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イントロダクション

アイザック・クラークは、ネクロモーフを確実に阻
止する計画を実行するため、冷酷な兵士ジョン・
カーヴァーと行動を共にする。クラークとカー
ヴァーは、ネクロモーフの感染を終息させる手段
を求め、凍てついた惑星タウ・ヴォランティスの調
査を開始したのだ。彼らの眼前には、雪崩や氷壁
といった危険に満ちた自然環境が立ちはだかる。
異色のタッグが、人類滅亡の危機を回避するべ
く、強力に進化した敵に挑む。

このたびは『デッドスペース3』をお買い上げいただきありがとうござい
ます。プレイする前にプレイマニュアルをお読みいただきますと、より
一層楽しく遊ぶことができます。正しい使用法でご愛用ください。
※本プレイマニュアルに掲載されている画面写真は開発中のものです。
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【　ゲームのインストール　】
以下の手順で本ソフトのインストールを行ってください。
※ゲームのインストールをはじめる前に、もう一度パッケージ裏を見て、ご利用のコンピュータが本ソフトの動作環境
を満たしていることを確認してください。

パッケージ版
1  Windowsを起動します。
2 本ソフトをインストールするには、事前にOriginのアカウントを作成する必要があります。Originをインストール
してアカウントを作成し、Originを起動してください。
※Originはこちらからインストールできます。http://www.origin.com/jp/download

3 DVD-ROMドライブに本ソフトDVD-ROMディスクをセットすると自動再生が実行されます。
※またはコンピュータのDVD-ROMドライブに対応するアイコンをダブルクリックしてください。
※上記の手順を行ってもウィンドウが表示されない場合は、タスクバーから「スタート」ボタンをクリックして「ファ
イル名を指定して実行」をクリックします。スタートメニューにある検索ボックスに「D:¥Autorun.exe」と入力
して©を押してください。D:以外のドライブをお使いの場合は、お使いのDVD-ROMドライブのアルファ
ベットを入力してください。

4 製品コードに関する画面が表示されたら、製品コードを入力してください。製品コードは同梱されている別紙に記
載されています。
※製品コードは再発行しておりません。なくさずに大切に保管してください。

Originダウンロード版
1  Windowsを起動します。
2  Originを起動します。
3 Originで「マイゲーム」を選択して、表示されている本ソフトの画像にカーソルを合わせ、表示されるメニュー内か
ら「ダウンロード」ボタンをクリックします。

【　ゲームのアンインストール　】
ゲームの動作に問題が発生した場合は、一度アンインストールを行ってから、再度インストールすることをおすすめします。
1  Windowsを起動します。
2 タスクバーから「スタート」「コントロールパネル」「プログラムのアンインストール」の順に選択して、本ソフト名を
ダブルクリックします。

3 アンインストーラーが起動します。「次へ」または「はい」をクリックすると、アンインストールが開始されます。

【　ゲームの起動　】
インストールが終了したら、以下の手順でゲームを起動してください。

パッケージ版
1  Windowsを起動します。
2 デスクトップ上に作成された、本ソフトのショートカットアイコンをダブルクリックするか、タスクバーから「スター
ト」ボタンをクリックして、本ソフトのディレクトリを選択し、起動ファイルをダブルクリックしてください。

Originダウンロード版
1  Windowsを起動します。
2 Originを起動します。
3 Originで「マイゲーム」を選択して、表示されている本ソフトの画像にカーソルを合わせ、表示されるメニュー内か
ら「プレイ」ボタンをクリックします。

インストール
TM
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アクション キーボード操作

移動 W／S／A／D

無重力推進 m

視点の変更 マウス

しゃがむ X

ロケーター B(押し続ける)

走る `(押し続ける)

ロール l

照準 右クリック

格闘攻撃 左クリック

メイン射撃 左クリック(照準中に)

スタンプ d

サブ射撃 マウスホイール(照準中に)

武器の変更 1／2／3またはマウスホイール

アクションの実行／開く E

武器のリロード R

クイックヒール Q

キネシス F(照準中に)

トルク F(キネシス後の使用できる状態で)

ステイシスチャージ C

ステイシス C(照準中)

