
解 説 書



目　次
ストーリー……………………02

ゲームのはじめ方……………03

操作方法………………………05

ゲームプレイ…………………07

移動……………………………09

戦闘……………………………10

車両……………………………13

車両戦闘………………………14

マップ…………………………15

ポーズメニュー………………17

グリッファ……………………22

デスラン………………………23

嵐………………………………23

砦………………………………24

"2", "PlayStation", "-" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
"Sony Entertainment Network" is a trademark of Sony Corporation.
Library programs © Sony Computer Entertainment Inc.

ストーリー

ウェイストランドでは自分だけが頼りだ。否応なしに戦いに巻き込まれたマックスとして、
最高の戦闘マシンを作り上げ、狂気を振り払い、危険な旅に乗り出さなければならない。

生き延びたければただ残酷になれ

インターセプターを盗まれ、ウェイストランドでただ一人。貴重なスクラップと資源を得る
ためには何でもする凶悪な略奪者と戦い、生き続けられるかは自分次第だ。

燃料切れ……この地では死刑宣告だ

燃料は尽きそうだが、運は尽きていない。インターセプターは、凶暴なスクロタスと一団
が迫ってくるなかで、唯一の生き延びる希望だ。戦うか逃げるか。それが生死を決める。

馬力と火力とが交錯する

スクロタスと一団は、血とインターセプターが目的だ。ひとたび命を狙われたなら、逃げ延
びることだけが、自分の身を守る唯一の手段だ。しかし、敵が多く、武器も無ければ、希望を
持つのは難しいだろう。

この道の掟はただ一つ 「殺すか殺されるか」だ
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ゲームのはじめ方

【メインメニュー】

◆ニューゲーム
「マッドマックス」を最初から始めます。
※注意：「マッドマックス」は特定のポイントで自動的にゲームをセーブします。画面にオートセーブの
アイコンが表示されている時は、電源を切ったりディスクを取り出したりしないでください。

◆ゲームに戻る
最後にセーブしたポイントから再開します。

◆ゲームをロード
任意のオートセーブスロットにセーブしたデータをロードします。

◆設定
ゲーム内の各種設定を変更・調整します。
■ゲーム：ゲーム中の字幕やチュートリアルの有無を選べます。
■コントローラー：各種ボタンの確認や、カメラの縦の動き、
ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK®4）のバイブレーション機能の強さを調整します。
■オーディオ：音声の出力方法や各種音量を調整します。
・オーディオ設定：シアター、テレビ、ヘッドホン、フューリー、ナイトモードなど、環境に最適な音声出力
を選択します。
・BGM音量：BGMの音量を調整します。
・効果音音量：効果音の音量を調整します。
・セリフ音量：人の会話の音量を調整します。
・シネマティクス音量：ムービーシーンの音量を調整します。
■ガンマ：画面の明るさを調整します。

◆WBPlay™
WBPlay™にサインインすると、限定アイテムが入手できます。既にお持ちのWBPlay™アカウントにサ
インイン、または新規にアカウントを作成するには、メインメニューの「WBPlay™」を選択してくださ
い。WBID（Warner Bros. ID）をお持ちの場合には、WBIDの登録情報で今すぐサインインできます！ 
サインイン中にWBPlay™アカウントからサインアウトしたい場合には、メインメニューの「WBPlay™」
から「WBPlay™アカウントのリンク解除」オプションを選択してください。

WBPlay™に関する詳細はこちら: 
http://wbplay.wbgames.com
※海外でのサービスです。日本でのサポートは致しておりません。

◆PlayStation®Store
配信中のダウンロードコンテンツなどを購入することができます。

◆コード番号を入力する
「マッドマックス」をより深く楽しむための様々なコンテンツをダウンロードすることができます。

◆クレジット
「マッドマックス」制作スタッフを紹介します。
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【徒歩】 【車両】

