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■ はじめに

装備やバフ等から、机上の計算のみで、キャラの攻撃力を算出する手順を説明するよ。まずは、自分の持っ

ている装備で計算して、ゲーム内で表示される攻撃力と一致することを確かめてみてね。

計算の仕組みが分かると…

• まだ持っていない装備 (or パぺ or 古代語)を付けたときの攻撃力がどうなるか、とか

• 将来スキルレベルが上がったときの攻撃力がどうなるか、とか
• 今スカのキャラがシフに転職したときに、ファイナルの攻撃力がどうなるか

そういう事が計算だけで分かるようになるよ。便利。

(この資料を作ったのは 2018年 1月なので、その後のアプデでここでの説明と変わってたらごめんね)

計算には四則演算 (足し算、引き算、掛け算、割り算)しか使わないよ。ただ、手計算では大変な事が多いので

電卓を用意しておいて。

説明の都合で、４つのステップに分けて書いているけれど、一度やり方が分かってしまえば、最初の２つの

ステップは省略しても大丈夫。

始めるよ。

■ ステップ 1： 全てを外した状態での攻撃力

まずは、武器・装備・職業技能・パぺ・バフ・コス・傭兵を全て外した状態での攻撃力を算出してみよう！

バフは、アイコンを右クリックすることで消すことが出来るよ。

この状態で敵を攻撃することは出来ないので、攻撃力が分かったところで、あまり意味はない。けれど攻撃

力の計算がとても簡単なので、まずは練習としてこの状態で計算してみる。

このとき、攻撃力は

(攻撃力) = (基礎攻撃力) ∗ (基礎倍率) ∗ (1 + (攻撃力上昇)/100)

という式で算出できる。 なので、「基礎攻撃力」「基礎倍率」「攻撃力上昇」の 3 つの値が分かればおｋ。

さぁ、この３つの値の求め方を順番に見ていくよ。

■ 「基礎攻撃力」の計算

「(物理/魔法)攻撃力 +?」の値を全て合計したのが「基礎攻撃力」。%が付いているのは後で使うので、今

は一旦無視。%が付いていない値だけ合計しよう。装備を全て外している今の状態だと…

• GP(成長技能)

• ギルドスキル
• 冒険の軌跡
• 称号

の４か所だけ見ればおｋ。 次のページに、冒険の軌跡と称号のどこを見ればよいか書いておくよ。見落とし

があると後で面倒になるから慎重にね。
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冒険の軌跡

□ 物理攻撃力

• 手ごろな石ころ (+0.5)

• 木板 (+0.5)

• ドワーフの細工 (+1)

• 魔法の指輪 (+1)

• 一本の矢 (+2)

□ 魔法攻撃力

• 油の入った小瓶 (+0.5)

• 傭兵から奪った槍 (+0.5)

• 竜の牙 (+1)

• ウォートへの手紙 (+1)

• 心の中の暗い炎 (+2)

称号

物理 魔法 上昇量

灰の王 +15

ふたりは英雄 +5

生き残った者 十三日に気を付けて +6

新米 +1

鮮血の 女王を屈服せし +2

一攫千金 黄金の粘液を見た +2

永遠の炎 +5

ちなみに「冒険の軌跡」は、そのキャラで見れなくても、同じ垢の別キャラで取っていたら有効なので気を

付けて。それから、称号は取得さえ出来ていれば有効。名前の横に表示するかどうかは無関係だよ。

◆ うちのモンクさんの場合

GP分が +45、ギルドスキルはなし、軌跡 (全部取ってる)+5、称号は 15+6+1+2+2=26なので、合計する

と 45+5+26=76。基礎攻撃力は 76だった。

あとで使うのでメモしておこう。

次は「基礎倍率」。次のページへ、ごー。
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■ 「基礎倍率」の計算