所有品／RIG k

ポーズ j

操作方法

本プレイマニュアルに記載されている操作方法は初期設定のものです。

上部ツール
弾薬ライフ

ステイシス 下部ツール
弾薬

ゲームのスタート

画面表示(HUD)の基本機能
アイザックのリソース・インテグレーション・ギア(RIG)は、戦闘中にライフとステイシスの情報を同時
に表示します。画面では、メニューを開くことなく残弾数を確認できます。
武器の照準を定めている間は、武器の横にリロードまでの残弾数が表示されます。武器に上部ツール
や下部ツールが備わっている場合は、上と下に数字が表示されます。この数字は、上がメイン射撃用、
下がサブ射撃用を表し、リロードすると両方のツールに弾薬が補給されます。

ポーズメニュー
ポーズメニューでは、チェックポイントからの再スタート、各種設定の変更、アンロックの確認などがで
きます。

セーブとロード
オートセーブ機能により、チェックポイントを通過すると、自動的に進行状況と所有品がセーブされま
す。最後のチェックポイントをロードするときは、jを押して「CHECKPOINT RESTART」を選択
してください。

Checkpoint Restart 最後のチェックポイントから再スタートします。このメニューを選択すると、最後の
チェックポイント以降の進行状況は失われます。

Invite Friend フレンドをゲームに招待します。

Settings 映像や音声の設定、ゲームの設定、難易度などを変更します。

Achievements これまでゲーム中に達成した実績を表示します。

Progress and Unlocks クリアした難易度レベル、収集したアーティファクト、クリアしたサブクエスト、ログ、発
見した武器パーツなどを表示します。

Save and Quit 所有品をセーブしてメインメニューに戻ります。
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ゲームの開始前に表示されるメインメニューでは、ゲームモードやコンテンツを選択できます。

SOLO CAMPAIGN
シングルプレイヤーのゲームを開始できます。

CO-OP CAMPAIGN
パブリックCo-opゲームへの参加、参加中のフレンドの表示、フレンドとのプライベートゲームの作成
などを行います。Co-opゲームをプレイするにはOriginアカウントにサインインする必要があります。

DOWNLOADABLE CONTENT
スーツ、武器、リソース、武器パック、スカベンジャーボットのアップグレード、新エピソードを含む、有料
の機能とアイテムのリストを表示できます。

EXTRAS
進行状況の表示、「デッドスペース」のストーリー解説などを行います。

NEW GAME + MODES
通常のキャンペーンとは違う方法でゲームをプレイできます。いずれかの難易度レベルでゲームをク
リアすると、これらの追加モードがアンロックされます。

SETTINGS
画面の設定やゲームの設定、操作方法の設定など、各種設定を変更できます。

メインメニュー

Continue from Last Save 最後のチェックポイントからプレイします。

Continue Story ストーリーで最後に通過したポイントからプレイします。

Chapter Select すでにクリアしたチャプターを選択して、任意のチェックポイントからプレイします。

Quick Match 現在進行中のパブリックマッチに参加します。

Find Friends' Games 現在「デッドスペース３」でパブリックゲームをプレイしているフレンドを確認します。

Create Private Game 招待限定のCo-opゲームを作成します。

Create Public Game 誰でも参加できるCo-opゲームを作成します。

Progress and Unlocks 各チャプターの難易度レベルごとの達成度を確認でき、回収したアーティファクトの数
なども表示します。

Previously On 「デッドスペース」のストーリーと世界観をムービーで紹介します。

Credits クレジットを表示します。

New Game+ ゲームを一度クリアするとアンロックされるモードです。このモードでは所有品と武器
が持ち越されますが、チャプターの進行状況はリセットされます。

Classic シリーズ第一作「デッドスペース」風のスタイルでプレイします。

Pure Survival このモードでは、リソースの管理が重要になります。

Hardcore このモードでは、ハードモードやインポッシブルモードを超えた難易度でプレイします。

A/V Settings 画面の明るさや音量設定、字幕のオン／オフを設定します。

Game Settings CO-OP PARTNER LOCATORのオン／オフ、チュートリアルのスキップの有無、
振動設定の切り替え、照準の調整などを行います。