移動（長押し：ロケーション情報）…左スティック

カメラ（押す：カメラリセット）…右スティック

攻撃/カウンター（長押し：ヘビーブロー）…Fボタン

投げる/射撃…Aボタン

スペシャルムーブ（長押し：アクション/拾う）…Sボタン

パリー/車両に乗る…Dボタン

（長押し）照準…Qボタン

ジャンプ…Wボタン

緊急回避…Eボタン

ダッシュ…Rボタン

水筒…方向キーC

フレア…方向キーX

双眼鏡…方向キーV

フラッシュライト…方向キーZ

マップ…タッチパッドボタン

ポーズメニュー…OPTIONSボタン

ハンドル（長押し：ロケーション情報）…左スティック

カメラ（長押し：後方を見る）…右スティック

サイドチャージ（長押し：粉砕攻撃）…Fボタン

射撃…Aボタン

ブースト…Sボタン

車両から降りる…Dボタン

（長押し）照準…Qボタン

ブレーキ/バック…Wボタン

緊急回避（スナイパーモード）…Eボタン

アクセル/発射（スナイパーモード）…Rボタン

車両の修理…方向キーC

武器切り替え…方向キーZX

(長押し)スナイパー視点に切り替え/
（二度押し）一人称視点…方向キーV

マップ…タッチパッドボタン

ポーズメニュー…OPTIONSボタン

操作 方 法
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ゲームプレイ
注意：「マッドマックス」をプレイするには、ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK®4）
をPlayStation®4に認識させる必要があります。

◆ミッション目標：
現在進行中のミッションが表示されます。
ミッションに関連する場所にはマップ上にAマークが表示されます。

◆体力：
マックスの体力を示します。水筒の水を飲んだり、食料を食べると体力が回復します。“生命力アビリ
ティ”をアップグレードし、最大値を高めましょう。

◆ミニマップ：
自分の車両や目標の位置をアイコンで表示します。
進行中のミッションに関連する場所にはAマークが表示されます。

◆水筒：
マックスが所持している水筒の水の量を表示します。水は水源など
で補給することができます。砦で貯水設備を建設すると水の補給が
安定します。

◆武器：
現在装備している武器とそのレベルや残弾数等が表示されます。

◆エリア名：
現在いる場所の地名を表示します。

◆脅威レベル：
ウェイストランドを支配する複数の組織の縄張りの脅威レベルを表します。脅威レベルは５段階で表示
され、脅威を低下させるとガレージで新しいアップグレードが解除されるなどのメリットがあります。
脅威レベルは縄張り内にある「かかし」や、車両部隊、スナイパー、地雷原などを排除すると低下します。

◆スクラップ：
スクラップはウェイストランドの通貨です。車両やマックスをアップグレードする際に必要です。
スクラップは、組織の拠点や物資回収地点で探したり、倒した敵や壊した車両などから回収できます。

◆現在地の進行状況：
周辺の施設やスクラップの取得状況、脅威の排除状況を表示します。

画面表示

【ロケーション情報】
左スティックを長押しすると、マックスの現在地に関する情報を素早く確認できます。

ミッション目標

ミニマップ

水筒

武器
体力

エリアの
脅威レベル

エリア名

所持している
スクラップの数

現在地の
進行状況

ミッション目標

ミニマップ

水筒

武器
体力

エリアの
脅威レベル

エリア名

所持している
スクラップの数

現在地の
進行状況
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移　動
シームレスで広がるオープンワールドを自由に旅しましょう。

戦　闘
残酷でなければ生き残れない！
荒野で鍛えられた直感と様々な武器を駆使し、襲い来る敵たちを倒しましょう。

◆ブロー攻撃…Fボタン
連打することで連続攻撃を行います。Fボタン長押しで、敵の防御
を崩せる攻撃力の高いヘビーブローを放ちます。

◆パリー…Dボタン
マックスを攻撃しようとしている敵の頭上にはDが表示されます。こ
のアイコンにタイミングを合わせてDボタンを押すと、敵の攻撃を
受け止めダメージを防ぎます。近接武器を装備している時、敵の近
接武器による攻撃をパリーできます。

◆パーフェクトパリー（カウンター）
敵の攻撃のタイミングに合わせてパリーを行えばパーフェクトパ
リーを繰り出せます。パーフェクトパリーの後にカウンターを行え
ば、強力なパーフェクトカウンターとなります。

