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1.まずはじめに ～「冴月 麟」とは 

 2002 年の 8 月に製品版が頒布された「東方

紅魔郷」には 2 人の主人公と 7 人のボスキャラ

クター、2 人の立ち絵無し中ボスキャラクター

が登場する。 

 「冴月 麟」とは、紅魔郷のゲーム本体

（EXE ファイル）をメモ帳・バイナリエディ

タなどで開くことで確認できる、3 人目の自機

キャラクターの名前である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここで記述されている文字列「冴月 麟/霧

雨 魔理沙/博麗 霊夢」は、紅魔郷のスコア

画面のキャラクター名の項目名であり、実際に

この文字列を変更することでゲーム上での表示

も変更することができる。 

 

 また、この画面での表示は「博麗 霊夢

（霊）」が一番最初であるのに対し、バイナリ

データ上では一番最後になっていることから、

ゲーム上での扱いでは 

 

博麗 霊夢（霊） 

博麗 霊夢（夢） 

霧雨 魔理沙（魔） 

霧雨 魔理沙（恋） 

冴月 麟（花） 

冴月 麟（風） 

 

の順であることがわかる。ただし、実際のゲー

ム画面では 2 画面しか表示されず、3 人目のス

コア画面へは入れないようになっている。 

 東方 Project においてタイトル画面（ゲーム

本編以外）でのメニューでの「未使用項目」は

紅魔郷以前から存在する。「東方夢時空」「東方

幻想郷」「東方怪綺談」でのオプション画面

の、「Music  MIDI(sc-88)」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本来 MIDI 音源のメニューの選択できる PC-

98 版作品は「東方封魔録」のみであり、夢時

空や怪綺談では設定ファイルの書き換えで表示

させること自体はできるものの、通常の操作で

図 3 東方幻想郷の隠しメニュー 

図 1 バイナリエディタで見た紅魔郷 

図 2 紅魔郷のスコア画面 



は選択できないメニューであり、実際に MIDI

音源の曲を演奏させることもできない。 

 これらはおそらく、開発初期段階では実装予

定であったものの、最終的には没となり、選択

できないメニューだけが残った存在であると思

われる。そして紅魔郷の「冴月 麟」もそれと

同じ存在なのである。 

 「冴月 麟」に関しては、制作者の ZUN 氏

による過去の発言の中にも何度か登場してい

る。 

 

仕様ではもっとボリュームがあったんですけ

ど、残り３ヶ月の時点で無理な仕様を片端から

切りました。[1] 

 

でも突然新キャラで自キャラを用意されても愛

着がわかない。[2] 

 

この他には、2013 年にアメリカで開催され

たイベント Anime Weekend Atlanta でも質問に

対して「時間が無かったのでカットした」とい

った内容の発言がある。 

 

2、「冴月 麟」は誰なのか ～仮説 

 この未実装自機キャラクターは 2016 年現

在、紅魔郷の EXE（実行形式）ファイル内部

の文字列でしか、存在の痕跡を確認することは

できない。では、絵素材などもこの世に存在し

ないのだろうか。 

 同じく立ち絵未実装の 2 面中ボス（大妖

精）、4 面中ボス（小悪魔）に関しては以下の

ZUN 氏による発言が存在する。 

 

２、４面中ボスは、実は顔グラフィックの下書

きだけ用意されています。 

余裕があったら、こいつらにもスペルカードを

持たせるつもりだったんですが余裕が...[3] 

 つまり、最終的に没となったキャラクターの

絵素材も、データ（あるいは下描き）そのもの

は存在する可能性があるのである。 

 東方紅魔郷の頒布された、2002 年のコミッ

クマーケット 62 の、上海アリス幻樂団サーク

ルカットに正体不明のキャラクター絵が描かれ

ている。このキャラクターは、東方過去作品に

も紅魔郷以降の作品にも一度も登場した事は無

い。ではこのキャラクターが「冴月 麟」なの

だろうか。紅魔郷および ZUN 氏による他のイ

ラストと比較しつつ考えてゆく。 

 