Controller Settings X軸およびY軸の反転、コントローラー操作の感度調整を行います。

Controller Map 初期設定の操作方法と、その他の操作方法を確認します。

所有品(INVENTORY)
医療キットなどの便利なアイテムを集めることが成功のポイントです。コンテナやボックスはd

でスタンプ(踏みつけ)を行うか、左クリックで格闘攻撃を行うと開けることができます。出現したアイ
テムはEで所有品に追加してください。Iで所有品画面を開けば、アイテムの表示、医療キットの使
用、武器の装備などを行うことができます。

ハシゴ(LADDER)
青い手すりのハシゴは登ることができます。Eでハシゴに取りつき、上下操作で昇降してください。

ラペリング(RAPPELLING)
垂直な壁面に沿ってラペリング降下を行うには、移動操作でラペリングを行い、̀ でジャンプしま
す。ラペリング中は降下、左右への移動、落石の回避が可能です。足場が無くなる場合もありますが、
バランスを取り戻せばラペリングを続けることができます。

ステイシス(STASIS)
ターゲットを狙ってCを押せば、ステイシスを使用できます。ステイシスは敵の動きを遅くする効果が
あるため、攻撃しやすくなります。また、探索中にもステイシスを使用する機会があるでしょう。例えば
ファンなど、高速で動いている障害物の動きを遅くすることができます。

ゲームのプレイ方法
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キネシス(KINESIS)
キネシスを使用すれば、オブジェクトを拾って敵に投げることができます。動かしたい物体や投げたい
物体を見つけたら、マウスの右ボタンを押し続けて対象を狙い、さらにFを押し続けて動かします。つ
かんだ状態でFを離してオブジェクトを落とすか、左クリックで狙った場所へ投げてください。また、キ
ネシスの使用中にドアや鍵の上でFを数回押して「トルク」を使用すれば、ドアや鍵を回して開けるこ
ともできます。

リソース(RESOURCE)
作業台では、リソースを使用して武器やアイテムを作成できます。スカベンジャーボットを装備して、隠
されたリソースを見つけてください。スカベンジャーボットが成功すれば、次回に作業台を利用すると
きに新しいリソースを使用できるようになります。作業台で作成した特定のアイテムを売却すると、そ
のアイテムを作成するために使用したリソースの半分が払い戻されます。リソースは所有品画面の右
側に表示されます。

▶ スカベンジャーボット(SCAVENGER BOTS)
スカベンジャーボットは、リソースの貯蔵場所を探すのを助けるよう設計されたデバイスです。リ
ソースからはピング音が発せられています。周辺の音をよく聞き、必要となればスカベンジャーボッ
トを装備してください。スカベンジャーボットはKで装備できます。
マウスの右ボタンを押し続けると、スカベンジャーボットがリソースを探す場所を指定します。スカベ
ンジャーボット画面はコンパスのような役割を果たし、上下を指している矢印は上層または下層フロ
アに移動すべきことを示しています。目標への正しい方向を向いていれば、レーダーが通知してくれ
ます。リソースに近付くと、スカベンジャーボットはパルスと音声信号を発するので、左クリックでス
カベンジャーボットを放してリソースを探させてください。回収したリソースは、次回に作業台を利用
するときに使用できます。目標エリアから離れた場所にスカベンジャーボットを配置した場合には、
回収できるリソースが少なくなってしまいます。スカベンジャーボットの状況を確認するには、RIG
ディスプレイからスカベンジャーボット画面を選択してください。

リソース・インテグレーション・ギア(RIG／RESOURCE INTEGRATION GEAR)は、ライフとステ
イシス残量を管理しやすくする装備です。

ライフ(HEALTH)
背骨部分の光る表示は総合的なライフの状態を示し、バーがいっぱいであればライフは良好な状態で
す。バーはダメージを受けることで短くなり、色が変化します。黄色はライフが半分以下であることを示
します。赤はライフが1/4以下で、危険な状態であることを示します。医療キットを使用するとライフ
がある程度回復します。死亡すると、自動的に前回のチェックポイントからゲームがリロードされます。

リソース・インテグレーション・ギア(RIG)