◆移動…左スティック

◆カメラ…右スティック

◆ダッシュ…左スティック＋Rボタン
移動中Rボタンを押すとマックスがダッシュします。

◆登る…Sボタン（長押し）
ぶら下がっているガレキやはしごなど、黄色いオブジェクトは登るこ
とができます。

◆ジャンプ…Wボタン
小さな障害物はジャンプして越えることができます。

◆ワイヤーロープ…Sボタン（長押し）
傾斜が付いた長いロープをショットガンを使って滑り降ります。 
利用可能な場所は黄色いマークがついています。

◆車に乗る（降りる）…Dボタン（長押し）
車両に乗り込み移動することができます。
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◆近接武器…（Sボタン長押しで拾い）Fボタン
戦闘中、敵が落とした武器や、落ちている武器を拾って使用すること
ができます。近接武器は数回の攻撃で壊れてしまいます。アビリティ
のアップグレードで近接武器の耐久性やダメージを上げることがで
きます。

◆カウンター…（Dボタンでパリーした後）Fボタン
パリーの後に攻撃することによって強力なカウンター攻撃を放ちます。

◆緊急回避…Eボタン
突進、ナイフ、グラップル、近接武器などパリーできない強力な攻撃
は緊急回避でかわしましょう。 敵車両の突進による衝突も緊急回避
でかわすことができます。
※武器パリーのスキルを習得すれば近接武器攻撃をパリーできる
ようになります。

◆グラップルエスケープ…（後から掴まれている時）Fボタン連打
敵に後ろから掴まれたらグラップルエスケープで逃げることができ
ます。

◆ウォールブロー…敵を壁や柵に追い込んでFボタン
壁や柵など周囲の環境を利用して攻撃を行います。

◆ナイフ…“ナイフパニッシャー”の表示中にSボタン
ナイフを使用して敵に大ダメージを与えます。
１回使用するとナイフ1本を消費します。マックスの弾薬ベルトを
アップグレードすると、所持できるナイフの本数も増えます。

◆ショットガン…Qボタン＋Aボタン（照準＆発射）、
クイックファイア…Aボタン
マックスが愛用するショットガンで攻撃します。
あらゆる状況で素早く敵を倒します。

◆チェーンブロー…Fボタン
ブロー攻撃またはカウンターの後に、連続して攻撃をヒットさせる
と、敵を気絶させる確率が上昇します。

◆チェーンフィニッシュ…チェーンブローの後にFボタン（長押し）
２回以上のチェーンブローの後に、連続攻撃を締めくくる強力なフィ
ニッシュブローを放つことができます。

◆フューリーモード
格闘戦を行うことによって、画面の右上に表示されるマックスの
フューリーゲージが溜まっていきます。
十分なフューリーが溜まると、フューリーモードに突入してあらゆる
ブロー攻撃の威力が増します。
フューリーモード中に敵を倒すと、マックスの体力が少し回復します。

フューリーモードは一定時間が経過するか、周囲の敵を全員倒すと
終了します。

フューリー・メーター
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◆ブーストチャージ…走行中にSボタン
敵車両や構造物に急加速で体当たりし、与えるダメージを増加させ
ます。

◆サイドチャージ…走行中Fボタン＋左スティック
敵車両との接近時に使えば、横を走る敵車両に素早くダメージを与
えることができます。

◆ショットガン…敵がマックスの車に取りついてきた時にAボタン
ショットガンで車に取りつき襲ってくる敵を撃ち払います。

◆弱点攻撃…Qボタン＋Aボタン
ショットガンで敵の弱点を狙い撃ちすることができます。

◆スナイパーライフル…方向キー V長押しでスナイパーライフル
を装備後、Qボタンで狙いAボタンで発射
車両に搭載した強力なスナイパーライフルで遠くから敵を撃つこと
ができます。スナイパーライフル使用中、Eボタンで車の陰に隠
れることができます。

◆ハープーン…Qボタンで狙いAボタンで発射
先端にフックがついた銛を発射します。
構造物を引っ張ったり、ゲートを開いたり、敵車両からタイヤやドア
を引きはがしたりできます。

◆武器切り替え…方向キーZX

◆ブースト…乗車中にSボタン
一時的に急加速を行います。 １回使用すると再び充填して使用可
能になるまで一定時間かかります。

◆車両呼び出し…徒歩の状態で方向キーX
いっしょに旅をするチャムに、マシンを持ってくるように呼びかけます。
チャムが遠くにいる場合はフレアガンで合図を送ります。
尚、拠点や物資回収地点、砦ではチャムに合図を送れません。

