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概要  一般的に「Ace Combat Zero: The Belkan War」（AC0）はフライトシューティングゲームとして分類されるが、

同ジャンルのゲームと比較すると、「AC0」は複数の物語から構成され、枠物語の技法が用いられている特徴をもつ。

本稿では、「AC0」において、枠物語の技法と三段階の評価システムが物語に与える影響を、インタラクティブ性の

観点から分析、考察することで、「AC0」に対する文学性の新たな洞察を得ることができる。 
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1. はじめに 

株式会社バンダイナムコゲームスから発売された

PS2 用のフライトシューティングゲーム「Ace Combat 

Zero: The Belkan War（以下、AC0）」(1)は、これまでの他

のフライトシューティングゲームとは異なり、非常に

興味深い物語構成を持つ。「AC0」は 10 年間にわたる

多面的な物語と多数の戦闘で構成されており、一般の

フライトシューティングゲームでは「AC0」のような奥

深い物語を追求していない。特に、「AC0」では枠物語

の技法とプレーヤのインタラクティブ性を用いて、物

語に特別な効果を演出することができていると考えら

れる。つまり、プレーヤのインタラクティブ性がゲー

ムの枠物語の展開に影響を与え、その結果、プレーヤ

の行動に合わせた物語が展開されていく。 

本稿では、「AC0」を題材として、ゲーム上での枠物

語の構成が織り成す独特な効果について分析する。特

に、枠物語の構成において、プレーヤの行動によるイ

ンタラクティブ性が物語の展開に与える影響を中心に

分析し、考察する。 

 

2. 背景 

2.1 枠物語の技法 

 枠物語は、多数の物語で構成されており、「物語の

中に物語」を埋め込んだ物語のことをさす。歴史的に

、枠物語は読者の観点を管理し、隠喩によって表現す

るための文学的な技法として用いられている[1]。この

ような枠物語の技法を用いた例は数多くあり、文学の

分野においては、ホメーロスのオデュッセイアやシェ

リーのフランケンシュタインがあげられる。さらに、

映画の例としては、1987 年の「The Princess Bride」<1>

や 2010 年の「Inception」<2>があげられる。このように

、現在においても、枠物語の技法が用いられているこ

とがわかる。また、図１に示すように、枠物語の概念

としては、主物語の中に副物語が組み込まれながら物

語が展開されていく。 

 

図 1：枠物語の概念図 

 



 

 

2.2 枠物語とゲーム 

 枠物語の技法は、文学の分野だけでなくビデオゲー

ムの分野においても、物語の質の向上に効果があると

考えられる。主に、ゲームにおける枠物語の技法は、

サイドクエストとして用いられ、中心の物語をより理

解するために補足する役割を果たしていると考えられ

る。例えば、1997 年に発売されたスクウェア・エニッ

クスの「ファイナルファンタジーVII」や 2010 年に発売

された Blizzard Entertainment の「Starcraft II: Wings of 

Liberty」は枠物語の技法を用いたゲーム例としてあげら

れる。 

 これらでは、中心の物語のサイドクエストにおいて

、あるキャラクターの特徴をさらに説明するために、

ある決められたポイントでプレーヤはそのキャラクタ

ーを操作できる。例えば、ファイナルファンタジーVII

では、主人公のクラウド・ストライフの故郷が破壊さ

れた物語を語るため、フラッシュバックにおいて、プ

レーヤは過去のクラウドを操作する (2)。一方、

Starcraft II においては、宇宙人の物語を語るため、サポ

ート・キャラクターの Zeratul を操作する(3)。つまり、

この例における枠物語の技法は、副物語において、プ

レーヤが直に物語を体験することで、主物語の内容が

明らかになっていく。一般的に、副物語においても、

主物語と同様にゲームプレイが行われると考えられる

。 

 

図 2：「ファイナルファンタジーVII」において、主人公

のクラウドの故郷が破壊されるシーン 

 

 

図 3：Starcraft II のサポートキャラクターZeratul の任務

前のシーン 

 

