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ごあいさつ
初めまして。本冊子をお読みいただいて、ありがとうございます。
この冊子では、東方 project のシューティングゲーム（STG）をこれから始める、または最近始め
た人向けのお話を掲載しています。沢山の助っ人から力を借りた、合同誌となっております。様々
な視点から東方 STG について語ったテキストが集まりました。「作品選び」では紅魔郷から鬼形獣
までの東方原作 STG についてざっくりわかる解説を掲載しています。大きすぎないボリュームとな
っているので、サっと読んで面白そうな作品を探しましょう。
「STG 方法論」では、全てのはじまり
として難易度 Easy のクリアを目標とした方法論を掲載しています。方法論を読んで更に STG につ
いて知りたいと思ったら、
「一歩先を目指す弾幕講座」を読んで弾幕に対するアプローチについて考
えましょう。
「東方を買ったけど、他には何が必要なの？」
「そもそも東方ってどこで買うの？」とい
う人は、「東方のプレイ環境」を読んで、東方を遊べる環境づくりを始めましょう。
冊子の内容についてお問い合わせの際は、下記の連絡先までメッセージを頂きますと幸いです。
お問い合わせ：狩野製作所（Twitter @kano_factory）
狩野カチロー great.fairy.wars.kano@gmail.com
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1.東方の世界観
・原作サークル「上海アリス幻樂団」
東方 project とは、
同人サークル上海アリス幻樂団が制作するゲームや書籍、音楽 CD といった、
一連のコンテンツのシリーズ全体を示す名前です。一口に「東方」といっても、ゲームの話からコ
ミックまで広い範囲の話題を含んでいるわけですね。上海アリス幻樂団は、実は ZUN さんという
1 人のデベロッパーが取り仕切っています。ZUN さんは、大学在学中から東方 project の作品を
制作・発表されてきました。シリーズの作品はゲームや CD を合わせて 20 を越える大規模なもの
になっています。1 年〜1 年半ごとに新しい作品が発表されるため、長年にわたり熱烈なファンを
増やし続けているのです。
公式サイト
https://www16.big.or.jp/~zun/

とうほう れ い い で ん

東方 project の一番初めに制作された作品は、1996 年に発表された「東方靈異伝 〜 The Highly
Responsive to Prayers.」です。本作はいわゆるブロック崩しゲームで、後のシリーズで主となる
とうほうこうまきょう
STG とは別ジャンルでした。その後 4 作品を経たのち、2002 年に第 6 作「東方紅魔郷 〜 the
Embodiment of Scarlet Devil.」が発表されました。本作以降は Windows 上で動作するゲームと
なり、通称「Win 版東方」と呼ばれています。シリーズの最新作は、2021 年に発表された
とうほうこうりゅうどう

「東方虹 龍 洞 〜 Unconnected Marketeers.」です。1 面からネコ娘が登場する色彩豊かな
作品ですね。これらの STG に並行して、ゲーム内の BGM や独自の楽曲が収録された音楽 CD が
発表されています。ゲームに収録された BGM がアレンジされて収録されており、飽きることな
く楽しめます。STG のみならず、同人サークル「黄昏フロンティア」と共同で開発された格闘ゲ
ームシリーズや、東方 project の世界観で物語を展開するコミック・小説など多くのコンテンツが
発表されています。
駿河屋商品ページ
https://ux.nu/QIdKE
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上海アリス幻樂団ブログ
https://kourindou.exblog.jp/28512725/

・幻想郷ワールド
東方 project の作品は、
「幻想郷」という世界における和風ファン
タジーの世界観を持っています。この世界で力を持っているのは妖
怪で、人間は妖怪から逃れて人里で静かに暮らしています。妖怪か
ら人里を守り、幻想郷のバランスを保つ仕事をしているのが、皆さ
んご存じ「博麗霊夢」です。東方 STG では作品ごとに自機（主人公
キャラクター）が変わりますが、博麗霊夢はいつも自機として作品
に登場し、物語の主役として活躍しています。新しい作品・ストーリ
たぶんこんなところ
ーが出るたびに、博麗霊夢を含めた人間たち（と一部の妖怪）がアク
画像は photoAC より
ションを起こしているのです。
・拡大する二次創作と東方ファン
上記のような設定はあるものの、各々のキャラクターが喋るテキストは多くなく、ゲームのお
まけに付いてくるファイル内で明かされる設定も、それほ
ど入り組んだものではありません。つまりハッキリと明言
されていない部分を自分で設定するなどして、アレンジす
る余地が大いに有るわけです。ご存じのとおり、
東方 project
シリーズを原作（一次創作）として、かなりの多岐にわたる
ジャンルの東方アレンジ（二次創作）が作られています。
STG でも、音楽でも、コミックや小説でも沢山二次創作作
品があります。いわゆるコスチュームプレイ（コスプレ）と
して、東方 project キャラクターのデザインを模した洋服を
コミケ会場の東京ビッグサイト
画像は photoAC より
着ている人もいますね。
そのような二次創作を発表する場所（これをプラットフォームといいます）として、インターネ
ット上での発表や、大きな会場を貸し切ったイベントが行われています。コミックマーケット（コ
ミケ）は東方を含む様々なジャンルの一次創作・二次創作が発表されます。博麗神社例大祭ではジ
ャンルを東方に限定したイベントですが、それでも大変多くの人が参加するイベントです。2020
年は某ウイルスの感染拡大に伴い、東方に限らず多くのイベントが中止になってしまいました。
インターネット上で開催されるエアイベント「エアコミケ」が
開催されるなど、東方二次創作を発表する場所をなんとか確
保しようとする、熱意あるファンが活動を続けています。
・Touhou となった東方 project
東方 project の一次創作・二次創作を含むジャンル全体は、
海外では Touhou と呼ばれています。博麗神社例大祭は香港
や台湾でも開かれており、Touhou を楽しむ人々が言葉や国を
越えて集まっているのです。インターネット上の動画配信サ
イトでは、日本語以外の言語で東方 project 作品のプレイ動画
を配信するプレーヤーが度々みられます。
第二回 博麗神社例大祭 in 台湾
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2.作品選び：１次創作（原作）シリーズ紹介、二次創作ピックアップ
前置きが長くなりましたが、ここから東方 STG に関するお話です。おそらく皆さんはこれから
東方 STG の作品を買う／揃えていく段階にあると思います。東方 STG は 1 本 1500 円くらいと
中々のお値段ですから、一度に全部買うのは大変ですね。もうどれか 1 本を買った人はその作品
ともう１つ、まだ買っていない人は最初の 1 本目を選んでいきましょう。
シリーズものを買うときに「どの作品を買えばいいんだろう？」という疑問は、皆さんが自然に
持つものと思います。僕もはじめにそう考えました。実はその答えは「必ずコレというおススメは
ない」というものです。確かに作品により易しめ・難しめという差はあるのですが、結局作品を気
に入らないと遊び続けるのは難しいため、作品の難易度から選ぶというのは実用的ではないから
です。Windows で動作する東方 STG シリーズは、全部で 18 作品あります。その中でシンプルな
スタイルの作品は 12 作品です。その他の 6 作品には、作品固有のシステムやステージが存在する
ので別に紹介します。シンプルな 12 作品から順に紹介していきます。ちなみにシンプルというの
は、
「画面が縦方向にスクロールし、自機が上を向いて進行する、６ステージで完結する」という
ことです。
下に作品の一覧を示しますので、先に見たい作品があるときは個々のページに移動しましょう。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
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① 東方紅魔郷 〜 the Embodiment of Scarlet Devil.（2002 年発表）
Windows で動作する東方 STG の中では最も古く、それゆえに
シンプルでとっつきやすい作品です。操作はショット・ボムの
２つに加えて、自機キャラクターの移動速度が遅くなる低速機能、
これら３つしかありません。敵を撃って、弾を避けるという
STG の根本となる要素が際立つ優れた作品です。
ボスキャラクターはいずれも高い人気があり、一部のキャラクター
は後の作品で自機キャラクターに抜擢されています。
１．心を打つ音楽：本作のＢＧＭは wav 形式の高音質で再生され、ステージの雰囲気と調和
してプレーヤーにとって心地良いものになっています。どのステージのＢＧＭも大変人気が
あり、多数のアレンジ二次創作曲が作成されています。個人的に特におすすめしたい楽曲は、
3 面ステージ道中の曲「上海紅茶館 〜 Chinese Tea」です。ハイスピードに展開する 3 面の
ステージにピッタリとはまるメロディが大変印象的です。この楽曲は上海アリス幻樂団の
音楽集「夢違科学世紀 〜 Changeability of Strange Dream」にも収録されています。
２．ゲームシステム：本作以降に制作された作品を見てから改めて考えると、紅魔郷のゲーム
システムは大変シンプルになっています。使うボタンはショット、ボム、低速移動の３つ
だけで、東方原作シリーズで最少となっています。弾幕の構成は自機狙い＋固定弾幕が主で、
こちらも判り易い作りです。ただ時折登場するランダム弾幕が良いアクセントとなっており、
難易度としても単調にならない、丁度良いバランスを保っています。ボム数は中ボス等から
獲得できるものを含めて最大 30 個と、東方原作 STG としては少な目
です。自機狙い弾幕が主体ということは、まず自分が移動して自機
狙いを誘導し、ステージを進めていく必要があるということです。
ボムの少なさも相まって、シンプルながら一番プレーヤースキルが
問われる作品であると考えます。
３．作品の時代背景：本作は 2002 年に発表されました。近い年代に
発表されたシューティングゲームには、式神の城（タイトー）
、
プロギアの嵐（カプコン）
、斑鳩（トレジャー）といった名だたる
名作が並んでいます。そういった商業作品の人気も根強いですが、
同人作品である紅魔郷が負けずと令和の世でもプレイされていると
いうのは驚くべきことですね。
連なる自機狙いを一点に
集中して撃たせることで、
４．プレイ環境の問題：そうはいっても、2022 年時点で最も新しい
むしろ形が判り易くなっ
Windows 環境で紅魔郷を遊ぶには問題があります。普通に紅魔郷を
て避けられる。
インストールして起動しても、fps（1 秒あたり何回画面が描画される
かを示す数値、東方は 60fps が正常動作）が 200 台など異常な値になってしまい、ゲーム
としてまともに遊べない状態になってしまいます。現時点では上海アリス幻樂団からこの
状態を改善するためのパッチやツール等は発表されていないため、有志が作成した非公式の
パッチやツールを用いてプレイしている人が多いというのが実情です。
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② 東方妖々夢 〜 Perfect Cherry Blossom.（2003 年発表）
本作品は紅魔郷の正当な続編に当たります。様々な面で紅魔郷に比
べパワーアップされており、エネミーマーカーや自機の当たり判定な
ど、近年の作品まで続く東方の基礎ともいえるシステムが導入された
作品です。難易度としては他の整数作品に比べ簡単な方ではあります
が、中には押しつぶされてしまうほど密度の濃い弾幕もあり、ボムや
後述のシステムを上手に活かせるかがカギとなります。