3、カット絵解析 ～未来世紀の中華巫女 

 まずこのイラストを見てわかることは、 

 

① 頭にリボンを付けている 

② 肩に切れ込みのある服を着ている 

③ 頭に玉のような装飾も付いている 

④ 楽器を持っている 

 

 などである。①および②に関しては、2000

年代以降の霊夢を初めとした、ZUN 氏の Web

図 4 コミックマーケット 62 サークルカット 



公開イラスト「蓬莱少女繪幻想」に描かれた巫

女キャラクターに多く見られる特徴である。 

なお、「蓬莱少女繪幻想」において霊夢のイ

ラストにはタイトルや説明文に「霊夢」と入っ

ているため、「巫女」としか書かれていないこ

れらのイラストは霊夢ではないと思われる 

ではこのサークルカットのキャラクターも

「巫女さん」なのだろうか。そもそも「東方

Project」は 1998 年冬のコミックマーケット

55 を最後に休止し、2002 年の「復活」までの

間が長く、サークル名も変わり実質的に「第一

作」である「復活の巫女さん弾幕 STG 東方

紅魔郷」のサークルカットに描くキャラクター

は「巫女さん」である、と考えるのが自然では

ある。 

実際、PC-98 版時代のコミックマーケット

52～55 でのサークルカットはすべて靈夢を含

んだイラストであり、「巫女さんシューティン

グ」という文も入っている。 

対してコミックマー

ケット 63 のサークル

カットにはレミリアと

思われるキャラクター

が描かれ、 

「Win 用少女弾幕」 

という一文が書かれ

ており、これ以降の

サークルカットでは

キャラクターも毎回変わり「巫女さん STG

（シューティング）」という言葉自体も使われ

なくなっている。 

しかしそれならば、やはりこのキャラクター

は霊夢なのではないかという話になるのだが、

このキャラクターは霊夢と異なる部分がいくつ

か存在する。 

まず、「髪の色が黒ではない」。単純にモノク

ロイラストなので白くなっているだけとも考え

られるが、このイラストの場合は「つむじに影

が描き込まれている」。つまり、このイラスト

は「（黒ベタ以外）無着色」というわけではな

いのである。 

実際、髪の下部やキャラ

クター背後を見ると、グレ

ーでの着色をした箇所を確

認できる。 

また、シリーズを通して

靈夢および霊夢の前髪は

「真ん中分け」で統一さ

れているのだが、このイラストでは明らかにそ

うではない髪型でデザインされている。 

以上の事から、このキャラクターは「巫女で

はあるが、霊夢ではない」と思われる。 

また、玉のような装飾品も霊夢にはない特徴

であるが、これは ZUN 氏の過去イラストによ

く似たものが存在している。  

図 9 カット絵の拡大 

図 5、6 蓬莱少女繪幻想の「巫女さん」シリーズ 

図 8 “63”サークルカット 

図 7 「AmusementMakers」時代のサークルカット 



「蓬莱少女繪幻想」に掲載されている 

【未来世紀のブロンド巫女】（2001/5/20） 

である。左右にそれぞれふたつ付いた玉、そ

の上部に付いた「もしゃもしゃしたもの（蓬莱

少女繪の方は葉っぱと思われる）」まで一致し

随分と似ている。 

これだけではこのふたつのイラストが同一人

物であるかまではわからないが、このサークル

カットのイラストが「蓬莱少女繪幻想」の延長

線上で描かれたものである可能性が高くなる。 

【未来世紀のブロン

ド巫女】には「看板巫

女が欲しかったので」

というコメントが添え

られいるが、その 3 ヶ

月前のイラスト【神道

国幻想】（2001/2/4）に

も「新しいキャラを作

ろうかと思いつつ」というコメントが添えら

れ、髪の色も同じ「ブロンド（金髪）」の巫女

である。 

この次に ZUN 氏による、ゲーム画面を除い

た巫女キャラクターのイラストが掲載されたの

は「紅魔郷」頒布後の 2002 年 12 月公開の

【読書と妖怪の秋】の霊夢である。 

これらのことから、「2001 年頃から“金髪の

巫女キャラクターを新しく作り、Web サイト

やサークルの看板娘”として採用した」のでは

ないか、という説が生まれた。 

手に持っている楽器に関しては、外観および

紅魔郷の「おまけ.txt」にて 

 