「基礎倍率」は「筋力/知力」の値から計算できる。物理攻撃の方なら「筋力」、魔法攻撃なら「知力」を使

う。この値を k としたとき、こういう式になる。

(基礎倍率) = 0.7 ∗ (1 + 0.06 ∗ k)

k は飲んだ秘薬の個数とかではなくて、実際の今の値。詳細画面で確認できるよ。

計算が面倒な人のために、一覧表を作っておいた。

基礎倍率表

1: 0.742 2: 0.784 3: 0.826 4: 0.868 5: 0.91

6: 0.952 7: 0.994 8: 1.036 9: 1.078 10: 1.12

11: 1.162 12: 1.204 13: 1.246 14: 1.288 15: 1.33

16: 1.372 17: 1.414 18: 1.456 19: 1.498 20: 1.54

21: 1.582 22: 1.624 23: 1.666 24: 1.708 25: 1.75

26: 1.792 27: 1.834 28: 1.876 29: 1.918 30: 1.96

31: 2.002 32: 2.044 33: 2.086 34: 2.128 35: 2.17

36: 2.212 37: 2.254 38: 2.296 39: 2.338 40: 2.38

◆ うちのモンクさんの場合

筋力が 10なので、基礎倍率は 1.12だ。

秘薬を飲みまくっている人は、ここがすごいことになっているはず。え！？知力が 41以上あるって？？そ

ういう怖い人は、上の計算式で計算して＞＜

■ 「攻撃力上昇」の計算

「攻撃力上昇」は、(物理/魔法)攻撃力 +?%の値を全て合計したもの。これは、冒険の軌跡や称号には無い。

なので、装備を全て外している今の状態だと

◇ パッシブスキル

ナイト：騎士の剣技

ソサ：覚悟した魔術師

シフ：盗賊の一撃

レン：スピリット・エンハンス

と徽章、それから GPの「攻撃力 +?%」のやつくらい。GPは割と最近できた「攻撃力、クリダメ、クリ率、

スキ功を全部 Lv70にしないと振れないやつ」ね。

◆ うちのモンクさんの場合

ゼ…、0です。

できたら、次のページへ。

4



■ 攻撃力を求める

さぁこれで「基礎攻撃力」「基礎倍率」「攻撃力上昇」の 3つの値が分かった。

うちのモンクさんは基礎攻撃力 76、基礎倍率 1.12、攻撃力上昇 0だった。３つの値が分かったら、この式

で計算しよう。

(攻撃力) = (基礎攻撃力) ∗ (基礎倍率) ∗ (1 + (攻撃力上昇)/100)

∗ は掛け算、 / は割り算だよ。

これで計算して、端数を切り捨てたものが詳細情報に出ている「(物理/魔法)攻撃力」に一致するはず。確

かめてみよう。

◆ うちのモンクさんの場合

76∗1.12=85.12 となった。詳細情報の物理攻撃力は確かに 85になっている。成功！

みんなもできた？ うまく一致しなかったら、もう一度確認。

装備は全部外れてる？ 職業技能も外れてる？ パぺ、コス、バフ、傭兵は？軌跡や称号で見落としは無い？

上手く行ったらステップ 1は終わり。ふーっ。

■ 一旦まとめ

ここまでの話をまとめておくよ。

• 攻撃力は、「基礎攻撃力」「基礎倍率」「攻撃力上昇」の３つの値が分かれば計算できる。
• このうち「基礎攻撃力」「攻撃力上昇」は足し算だけで分かる。
•「攻撃力」は計算上は (85.12みたいに)端数のある値として出てくるけれど、「詳細情報」に表示される

のは (85みたいに)端数を切り捨てた値。

この端数を含んだ攻撃力の値と、切り捨てた方の値を区別したい場合は、「攻撃力 (内部値)」「攻撃力 (表示

値)」と呼ぶことにするよ。
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■ ステップ 2： 武器以外の装備を付けよう