ステイシス(STASIS)
現在のステイシス残量は、アイザックの背骨の右側にある半円で示されます。残量がいっぱいになって
いるときは、青く完全な半円が表示されています。ステイシスを使用するにつれて半円のサイズは小さ
くなり、色も変化します。またCでアイテムを消費してステイシスを補充することもできます。

所有品／RIGディスプレイ(INVENTORY／RIG DISPLAY)
所有品／RIGディスプレイでは、武器、重要アイテム、リソースが表示されます。所有品はIで表示さ
れ、ナンバーキーを押すことでミッション目標、データベース、スカベンジャーボットを確認できます。
RIG画面を開いてもゲームは中断しません。この画面は半透明で、表示させたままアイザックを操作で
き、Fを押せば閉じることができます。また、右クリックで照準を行って画面を閉じることもできます。

▶ 所有品(INVENTORY)
所有品画面では、医療キットや弾薬クリップなどのアイテムを所有品セクションの中央に表示、武
器や重要アイテムを左側に表示、リソースを右側に表示します。いずれかのアイテムを選択して
「MOVE」または「DROP」を選択すれば、アイテムを移動または削除して、画面内のスペース
を空けることができます。医療キットを使用してライフを回復したい場合は、医療キットを選択して
「USE」を選択します。また「GIVE」を選択すれば、Co-opゲームのプレイ時にパートナーにアイテ
ムを渡すことができます。

▶ ミッション(MISSION)
ミッション画面では、左側に主目標を表示、右側にサブミッションの一覧を表示します。画面下は個
人的な記録になっていて、ストーリーの詳細を閲覧できる他、次にとるべき論理的な行動(ロケー
ターを使用して次のRIG座標を探すなど)を確認できます。いずれかの主目標を選択すれば、ロ
ケーター上でアクティブな目標になります。

▶ データベース(DATABASE)
データベースではエントリーログとアーティファクトを確認できます。各チャプターの進行状況を追
跡する場合や、次に取るべき行動を検討する場合に参考にしてください。一番右へスクロールする
とチュートリアルが表示されます。

▶ スカベンジャーボット(SCAVENGER BOTS)
スカベンジャーボット画面では、各スカベンジャーボットの最新の活動状況を知ることができます。
所持しているスカベンジャーボットは配置されるまで待機しています。スカベンジャーボットを投入
すると、帰還時間が示されたタイマーとともにスカベンジャーボットが現れます。スカベンジャーボッ
トが発見したリソースは、次回に作業台を利用するときに使用できます。
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作業台は、部品や設計図を基に武器を作成したり、既存の武器を回路でアップグレードしたり、ステイ
シスパックのようなアイテムを作成したりできる作業スペースです。また、所有品を確認することもで
きます。

武器の作成
自分だけの武器をデザインして、戦闘スタイルをカスタマイズしましょう。作業台で「WEAPON 
CRAFTING」を選択すれば、リソースやパーツを使用して武器を作成できます。また
「BLUEPRINTS」を選択すれば、持っている設計図から瞬時に武器を組立てることができます。

▶ フレームの選択
武器をカスタマイズする場合は、作業台の武器作成メニューから「CRAFT NEW WEAPON」を選
択します。フレームのオプションが表示されたら、タイプを選択してください。コンパクトフレームは
片手武器、ヘビーフレームは両手武器になります。

▶ ツール(TOOLS)
すべての銃には上部ツールと下部ツールという２つの機能が存在し、２種類の攻撃ができるように
なっています。これによって戦闘時の汎用性が高まり、あらゆる状況下でさまざまな距離の敵と戦う
ことができます。
フレームの選択後に、新しいメニューから「UPPER TOOL」を選択してください。これがあなたのメ
イン射撃となります。次の画面では、カスタマイズ用メニューが表示されます。「UPPER TOOL」の
下にある「LOWER TOOL」を選択して、サブ射撃オプションを選択してください。ここでは敵に接
近された場合に備えて、格闘攻撃ツールを選択することも可能です。