2.3 「AC0」における枠物語 

一方、「AC0」における枠物語は、ゲームプレイは完

全に主物語に限られ、副物語においてはゲームプレイ

がなく、前節の例と異なる。「AC0」では、副物語は、

テレビで放送されたドキュメンタリー番組として展開

される。そして、そのナレーションでは、あるジャー

ナリストがドキュメンタリー番組のために 10 年前に起

こった「Belkan War」を調査中に、凄腕の戦闘機パイロ

ットの伝説に関する話を幾度と無く耳にしていたこと

が語られる。そのパイロットの名前は不明だが、「

Demon Lord」というコールサインだけが知られていた

。ジャーナリストは「Demon Lord」についての調査を

開始したが、正体を明らかにすることはできなかった

。しかし、「Demon Lord」が倒した相手への調査を通

して、「Demon Lord」の正体が次第に描かれていった

。このように、副物語は展開していく。 

主物語は、10 年前の「Belkan War」に即して話が展開

される。プレーヤは、「Demon Lord」となり、任務を

遂行する。つまり、フライトシューティングとしてゲ

ームプレイを行う。この任務では、ゲームはプレーヤ

の攻撃度を評価している。この「攻撃度」とは、以下

の三つに分類され、プレーヤの「エーススタイル」が

決められる： 

① 「Mercenary」系：ターゲット・ロックができるす

べてを撃墜するもの 

② 「Knight」系：任務と関係ある目標のみを撃墜する



 

 

もの 

③ 「Soldier」系：上記の「Mercenary」と「Knight」

の間で攻撃度のバランスがとれているもの 

上記の分類に基づき、プレーヤの攻撃度が評価され

る。例えば、「Mercenary」系のプレーヤは、非常に攻

撃的と考えられる。反面に、「Knight」系のプレーヤは

、道徳観念をもつプレーヤと判断できる可能性がある

。「Knight」と「Mercenary」の間は、「Soldier」系のプ

レーヤとして判断できる。この三段階の評価システム

で、各任務の終了後にプレーヤの攻撃度が決定される

（図 4）。「AC0」の枠物語の技法において、このよう

な三段階の評価システムは重要な要素であるといえる

。 

 

図 4：プレーヤの攻撃度の三段階評価 

 

「AC0」では、敵の戦闘機の小隊にはボスキャラクタ

ーが存在し、このボスキャラクターを倒すことは非常

に困難であり、また、対戦するボスキャラクターは評

価システムの結果に依存する (1)[2]。例えば、「

Mercenary」系プレーヤーは、非常に攻撃的な「Rot」小

隊と戦わなければならない。一方、「Knight」系は「

Knight」系のような「Indigo」小隊になり、「Soldier」系

は「Grun」小隊になる。ボスキャラクターを倒すと、

副物語のドキュメンタリー番組において、10 年前に撃

墜した小隊（ボスキャラクター）の話が展開される。

つまり、「AC0」の枠物語の技法では、このように主物

語でのゲームプレイの結果が、副物語での物語の展開

に影響を与えて進められていく。また、プレーヤのゲ

ームプレイの状態によって物語の展開が異なるため、

この技法により、「Demon Lord」の話は複数通りの物

語に展開することができる。 

 

図 5：「AC0」の枠物語における主物語と副物語の関係 

 

 図 5 は「AC0」の枠物語の全体構成を示している。

特に、二つの物語（主物語（シューティングゲーム）

と副物語（ドキュメンタリー番組））の関係が最も重要

な点である。この関係は、原因と結果の関係といえる

。すなわち、副物語には、主物語で起きた事に対する

結果が反映される。このように「AC0」はある物語が別

の物語と関連しながら展開されていく（図 6）。この関

係を分析することで、「AC0」の特徴的な枠物語の構成

の価値を見いだせると考えられる。 

 

図 6：「AC0」における展開できる枠物語の構成。各シ



 

 

ーンでは、プレーヤの攻撃度の評価によって、

「Knight/Soldier/Mercenary」の 3 つの選択が自動的に決

定される点が他の枠物語の概念と異なる。 

 