１．ストーリー
雪が溶け、白銀の吹雪が桜色の吹雪へと変化する頃。その年の幻想郷にはなかなか春が来ません。春
が来ないと困るので、桜の花びらを辿り取られてしまった春を取り返しに行こう、というお話です。
ストーリーにもあるように春を探し集める話である今作では、ゲーム内の背景や弾幕、演出には春の
訪れを感じさせるものが多く、とても美しい作品となっています。
２．自機について
自機は霊夢、魔理沙、そして前作では敵キャラだった咲夜を使う事ができ、さらにそこから各キャラ
2 種類の装備を選択する事が出来るため、計 6 種類の機体から選んでプレイすることになります。今
作は自機によってボムの数が異なるという珍しい特徴を持っており、霊夢は 3 つ、魔理沙は 2 つ、
咲夜は 4 つ、ゲーム開始時と被弾後にそれぞれ補充されます。ボムの少ないキャラはその分 1 回 1
回のボムの威力があったりと各自機のバランスは大体取れてはいますが、初心者はボムを使って進
んで行く場合が多いため、もし初めてのプレイで迷ったらなるべくボムの多いキャラを使う事をお
すすめします。
３．システム
今作ではそのストーリーから、桜点というピンク色のアイテムを中心としたシステムがあります。簡
単に説明すると、桜点を 50000 点集めると「森羅結界」という一度だけ被弾を肩代わりしれくれる
バリアのようなものが現れる、というものです。もちろんバリアの役目を果たしてくれるだけでも強
いのですが、この森羅結界が発動している間は他にも様々な特典があり、クリアに向けて特にありが
たいものとして「発動中は画面内のすべてのアイテムが瞬時に回収される」というものがあります。
今作は青いアイテム「点符」を一定数集めることで残機が増えるため、この特典のおかげで点符取り
こぼしにくくなり、残機の増加に直結します。また、森羅結界は被弾を肩代わりした際に画面中の弾
を消す「霊撃」というものが発動します。これは森羅結界発動中にボムボタンを押すことで結界を強
制的に終わらせる代わりに発動させることもできるため臨時のボムとしても活躍してくれます。結
界には時間制限があり、発動中に自機の周りに現れる輪のような物がどんどん収束していき、完全に
消えたタイミングで結界の効果も切れてしまいます。その時に霊撃は発動しないため、クリアを目指
す時は結界の消える寸前で霊撃を発動させていくとゲームを上手く進めることができるでしょう。
４．みどころ
いろいろとありますが、この作品の一番の魅力と言われているのは、なんといっても 6 面最後の演
出です。詳しくはかなり重大なネタバレになってしまうためここでは書きませんので、ぜひ自分の目
でお確かめください。また、今作はやりこみ要素が多いのでおまけステージであるエクストラをクリ
アした後でもハードやルナテッィクなどいろんな難易度に挑戦してみてください。きっと素敵（？）
な妖怪との出会いが待っていると思います。
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③ 東方永夜抄 〜 Imperishable Night.（2004 年発表）
2004 年に頒布された、Win 版の東方作品（Windows で遊ぶこと
のできる作品）の 3 作目。この作品は、
「夜がいつまで経っても明
けない異変」を解決するために、人間と妖怪の二人一組のタッグが
調査を始めます。ですが、少しずつ異変が本来とは違うものと分か
っていきます。(これ以上は製品版で！)
人妖ゲージ

さて、作品の特徴は３つあります。
まず１つ目が「人妖ゲージ」。それぞれの自機に人妖ゲージがあり、敵を倒したり、グレイ
ズ(弾にかすること)したりすることで人妖ゲージを変化させることができます。また、ある程
度人妖ゲージを変動させることでショット火力が上がったり、グレイズで入る点数が高くな
ったりします。
２つ目が「使い魔」です。使い魔というのは敵の一種です。永夜抄とい
疾走する使い魔
う作品は、人間（高速操作）と妖怪（低速操作）の二人一組を切り替えて
操るのですが、人間を操っているときは「使い魔にダメージが与えられる
ものの使い魔に被弾する」、妖怪を操っているときは「使い魔にダメージ
は与えられないものの使い魔に当たらない」という性質を持っています。
低難易度（Normal や Easy）をやる分にはあまり意識しなくてもいいので
すが、Extra 以上の難易度になってくるとしっかり意識してショットを撃
たないと中々厳しくなってきます。
３つ目は「ラストスペル」です。各ステージに「ラストスペル」なるものが設定されていて、
それぞれのステージで一定以上の「刻符」というアイテムを集めることで、本来使うはずだっ
たスペルカードに加えて新たに一枚、別のスペルカードを使用してきます。このスペルカード
はボムが使えない代わりに、被弾しても残機が減りません。つまりは、完全なるやりこみ要素
なわけです。
最後に、私の独断と偏見で、この作品の見どころをいくつかご紹介します。
1. クリアしてからわかる伏線
この作品は、スペルカードや会話に非常に分かりづらい伏線がいくつも散りばめられて
います。しかし、プレイ中に気づくことは不可能に近く、クリアして初めて伏線だと気付け
るものが多いです。その分、クリアして ED を見て伏線に気づいた時の感動は凄まじく、
「あぁ、あの会話がそうだったのか…」といった感じで、衝撃を覚えます。
２．6 面の最終スペルの感動
6 面でラストスペルを撃破した直後に、"ファイナルスペル”と呼ばれるさらなるスペルカ
ードを使用してきます。ファイナルスペルは全部で 5 枚あるのですが、ラストスペルと同
じく被弾しても残機が減ることはありません。なので、永い旅に疲れたプレーヤーたちの心
に感動をもたらしてくれます。
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④ 東方風神録 〜 Mountain of Faith.（2007 年発表）
ストーリー
「博麗神社。幻想郷の東の境界にある寂れた神社である。里居を忘
れた妖怪がここを寝床にしているかの様に、いつも人間以外の生き
物で賑やかであった。妖怪の多い神社に人間の参拝客など居る筈も
なく、神社におわす神様は信仰心不足に悩んでいた。―そんな神社
にも転機が訪れたのである（公式サイトより抜粋）」これだけを読
んでもよくわからないため補足します。ゲーム内のストーリーの流
れは「妖怪の山に突如現れた謎の神社の正体を探るため、博麗神社の巫女『博麗霊夢』と人間
の魔法使い『霧雨魔理沙』が妖怪たちと戦いつつ神社を目指す」といったものです。キャラ設
定によると、霊夢は戸惑いつつも今までの異変解決同様に博麗の巫女として行動し、魔理沙は
状況をあまり把握しておらず霊夢が動いたため動き始めたようです。
ステージについて
風神録の見どころを、ステージと弾幕に分けてお話ししたいと思います。
ステージは 6 面までありますが、1〜4 面と 5〜6 面では雰囲気が大きく変わるように感じ
ます。執筆者が一番好きなのは 6 面だったりします。1 面の秋の山、3 面とか 4 面の明るい
澄んだ感じもいいですが、ボス戦（ネタバレを避けるため名前は出しません）前の厳かでどこ
か不気味な雰囲気もいいものです。BGM も相まって非常に緊迫した空気を作り出しています。
そのため、人によっては 3 面とか 4 面のほうが楽しい人もいらっしゃると思います。そして
やはりこの作品の核心を突く会話も見どころでしょう（主に自機が霊夢の場合）。霊夢のとっ
た行動は正しいのか？なぜ戦ったのか？その答えはエンディングと extra ステージで明らか
になります。ぜひ難易度を問わずにクリアして、考えてみていただきたいと思います。STG な
のにストーリーも考えさせられるなんてすごいですね。
弾幕について
この作品にはほかの作品と比べ、プレーヤー側を詰ませに来る弾幕が非常に多いです。
例えば、Extra ステージボスの第 3 通常な
どは斜めの球が速い速度で迫ってくるため、
ポジショニングが悪いとすぐに詰んでしまい
ます。そのため、下に追い詰められて詰む前に
横に抜ける必要があります。人という漢字の
形の弾の下に入ると詰んでしまうので横に抜
けていますね。
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また、この作品は非常に単純で美しいスペルカードが少なからずあります。そういった弾幕
は避け方がわからないということは少なく、東方原作にあまり触れたことのない方でもとっつ
きやすい弾幕であると思います。そんなシンプルなスペルカードに加え、筆者が非常に好きな
スペルカードを 3 つほど紹介したいと思います。
「水眼のごとく美しき源泉」
Extra ステージ中ボスの第 1 スペカです。Extra 攻略の時には一番よく見るスペカになる
でしょう。このスペカは画面上部から放射状にレーザーのように連なった弾が飛んでくるだけ
のスペカなのですが、非常に美しく楽しいスペカです。
「ミシャグジさま」
Extra ステージボスのラスペ（ラストスペルカード）です。これは本当に楽しい。左右から
交差弾が迫ってくるだけのスペカなのですが、本当に楽しい（2 回目）。人によって得意不得
意が分かれるスペカで、得意な人は初見でも取得できてしまうかもしれないくらいシンプルで
す。避け方のコツは上キーの使用ですが、それも人によっては逆効果でしょう。とにかくシン
プルがゆえに避けていて楽しい。
（3 回目）
あえて画像は載せないのでぜひ Extra ステージを練習してたどり着いてみてください。
「ケロちゃん風雨に負けず」
風のようにうねる白弾と雨のように降ってくる米粒弾の組み合わせです。非常に難しいうえ
相手ボスの体力が多いので Extra クリアの大きな障害となります。しかし、気合避けで取得
できた時は本当に達成感を感じ、弾幕を避ける力も身につくと思います。クリアした後に取得
狙いで何度か試してみると楽しいと思います。
これら 3 つのスペルカード以外にも非常に面白く避けていて楽しいスペルカードがたくさん
あるので、興味を持った方はぜひ作品に触れてみてください。

