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1 月 2日

令和初の新年一般参賀が皇居で行われた。天皇、
皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻らが計５回、集まっ
た約 7万人の参賀者の祝意に応えられた。
1 月 6日

日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告（65）
がレバノンに無断出国した事件で、森雅子法相
は「不法出国に当たる犯罪」と強く批判。
1 月 18日

中国湖北省武漢市から帰国した 30 代の中国人
男性から、国内で初めて新型コロナウイルスの
陽性反応。
1 月 23日

東京五輪・パラリンピックで日本代表選手団が
着用する公式服装を発表。
1 月 23日

新型コロナウイルス対策で、政府は日本人の退
避を目的に中国・武漢に民間チャーター機を派
遣。31日までに第3便まで実施し565人が帰国。

【wikipedia より】

1

お正月期間は PS ストアの更新がないので
Switch のみ作品の配信かと思っていました
が、まさかの新規移植「ぺんぎんくんWARS」
配信開始！ PS4版は一週間ズレた 1月 9日
配信開始です。Switch は毎週連続配信を維持
したいでしょうから、9日は「奇々怪界」か「エ
クセリオン」を配信するんでしょうか。そこま
でして「ぺんぎんくん」を1月 2日に配信す
るとは (笑 )。

さて「ぺんぎんくん」、一番の関心はメイン
BGMである「もっと接近しましょ」ですよね。
1986年に石川秀美さんが歌ったコテコテの
版権曲。アーケードアーカイブスは版権曲につ
いては頑なにスルーしてきましたからとても不
安だったのですが、今回はしっかりと再現して
くれました！ちゃんと eショップに JASRAC
許諾第9014592003Y43030号（作品コー
ド：087-3766-5）と書いてあります。アケ

アカで初めて JASRAC許諾を取った作品にな
りました。めでたい！

果たして今回だけなのか？それとも今後は版権
曲も含めてしっかりと再現して行く方針になっ
たのでしょうか。後者ならとても嬉しいですが、
「ぺんぎんくん」についてはシティコネクショ
ンから配信されている「ぺんぎんくんギラギラ
WARS」でも「もっと接近しましょ」が使用
されていることから、何らかの包括的な契約が
あったのかも…と思ったりもしたりして。
何にしても版権曲をしっかり許諾を取った上で
再現したことはまた大きな一歩。2020年の
「アーケードアーカイブス」に期待しましょう！

1

月 日

1 2令和2年最初の配信はアケアカ
「ぺんぎんくんWARS」！
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新型コロナで「E3 2020」も中止

今週（きょう配信）のアーケードアーカイブス
は Switch の「奇々怪界」ですね！

という事は今週は PS4 はお休み。既に配信中
のゴッチ担当作品の Switch 版です。
1986 年に稼働開始したアーケードゲーム

「奇々怪界」。当時ゲーセンに行くとあの独特の
「お札を投げる音」や敵を倒した時の「ポンポ
ンポン！」という小気味良い SE が薄暗いフロ
アに鳴り響いていましたね。ちょっと郷愁を誘
う感じのある BOSS ステージの BGM も印象
的でした。

うん、懐かしい。ファミコン版がディスクだっ
たこともあり、あまり移植には馴染みがない感
じのゲーム。印象は家庭用のよりアーケード版
が強烈に強いんです。とはいえ、最近は PS2
のタイメモや、PSP のタイメモポケット、そ
して PS4 アケアカにも出ていましたので遊ぶ
機会は増えていたかと。

あと、「奇々怪界」と言えば、スーパーファミ
コンで続編が出ましたよね。「謎の黒マント」
と「月夜草子」。ナツメが発売したやつ。妙に
プレミアがついてるんですよね。昔持ってたけ
ど処分しちゃったなー。惜しい。最近はナツメ
のスーファミゲーがリメイクされてたりするの
で、この辺は今後に期待しちゃったりしてる
んですけど。あぁ、プレミアと言えば GBA の

「奇々怪界あどばんす」も高い。これも前持っ
てたわ（モノ持ち悪い）。

そういえば PS2 でナンバリング続編「奇々怪
界２」が発表されてましたけど、何の大人の事
情か発売中止になって、「雪ん娘大旋風」とい
う別ゲーに変わったなんて話もありました。こ
ちらは Wii をはじめ Switch や PS4 で発売さ
れたんですよね。よーわからん。

というわけで今週は「奇々怪界」です。新規移
植は来週あたり来ますかね。楽しみにしましょ。

Switch 版「奇々怪界」配信開始！
月 日

3 12

19 日から開幕予定だった春の選抜高校野球大
会が、戦争での中断以外で初めて中止となりま
した。18 日からカナダで開催予定だったフィ
ギュアスケートの世界大会も中止、TDL も
USJ も休園の延長を決定…世の中の様々な催
し、イベント、施設の動きが止まって、世界経
済にも大きな影響を及ぼしている「新型コロナ
ウイルス」騒動。ここへきて、世界最大のゲー
ムの祭典「E3」も今年は中止というニュース
が出てきました。これはきょうアメリカのコ
ンピューターゲーム業界団体 Entertainment 
Sostwere Association が発表したもので、
当然新型コロナウイルスの感染拡大の影響を鑑
みての事。本来であれば 6 月 9 日から 11 日
までの開催を予定していたものです。

