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１．地獄の炎の当たり判定に関する新発見
　拙著「影牢必携」では、地獄の炎の当たり判定は下の【図 1】、【図 2】に示すような範囲を有し、移動中の敵
に対して地獄の炎を当てた場合は地獄の炎が発生したマスの隣のマスで停止することを紹介しました。
　しかし、これには例外があることが判明しました。

　以下に示すように、オオタライを当てて怒り状態にした敵を地獄の炎に突っ込ませると、敵は地獄の炎が発生
したマスと同じマスで停止し、上の場合とは異なるパターンとなることが判明したのです。

　最後に❸アブラカビンを用いているのは、敵が現在どのマスにいるかを特定するためです。カビン系トラップ
には、落下点補正の性質、つまり静止している敵に限れば、敵が位置しているマスであればどの位置であっても
落としたカビン系がその敵の頭上めがけてヒットしコアヒットする（逆に言えば、敵がそのマスに位置していな
ければ決してヒットしない）性質を有しているからです。
　ここで、最後の❸アブラカビンは必ずコアヒットします。よって、敵は❸のマスに位置しています。
　なお、コンボを決める部屋は王宮・王の間、対象は第 12話のギュンターの場合を例示しています。

　比較例として、以下に❷ヨウガンカビンを被せて歩行させて地獄の炎に当てた場合も紹介します。この場合は
上の例外とは異なり、敵は地獄の炎が発せしたマスと同一のマスではなく、その手前のマスで停止します。
　ここでも、最後の❺アブラカビンは必ずコアヒットします。よって、敵は❺のマスに位置しています。

　上の 2つの例における停止位置の違いをまとめておきましょう。
△オオタライで怒らせて突進させた場合のヒット位置…………地獄の炎と同じマスで停止
通常のヒット位置（△ヨウガンカビンで歩かせた場合）………地獄の炎の手前のマスで停止
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【図 1】地獄の炎の当たり判定（「影牢必携」より） 【図 2】地獄の炎ヒット時の敵の位置（「影牢必携」より）
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Ⓑ　□ファイアーボール→地獄の炎（❶）発生
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【図 3】地獄の炎のヒット位置の例外
　　（図中★印はミレニアの初期位置：以下同様）

【図４】比較例：例外ではない場合の例



–3–

　このように、両者は地獄の炎による停止位置が異なることが分かります。
　ここで、オオタライで怒らせて突進させた場合と、ヨウガンカビンを被せて歩かせた場合との違いは、明らか
に移動速度にあります。オオタライを当てた場合の方が断然移動速度が速く、地獄の炎を挟んだミレニアめがけ
て突進してきます。
　したがって、この停止位置の違いは、その移動速度に起因するものと考えるのが妥当です。
　拙著「影牢必携」では、例外ではない場合、つまり地獄の炎による停止位置が発生したマスの手前のマスであ
る場合しか紹介しておらず、あたかも地獄の炎の当たり判定は移動速度に依らず一定であるかのような書き方を
していました。しかし、この考え方は誤りだったのです。実際には、当たり判定は移動速度に依存するのが正し
かったのです。

２．油だまりの当たり判定に関する新発見
　さて、地獄の炎の当たり判定が移動速度に依存するのであれば、同じく床に発生させることのできる仕掛けで
あるところの「油だまり」の場合も、同様に当たり判定が移動速度に依存するとも考えられます。
　実は、筆者は以前より、油だまりの当たり判定、つまり転倒位置は、敵の移動速度に依存するとの仮説を立て
ていました。しかし、確証が得られていなかったので、「影牢必携」においてはこの仮説を棄却していました。
　なぜそのような仮説を立て、そしてその仮説を棄却するに至ったのか。その経緯をこれから説明いたします。

　地下遺跡・業火の部屋にて、第 22話のオボロ、イザ
ヨイを瞬殺するにあたり、右の【図 5】に示すように、
　❶油だまり→❷コールドクロー→❸レーザーアロー
と 3連コンボを決める際、時折❶油だまりの後の❷コー
ルドクローが当たらないという事態に見舞われました。