それにしても、弦楽器弾けるようになろうかな

ぁ 

二胡とか（いきなりかい）[4] 

 

といった発言もあるように、持っているのは

中国の楽器「二胡（にこ、èrhú、アルフー）」

であることがわかる。 

 

「蓬莱少女繪幻想」の“蓬莱”、「上海アリス

幻樂団」の“上海”などのキーワードを初め、

2000 年代以降の ZUN 氏の作風には PC-98 版

の頃にはあまり無かった「中華要素」が含まれ

るようになっている。 

2000 年 10 月発表イラスト

【博麗霊夢の休日】、12 月の

【Lotus Dream】の霊夢

は、これまでの巫女装束とは

変わり漢服（古代中国の服

装）の要素が取り込まれてい

る。 

後ろの髪が二股に分かれ

る髪型になっているが、こ

れはおそらく、同じく古代中

国の髪型「飞仙髻」をイメー

ジしたものか、あるいはそれ

に近い髪型を採用したものと

思われる。 

この「飞仙髻」は、のちに

霍青娥の髪型として採用され

ている。 

図 13 Lotus Dream 

図 12 博麗霊夢の休日 

図 11 神道国幻想 

図 10 靴の“赤い玉”との比較 



このように、2000 年代以降の ZUN 氏の世界

観には「中華」が重要なモチーフとして取り込

まれ、「中華風巫女」のイメージもこの辺りか

ら形作られているのではないだろうか。 

そして、同じく 2000 年 12 月に頒布された

西方 Project「秋霜玉」での霊夢も、これらの

イラストと同じデザインで登場している。 

ここでの道中の曲も「シルクロードアリス」

であり、背景や霊夢のテーマ曲「二色蓮花蝶 

～ Ancients」には仏教・ヒンドゥー教との関

係の強い「蓮」が含まれており、大陸のイメー

ジが込められた演出をされている。 

しかし 2002 年に発売された「東方紅魔郷」

での博麗霊夢には、この時期にあった中華的要

素はほとんど無くなり、むしろどちらかという

と西洋風のモチーフを取り込んだデザインにな

っている。 

ここで紅魔郷の没自機キャラクター「冴月

麟」の名前を見てみると、“麒麟”の「麟」と

いう字が含まれていることが確認できる。 

麒麟（きりん、qílín、チーリン）とは、中

国神話での想像上の生物、霊獣のことであ

る。動物のキリンは中国では「麒麟」とは呼

ばれない。 

 このことから「冴月 麟」が「中華風キャラ

クター」だと仮定した場合、もし「東方紅魔

郷」が 3 人の主人公で完成していたならば、主

人公は 

「和風」 

「洋風」 

「中華風」 

 の 3 種類になっていたということになる。 

 もし「中華風キャラクター」を新しく入れる

のならば、霊夢の「中華要素」はむしろキャラ

被りになってしまうため削除されたのではない

だろうか。 

 

4、カット絵は麟なのか？ ～結局のところ 

 ここまでの話をまとめると、 

 

①ZUN氏の中には中華風巫女の構想があった 

②カット絵のキャラは中華風巫女である 

③3人目の自機は中華風だった 

 