▶ チップ(TIPS)
チップは、ツールの射撃形態を変化させるもので、先にツールを選択すると表示されます。例えば上
部ツールがプラズマコアである場合は「UPPER TIP」オプションからキネティックまたはチャージエ
ネルギーによる攻撃形態を選択できます。
画面右下に表示されているダメージ、リロード、クリップ、スピードが変化することに着目してくださ
い。選択するチップによって、こうした特性が変化します。また各チップには、有効射程や命中率が
設定されていて、戦闘時における武器の特性をカスタマイズできます。

▶ アタッチメント(ATTACHMENTS)
アタッチメントは、武器のステータスや能力をさらに強化するもので、各武器に２つ取り付けることが
できます。炎ダメージやステイシスといった新機能で攻撃力を高めるものや、自分やパートナーの装
弾数を高めるもの、武器のリロードを自動化するもの、医療キットの使用時にパートナーも回復させ
るものなど、戦闘での必要性に応じてアタッチメントを選択してください。

▶ 回路(CIRCUITS)

回路は、武器のリロード速度、連射速度、ダメージ、装弾数などを改善します。回路を追加するには、ま
ず空いている回路スロットを選択し、表示されたメニューから機能を１つ選択して、発見した回路を追
加してください。また「CONSTRUCT NEW CIRCUIT」から新しい回路を作成することもできます。
フレームによって回路スロットの数は決まっています。武器の回路スロットが８個以下である場合は、
タングステンを使用してさらにアンロックできます。一般的な回路はブースト項目が１つ(ダメージ
＋２など)ですが、一部の回路は２つのブースト項目(リロード＋１と連射速度＋１など)を持っていま
す。画面右側の説明に「若干の不具合がある」などと記載された回路がありますが、これらの回路は
何かの能力を犠牲にして別の能力をさらに高めてくれます。例えば連射速度＋２でダメージ－１の場
合は、その回路はダメージを少し犠牲にして連射速度を高めてくれます。

▶ 作成完了

武器の設計が終わったら、設計図を作成する(Co-opゲームでフレンドと共有できます)か、自分の
ためだけに使用するかを選択できます。 

武器の改造
作業台で「WEAPON CRAFTING」を選択し、改造やアップグレードを行う武器を選択すると、その
武器のツール、チップ、アタッチメント、回路を変更または追加できる武器作成メニューが表示されま
す。回路で武器をアップグレードしたいだけなら、「MODIFY WEAPONS」メニューから「WEAPON 
UPGRADES」を選択してください。

アイテムの作成
コンテナから十分な物資が手に入らないときは、リソースを使用して価値の高いアイテムを作成できま
す。作成できるアイテムには、弾薬クリップ、医療キット、ステイシスパック、タングステン・トルクバーな
どがあります。リスト上のアイテムの右側には、現在の所持数が表示されています。
作成したアイテムは所有品のスロット数を占有しますが、タングステン・トルクバーは１スロットに合算
されるため、無制限に所持できます。アイテムを売却するときは、リストからアイテムを選択してTを
押してください。アイテムの売却によって払い戻されるリソースは、アイテムを作成するために使用し
たリソースの半分の量です。Co-opゲームではRでアイテムを共有できます。

SAFE INVENTORY
作業台から「SAFE INVENTORY」を利用すれば、使用したいアイテムを保管庫からRIG所有品に移
動できます。作業台で所有品を確認するときは「BENCH」メニューから「SAFE」を開いてください。
またアイテムを「RIG INVENTORY」から「SAFE INVENTORY」に移動する場合やその逆の場合
も、対象アイテムを選択してください。「SAFE INVENTORY」に入れたアイテムは、作業台でのみ取
り出すことができます。アイテムを売却するときはTを押してください。

作業台（BENCH）

Weapon Crafting 既存の武器の改造やアップグレード、新しい武器の作成を行います。

Blueprints デフォルト設計図またはカスタム設計図を基に、回収した部品を使用して武器を作成します。

Weapon Upgrade 回路を追加して既存の武器をアップグレードします。

Craft Items 弾薬クリップ、医療キット、ステイシスパック、タングステン・トルクバーなどのアイテムを
作成します。これらのアイテムは戦闘時や探索時に役立ちます。

Safe 「RIG Inventory」および「Safe Inventory」内の装備品の確認や管理を行います。
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