　通常であれば、左上の【図 6】に示すように、コールドクローを含む床トラップは当たり判定がブロックの境
界から一部はみ出している（【図 6】では 0.1 ブロック、最新の研究では約 0.13 ブロック）ことから、油だまり
の手前のマスにコールドクローを配置することによって、油だまりとコールドクローの両方をヒットさせること
ができるはずです。しかしながら、時折コールドクローがヒットしないということは、このはみ出した当たり判
定よりもコールドクローの側から見てさらに外側で油だまりにより転倒していることを意味しているのです。
　このような位置で油だまりに転倒する理由としては、以下の 2つが考えられました。

①　油だまりの転倒位置は敵の移動速度に依存し、
　　移動速度が速いほど油だまりの内奥の位置に食い込んで転倒する
②　油だまりの縦方向の転倒位置は横方向位置、つまり横方向の中央からの離間距離に依存し、
　　ブロック内の中央のラインから離れるほど転倒位置が油だまりの内奥に食い込んで転倒する

　このうち②については実験により再現することができましたが、①については再現性が低く、つまり油だまり
の転倒位置と敵の移動速度との因果関係が見いだせず、筆者が以前より疑問に思っていた仮説を棄却するに至っ
たのです。

　しかしながら、上述した地獄の炎の一件があってから、上記の②のみならず、棄却した①についても実は成立
するのではないかと思うようになり、再びこの件について検証することとなりました。
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【図 5】地下遺跡・業火の部屋の第 22 話における
　　　トラップの配置
　　　（忍者・オボロを瞬殺する）

【図 6】❶油だまりと❷コールドクローの当たり判定
　　　（「影牢必携」より：数値は当時のまま表記）
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　検証方法としてまず思いついた方法は、地獄の炎の場合と同じく王宮・王の間でオオタライを当てて敵を怒ら
せる方法でした。しかし、この方法では特段の差は見られず、オオタライを当てても当てなくても敵は油だま
りを発生させたマスの手前のマスに設置したコールドクローに当たり、こちらが期待していたようにコールドク
ローの当たり判定の外まで転倒位置が変わるようなことはありませんでした。
　そこで次に試した方法は、移動速度の異なる 2種類の状態に対して、怒り状態にない状態において❶油だま
り→❷コールドクローと決めた際の❷コールドクローのヒット位置を厳密に比較する方法でした。比較方法とし
ては、手間を掛けない方法としてエミュレータで影牢を起動したときのスクリーンショットで位置を比較する方
法を取りました。対象としては、第 15話のブルージュ（SPD：62）を選び、移動速度の速い通常の状態と移動
速度の遅い瀕死の状態の 2種類のパターンについて調べました。
　すると、移動速度の遅い瀕死の場合よりも、移動速度の速い通常の状態の場合の方が、わずか 0.02 ～ 0.03
ブロック程度ではありますが、確かに油だまりの内奥に食い込んでコールドクローを喰らっているのが確認でき
ました。油だまりによる転倒位置と敵の移動速度との因果関係が確かに見出せたのです。
　また、この方法による実験の際に面白い現象を確認することができました。油だまりをヒットさせた横方向の
位置によっては、手前のマスに設置したコールドクローの効果範囲外で転倒することが判明したのです。
　その位置誘導方法を以下に紹介します。