という 3つの仮説ができあがる。ただし、こ

れらをイコールで繋ぐはっきりとした根拠は今

のところ無い。 

ここで、少し見方を変えて考えてみることに

する。 

つまり、「サークルカットのイラストはどう

いった絵なのか」である。 

このイラストはモノクロで印刷されたもので

はあるが、“ZUN 絵”の傾向における、ある特

徴を持っている。それは、 

「前髪が目やまつげより“上”に描かれてい

る」ことである。ZUN 絵においてこういった

描かれ方をするのは、「カラー絵」の場合なの

である。モノクロ絵の場合、“目と重なる部

分”は「透かす」か「目が上に描かれる（髪は

消す）」ものがほとんどであり、「髪が上で、目

の重なった部分を消す」という描かれ方をする

のは、カラー絵、特に「金髪」に多い特徴なの

である。 

ではなぜ「カラー絵」なのか、何に使うため

のイラストだったのか。やはり「ゲーム用の素

材画像」だったのではないだろうか。  

図 14 カット絵の目元 



そして、先に挙げた「グレーで描かれた影」

であるが、そもそもこのイラスト自体がモノク

ログレースケールで描かれたものではないのか

という可能性も出てくるのだが、ZUN 氏によ

るサークルカットはコミックマーケット 52 か

ら 62 を除いた 63 までの絵はすべてグレース

ケールではなく“スクリーントーン（漫画など

で使う、網点のテクスチャのようなもの）”を

使用した絵になっている。 

以上の事から、このカット絵は「カラー絵を

グレースケール化した画像であると思われる。 

それでは、この絵は「冴月 麟」のゲーム中

の会話用立ち絵なのだろうかというと、これは

違うのである。 

東方紅魔郷の立ち絵は

「128*256 ピクセル」であ

る。このサイズの中にサー

クルカットの絵をあてはめ

てみると、二胡が立ち絵の

表示範囲からはみ出してし

まうのである。 

二胡が特徴になるはずの

キャラクターの立ち絵でこ

れはまずあり得ない。 

ではどこで使われる絵な

のかというと、 

「キャラクター選択画面」である。 

スコア画面に名前だけ残っている文字列と同

じく、「ゲーム本編以外の部分」を先に作ると

いう製作方法であったとするならば、選択画面

用の素材画像だけ先に作られていたという可能

性も十分にあり得るのである。 

更にこの説にはもうひとつの根拠があるのだ

が、それは“東方紅魔郷にて「頬紅（ほっぺた

の線）」を「太く黒い実線」で描いた自機絵は

キャラクター選択画面の絵だけで、敵立ち絵に

もほぼ無い”事である。 

 ついでにこの比較画像にて、先の「カラー絵

の前髪の描かれ方」が魔理沙と同じであること

を確認することができる。 

 

5、まとめ ～オチ 

 以上の考察から私の導き出した結論は、 

 

「“冴月 麟”とは、中華的要素を含んだ金髪

の巫女キャラクターであり、サークルカットに

使われたイラストはキャラクター選択画面のイ

ラストだった」 

 

である。 

 今回はあくまで「ZUN 絵の傾向」から東方

紅魔郷の没キャラクターとサークルカットのイ

ラストが同キャラクターである可能性を考察し

た。 

 しかし ZUN 氏の作品には沢山の既存のゲー

ムや書籍、音楽作品などからのモチーフが含ま

図 16 キャラクター選択画面の自機絵との比較 

図 15 会話立ち絵サイ

ズへのトリミング 



れているため、そういった観点から「冴月 

麟」を考察するとまた全く違う結論が出ると思

われる。 

 また、2014 年のコミックマーケット 86 にて

私や同伴者が ZUN 氏に直接 

・コミックマーケット 62のサークルカットの

絵は紅魔郷で登場予定のキャラクターなのか 

・あるいは、サークルのイメージキャラクター

なのか 

といった質問をしたところ、 

「全然そういうものではない」 

「たぶん適当に描いたんじゃないかな」 

 という回答を得ている。 

 質問のしかたとしては、カタログのページを

直接見せて「冴月 麟」という言葉は使わずに

質問した。 

 ただし、これは公式の書籍やインタビューで

の発言ではないため、あくまで可能性のひとつ

という程度に考えておいた方がいいだろう。 

 

6、おまけ ～一応絵描きなので 

最後に、サークルカット絵の「線の見える部

分」をできるだけ繋いで再現した立ち絵画像を

掲載して今回の記事の終わりとします。 

（2014年版であるため、現在の最新の考察と

は多少異なります。特に腰から下の部分など） 
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