さっき外した装備、職業技能、パぺ、コス、バフ、傭兵を少しずつ付けていこう。ただし、武器はまだつけ

ないで。

装備等を付けるたびに「攻撃力 +?」「筋力/知力」「攻撃力 +?%」が上がるかどうかチェックしよう。装備

によって、「基礎攻撃力」「基礎倍率」「攻撃力上昇」があがると、それに応じて「攻撃力」もあがっていくのが

確認できるはず。強い装備を持っていたり、コスに強い宝石が付いていたりすると、ここで一気に攻撃力が上

がるよ。また、さらにお好みでレイズとかも付けてみよう。

パぺの同行スキルは、発動中でないと付かないので注意。

また、衰弱 (攻撃力-75%)では、ここの値が 75減る。なので、元の攻撃力上昇が 0%の場合、衰弱によって

攻撃力は４分の１になってしまうけれど、もとの攻撃力上昇が例えば 150%だった場合、これが 75%に減る

だけ。1.75/2.5=0.7なので、実際の攻撃力としては 30%落ちる程度でしかない。

◆ うちのモンクさんの場合

装備を付けることによって

基礎攻撃力 76 → 82

基礎倍率 1.12(筋力 10) → 1.246(筋力 13)

攻撃力上昇 0% → 35%

という感じに増えた。なので、攻撃力は 82*1.246*1.35 = 137.9322 となる。実際に詳細情報を見てみると、

物理攻撃力は 137となっている。よし、成功だ。
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■ ステップ 3 : 武器を付けよう

さて、最後に武器を付ける。ここはややこしいので特に慎重に。武器の詳細情報を表示させて。

(a) まず、上にある攻撃力は無視。

(b) そして、この攻撃力 〇〇 ∼〇〇 という値を「基礎攻撃力」に加算 (下限値と上限値を別々に計算して

いくよ)

(c) さらに下の「装備効果」のところに、もし「(物理/魔法)攻撃力 +?%」とあれば、これを「攻撃力上昇」

に加算。

(d) 古代語を付けている場合、「猛々しい」なら「基礎攻撃力」に、「雄々しい」なら「攻撃力上昇」に加算。

武器を付けるときに考えることはこれだけではない。あと２つあるんだ。

まず、パッシブスキルの「武器習熟」。パッシブスキル一覧の所でみれるよ。「基礎攻撃力」に加算しよう。

それから、職業加算値。

職業加算値表

職業 加算値 (物理) 加算値 (魔法)

パラ 0.24∗(Lv+20)

ナイト 0.24∗(Lv+20) 0.24∗Lv
プリ 0.26∗(Lv+20) 0.26∗Lv
モンク 0.26∗(Lv+20)

ソサ/ウォ 0.28∗(Lv+30)

スカ/シフ 0.32∗(Lv+15)

エレ 0.36∗(Lv+30)

レン 0.36∗(Lv+20) 0.36∗(Lv+15)

マセ/アヴェ 0.36∗(Lv+15)

Lvはキャラのレベル.

例えば、38スカの職業加算値を知りたい場合は

0.32 ∗ (38 + 15) = 16.96

と計算して、16.96と分かる.
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◆ うちのモンクさんの場合

武器の攻撃力が 59∼68。古代語は「虚をつく」なので今は関係なし。武器習熟が 33。職業加算値は、レベル

86なので、0.26*(86+20)=27.56。だからこうなるよ。

基礎攻撃力 174 ∼ 183

基礎倍率 1.246 (筋力 13)

攻撃力上昇 35%

職業加算値 27.56

いままで、「基礎攻撃力」は一つの値だったけれど、武器を付けると幅を持つ (下限値と上限値ができる)と

いう点に気を付けよう。

この４つの値から攻撃力が計算できる。計算式はこんな感じ。複雑になったけど、がんばー。

(攻撃力) = ((基礎攻撃力) ∗ (基礎倍率) + (職業加算値) ∗ (1 + 0.06 ∗ k)) ∗ (1 + (攻撃力上昇)/100)