3. 分析と考察 

小説の場合、枠物語は読者の観点を管理するために

用いられる。最初のサイエンスフィクションのジャン

ルの例としてあげられる 19 世紀の Mary Shelley の「

Frankenstein」（1818）では、枠物語はフランケンシュタ

インが誕生した怪物の観点から物語を語るために使わ

れている[3]。この場合、読者が怪物の意見や考え方を

理解するための方法として、枠物語が利用されている

。この技法の効果により、読者は怪物に同情すること

ができると考えられる。 

類似した例として、ホメーロスのオデュッセイアに

においても、Frankenstein と同様に枠物語の技法が用い

られている。ホメーロスの時代の執筆の因習によると、

オデュッセイアの物語は詩人の話で始まるが、その話

の中で、主人公オデュッセウスは自分の言葉で物語を

語る[4]。つまり、オデュッセイアに関する話はオデュ

ッセウス自身の言葉で物語が展開される。この技法の

利点は、主人公により直接的に物語が展開される点に

あり、また、ホメーロスの枠物語の技法から得られる

効果であると考えられる。 

つまり、これまでの文学において、枠物語は物語を

より適切に表現するために、読者を誘導するための有

力な技法としての効果があるといえる。しかし、書籍

のような印刷物においては、枠物語の技法の使用の有

無、使い方、構成等は、作者の力量にすべて依存する

と考えられる。 

一方、ゲームは動的なメディアであり、枠物語の構

成はプレーヤの行動へ関連付けることができ、「AC0」

における枠物語では、プレーヤの行動に伴い、物語の

展開を選択可能な技法をとっているといえる。そのた

め、プレーヤが体験した物語は、プレーヤの雰囲気や

プレイスタイルに近いと考えられる。このように、作

者ではなくプレーヤが物語の展開に対する契機を持つ

ことで、「AC０」の枠物語は、以下に述べる２つの重要

で魅力的な物語の利点を見出すことになる。 

第一の利点は、プレーヤに対してより適した物語が

展開されるように、三段階の評価システムがプレーヤ

に意識させず稼働している点にある。「AC0」では、任

務のシューティング中に、評価システムがプレーヤの

スタイルを分析し、前節で述べた３つのタイプに分類

する。そして、枠物語の技法により、分類されたタイ

プに合わせて物語が展開されていく。このような技法

は「AC0」のみの特徴ではないが、ほとんどのゲームで

は、プレーヤのプレイスタイルの評価プロセスは存在

せず、ゲームのキャラクターの会話およびセリフを通

して、プレーヤが物語の進展を選択していく仕組みが

とられれている。 

例えば、「Starcraft II」の「Campaign Mode」において

は、ゲームを進めるにあたって、義務的な選択を課せ

られながら物語が展開される。図７は、選択時の項目

における結果、利点、および欠点を示されている。ゲ

ームの条件によっては、選択シーンから戻ることはで

きない[4]。 

 

図 7：Starcraft II における選択画面。選択前に、プレー

ヤにはそれぞれの行動の結果、利点、および欠点が示

されている。 

 

 また、その他の選択型のゲーム例としては、1998 年

に発売されたコナミ株式会社の「Metal Gear Solid」（MGS）

があげられる(4)。「MGS」においては、ゲームの中枢の

場面で拷問に耐える能力が、ゲームの最後までにどの

サポート・キャラクターが生き残るかに影響する。そ

のシーンでは、相手役のリボルバー・オセロットはソ

リッドスネークに対して拷問に耐える方法を伝える



 

 

（"Press the Circle Button repeatedly to regain your 

strength...And don't even think about using Auto-Fire, I'll 

know..." (4)）。そのセリフは、ゲームの中で語られてい

るが、実際はゲームプレイに関連しているので、プレ

ーヤに対して投げかけられたことになる（図８）。

「Starcraft II」の例とは異なり、「MGS」では選択に対し

てプレーヤのゲームプレイが関わる点は異なる点と考

えられるが、「MGS」の場合においても、プレーヤに明

示的に選択権を与えているといえる。つまり、両方の

例において、プレーヤが意識して物語の展開に対する

選択権を持っていることになると考えられる。 

 

 

図 8： Metal Gear Solid における拷問のシーン。選択方

法は、キャラクターのセリフに隠されているが、セリ

フからプレーヤがその選択を意識することができる。 

 