水眼のごとく美しき源泉

ケロちゃん風雨に負けず
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⑤ 東方地霊殿 〜 Subterranean Animism.（2008 年発表）
前作に続いてショットパワーを消費するボムのシステム、永夜抄に
続いて人間と妖怪がタッグを組むチーム制が採用されています。
残機はボス戦の弾幕に被弾しないことで貰える、カケラを集めて増
やすことができます。つまりひたすらボス戦で生存することが求め
られ、パターン化が進むまでは中々攻略が難しい作品となりました。
さびれた地獄の世界が舞台であり、BGM は哀愁漂う雰囲気が強め
です。しかし同時に、不思議と引き寄せられる魅力があるものです。
2008 年に頒布された、Win 版東方 11 作目。この作品は「間欠泉から出てきた怨霊が悪
さをしそうなので出ないようにする」ことが目的の作品です。地霊殿は自機性能やアイテム
の回収の仕方など、様々な意味で特徴的な作品です。
まず紹介するのは自機性能。どの自機も非常に癖が強く、使いこなすにはある程度パター
ンを組んで練習しなくてはなりません。
しかし、その分パターンを組んだ時の性能は凄まじく、他作品の中堅自機を軽く上回る性能
を誇ります。※一部除く
次いで紹介するのはその弾幕の激しさ。地霊殿は「嫌われ者の弾幕」と称しているだけあ
って、敵が放つ弾幕がかなり激しい（その割には人気投票で高順位を獲っているキャラが多
いが）直球な弾幕からいやらしい弾幕までどれも大抵パターン化と
避け力を要求されるので中々難しい作品と言われています。しかし
通常クリアにおいては、難しい弾幕を(一部除く)各機体の強力なボム
でお出迎えすることによって、比較的楽にゴリ押し突破することが
できます。
次いで紹介するのはアイテム回収システム。地霊殿という作品は、
自機二人組が通信しながら進む関係上、”交信強度”という
概念があります。その交信強度を”弾にかする” ”画面上部
交信強度
へ行く”と言った行動を取ることで上げることができるので
地霊殿屈指の
す。そして、交信強度を MAX にすると画面上のアイテムが全て回収で
高火力ボム
きます。
鴉の闇
最後に、この作品の見どころを二つ紹介しようと思います。
まず一つ目が、4 面の想起スペカ。使う機体によって使ってくるスペカが異なるため、飽き
ずに楽しむことができます。二つ目が地霊殿家族の愛。首謀者が異変を起こした原因や、地
霊殿の主が自身の妹を心配する様子など、とにかく愛にあふれている作品です。
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⑥ 東方星蓮船 〜 Undefined Fantastic Object.（2009 年発表）
前作の地獄から一転、今作は大空が舞台です。残機やボムはカケラ
を集めて増やす訳ですが、そのカケラを出すためのカケラ、ベントラ
ーというアイテム（見た目は UFO）が今作の特徴です。ベントラー
は 3 色からなり、同じ色もしくは 3 色で 3 つ揃えるとカケラを出し
てくれます。弾幕のパターン化に加えてベントラーの揃え方もパター
ン化が必須であるため、初級者にとっては苦難多い作品となりました。
苦難を乗り越えて到達する、ラスボス戦の感動はひとしおです。
１．特徴的なベントラーシステム（通称 UFO）：星蓮船では残機やボムといった、攻略に
必須の資源をベントラーアイテムから恵んでもらう仕組みになっています。
右図に示したのが「青色ベントラー（通称青 UFO）」です。ベントラーには
青・赤・緑の 3 種類があり、同じ色が 3 個または 3 色１個ずつをゲットすると
巨大ベントラー（右図の円形ゲージがついているデカいやつ）が
出現します。巨大ベントラーを撃破すると、その種類に応じて残機
やボムのカケラを恵んでくれる、という仕組みです。ベントラーは
ステージの道中にしか出現しないため、ボスと一緒に襲ってくると
いう心配はありません。ただ出てくるベントラーの種類は初めから
決まっているため、どの色のベントラーをゲットして、どの色の
巨大ベントラーを呼び出すかを、弾幕パターンと一緒に覚える必要があります。
２．軽快で明るい BGM：地霊殿が地獄をテーマとした暗くて寂しい雰囲気の作品だった事
の反動なのか、星蓮船はステージの配色や音楽の雰囲気が明るく、軽快な印象を受けます。
4 面ステージ道中の曲「幽霊客船の時空を越えた旅」はチャカポコと面白い SE が入って
いて、聴いていて楽しい 1 曲です。ラスボスのテーマ曲「感情の摩天楼 〜 Cosmic Mind」
は東方のラスボステーマ曲の中でも随一の迫力と力強さを誇る 1 曲で、大変人気が高い
楽曲です。その直前にステージ道中で聴く「法界の火」が嵐の前の静けさを思わせる様な
落ち着いた雰囲気であることから、盛大に始まるボス戦の BGM がより一層印象的に
なるのですね。上海アリス幻樂団の音楽集「鳥船遺跡 〜 Trojan Green Asteroid」に
アレンジ版が収録されており、こちらも必聴です。
３．最強性能の自機キャラクター：東方原作シリーズで性能が高いのはどの作品・機体かと
いうテーマについて考えるとき、星蓮船の東風谷早苗（高威力＆広範囲炸裂型）、通称
早苗 B は最強候補の 1 つになります。画面上部全体をカバーできる高速ショットは、
敵に接触すると炸裂して周囲にダメージを与えます。つまりあちこちに接触して、その場所
でさらにダメージをばらまくため総合したダメージ量が大変多いのです。ボムは極めて
効果時間が長く、ボス戦ではボムを撃ってボスキャラクターに近接してショットを撃ち込め
ば、大抵のスペルカード・通常弾幕を撃破できます。本作の弾幕の難易度が高いために逆にバ
ランスがとれているともいえますが、機体そのものの能力が高いことに変わりはありません。
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⑦ 東方神霊廟 〜 Ten Desires.（2011 年発表）
ここからは東方神霊廟についての話になります。まず、解説の前に一つ
言わせていただくと、神霊廟は整数作の中でも初心者にかなりやさしい
作品です。実際、私が初めてプレイした東方は神霊廟でした。今作特有シ
ステムの「霊界トランス」を使わずとも正直 Easy ノーコンテニューくら
いならすぐできるようになるでしょう。ここでは Easy、Normal のノーコ
ンテニュークリアを目指すために必要な説明をしていきます。
１．自機：今作の自機は 4 種類です。初心者ならまずは霊夢で挑むのがおすすめです。
1.霊夢
当たり判定が小さめなため敵弾に当たりにくく、火力は安定しています。
ボムはやや非力。霊夢で神霊廟に慣れたなら、他の機体も候補に入れて良いと思います。
2.魔理沙
超火力でゴリ押しを可能とする、中々の強機体です。
3.妖夢
挙動に癖があり扱いづらいものの、低速ショットやトランスの強さと、
当たり判定の小ささで圧倒的な強さを誇ります。
4.早苗
気分転換程度に使う事をお勧めします。星蓮船での神力があれば･･･
２．小神霊：敵を倒すと出る今作特有のアイテムで、四種類あります。画面下に落ちてこないので
近づいて回収しないと、一定時間で消滅します。回収により後述する霊界ゲージを回復できます。
1.白神霊
近づいて撃ち込んだ時や連続して敵を倒した時に出ます。霊界ゲージを大きく回復
します。点数にもなりますが、今作はスコアによる恩恵はないのであまり気にせずに。
2.青神霊
敵を早めに倒した時や、近づいて撃ち込んだ時に出ます。スコアが上がりやすくなる
効果がありますが、先述のとおりあまり意味はありません。
3.緑神霊・紫神霊
特定の敵を倒した時や、スペルカードを突破した時に出ます。 はボム
を、 は残機を増やします。霊界トランス中は二個分の価値になります。まずは「小神霊はでき
るだけ取る」「緑色や紫色の小神霊はできればトランス状態で取る」を覚えましょう。
３．霊界トランス：Easy ノーコンテニューで 4 面までいけたら、トランスを練習しましょう。
1.霊界ゲージ：白い怨霊が３つあり、溜まると白く光ります。ゲーム開始時は１ゲージ。
2.トランスの効果：霊界ゲージ１つ以上で死にトランスが、３ゲージで任意トランスが使用可能で
す。死にトランスは被弾することで発動し、１ゲージにつき 3 秒間トランス状態になります。終
了後にミスとなり残機が減ります。任意トランスは TRANCE キー(キーボードなら C)を押すこと
で発動し、9 秒間トランス状態になり、終了後ミスになることもありません。トランス中は無敵に
加えて火力が大幅に上がります。多少猶予はありますが、トランス終了後はすぐに安全な場所へ
移動しましょう。ボス戦の最後に会話があるため、残機なしの被弾トランスでボスを突破しても
会話に入る段階でゲームオーバーになるためクリア扱いにはなりません。
3.トランスのポイント：任意トランスの使い時は優先度の高い順に、
「
の回収」
「苦手な弾
幕を飛ばす」
「被弾を回避する」となります。ステージの途中で、
が一気に出てくる箇所
があります。そこでトランスを使って神霊を回収しましょう。またトランスはボムのように苦手
な弾幕を飛ばすのにも使えます。ボム一回よりもトランス一回の方が価値のほうが大きいので、
ボムが余っているなら先にボムを使いましょう。
４．あとがき：皆さんの中には Easy 三面中ボスの小傘の弾幕すら避けられる気がしない、という方
もいるでしょう。ですが私も、また多くの東方プレイやーがそんな状態からの出発でした。シュー
ティングゲームというジャンルは上達の早いジャンルです。その中でも神霊廟はプレイすればす
るほど仕組みがわかってきて、避けられるようになるという傾向が強いです。ZUN さんも言って
います。見た目こそ難しいですが、避けられないなんてことはなく、試行錯誤のうえに全ての弾幕
は突破可能です。神霊廟をあなたの弾幕 STG 人生の一歩にしてみませんか。