k は「筋力/知力」の値ね。

◆ うちのモンクさんの場合

下限値は (174*1.246+27.56*(1+0.06*13))*1.35=358.91208

上限値は (183*1.246+27.56*(1+0.06*13))*1.35=374.05098

実際に、詳細情報を確かめてみると、358∼374となっている。計算通りだね。

え！？ 1000超えてないとかあり得ないって？ マジすまんす＞＜

勉強会では、ここで値が合わない人が沢山いたよ。どんな所を間違えてたか教えてもらった。

• 武器習熟を基礎攻撃力に入れ忘れてました・・・
• 職業加算でプリなのに加算値 0.24計算でした；；

• 古代語が付いている計算を、基礎値に入れるか、上昇値に入れるかで間違えてました

■ ステップ 4 : スキルの攻撃力を求めよう

最後にスキルの攻撃力を求めるよ。スキルのアイコンにマウスを合わせると、「攻撃力 〇〇 ∼〇〇」と出る
はず。この値を計算で出してみる。っと、その前にいくつか注意。

• 攻撃スキルには、アクティブとチェインがある。攻撃力に関しては、この２つは全く同じ式で計算で
きる。

• また、攻撃スキルには「属性付き」(火とか水とか)と「無属性」がある。

•「属性付き」と「無属性」で攻撃力の計算法が少し違うよ。
• スキルの攻撃力の計算には、さっき求めた攻撃力の値を使うのだけれど、これは「攻撃力 (表示値)」の

方ではなく「攻撃力 (内部値)」の方ね。

• スキルの攻撃力の計算でも、最終的に端数が出てくる。さっきは、端数を切り捨てたけれど、今度は端
数を四捨五入するよ。間違えやすいので気を付けて。

• 計算の途中では丸め処理を一切しないよ。端数を含んだままでずっと計算して、一番最後に一回だけ四
捨五入をする。
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スキルの攻撃力を求めるには、まずそのスキルが属性付きか無属性かを確かめないといけない。 風属性、水

属性などとあるのは全て属性付きスキル、それ以外は無属性スキルね。物理攻撃は全て無属性。それから、ソ

サのジャベリンとウォロのスクラッチも無属性だよ。

スキルが属性か無属性か分かったら。今度は、「スキル攻撃力上昇」と「スキル攻撃力上昇 (%)」の値を調

べよう。

この値は、装備やパッシブの「スキル攻撃力上昇」と「スキル攻撃力上昇 (%)」の合計だけれど、詳細情報

からも調べることができるので、こっちを使おう。詳細情報の「(物理/魔法)スキル攻撃力上昇」の欄は、

左の画像の 60のように、数値が一つだけ書かれている場合と、右の画像のように、60,16.6%と二つの数値

が書かれている場合があるよ。

右の画像の場合「スキル攻撃力上昇」が 60 で「スキル攻撃力上昇 (%)」が 16.6となる。長いし紛らわしい

ので、sat=60, sup=16.6と表すことにするよ。左の画像の場合は sat=60, sup=0と考えてね。このとき、

(無属性加算値) = sat ∗ (1 + sup/100) ∗ (基礎倍率)

(属性加算値) = 2 ∗ sat ∗ (1 + 2 ∗ sup/100) ∗ (基礎倍率)

となる。基礎倍率は「筋力/知力」から計算するやつね。忘れやすいので気を付けて。「無属性」に比べて「属

性」の方は 2ヵ所に、2倍が付いているね。satも supも 2倍してから計算するってこと。ソサずるいわー。

それから、スキル倍率表で Saと Sbの値を求めないといけない。スキル倍率表は sk.pdfにあるよ。このと

き、無属性のスキルなら

(スキル攻撃力) = Sa ∗ ((攻撃力) + (無属性加算値)) + Sb ∗ (1 + 0.04 ∗ k)

という式、そして属性付きのスキルなら

(スキル攻撃力) = Sa ∗ ((攻撃力) + (属性加算値)) + Sb ∗ (1 + 0.04 ∗ k)

という式でスキルの攻撃力が計算できる。スキル倍率表では、Saの値を 100倍して書いているので、上の式

に代入するときは 100分の 1にしてね。それと Sbが書かれていないスキルについては Sb=0と考えて。

できたかな？ 今日のお話はここまでだよ。

これで、古代語を強化したら、筋力が増えたら、スキルのレベルが上がったら、攻撃力がどう変化するか、

全部計算できるようになったね。
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