一方、「AC0」における物語の展開に対する選択は隠

蔽されている。実際は、三段階の評価システムによっ

て、ボスキャラクター、および「Knight/Mercenary/Soldier」

のランクが変更されることが説明書に明確に書かれて

いる[2]が、ゲーム上では選択に関する説明はほとんど

なく、ユーザが明示的に選択することはない。そのた

め、プレーヤが「AC0」の説明書に記載されている評価

システムの内容を知らない場合、自分のゲームプレイ

が物語の展開に影響を与えていることに気が付かない

可能性が非常に高い。また、プレーヤが一回目で「AC0」

をすべてクリアした際にも、ゲームプレイにより物語

の展開が変わることに気が付かず、もし、２・３回目

のゲームプレイでプレイスタイルが変わったなら、物

語の展開の違いに気が付くかもしれない。その場合に

も、プレーヤの攻撃度が物語の展開に対して、重要な

要素であることに気づかない可能性が高いと考えられ

る。この場合、「AC0」の物語の展開の違いとそれを決

定づける評価システムは隠蔽されたままになる。 

つまり、この隠蔽された評価システムの魅力は、ユ

ーザからは見えないため、ゲームプレイと物語に集中

できるシステムであるといえる。この方法で、「AC0」

は第四の壁とゲームの世界の幻想を壊す必要はない。

そして、ゲームはプレーヤに虚構を信じさせ、ゲーム

の現実性と物語の質を高める。 

「AC0」の隠蔽された評価システムを用いる第二の利

点は、プレーヤの行動がゲーム中の物語における歴史

に対して直接的な影響を与えることを文脈化している

点にある。通常、フライトシューティングゲームにお

いて、ここまで奥深い物語は組み込まれておらず、フ

ライトシミュレーティングゲームでは、主に戦闘機の

操縦経験が擬似的に体験できれば十分であると考えら

れる。一方、物語を構成するために、インタラクティ

ブな枠物語の技法をゲームに適用したことで、「AC0」

はフライトシューティングゲームのジャンル（戦闘機

を操縦したパイロットの経験）を満たし、更にフィク

ションの空軍の任務を通して実際の地政的な趨勢も示

している。また、「AC0」における枠物語の技法として、

主物語では、倒した敵の顔を見ることができるため、

副物語に対する特別な隠喩を与えることができる。例

えば、戦闘シーンで敵の顔を見たなら、人と戦闘機の

関係が作られ、更には、戦闘機対戦闘機の関係ではな

く、人対人の関係を作ることになる。また、その隠喩

は複数の関係を含んでおり、国々や様々な観念形態に

も及ぶ。このような隠喩は、フライトシューティング

ゲームでは、非常に珍しいと考えられる。したがって、

「AC0」における、10 年間に渡る枠物語の文脈で考察す

ると、ゲーム上で可視化された隠喩は、物語の展開に

対して不可欠な要素となる。 

 

4. おわりに 

ゲーム研究分野では、多くの専門家によって、ゲー

ムと物語に対する依存関係についての議論が行われて

いる [5][6]。本稿はその議論に対する十分な答えは出せ



 

 

ていないが、本稿ではゲームの質を向上させるために

は物語が重要であることを述べた。ゲームにおける物

語の展開力を論じるのに対して、「AC0」は適切な例で

あったといえる。「AC0」は、隠蔽された三段階評価シ

ステムでプレーヤの攻撃度を評価し、枠物語の技法と

組み合わせることで、プレーヤのスタイルに合わせた

奥深い物語を展開することができる。この技法により、

「AC0」は、ゲームまたはインタラクティブな物語の定

義にとらわれない、ゲームと物語が融合された独自の

ジャンルであるといえる。 

本稿では、ビデオゲームのメディアを用いることで、

これまでの文学的な物語とは異なる深い物語を構築す

ることが可能であるということを述べた。また、今後、

このようなテーマの研究において、インタラクティブ

な枠物語を利用している「AC0」以外のゲームも含めて

分析されるべきであると考える。また、ゲーム研究は

他分野と比べて比較的に新しいため、様々な観点から

の研究が重要である。特に、現在のゲーム研究のほと

んどは、欧米のゲームに集中し、議論されている。こ

れまでの状況にとらわれず、日本で制作されたゲーム

にも注目する必要がある。本稿が日本で制作されたゲ

ームがより研究される契機となることを望む。 
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Abstract  In general, the Playstation 2 game Ace Combat Zero: The Belkan War is classified as a "Flight Shooting" 

game. However, unlike other games of this genre, Ace Combat Zero is composed of a multi-faceted frame narrative. In 

this paper, we analyze and discuss the effects of the player evaluation game mechanic used in the game's frame narrative 

construction from the aspect of player interactivity in order to gain new insights into the literary merit of this game and 

others like it. 
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