　ミレニアを玉座のすぐ近くのマスであってカーペットとタイル面の境界線上となる位置に立たせ、控えの間か
ら入場してくる敵を待っていると、入室時にもともと西寄りに位置していた敵はさらに西側へと移動し、横方向
で油だまりがヒットするかしないかのぎりぎりの位置で転倒します（【図 8】参照）。このとき、【図 7】で示す
ように、コールドクローを油だまりの手前のマスである❷の位置に設置した場合はこれが当たらず、代わりに油
だまりの西隣のマスであるAの位置に設置した場合はなぜかヒットします。この現象は、瀕死の場合とそうでな
い場合の両方で確認できました。
　この場合のヒット位置についてスクリーンショットを撮ってみると、❷の位置に設置したコールドクローが
ヒットした場合と比較して、目に見えてその拘束位置が前方へ移っているのがわかりました。
　このことから、【図 8】に示すように、油だまりの横方向の境界付近では、その転倒位置が手前のマスの❷コー
ルドクローの当たり判定のはみ出した範囲（最新の調査では 0.13 ブロック）の外側に位置していることが言え
ます。逆に、ここでは図示しませんでしたが、油だまりの横方向中央の位置でヒットさせた場合は、ブロックの
境界から 0.06 ～ 0.08 ブロック食い込んだところで油だまりがヒットし、この位置は❷コールドクローの当た
り判定の範囲内です。したがって、この場合は問題なく手前のマスに設置した❷コールドクローがヒットします。
　したがって、油だまりによる転倒位置の分布は、【図 8】の破線で示すように、直線ではなく外側に向けて膨
らんだ曲線であることが言えます。これは先に述べた2つの仮説のうち②（ブロック中央からの離間距離に依存）
と矛盾しません。
　以上のことから、油だまりの転倒位置は、ブロック中央からの離間距離（前述した②）のみならず、敵の移動
速度（前述した①）にも依存するとの結論が得られました。
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【図 7】油だまりの手前のマスに設置したコールドクローが
　　　ヒットしない現象が再現可能な各位置

【図 8】転倒位置付近の拡大図
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　ではこのことを、「影牢必携」で紹介したコンボを用いて再度説明してみましょう。説明に用いるコンボは、王宮・
王の間でブルージュに決めるコンボです。

　このコンボは、コンボを始める前の下準備が成否
を左右します。祭壇部屋からの出入口から入場して
きたブルージュを、右の【図１０】の点線で示すよ
うに誘導し、Aのマスに入ってきたところでミレニ
アを★の位置から☆１の位置へと移動させて進路を
塞ぎ、そこでAアブラカビンを被せます。
　その後、ミレニアを☆２の位置に移動させてから、
Bスプリングフロアを当てて敵の位置を戻し、スプ
リングフロアのチャージが再開したのを確認してか
ら①アブラカビンを設置し、最速で❶油だまりを発
生させれば、アブラカビンのチャージが再開する（油
だまりの発生から 10.5 秒後）タイミングとほぼ同
時に❶油だまりを当てることができます。
　ここで、❶油だまりヒット時の敵の位置と状態に
ついて触れることにします。敵（ブルージュ）が❶
油だまりを踏む位置は、ブロックの横方向のほぼ中
央であり、またそのときの状態はまだ油まみれ状態
が継続しており移動速度が遅い状態のままです。
　この点は重要ですので、以下にまとめておきます。

上のコンボ（以下「成功例」と記す）における敵のコンボ開始時の状態
　位置……油だまりが発生したマスの横方向ほぼ中央
　状態……油まみれ状態が継続、すなわち低速

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
―――――――――（下準備）――――――――――
A　△アブラカビン
B　×スプリングフロア
	 ×カタストロフボム	 ③
	 △アブラカビン	 ①
―――――（コンボここからスタート）――――――
①　△アブラカビン　→油だまり（❶）発生
	 △オオタライ	 ②
❶　　油だまり
❷　△オオタライ
	 △ヨウガンカビン	 ④
	 □スパイクウォール	 ⑥
❸　×カタストロフボム
❹　△ヨウガンカビン
	 ×コールドクロー	 ⑤
	 △アブラカビン	 ⑦
❺　×コールドクロー
⑦　△アブラカビン　→油だまり（❼）発生
	 △アブラカビン	 ⑧
❻　□スパイクウォール
❼　　油だまり
	 ×スプリングフロア	 ⑨
❽　△アブラカビン
❾　×スプリングフロア
❿　　床のヤリ
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●❼ ●❽
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【図９】王宮・王の間におけるコンボの一例
　　　 対象は第 15 話・ブルージュを想定
　　　（★、☆１、☆２、☆３はこの順にミレニアの立ち位置）
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【図１０】下準備（初期誘導）（Aアブラカビンまで）