◆修理…停車時自動 or 停車中 方向キーC　
車両がダメージを受けている場合、停車してマックスが車から離れ
るとチャムが自動的に修理を始めてくれます。

◆燃料補給…車両の後ろに立ちFボタン
ガス欠はここでは死も同然。 燃料が少なくなったら、燃料を補給し
ましょう。燃料は拠点や物資回収地点などで手に入ります。

車　両 車両戦闘
荒廃した「マッドマックス」の世界で車は必要不可欠。
ガレージで入念にカスタムを行い、欲望渦巻く危険な荒野を駆け抜けましょう。

画面表示

ミニマップ

ブースト・メーター

燃料

車両の耐久力

選択中の武装

体力

水筒

ミニマップ

ブースト・メーター

燃料

車両の耐久力

選択中の武装

体力

水筒
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マップ
広大なウェイストランドを地図なしで進むのは自殺行為。
マップをチェックしながら荒野を駆け巡りましょう。

・マーカーを使って目的地を設定できます。
・エリアや縄張りの警戒レベルは赤・黄・緑で表示されます。常にチェックしておきましょう。
・マップをチェックすれば現在利用可能なストーリーイベントを見つけることができます。
・ファストトラベルを使うと、解除した見晴らし地点、砦、デスランに素早く移動ができます。

◆マップ…タッチパッドボタン

◆マップ上のアイコン一覧

◆ファストトラベル

これまでに解除した見晴らし地点、砦、デスランに素早く移動ができます。
ウェイストランド各地にあるバルーンを探し、、ファストトラベルが可能な施設を解除しましょう。
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ポーズメニュー
ゲームプレイ中に、各種チュートリアル、ストーリーの進行状況、
マックスや車両のアップグレードを確認することができます。

◆ポーズ

・ゲームに戻る…進行中のゲームに戻ります。

・オートセーブ…オートセーブの保存先を設定できます。

・設定…音や画面の明るさ、ボタン配置などゲーム内の各種設定を確認・調整できます。

・メインメニューに戻る…ゲームスタート前の最初のメニュー画面に戻ります。

・ストーリーミッション…ストーリーミッションの進行状況を確認できます。

・ウェイストランドミッション…ウェイストランドミッションの進行状況を確認できます（ストーリーの
進行には関係ありません）。

・イベント…現在発生しているイベントを確認できます。

・チュートリアル…「マッドマックス」の世界の用語解説や、ゲームの詳細な操作方法を確認できます。

・統計…ゲーム内での走行距離や時間など、プレイヤーの行動の記録を確認できます。

・キャプチャーモード…静止画やプレイ動画をゲームから直接保存できます。
さらにフィルターなどで加工し、オリジナルの作品を作ることも可能です。
コントローラーを追加すれば、ゲームプレイ中にもう一人がカメラ操作を行い、
映画のような映像を撮影することができます。

◆BIO

ゲーム内で登場するキャラクターやアイテムなどの解説を確認することができます。

・キャラクター…ゲーム中に登場した主要なキャラクターを紹介
します。

・スクロタス軍…ウェイストランドの勢力のひとつ、
「スクロタス軍」のキャラクターを紹介します。

・ロードキル…ウェイストランドの勢力のひとつ、
「ロードキル」のキャラクターを紹介します。

・バザード…ウェイストランドの勢力のひとつ、
「バザード」のキャラクターを紹介します。

・ロケーション…ゲーム中に訪れたエリアを紹介します。

・ツールと武器…ゲーム中に手に入れたツールや武器を紹介します。
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・ナックルガード…戦闘時の素手での攻撃力がアップします。