⑧ 東方輝針城 〜 Double Dealing Character.（2013 年発表）
本作は前作や前々作に比べシステムはシンプルになった一方で、解像
度が 2 倍になったことで弾幕や背景などの描写が一層きれいになりまし
た。そのため、神霊廟までに比べより高い動作環境が要求されるように
なり、今までの作品は普通にプレイ出来ていたのに輝針城は処理落ちば
かり…という事も多々あります。しかしながら、その美しい描写は確か
であり、様々な弾幕のギミックの奇抜さは他の整数作品に比べてもトッ
プクラスを誇ります。
弾幕の難しさは上位に入りますが、その分ボムや残機が多く稼げるのでためどんどんボムを使
える人や、残機を稼ぐパターンを考えるのが好きな人にはかなり簡単かつ楽しい作品に感じると
思います。
１．ストーリー
人間と妖怪が共存している幻想郷で、いつもはおとなしい妖怪や妖精が突然暴れだしてしまい
ます。同じく突然動きだした道具と供に異変解決に向かおう！というお話です。
道具と供に、と書きましたが、やはり勝手に動く道具は危険なので己の力だけで異変を解決しに行
くことも出来ます。
２．自機について
霊夢、魔理沙、咲夜の 3 人を使う事ができ、それぞれ勝手に動き出した「お祓い棒」
「ミニ八卦
炉」
「シルバーブレイド」を使うか使わないかを選ぶことができます。計 6 機体あるわけですが、
今作の各機体は使いやすさにかなり偏りがあるため初心者がもし挑戦するのならば、癖があるも
のの高威力かつホーミングしてくれるショットを持つ霊夢で道具を使う機体か、同じく癖がある
もののある程度追尾してくれるショットを持ちボムが実質バリアである咲夜の道具を使う機体を
強くオススメします。なお、霊夢は当たり判定が小さい、魔理沙は上部回収ラインが低い、咲夜は
アイテムの落ちる速度が遅いという各キャラ独自の特性を持っています。
３．システム
今作は複雑なシステムはありません。ではどうやって残機を増やすのか？答えは 1 つ、上部回
収をすることです一定数以上の点符や P アイテムを上部回収もしくはボムを使う事で回収すると、
ボムのかけらが 1 つ出現します。また、回収した量によって自機の上に表示されるアイテム回収
ボーナスの倍率が変化し、×2.0 と表記されるとボムのかけらの代わりに残機のかけらが出現しま
す。残機のかけらボムのかけらを 4 回出すごとにボムのかけらの代わりに出現するため、低い倍
率でボムのかけら(と残機のかけら)を出しまくるか、画面内のアイテムを貯めて×2.0 を何度も出
すかを場面ごとに考えて効率よく残機を稼ぐことがクリアへの近道と言えます。シンプルながら
様々なパターンが組めるため、奥の深いシステムとなっています。
４．みどころ
先述した通り、なんといっても画面の奇麗さと弾幕のギミックの奇抜さにあります。ボムを使った
時やショットを打ち込んだ時、相手を倒した時はかなり凝った演出がなされています。ギミック面
は特に 5 面や 6 面などで、ボスのキャラの設定を活かしたギミックが用意されているためぜひと
も前情報なしで挑んでみて驚いてほしいものです。
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⑨ 東方紺珠伝 〜 Legacy of Lunatic Kingdom.（2015 年発表）
今作は東方シリーズの中で唯一、ステージの途中でセーブをすること
ができます（完全無欠モード）。その代わり弾幕は難易度が高く、
純粋な回避操作が求められます。セーブしてはやり直しを繰り返し、
わずかずつ前進するシステムは、有名な I Wanna Be the Guy（通称
アイワナ）を参考に生まれました。東方シリーズには珍しくおふざけ
が全くない戦闘中心のストーリーで、弾幕の難易度も相まって緊張感
が高まる作品です。ラスボス戦の BGM は大迫力で圧巻。
１．グレイズ主体のゲームデザイン
本作で一番大事なのは、弾にグレイズすることです。グレイズとは自機と弾を最大限近づ
けることで得られるポイントの事ですね。グレイズを沢山稼ぐというテーマは東方原作シ
リーズでは珍しくないもので、グレイズが点数化される作品ではスコア稼ぎで必須の条件
になります。紺珠伝はステージが決められたポイントごとに「チャプター」として細分化さ
れていて、１チャプター内に 200 グレイズ以上を稼ぐと残機のカケラ（3 つ集めると 1 機
分になる）がもらえる仕組みです。頑張って敵を撃って倒していけばいつかはクリアできる
のですが、それだけでは一向に残機が増えず、ミスの許されない苦しいゲームになります。
多少のミスやボムの撃ちすぎは許容して、とにかくグレイズを稼いで残機を増やす、または
維持することが肝要なのです。
２．完全無欠モードとの付き合い方
紺珠伝の目玉は何といっても完全無欠モードです。チャプターをクリアすると自動的に
進行状況がセーブされ、被弾したら最後のセーブ地点から自動的にプレイが再開されます。
やりようによっては、何百何千回かかってもボムを使わずにクリアすれば、いわゆるノーミ
スノーボムという究極のプレイングを達成することができます。そのような極端なやり方
でなくても、ミスしても残機が減らずにやりなおせるのですから気楽に取り組めます。弾幕
のパターンがしっかり固まっていれば数時間以内にクリアできますが、最初は数日〜数週
かけて 1 チャプターずつ、じりじり進めていくぐらいの心づもりで取り組むのが良いので
はないでしょうか。
３．おすすめの自機キャラクターと特徴
①東風谷早苗
ショットは星蓮船の早苗 A（低速）と早苗 B（高速）を組み合わせたような見た目で、ボ
ムは同じく星蓮船の早苗 B に似ています。それだけ聞くと良い所取りの超性能機体に思え
ますが、流石にゲームが成り立たなくなるため、全体的に火力が低めとなっています。ただ
ボムの長い効果時間は健在です。弾が多いポイントを覚えてボムを撃
ち、発動している間にせっせとグレイズを貯めてチャプターボーナスを
狙うという、明解で取り組みやすいプレイ方針のキャラクターです。
②鈴仙・優曇華院・イナバ
東方花映塚以来、2 度目の自機キャラクター抜擢となりました。ショットは概ね前方に集
中している判りやすい性能です。注目すべきはボムの性能で、なんと 3 重構造になってい
ます。ボムボタンを押すと自機の周辺のみ弾消しが発生し、少しだけ当たり判定が大きくな
って 2 重バリアを張るという、ずるいほどに高い防御性能を持っていま
す。バリア中は被弾後の無敵時間がないため、連続で被弾するとすぐに
ボムの効果が切れてしまうため、過信は禁物です。