【図１１】下準備（Bスプリングフロア～❶油だまりまで）
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　次に、このコンボを開発する際に偶然発見した事象について説明します。
　右の【図１２】に示すように、初期誘導をAアブ
ラカビン→Bスプリングフロア（北方向）とし、B
スプリングフロアの位置を玉座（図中×印）の後ろ
とした場合、上述した「成功例」とほぼ同様の位置
誘導が可能です。しかし、このように誘導した場合、
コンボを続けると❻スパイクウォールがヒットせず
必ず空振りする結果となり、コンボが失敗すること
となってしまいます。（以下、この誘導法を「失敗例」
と記します）
　このとき、❶油だまりで転倒する横方向位置は、成功例の場合とは異なり、横方向中央の位置ではなく壁際の
位置になっています。また、敵は油だまりで転倒する寸前に油まみれの効果が切れ、通常の移動速度に戻ります。
　では、この失敗例についても位置と状態についてまとめておきましょう。

失敗例における敵のコンボ開始時の状態
　位置……油だまりが発生したマスの横方向における壁際（西側に寄っている）
　状態……油まみれ状態が切れた後に転倒、つまり高速

　成功例と失敗例を見比べてみると、右の【図１３】のように
なります。油だまりの転倒位置は、そのときの移動速度（前述
した①）と転倒する横方向位置（同②）の両方に依存し、その
結果失敗例の方が成功例よりも油だまりの内奥側で転倒する結
果となったのです。どちらか片方に依存しているのではなく、
実は両方に依存している結果だったのです。

３．Ark 算出式における新発見
　獲得 Ark を Excel で試算すると、実際にゲーム中で出た数値と Excel での計算結果との間にずれが生じます。
このことに関して、中には疑問に思われた方もいるのではないでしょうか？　実際、10ヒットまでコンボを決
めると、ゲーム中で出た Ark 値が理論上の計算結果よりも１％程度少ない値となってしまいます。
　また、単純な１ヒットコンボでも、理論値とゲーム中に表示される値とがずれることがあります。最近の事例
では、影牢Ⅱでデルタホース（45Dmg、Ark：1.8 倍）を当てた場合、理論値（45× 1.8 ＝ 81）とゲーム中で
実際に表示される Ark 値（80Ark）とがずれています。
　これらのような現象はなぜ起こっているのでしょうか？　その答えは、以下の一文で説明可能です。

「９ビットを仮数の有効桁数とする、IEEE754 で規定された浮動小数点演算を行っている」
　しかし、これでは何を言っているのか意味不明でしょうから、これから補足します。とはいえ、筆者も詳しい
わけではないので、専門家から見ればでたらめな説明かもしれませんが、ご容赦を。

　まず、浮動小数点で表される数字は、符号、指数、仮数の 3つの要素に分けられます。例えば、－ 1.23 × 45

という数があれば、－が符号、1.23 が仮数、45 が指数です。また、これらの数字は、計算の際は 10進数では
なく２進数で表して計算します。
　例えば、14.75 という数字を IEEE754 の規格に沿う形の浮動小数点数で書き直してみましょう。
　まず、10 進数で表された数字を２進数に直します。整数部分と小数部分を別々に直し、14 の２進数表記
は 1110(2)、0.75 の 2 進数表記は 0.75 ＝ 0.5 ＋ 0.25 ＝ 2－１＋ 2－２なので 0.11(2) となり、この 2つを足して
1110.11(2) が 14,75 の２進数表記となります。
　次いで、「正規化」と呼ばれる変換を行います。具体的には、２進数で表された浮動小数点数を、最初の桁の
１のみが整数部分に来るように変換し、仮数部（変換後の２進数）と指数部（２のｎ乗）とで表し直します。上
の例 14.75 の場合は、その２進数 1110.11(2) を正規化すると、1110.11(2) ＝ 1.11011 × 2－３(2) となります。こ
のように、仮数部（1.11011）は最初の１のみが整数部分に、残りすべてが小数部分になります。この作業が正
規化と呼ばれる変換です。こうして IEEE754 に沿った形への変換は終了します。
　しかしながら、この変換の際、「10 進数を２進数に変換する」というのが曲者で、小数を 2進数に直すと、
大体の場合は（２のべき乗でない場合は）循環小数で表されてしまうことになり、計算時には循環小数は有効桁
数で切り捨てられるので、本来の数値よりもわずかながら小さい値となってしまいます。このわずかなずれが、