・ジャケット…ジャケットを強化すると、マックスの防御力がアップします。

・リストアーマー…カウンターや武器奪取時に与えるダメージを増やし、
パリー失敗時に受けるダメージを軽減します。

・弾薬ベルト…弾薬ベルトを強化するとナイフを含め武器の最大弾薬所持数がアップします。

・頭部…髪形や髭など、マックスの見た目を変えます。

・ショットガン…マックスのショットガンを強化します。

・スキル…戦闘時に使用できる新たなスキルを習得できます。

・ツール…持ち歩く道具を取得・確認できます。

【レジェンドレベル/レジェンドランクを上げる条件】
・ゲーム内に設けられているチャレンジをクリアするとレジェンドレベルがアップします。
・レジェンドレベルが10上がるごとにレジェンドランクがアップします。
・レジェンドランクが上がると、マックスの新たなアップグレードが解除されます。
・レジェンドレベルがアップするごとに、
アビリティのアップグレードに必要なグリッファポイントを獲得できます。
※チャレンジには繰り返しプレイできるものと、一度しかクリアできないものがあります。

◆マックス

マックスの装備や外見をスクラップを支払うことでアップグレードすることができます。
また、格闘戦で使用できるやスキルを獲得することができます。
アップグレードはマックスのレジェンドランクを上げることで解除されていきます。

◆ガレージ

スクラップを支払い、マックスが乗る車両をカスタマイズすることができます。
ゲーム中いつでもカスタムが可能です。

◆レジェンド

マックスの現在のレジェンドランクやグリッファポイント、
アビリティの取得状況やチャレンジの進行状況を確認することができます。
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グリッファ

あらゆる場所を歩き回り、コレクションアイテムを収集しましょう。

◆コレクション

ゲーム内で獲得できるコレクションアイテムの取得状況を確認することができます。

・生命力…マックスの体力の最大値を上げます。
・代謝…食事による体力回復を向上します。
・決断…グリッファポイントを1ポイント消費してレジェンドレベルを1上げます。
・エッセンス…水源で得られる水の量を増やします。
・意欲…マックスが手に入れるスクラップの数が増えます。
・順応性…車両走行中の燃費が向上します。
・調和…近接武器での攻撃力が上がります。
・チャネリング…フューリーモードの持続時間が延びます。
・弾薬…マックスが手に入れる弾薬の数が増えます。
・洞察…マックスが使用する近接武器の耐久性が上がります。

グリッファポイントは次の場合に手に入ります。
■マックスのレジェンドレベルがアップ
■デスランでレジェンダリーランクを獲得
■拠点の防衛が戦闘態勢に入る前に侵入
■レジェンドイベントを完了

マックスの前に現れる謎の男グリッファ。
グリッファに話しかけると、“グリッファポイント”と引き換えにマックスが秘める内なる力
〈アビリティ〉をアップグレードすることができます。
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デスラン

嵐

◆ルール
デスランには、ルールの異なる4種類のレースがあります。
■バレルラッシュ：各チェックポイントで１個以上のバレルを破壊し、制限時間内にトップでゴールする。
■スキャッターラン：ライバルを倒すか振り切って制限時間内にゴールする。
■タイムボム：爆弾が爆発する前にゴールする。
■オプス・ウォーズ：自分だけのユニークなマグナム・オプスで、
自己ベストやフレンドのベストタイムを塗り替える。

・デスランに勝てばグリッファポイントを獲得でき、
さらにマシンコレクションに新しい車両が追加されます。

◆味方の拠点や砦にいれば、無事嵐を乗り切ることができます。
また、嵐に車で突入してスーパーアイテム箱を見つけ出せば、大量のスクラップを入手できます。

◆砦はウェイストランドミッションの開始地点となります。
砦では、様々な報酬が手に入る”プロジェクト”の建設や、車両コレクションへのアクセスが行えます。
◆砦を訪れると、その場所へのファストトラベルが可能となります。

ウェイストランドの各地で開催されているレースイベント「デスラン」を制してマシンと
一体に！ デスランをクリアすると、そのスタート地点でいつでも燃料補給が可能となります。

ウェイストランドでは、時おり激しい砂嵐が発生します。無防備のまま嵐の中で生き残
ることは至難の業。車両とマックス両方のアーマーをアップグレードしなければ耐える
ことはできません。

砦
ウェイストランドでは、エリア一帯を支配するスクロタス勢力に抵抗する集団がいます。
彼らは武装し、「砦」を作り、日々スクロタス勢力と戦っています。
マックスがウェイストランドを旅する上で欠かせない避難場所となります。
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