⑩ 東方天空璋 〜 Hidden Star in Four Seasons.（2017 年発表）
2017 年に頒布された Win 版東方 11 作目。
「順番に来るはずの季節
が様々な場所で同時に存在している」という異変を解決するために主
人公らが奔走する作品です。システムや攻略法が非常に特徴的であり、
そのシステムを使いこなせると通常クリアが全作品の中で最も簡単
と言ってもいいレベルでシステムが強力であり、その分使いこなすの
が難しくなっています。天空璋で特筆すべきは「季節解放」です（季
節「解放」であり、季節「開放」ではないのでご注意を）
季節解放は、ある行動で発生した「季節アイテム」を一定以上集め、溜めた季節ゲージを消
費することで使用します。一定範囲内の弾幕を「最大得点増加アイテム」と季節アイテムに
変換することができます。
プレイ直前に「サブ季節」を選択でき、その選択した季節によって
季節ゲージ（これは土用） 季節解放の特性が大きく変わり、使用する局面も異なってくるため、
ほぼ別の自機と言っても過言ではありません。
それぞれの季節解放の特徴は以下の通りです。

春：範囲が非常に広く、無敵時間が長い。最大まで季節ゲージを
ためた状態で使用すると画面の 8 割ほどの弾を消すことができます。
持続時間が非常に短いのがデメリット。

夏：解放時に季節ゲージを 1 ゲージしか消費せず、連続の使用が
容易です。また攻撃力も高いため、連続して使うことで他の季節を大
きく引き離す瞬間火力を得ることができます。

秋：突出した攻撃力や持続時間は持たないものの、解放範囲を動か

春の季節アイテム

季節ゲージ（夏）
5 ゲージ溜まっている

すことができる為、自機を動かすことで画面上の様々な箇所の弾幕を
消すことができます。高難易度では「弾を消す→弾源に突っ込んで弾消し→再度解放」とい
う解放ループが成立します。

冬：解放そのものの攻撃力は低いが 4 つの季節の中で断トツに持続時間が長く、
敵の弾源に設置することで一気に大量の最大得点増加アイテムを稼ぐことができます。
解放中は自機ショットの攻撃力が 1.5 倍になります。
いつも通り、最後にこの作品の見どころを紹介しましょう。まず一つが「ストーリーの壮
大さ」です。この作品は幻想郷全体に分かりやすい影響を及ぼすほどの大異変であり、その
異変の大きさに比例するかの如く、話も壮大になっています。最終的にエキストラステージ
を巻き込むレベルにまで達し「エキストラもクリアして、やっと本編クリア」という異例の
流れを取ります（続きは本編で！）
もう一つが「季節解放の楽しさ」です。この作品は季節解放をすることを前提に造られて
いて、先述した通り季節解放が超強力です。季節解放を用いてどんどんより良いパターンを
構築するのは、他作品にはない爽快感があります。
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⑪ 東方鬼形獣 〜 Wily Beast and Weakest Creature.（2019 年発表）
タイトル画面に大きなケモノの影が有るように、動物（霊）が
主役のストーリーです。自機キャラクターは動物の霊を集めてお供と
して、ショットやボムの強化、弾消しを行うことができます。星蓮船
同様に強化する対象を自由に選べるため、パターン化の可能性が大き
く広がります。ストーリーでは自機キャラクター（人間）が動物の霊
に乗っ取られ、言動が変わっていく様子に驚いた人は多いのではない
でしょうか。
今作の特色であるロアリングは、動物霊アイテム
とアイテム魚霊
を
合計 5 個集めることでロアリングモードに突入するというものです。
のうち同じ霊を３つ
以上そろえると、より強力な暴走ロアリングモードに入ります。
ロアリングモードでは、被弾するかボムボタンを押すことで霊撃が使用されてロアリングが終
了します。霊撃そのものに火力はなく、敵にダメージを与えることはできません。ロアリングが終
わると、持っているアイテム魚霊に応じたアイテムが放出されます。たとえば、
とい
う 5 つのアイテムでロアリングを行い終了したときは、一定数のパワーアイテムと点符が自機の
前に放出されます。
暴走ロアリングモードは
や、
といった風に、同じ動物霊を３つ以
上含めてロアリングを開始するものです。重複した動物霊に応じて、特殊な効果が生じます。
オオカミ霊が 3 つ以上あるときには低速ショットが強化され、 オオワシ霊では高速ショット
が強化されます。 カワウソ霊では自機周辺を３つのカワウソ霊が周回し、接触した敵弾を消し
てくれます。また元々、自機キャラクターの選択で主に自機を支援する動物霊を決めることがで
きるのですが、この時決めた動物霊と同じ霊の暴走ロアリングは、持続時間が長くなります。
動物霊アイテムは、しばらく放っておくと
→
→
の順で変化します。東方星蓮船を知
っている方は、同作のベントラーシステムを思い出すかもしれません。違うところは、ばらばらの
動物霊を取ってしまっても、ロアリングが起こせるということです。しかしただのロアリングで
は自機にバリアが付くだけなので、より大きな強化を得るには暴走ロアリングが重要なのです。
クリアを目指すうえで大事なことは、「ロアリングする場所を決めておく」ということです。
特に弾消しができるカワウソ霊は、使い方によっては難易度を大きく下げることができます。
右図 1 は 2 面ボスの通常弾幕です。四方八方から弾幕が
飛び交い難しいですね。これを弾源（ボスのすぐ前）で
カワウソ霊の暴走ロアリングを起こすと、弾幕が広がる前に
動物霊に当たって消え、右図 2 のように封じ込めることが
できるのです。水色の矢印で示したものがカワウソ霊です。
ほかの動物霊も、早く敵を倒したい場所・沢山の敵を
まとめて倒したい場所・敵に密着して弾幕を消したい場所
に分けて、予め使いかたを決めておくと良いと思います。
ストーリー内では、自機選択で決めた動物霊が人間に「憑依」しています。つまり言動に動物霊
の個性が影響されており、オオカミ霊ではキャラクターの言動が乱暴に、カワウソ霊では弱気に、
オオワシ霊では意地悪になります。ボスとの会話テキストも、じっくり読んでみましょう。
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⑫ 東方虹龍洞 〜 Unconnected Marketeers.（2021 年発表）
2022 年現在で最新の作品が、この東方虹龍堂です。
この作品はこれまでの東方作品と違い、プレイ回数を重ねることが
その後のプレイに直接影響します。本作ではアビリティーカードと
いうアイテムを装備して自機を強化することが、クリアへの近道に
なります。最初は使えるカードが少ないのですが、プレイ中に発見
したカードを収集し、その後のプレイで使えるようになるため、
パターン練習を兼ねて周回することが重要になっています。
１．アビリティーカード
全部で 56 枚あり、
東方キャラクターが持つ能力を封じ込めたマジックアイテムという扱いです。
これらを装備することにより、自機性能を強化したり、好きなタイミングで使用したりすることが
できます。ゲームを開始してすぐは 1 種類しか使えないのですが、ゲーム内で新しいカードを購入
すると、次のプレイからは初期装備カードとして使えるようになります。これが大変重要で、どの
難易度でも良いのでゲームを周回し、沢山カードを蓄えることで自機を強化し、より有利にゲーム
を進めることができるようになるのです。どのカードも面白い性能を持っているので好きなカード
を使えば良いのですが、クリア目指しという点で有利なカードをいくつか紹介します。
「法力経典」…聖白蓮の能力が込められているカードです。スペルカードの
火力・効果時間がともに大幅に強化されるカードで、単純に機体の火力が
底上げされ、ボス通常は 1 ボムでしっかり飛ばせるようになります。
決めボムをパターンに組み込んでいる場合、ボムの火力が頼みの綱になる
ため、より一層このカードの活用が重要です。
「やんごとなき威光」…豊聡耳神子の能力が込められているカードです。
発動すると、画面内の弾幕の大半（全部ではない）を消すことができます。
全部消えるわけではなく、弾幕の種類によっては消えないものがあるので
万能ではありません。ステージ道中で画面内に弾が溜まってきたときに使うと
ボムを節約して画面が見やすくなるのでおすすめです。
「大天狗の麦飯」…飯綱丸龍の能力が込められているカードです。フルパワーで
ないときはパワー1.0 を補充でき、フルパワーのときはスペルカードのカケラ
1 個を得ることができます。被弾した後のパワーダウンは、特に被弾が増える
後半のボス戦で問題となります。このカードがあれば被弾後すぐにパワーを
戻せるし、余裕があればスペカを増やしてさらに有利に戦える優れものです。
２．実績解放をめざす
虹龍堂には実績というシステムがあり、特定の条件を満たして
ゲームをクリアすると実績が解放されます。全部で 30 個あるため、
ゲームを遊ぶ際の目標になります。単に 1 回クリアするだけで挑戦が
終わってしまうと寂しいですが、実績システムがあれば相当やりこむ
までは目標を失わずにプレイを続けることができます。
すべての実績解放をめざして、頑張っていきましょう。
ここまでオーソドックスな東方原作 STG を紹介してきました。興味のある作品は、まず体験版を
ダウンロードして動かしてみましょう。ゲームを動かして続けられそうだったら、実際に購入して
遊んでみるのが良いですね。次のページでは、個性的なシステムを持つ 6 作品を紹介します。
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⑬ 東方花映塚 〜 Phantasmagoria of Flower View.（2005 年発表）
永夜抄と風神録の間に発表された作品です。最大の特徴は 2 人対戦型
の STG であるということです。同様のシステムを持つ作品にティン
クルスタースプライツ(1996 年)が有り、今作も影響を受けていると
思われます。CPU 相手に連戦でボスまで戦うストーリーモードは有
りますが、今作の要は対人戦です。ゲームパッドを 2 個用意すれば、
友達と東方で対戦することができます。これが何とも言えないワクワ
クと喜びを味わえるもので、ぜひ体験してほしいと思います。
⑭ 東方文花帖 〜 Shoot the Bullet.（2005 年発表）
⑮ ダブルスポイラー 〜 東方文花帖（2010 年発表）
⑯ 秘封ナイトメアダイアリー 〜 Violet Detector.（2018 年発表）
⑰ 弾幕アマノジャク 〜 Impossible Spell Card.（2014 年発表）
一列に並べてしまいましたが、これら 4 作はまったく異な
る作品です。しかし共通する点は、
「多数のスペルカードか
ら 1 つを選択して、攻略していくシステム」「各スペルカー
ドは独立していて、個々の繋がりはない」ということです。
一度ゲームを始めると 6 ステージ一気に走り切る作品群と
違って、沢山あるスペルカードの一つずつにじっくり時間を
かけて取り組んでいきます。とりわけ⑬〜⑮は撮影系作品と
言われ、弾幕を切り取って写真として納める（要は弾消し）
操作が有ることから難しい弾幕のパターン化が面白く、
とことんやり込んでパターンを追求することができます。
⑱ 妖精大戦争 〜 東方三月精（2010 年発表）
この作品は元々書籍「東方三月精」のオマケとして作られ、
発表される予定でした。ことのほか出来が良かったので、独立
した作品として発表された経緯があります。よってイラストは
東方原作者の ZUN さんではなく、書籍のイラストを担当した
比良坂さんが描かれています。
東方 STG として、
あるいは STG
として特殊な作品であり、
操作ボタンの多さもあって慣れるの
が大変と思われます。
個人的には一番美しく愛すべき作品です
が、最初に選ぶ一作としては少し難しいかもしれません。
ここまで、東方シリーズの原作を紹介してきました。先ほど述べたように、東方には二次創作の
STG も沢山あります。さらにその中で、いくらかの値段がついている有料のものと、試験的なソ
フトを含む無料のもの（いわゆるフリーソフト）があります。初めて STG を遊ぶにあたり、いき
なり有料のソフトを買いきるのは勇気が必要ですね。そこで今回は、現在も公開されておりダウ
ンロード可能な、フリーソフトの東方二次創作 STG を紹介します。もしかしたら原作と同じか、
それ以上に気に入る作品があるかもしれません。
❶海鮮堂シリーズ（http://th-jss.cocolog-nifty.com/blog/）
東方二次創作 STG ファンの間では有名なシリーズです。一見本家東方 project の STG かと
思うくらいゲームとして作りこまれており、音楽やイラスト、ストーリー全てにおいて
ボリューム十分です。弾幕やステージの難易度としては原作 STG より若干難しめですが、
超強力な武器を持った自機キャラクターが毎回用意されており、爽快かつ豪快に攻略を
進めることができます。シリーズ最新は、
「東方鬼葬剣 〜 Infinite Blade Pavilion.」です。