うーん、どうなっちゃうんでしょうねぇ…いま
や情報発信はネットの時代、とはいえこういっ

た「生」の見本市・商談の場というのは相変わ
らず重要なわけで、まぁユーザー的には「ネッ
トでしっかり情報だしてくれれば 100 歩譲っ
て OK、ということもあるでしょうが、業界の
皆さんへの影響は計り知れないですわな。次世
代機の登場も控えている今年、果たしてロード
マップ通りに事は進むのでしょうか。

しかしついに 6 月の催しまで中止する動きが
出てきましたか。ジワジワと東京五輪の開催判
断に黄信号が点灯してきたような気がします。
今年令和 2 年は「オリンピックイヤー」でお
祭りムードの 1 年かと思いきや…歴史的にも
非常に大きなウイルス騒動に翻弄されることに
なろうとは。令和はノッケからなかなか波乱含
みですよね…早い収束を！

月 日

3 11

3 3
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アケアカに「トライゴン」が来るぅ！

きょう発表された、セガ設立60
周年記念プロジェクトアンバサ
ダーは藤岡弘、氏の息子「藤岡真
威人」氏！真威人さん扮するキャ
ラクター「せが四郎」が60周年
記念プロジェクトの一環として登
場。真威人さんの俳優デビュー作
となった「せが四郎」の動画第1
弾 ( せが四郎登場編 ) が公開され
ました。

しかしまさか「セガ知ろう！」の
ダジャレで来るとはねぇ。まあい
いんですが、「せがた三四郎」と
の関係だけで真威人さんを起用す
るとは…正直真威人氏そんなに効
果的かなぁ…話題性もそれほど無
いし、実力もまだまだみたいだし。
せがた三四郎の息子で売るならま
だ分からなくもないけど、現段階
では全然絡めてないし (まあ今後
絡めてくるでしょうが )。
一般的に見たら普通に「誰？」っ
て感じなんですよね。果たして盛り上がるの
かねこのプロジェクトは。ブレザーの代わ
りに柔道着を羽織る「せが四郎」、一体どう
話題を作って行くのでしょうか。つか普通に
SEGAAGES 二期を発表してくれた方が嬉し
いんだけどね。

セガは今年 60周年。色んな事を仕掛けてく
るんでしょうねー。しかし奇しくも去年「メガ
ドラミニ」で盛り上がり尽くした感があります
よね。なぜもう1年待てなかったんや…って、

それ以上の「何か」があるんでしょうね、今年
は！

セガ知ろう！「せが四郎」登場！
月 日

3 25

アーケードアーカイブスの新規開発中タイトル
が発表されました！これには Twitter 界隈も
ざわつきましたね～。何とKONAMI の「トラ
イゴン」と「サンセットライダーズ」ですよ！

どちらも「来るだろうな～」「来たらいいな～」
と常々思っていた作品です。きっとみんなもそ
うでしょ！「トライゴン」と言えばスーファミ
初期にずっとラインナップされてて結局出な
かったんだよなー。家庭用が存在しない貴重な
タイトルじゃないですか！「スーパー戦闘機
( 実名 )」を駆って全9面クリアを目指す、何
か気持ちい～いシューティング。90年ですよ
ね、出たの。ちなみに「トライゴン」のストー
リー設定は2020年なんだぜ！運命を感じず
にはいられないじゃないですか。

「サンセットライダーズ」と言えば「死にたく
なければ走れ！」ですよね。それ以上でも以下
でもナシ。「ローリングサンダー」と「魂斗羅」

を足して西部劇で割ったようなアクションゲー
ム (強引 )。海外ではジェネシスとかSNESと
かに移植されましたが、国内では移植が無いの
でこれも貴重だわ。こちらは91年の作品なの
で、アケアカで90年代のゲームが出るのも当
たり前な状況になりましたね。嬉しい。

コナミも随分出そろいましたよね。と言っても
まだまだ出して欲しいレゲーは死ぬほどありま
すけどね。「ジャイラス」、「ロックンロープ」、「新
入社員とおるくん」、「タイムパイロット '84」、
「グリーンベレー」、「ショーリンズロード」、「サ
ンダークロス II」、「グラディウス III」…。
あ～しかし「トライゴン」＆「サンセットライ
ダーズ」は衝撃だ。あとはアイレムで「アンダー
カバーコップス」とか「ミスターヘリ」とか出
てくれたら言うことないですなぁ。

月 日

3 19

3 3


