさをあげる間隔：自動的にえさを与える間隔
を調整します。

効果

効果音：ドロップ リストからサウンド効果を選びます。

音量：効果音の音量を調整します。

常に再生：ウィンドウがアクティブでないときでも常に効

果音を再生します。

ミュート：サウンドをオフにします。 (ホットキー：B )

エアレーションの位置：エアレーションの出る位置を調整
します。 (ホットキー：左矢印/右矢印)

エアレーションの強さ：エアレーションの量を調整します。

自動追跡の間隔：自動的に特定の魚を追跡する間隔を
調整します。
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現在の前景色と背景色で固定する ：このオプションを
チェックすると、照明がそのときの色で固定されます。
(ホットキー：L )

自動更新の間隔：照明を変更する間隔を調整します。

照明

1 色の前景光 (6 色の前景色) と 2 色の背景光 (6 色の背景
色) からなる、6 通りの照明があります。 水槽がある色から他
の色へと徐々に移り変わります。

ヒント：

該当する色をクリックすると、上図のようなパレットが表示
されます。色を自由に変更することができます。
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BGM

BGM ファイルの追加：プレイリストにファイルを追加し

ます。

BGM ファイルの削除：選択した BGM をプレイリストか
ら削除します。

フォルダ内の BGM を追加：フォルダ内のすべての音
楽ファイルをプレイリストに追加します。

リストのクリア：プレイリスト内のすべての音楽ファイル
を削除します (ファイル自体は削除されません)。

プレイリストの追加：プレイリスト ファイル内のすべての

音楽ファイルをプレイリストに追加します。

プレイリストの保存：プレイリストを保存します。

リピート：現在の BGM を繰り返し再生します。

ランダム：プレイリスト内の BGM をランダムに再生します。

BGM の音量 ：BGM の音量を調整します。

常に再生：ウィンドウがアクティブでないときも BGM を常

に再生します。

ミュート：このオプションがチェックされていると、BGM を
消音します。 (ホットキー：M )
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画像

画像の縦横比を固定する： このオプションがチェックされ
ていると、画像が元の寸法の比率で表示されます。

自動更新の間隔：画像の自動更新の間隔を調整します。

リスト順：画像がリストの順番で表示されます。

ランダム：画像がランダム順に表示されます。

画像ファイルの追加：現在のアルバムに画像ファイル

を追加します。
画像の削除：現在のアルバムから選択した画像を削

除します。

フォルダ内の画像ファイルを追加：フォルダ内のすべ
ての画像ファイルを現在のアルバムに追加します。

現在のアルバムのクリア：現在のアルバム内のすべ

ての画像を削除します。

アルバム ファイルの追加：現在のアルバムにアルバ
ム ファイル内のすべての画像を追加します。

アルバム ファイルの保存：現在のアルバム構成をテ
キスト ファイルに保存します。
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表示

解像度：表示モードの解像度を設定します。

32 ビット： [解像度] ドロップ リストに 32 ビット カラーの解
像度のみ表示されます。

幅：高さ：幅と高さの表示比率を設定します。

レイアウト：設定画面のスキンを設定します。

表示とモニタの垂直同期：このオプションを有効にすると、

画面の更新速度がモニタのスキャン速度と同期します。
無効の場合は画面の更新速度が高くなり、映像が途切れ
る場合があります。

ヒント：垂直同期

垂直同期モニタは移動する電子ビームが左から右、上
から下へ繰り返し動くことにより、画面の映像を更新しま
す。 電子ビームがモニタの左上から右下の位置に到着し
た時点で完全な画面が生まれ、同時に 1 つの垂直同期
の信号をグラフィックカードに送信します。垂直同期が有
効の場合、グラフィックカードはこの信号を受け取ってから
次の画面の内容を作成するようになります。

デスクトップの解像度を使う：このオプションがチェックさ
れていると、デスクトップの解像度が適用されます。
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魚のバンプ マッピングを有効にする：ビデオ カードが

ファンクションに対応しているときのみチェックすることがで
きます。 魚の表面がより詳細に表示されます。

PS / VS：Pixel Shader と Vertex Shader のバージョンで

す。 Shader とはビデオ カードに依存したソフトウェア命令
のセットです。

無効 有効

ヒント：

アンチエイリアスは完全な垂直や水平ではない線を描画
するときに段差の表示を減少させるのに使う技法です。

アンチエイリアスはこれらの境界のピクセルを効率的に混
ぜ合わせて、自然な外観を作り出します。

全画面アンチエイリアス表示： ビデオ カードが全画面での
ファンクションに対応しているときのみチェックできます。

無効 有効
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設定

マウス カーソルを隠す：設定画面やツールバーが閉じら
れたときに、マウス カーソルが隠されます。

Windows のマウス カーソルを使う：既定のマウス カーソ
ルの代わりに、システムのマウス カーソルが使われます。

マウス移動時にスクリーンセーバーを終了する：マウスの
動きが検出されたときにスクリーン セーバー モードを終了

します。

ウィンドウ モードのときは最前面に表示する：ウィンドウ

モードが常に最前面になります。 (ホットキー：T )

フルスクリーン モードのときに最小化すると終了する：
ウィンドウが最小化されたときにフルスクリーン モードを

終了します。

フルスクリーン モードのときは Windows キーを無効にす
る：フルスクリーン 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：このオプションがチェックさ
れていると、モニタの電源オフが無効になります。
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ホットキー一覧表

終了Eｓｃ

設定画面の表示/非表示スペース

次の水槽Page Down

前の水槽Page Up

ズームZ

ワイヤーフレーム表示W

最前面に表示T

フレームレートと解像度の表示S

ランダム フィッシュの更新R

BGM のオン/オフM

照明の固定L

フルスクリーン/ウィンドウ モードの切り替えF

エアカーテンのオン/オフC

効果音のオン/オフB

エアレーションの位置左矢印/右矢印

エアレーションの上下の向き上矢印/下矢印

ツールバーの表示/非表示右クリック

ツールバーの表示/非表示Enter

えさF3

さわるF2

ヘルプ (ウィンドウ/フルスクリーン)F1
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