❷killathproject シリーズ（https://w.atwiki.jp/killathproject/）
東方弾幕風といって、プログラムコードを書いて弾幕を動かせるソフトを土台に作られて
います。東方紅魔郷、東方妖々夢、東方永夜抄をベースに、本家では敵キャラクターだった
人々からみたストーリーを体験する、まさに二次創作というテーマです。驚くべきことに、
作者さん自ら攻略 Wiki を立ち上げ、英語表記にも対応しています。その仕事ぶりもさること
ながら、作品は東方らしさを感じる丁寧なつくりになっています。
❸白色景楽園（https://freegame-mugen.jp/shooting/game_6638.html）
本家東方 STG は画面が縦方向に移動しますが、今作は横方向に移動する仕様です。
キャラクターやイラストや UI（システムのデザイン）が可愛らしく、優しい気持ちで遊べる
ゲームです。横画面の STG は弾幕の構造が難しくなることが多いのですが、今作では難易度
の面でバランスが良く、遊びやすい作りになっています。
❹東方催狐譚 〜 Servants of Harvest Wish（https://www.freem.ne.jp/win/game/22891）
東方弾幕風を土台に作られているゲームです。製作チームは Team Dreamcatcher ですが、
チームのメンバーは国を問わず集まっているとのことで、今作も元々英語表記のゲームでした。
むしろ後から日本語に翻訳されて表記が対応したものであり、逆輸入の東方二次創作 STG と
いう珍しい経歴を持っています。ゲーム自体の挙動は東方原作 STG にそっくりであり、
イラストが ZUN さんの絵柄にそっくりであったら原作と間違えてしまうかもしれません。
3.STG 方法論：Easy クリアを目指すプレイング
さて、皆さんはもうお気に入りの東方 STG を見つけられましたか？PC へのインストールを終
えたら、さっそくゲームを起動してみましょう。以下では、一例として「東方風神録」のインスト
ール手順〜初回起動の画面までをお示しします。
①
②
③
④

ショップ、通販、Steam でのオンライン販売で、ゲームを購入します。
ゲームをインストールします。
ゲームのアイコンをクリックして、ゲームを起動します。
タイトル画面が表示されます。
ゲームを始める
ときはここ

ゲームアイコン

メロンブックス
静岡店にて

正常に起動できたら、ステージを選択してゲームを始めます。
いきなり高難易度から始めるのは大変なので、Easy モードを選んでいきましょう。しばらく
ステージを進めたところで、次ページに画面のパーツについてお示しします。
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ステージの難易度
Easy, Normal, Hard, Lunatic の順
過去最高スコアの記録と
今回のスコアの記録
自機の控え人数 いま後 2 人
自機のパワー いま 2.10 ポイント
列をなす敵キャラクター（小）
と左に向かって過ぎ去る（大）
敵が打った弾
自機（博麗霊夢）

画面の配置を確認したところで、ゲームを進めていく上で何をしたら良いかをあらかじめ示しま
す。以下の４つが、主に大事なポイントです。
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① ショットで敵キャラクターを撃つ
シューティングゲームの基本ですね。敵キャラクターの正面
に移動し、自機キャラクターの攻撃を命中させましょう。キャ
ラクターによっては、敵に対して誘導（勝手に追いかけること）
する機能があります。またショットは出しっぱなしにできるも
のと、一定時間のチャージ（溜め）が必要なものがあります。
敵キャラクターの移動に合わせて、こちらも移動することに
なります。パターンを覚えてきたら、先回りして移動すること
怯まず
も可能です。まずは敵キャラクターを確実に追いましょう。
撃つべし！
移動する先に弾や障害物がないことを確認して動けるように
なったら十分です。
② 弾幕をパターン化する
ステージの途中には、沢山の敵キャラクターが登場す
る場面があります。一人ひとりが撃つ弾は少なくても、
合わせると沢山の弾が画面に現れます。ある程度まとま
って出現する弾の集まりを「弾幕」と呼びます。弾幕の
避け方には規則がある場合と、無い場合がありますが、
規則を見つけて覚えることを「パターン化」と呼びます。
パターン化を全く行わずに STG をやるのは、とても
難しいことです。自分の実力よりも低い難易度の作品・
ステージでなければ、クリアはできないでしょう。弾幕
敵 1 体の撃つ弾は限られるが、
そのものを覚えるというより、自分がやる操作（どこで
大勢押し寄せると画面が弾だらけ
右／左に移動するか、どこでゆっくり／はやく移動するか、
など）を覚えることが、STG の攻略に役立ちます。弾幕のパターン化にはいくつか法則がある
ので、以下にお示しします。

●一方向にだけ、少しずつ動く（チョンチョン避けるので、チョン避けといいます）
弾が自機狙い（自機キャラクターが居る位置に向かって、まっすぐ飛んでくる）
のときに有効。下の図では、自機へとまっすぐ向かう弾幕を、右に移動して避けています。