【図１２】「失敗例」の初期誘導（下準備）
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【成功例】 【失敗例】ずっと
油まみれ状態

ほぼ
中央で転倒 壁際で転倒

途中で
油まみれ状態解除

【図１３】成功例と失敗例の比較
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理論値と実際の表示値とのズレを発生させる元凶となってしまいます。
　例えば、影牢Ⅱのデルタホースの場合を例に取って見ましょう。デルタホースのダメージは 45、Ark 倍率は
1.8 倍ですので、まずはこれらを 2進数で表し直してみます。すると、ダメージである 45 の方は 2進数では
101101 と表され問題ありませんが、Ark 倍率の方は 1.8 の 2進数表記は 1.11001100……(2) と循環小数となり
小数部分の有効数字を８ビットとしてそれ以下の桁を切り捨てた場合の 10進数表記は 1.796875 と、1.8 を割
り込んでしまいます。このため、Ark を簡便のため 10進数表記で計算すると、45× 1.796875 ＝ 80.859375
となり、理論値である 81Ark ではなく上記の数値を切り捨てた値である 80Ark がデルタホース単発の獲得 Ark
となってしまうのです。
　次に、十連コンボを決めた場合の獲得 Ark の理論値と実際のゲーム中の表示値とのズレについて考えます。
コンボを決めていくと、後にヒットしたものになるほど理論値よりも実際の表示値の方がズレ幅が大きくなり、
最終的には１％程度にまでそのズレ幅が増大していきます。
　具体例を挙げてこの点を検証していきましょう。先のページで紹介した王宮・王の間のコンボでの、単純計算
による Ark の理論値と実際の表示値とのズレは以下の通りとなります。

　このように、単純計算による理論値と実際の表示値の間のズレは、最初の辺りでは無かったものの、５ヒット
目から生じ始め、その後ヒット数を重ねるごとにそのズレ幅は徐々に大きくなっていくのが確認できます。（ヒッ
ト数の上限が 15である蒼魔灯ではこの差がさらに大きくなります）

　そこで、IEEE754 による浮動小数点演算に基づいて Ark を計算し直してみます。ここで、10進数を２進数に
変換する際に循環小数が生じる場合は、小数点以下の有効数字９ビットで切り捨てます。ここで切り捨てるビッ
ト数を９としているのは、試算によりこの場合が最も誤差が少ない値が得られたからです。
　では、具体的に計算してみましょう。
　❶油だまりのArk倍率1.5を２進数で表すと1.5(10)＝1.1(2)、次の❷オオタライのArk倍率は2(10)＝10(2)なので、
累積 Ark 倍率は２進数で計算すると 1.1 × 10 ＝ 11(2)（10 進数表記で 3）。ここまでは誤差は生じません。
　しかし、この後の❸カタストロフボムの Ark 倍率は 1.7(10) ＝ 1.101100110011……(2) と循環小数になってし
まうため、正規化した後に小数点以下を 9ビットで切り捨てます。ここでは、整数部分は１ですので改めて正
規化する必要はなく、そのまま小数点以下を 9ビットで切り捨てた 1.101100110(2) × 20 が❸カタストロフボ
ム単発の Ark 倍率となります。
　そして、3ヒット目までの累積 Ark 倍率は、11(2) × 1.101100110(2) ＝ 101.000110010(2) となり、これを正
規化すると 1.01000110010 × 22(2)、さらに仮数を９ビットで切り捨てて 1.010001100 × 22(2) となります。
この値が、IEEE754 に基づく浮動小数点演算における３ヒット目までの累積 Ark 倍率で、これを 10進数表記で
表すと 5.09375(10) となり、理論値 5.1 をわずかに割り込みます。
　最後に、3ヒット目までの獲得Arkを計算します。ここで求めた累積Ark倍率1.010001100×22(2)と累積ダメー