●動かない、ボムも撃たない（ショットは撃ちます）
弾が自機外し（自機キャラクターが居る位置を、少し外した位置
に向かってまっすぐ飛んでくる）のときや、安置（弾幕の形が固定
されているため、弾が飛んでこないとわかりきっている位置）のと
きに有効。
右の図では一見弾幕が幅広く展開
されて恐ろしくなりますが、よく
みると赤い点線の上にのみ弾がある
ことがわかります。つまりこの赤い線
の上に居なければ、弾に当たることは
ないのです。いったん赤い線から
離れたら、下手に動かずショットで
敵キャラクターを撃つことに集中
することができます。
●決まった方向に、決まった距離だけ動く
弾幕の形が固定されていて、決まった移
動をすれば当たらないとわかりきってい
るときに有効。右の図では、大量かつ連続
した弾幕が打ち出されて慌てそうな場面
ですが、よくみると自機キャラクターの
前にジグザグな進路がみえると思います。
実際には弾幕を待ち構えて、左右に少し
だけ（決まった分だけ）移動していれば、
子の弾幕にあたることはありません。
●ボムを撃つ（決めボムといいます）
避けられない／操作が難しすぎるときに有効。考えることをや
めてボムを撃つことに集中します。強力なボムを持つ自機キャラ
クターの時は、これだけで弾幕をすべてやり過ごせることがあります。
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③ とりあえずボムを撃つ
頑張ってパターン化を行っても、人間ですから忘れたり、間違えたりします。そうすると弾
が増えて避け方がわからなくなってしまいます。そういう時に自機キャラクターを守ってくれ
るのが、ボムと呼ばれる無敵・強力な攻撃方法です。
ボムを撃つタイミングを含めてパターン化すれば万全ですが、そこまで到達するには時間が
かかります。まずはこうしましょう。
●「あれ、どうしよう！？」と思ったらボムを撃つ
●「苦手な弾幕だ」と思ったらボムを撃つ
●「強そうな敵キャラクターが出てきた」と思ったらボムを撃つ

ボム発射！

弾多い
やばい！

ボムの無駄遣いをしたくないのは分かりますが、最初のうちはボムを撃てずに死んでしまうこ
とが多くあります。使い損ねるくらいなら、撃ってしまいましょう。そうしているうちに、
「今
のボムは撃たなくてもよかったな…」という判断ができるようになります。簡単な弾幕のパタ
ーン化が進んでボムを撃たなくなれば、難しい弾幕により多くのボムを使えるようになります。
④ やすむ
ゲームをやりすぎると目が疲れ、判断が鈍くなります。ゲームが楽しくてどんどんやりたい
時でも、1 日１〜２時間程度が精一杯ではないかと思います。東方 STG は公開期間が限定さ
れているわけではないので、のんびり攻略を進めていきましょう。
自分で STG をやる元気はないけれど東方をやりたいな、という時は他のプレーヤーが公開
しているリプレイファイルを DL して再生したり、プレイ動画を視聴したりして過ごしたり
するのがいいかもしれません。他の人のプレイを見ると、普段の練習では思いつかなかった
パターンを見つけて、大変参考になる場合があります。見て学ぶのもまた、練習です。
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一歩先を目指す弾幕講座
弾の種類とその対策について
この項目では、弾の種類とどう対応すればよいかについて書こうと思う。
STG は弾を避けて敵を倒すゲームである。ゲームシステムにもよるが、弾の種類はどんなゲーム
でも基本的に 4 種類しかない。その４種類を組み合わせて弾幕を作り上げているのだ。
STG は基本的に覚えゲーである。初心者はどの弾幕がどんな種類の弾幕か覚えることで、その
弾幕、そのステージの攻略法を考える、つまり、
「パターン構築」をすることができる。練習して
上達を感じることができるのが、STG に触れ始めた際の楽しみであり、面白いところだと思う。
（1）ランダム弾
その名の通り、ランダムにバラまかれている弾である。完全にランダムにバラまかれているも
のもあれば、ある程度の法則をもってバラまかれているものもある。東方の弾幕で言うならば、
紅魔郷の６面咲夜が使ってくる「エターナルミーク」がわかりやすいだろう。完全なランダム弾
である。避け方は「ボムを使う」
「気合で避ける」である。初心者は、この
手の弾幕が出たら迷わずボムを撃ってよい。STG において大切なことは、
想定外を潰すことである。事故の元であるランダム弾は飛ばしてしまった
ほうが良い。東方 STG は使えるボムの数が多く、殆どはボムの火力も高い
ので、
「困った時があればボム」でよい。ある程度パターン構築に慣れて腕
前がついたら、避ける練習を始めよう。
（2）固定弾
名前が表す通り、どんな球が飛んでくるか決まっている弾である。これ
も、完全にどこにどう弾が飛んでいくか決まっているものもあれば、ある
程度の法則をもってバラまかれるものもある。東方の弾幕で判りやすいも
のは、妖々夢の６面妖夢が使ってくる「一念無量劫」だろう。４つある弾
エターナルミーク
幕パターンを繰り返す弾幕である。または、紅魔郷 EX でフランが使って
くる「スターボウブレイク」は弾の出現位置が上下にランダムなだけの固定弾である。避け方とし
ては「ボムを使う」
「安置を使う」
「避け方をパターン化する」である。ある程度弾を避ける必要が
あるため、慣れるまではボムで飛ばしてもよいが、毎回弾の位置が変わるランダム弾と違って避
け方のパターン化が可能である。
「画面のこの部分を目印にしてこう動く、避け終わったら次はこ
う動く」といった具合にパターン化ができるだろう。
東方は大体のシリーズで、ボス戦の最中には画面下部にエネミーマーカーが現れ、大まかな位
置取りの目安にすることができる。道中も、敵の出現位置は大体固定で決まっているので、場所を
覚えてすばやく打ち込むことで、敵に弾を打たさず素早く処理することができるだろう。
密な弾幕に見えるが、

決まったところにしか
弾が飛んでこないと
判れば活路がひらける

決まった形で横一列に
並んだ弾幕が、
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上下にずれて出現する

一念無量劫

スターボウブレイク

（3）奇数弾
後述する項目と合わせてひとまとめにしようと思ったが、弾の性
質としては真反対なので分割することにした。奇数弾はいわゆる「自
機狙い弾」である。自機を狙って弾が飛んでくるため、動かないと
確実に被弾する。自分を狙う弾を中心にして弾がばらまかれること
が多いため、
「n way 弾」と呼ばれることがある。自分だけを狙う弾
の場合は 1way 弾、自分を狙う弾のほかにも、おまけが左右につい
ていたら 3way 弾、といった具合だ。東方の弾幕で言うならば、永夜
抄１面のリグルが使ってくる「ファイヤフライフェノメノン」の使
い魔（低速時の魔法陣、高速時の白い霊みたいなやつ）が撃ってく
る弾が奇数弾である。避け方としては「少しずつ右、あるいは左に動い
て避ける」
「画面端に追い詰められる前に切り返す」である。

ファイヤフライ
フェノメノン

フォーオブアカインドで撃たる奇数弾
色で分けた部分で n way 弾を区別することができる
画像では全部で 7 方向に緑弾が撃たれているので、7way 弾である
このテクニックは STG をプレイするなら是非とも習得してもらいたい技術である。通称「チョ
ン避け」
（いろんな呼び方がある）と呼ばれており、低速モードにしてちょっとずつ右か左に避け
続けるだけである。自分を狙って弾が飛んでくるということは、常に一方に動き続ければ弾は当
たらないということである。慣れないうちは大きく動きすぎてすぐ画面端に追い詰められてしま
い、慌てて左右に動いて弾が散らばってしまって困ることがあるが、慣れてくれば名前の通り「ち
ょん、ちょん」と避けることができるだろう。
画面端に追い詰められてしまう！というときは、ちょっとずつの動きから大きく動くことによ
って「自分を狙ってくる弾の隙間を作る」ことができる。その隙間を縫って逆方向に動くことで、
チョン避けを続けることができる。これも覚えておきたいテクニックの一つで切り返しと呼ぶ。
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（4）偶数弾
偶数弾はいわゆる「自機外し弾」である。自機を狙っ
て弾が飛んでくる点は奇数弾と同じだが、こちらは動か
なければ絶対に被弾しない。ｎ - way 弾と呼ぶのはこち
らも同じである。東方の弾幕で言うならば、永夜抄 EX
妹紅の「正直者の死」のレーザー以外の白弾が偶数弾で
ある。避け方は簡単で、
「動かない」だけである。
弾の性質としては以上の４つが全てである。小さい米
粒弾も、大玉弾も、レーザーも、基本的にはこの４つの
どれかにあてはまるだろう。敵の使ってくる弾幕の性質
を理解し、敵の位置を覚え、弾を覚え、対処を覚える、
これを繰り返す。これがパターン構築である。この基本
を積み重ねて、難しいモードもクリアできるプレーヤー
になれることを願っている。