トラップ名 Dmg Ark Ark 理論値

（単純計算）

Ark 表示値 ズレ幅

（％）

（事前ダメージ） （6）

❶油だまり 0 1.5 0 0 0%

❷オオタライ 12 2.0 54 54 0%

❸カタストロフボム 0 1.7 61 61 0%

❹ヨウガンカビン 47 2.0 902 902 0%

❺コールドクロー 14 1.4 1042 1040 － 0.19%

❻スパイクウォール 22 1.3 1763 1756 － 0.40%

❼油だまり 0 1.5 2645 2634 － 0.42%

❽アブラカビン 0 1.8 7142 7099 － 0.60%

❾スプリングフロア 5 1.3 6515 6460 － 0.84%

❿床のヤリ 62 1.5 52207 51727 － 0.92%

合計 162 97.7 72331 71733
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ジ 12（２進数で 1100(2)）とを掛けて正規化すると、1.111010010000 × 25(2)、これをまた仮数を９ビットで
切り捨てて 1.111010010 × 25(2)、すなわち 10進数表記で 61.125(10) となり、この小数点以下を切り捨てた値
である「61」が、３ヒット目の獲得 Ark となります。
　３ヒット目の獲得 Ark 算出までの流れをもう一度おさらいしておきます。
①　単発の Ark 倍率 1.7 を、２進数表記に変換
　　　　　（1.7(10) ＝ 1.101100110011……(2)）
②　２進数表記に変換した Ark 倍率に循環小数が生じる場合は、正規化した後に仮数を９ビットで切り捨て
　　　　　（1.101100110011……(2) → 1.101100110 × 20(2)）
③　②で求めた Ark 倍率と、２ヒット目までの累積 Ark 倍率を掛ける
　　　　　（11(2) × 1.101100110(2) ＝ 101.000110010(2)）
④　③で求めた値を、正規化した後に仮数を９ビットで切り捨てて、累積 Ark 倍率を求める
　　　　　（101.000110010(2) → 1.01000110010 × 22(2)　　　→ 1.010001100 × 22(2)）
⑤　④で求めた累積 Ark 倍率と累積ダメージ値とを、２進数で掛けて正規化する
　　　　　（1.010001100 × 22(2) × 1100(2) ＝ 1.111010010000 × 25(2)）
⑥　⑤で求めた値の仮数を９ビットで切り捨てて、10 進数に変換
　　　　　（1.111010010000 × 25(2) → 1.111010010 × 25(2) → 61.125(10)）
⑦　⑥で得られた値の小数点以下を切り捨てて、獲得 Ark の数値を得る
　　　　　（61.125(10) → 61Ark）
　このような計算を４ヒット目以降も順
次繰り返すことにより、右の表に示すよ
うな結果が得られます。この表に示すよ
うに、IEEE754 に基づく演算では、理
論値と実際の表示値とのズレ幅が大幅に
低減され、さらにはヒット数を重ねるに
つれて増大するズレ幅の増加も抑止され
ています。
　とはいえ、ズレは完全には解消された
わけではなく、まだ研究の余地が今後の
課題として残されています。

トラップ名 Dmg Ark Ark 理論値

（IEEE754）

Ark 表示値 ズレ幅

（％）

（事前ダメージ） （6）

❶油だまり 0 1.5 0 0 0%

❷オオタライ 12 2.0 54 54 0%

❸カタストロフボム 0 1.7 61 61 0%

❹ヨウガンカビン 47 2.0 901 902 0.11%

❺コールドクロー 14 1.4 1039 1040 0.10%

❻スパイクウォール 22 1.3 1754 1756 0.11%

❼油だまり 0 1.5 2630 2634 0.15%

❽アブラカビン 0 1.8 7089 7099 0.14%

❾スプリングフロア 5 1.3 6450 6460 0.16%

❿床のヤリ 62 1.5 51639 51727 0.17%

合計 162 97.7 71617 71733
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