4.東方のプレイ環境
東方原作 STG は、Windows の PC で動作するソフトです。そこで、「そもそも PC を持って
ない！」「今持っている PC で東方やれるの？」という人は、この章を読んでみましょう。
１．入力機器について
１-１．キーボード
FPS などにおいては移動手段としてよく使われますが、東方 project に
PS 型
https://ux.nu/sZlys
おいても使用可能です。ただ、標準ではキーコンフィグによるカスタマイ
ズが出来ないので(東方では、標準の移動はテンキーか矢印で、WASD に
移動を割り当てたり出来ない)注意しましょう。また、安物のキーボード
やノートパソコンのキーボードは、同時押し数などが限られている可能性
があり、プレイしづらいかもしれません。
１-２-1．ゲームパッド(ジョイパッド)
ゲームのコントローラーです。一部作品のマニュアル(HTML 版)には
推奨環境としてあげられています。PS 型や Xbox 型などがあり(アナログスティックと十字キ
ーの配置とか)、十字キーの形状、性質、ボタン耐久性も製品によって様々です。人によって好
みは異なります。自分にあったものを探しましょう。
『ゲーム機』(PlayStation 系列や Xbox 系列
など)のメーカー純正コントローラーが耐久性に優れていると言われていま
す。実際筆者は、PS1 のコントローラーを、変換器をつけて USB 接続して
プレイしています。
１-２-2．東方向きのゲームパッド、そうでないゲームパッド
ゲームパッドにはそれぞれ向き不向きがあります。製品によって価格も耐
久性も異なります。一般論ですが、東方には PS 純正コントローラーが適していると言われてい
ます。十字キーを使う人が多く、斜め入力が誤爆しづらいといわれています(あくまで一般論で
あり、人によればこの限りではありません)。
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個人的には、PS 型のボタン配置であるロジクール F310 は斜め入力が
誤爆しやすいように感じました。他のゲームには向いているものがある
ようです。
経験上、といってもかなり古い話ですが、エ○コムなどの USB ゲームパ
ッドなどは耐久性があまりよくないものが多いので、気に入ったものがあっ
たら多めに買っておいたほうが良いかもしれません。
２．パソコンの GPU のお話
東方 project の作品は PC ゲームとしては処理が軽いので、オンボード
(Intel HD Graphics 系統など)でも古めの作品なら動作します。ただし新し
い PC ゲームの大半は、グラフィックコントローラ(GPU)という部品が別に
必要なので気をつけましょう。ちなみに、ノートパソコンの中には GPU のチップを内蔵してい
る機種もあります。東方 project の場合は公式の体験版があるので、買う前に動作確認すれば問
題ないと思われます。Windows 10 が快適に動くなら、かなりの作品がスペック的には大丈夫
だと思われます。
３．東方のゲームを買う場所について
とらのあなやメロンブックス等の店舗で東方 project のゲームディスクを買うことが
できますが、実際店舗に行ってみないと在庫の有無やラインナップは判りません。
近頃では Steam 等のウェブサイトでオンライン販売に対応しているタイトルがあります。
● Steam とは：（注意：ここでは東方原作を買うための必要最低限の情報＋αに留めます。
他にも機能はたくさんたくさんありますが省きます。また、一部機能については無知なため、
記述していない可能性もあります）
Steam とは、簡単に言うと、PC プラットフォーム(Windows/Mac)における『ゲームを買え
る』システムです。Steam アカウントを取得し、それに紐づいたゲームの使用権を買えば、PC
の新調や初期化の際にも、インターネットに接続してダウンロードするだけで、買い直す必要
はありません。光学ドライブも不要です。また、インストールも非常に簡単に済みます。
プログラムの使用権を確認するために、インターネット接続が必要です。一時的に回避できた
ようにも思えますが、詳しくはわかりません。支払い方法ですが、クレジットカード・デビッ
トカード・PayPal・コンビニ決済・銀行振込・LINE Pay・メルペイ・PayPay および WebMoney
が利用できます(Wikipedia より)。日本のゲームの支払い単位は日本円です。外国産の、ドル
建てや他通貨建てのゲームもあります。
東方原作のかなりの数(執筆時では風神録以降、妖精大戦争や黄昏フロンティア作品の一部
も)や、東方二次創作ゲームのいくつかが買えます。体験版については、上海アリスでは存在
するけど Steam ではないものがあります。Steam 体験版があるものもあります。過去作品の
要求スペックは地味に上がっているものもあります(地霊殿など)。おそらく今の PC なら問題
ない範囲ですが。噂では、東方紅魔郷は何らかの理由で Steam での販売が出来ない、とされ
ています。真偽は不明です。
Steam ではセールと称していくつかのゲームが安売りされる時期があります。また、売れて
いる作品については割引がある場合もあります。東方原作については元が安いので期待しな
いほうが良いと思います。最新作・新作の入手には適していますが、Win 版の古い(紅魔郷、
妖々夢、永夜抄)作品は収録されていないので、同人ショップ販売と両方使用できるのが望ま
しいと思います。
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5.おわりに
本冊子が、みなさまの東方 STG 攻略に役立てば幸いです。
STG は、東方花映塚のような特殊な対戦ゲームを除いてソロプレイ（ひとりで遊ぶ）です。
来であれば、自分と誰かを比べる必要はありません。しかしこの冊子を見つけてもらった
ように、情報を検索すれば自分以外のプレーヤーが沢山居ることが判ります。時には自分より
上手なプレーヤーが沢山居て、自信がなくなってしまうことがあるかもしれません。
大丈夫です。STG プレーヤーに大事なことは、ゲームを楽しめているかということです。
高い難易度のステージをこなせても、ゲームのせいでストレスを抱えていては本末転倒です。
のんびり楽しく、シューティングゲームとお付き合いしていきましょう。
6.更新履歴
以下の更新履歴は本誌の前身「東方をはじめよう！」の情報を含んでいます。
ver0.1：執筆者 狩野カチロー 突貫工事で全体の体裁を整えました。
ver0.2：インサイト様から原稿を頂き、4.東方のプレイ環境を追加しました。
ver0.3：夢見る MY^2 L115/115 様から原稿を頂き、永夜抄の紹介文を変更しました。
ver0.4：夢見る MY^2 L115/115 様から原稿を頂き、地霊殿と天空璋の紹介文を変更しました。
ver0.5：抹茶猫＠fgoer 様から原稿を頂き、風神録の紹介文を変更しました。
ver0.6：インサイト様から原稿を頂き、4.東方のプレイ環境を加筆しました。
ver0.7：ドカタウルフ様から原稿を頂き、一歩先を目指す弾幕講座を追加しました。
ver0.8：柳鮠りと様から原稿を頂き、神霊廟の紹介文を変更しました。
狩野カチローが鬼形獣の紹介文を執筆し、変更しました。
ver0.9：インサイト様から原稿を頂き、4.東方のプレイ環境を加筆しました。
狩野カチローが紅魔郷その他の作品の紹介文を執筆しました。
Ver1.0：コセン様から原稿を頂き、妖々夢・輝針城の紹介文を変更しました。
7.執筆者紹介
企画者の狩野からのご挨拶、また執筆をお願いした皆さんからコメントを頂いております。
●狩野カチロー（Twitter ID @kano_factory）
執筆箇所：紅魔郷，星蓮船，鬼形獣，花映塚，その他の項目
東方 STG を楽しむおじさん。東方原作について語るが、とある 1 作品を除いて専門外のため
良く判っていないことが多い。オラに力をわけてくれ〜！
●インサイト様（Twitter ID @insight_jinro）
執筆箇所：4.東方のプレイ環境
猫好きお燐好きの STG ド下手。環境などにはそこそこ知識がある。
●夢見る MY^2 L115/115 様（Twitter ID @DreamingAmulet）
執筆箇所：永夜抄，地霊殿，天空璋
どうも、新年最初の被弾はファーストピラミッド、MY です。今回は初の試みなので好きな
作品だけ担当させて頂きました。永夜抄、地霊殿、天空璋で滅茶苦茶語ってますので、是非ご覧
ください。去年（2020 年）は様々な原作を遊びましたが、やはりシステム（季節解放やボム）
を縛らないプレイが一番楽しいですね。良い子のみんなはシステムなんか縛っちゃうようなド
M になっちゃダメだぞ！
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●抹茶猫＠fgoer 様（Twitter @tk710315）
執筆箇所：風神録
こんにちは。風神録ばかりやってるせいで他作品がどんどん下手になっていく人です。
なんだかんだ地霊殿と輝針城以外は N クリアしたんですが、やっぱり地霊殿の難易度は
おかしいわ。こういうものを書くのは初めてですが、読んでいただけると嬉しいです。
●ドカタウルフ様（Twitter @wannko3578）
執筆箇所：一歩先を目指す弾幕講座
加齢で長時間ゲームする元気が無いわよ ドライアイとの戦い
●柳鮠りと様（Twitter @LitsAcrylBox）
執筆箇所：神霊廟
神霊廟の体験版を初めてプレイしてから早 10 ヵ月、なんとか神霊廟 Hard をノーコンクリア
できるようになりました。因みに主に二次創作の人です。まだ下手だけどね！(開き直り)
●コセン様（Twitter ＠cos_en0433tw）
執筆箇所：妖々夢，輝針城
初めまして、気づいたら同じ作品同じ機体ばかり遊んでいるコセンです。とりあえず比較的得意
な作品を書かせていただきました。このような文を書くのは初めてなので気になる点もあると
は思いますが、これを読んで原作始めてみました！って人が増えてくれると嬉しいです！
8.編集に協力いただいた皆様
●名無しのテンコマ
9.表紙イラスト
●有刺鉄線 様（SKIMA

https://skima.jp/profile?id=195093）

10.発行日
2022 年 6 月 5 日 東方名華祭 16
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