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(57)【要約】
【課題】操作手段を利用した演出の趣向性を向上させる
ことが可能な遊技機を提供すること。
【解決手段】遊技者が操作可能な操作手段４０と、遊技
者に対して前記操作手段４０の操作を促し、当該操作手
段４０の操作が有効となる操作有効期間が設定される複
数の単位操作演出が連続的に発生する演出であって、当
該単位操作演出間に前記操作手段４０の操作が無効とな
る操作非有効期間が設定される連続操作演出を実行する
演出実行手段と、を備える遊技機１とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者が操作可能な操作手段と、
遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当該操作手段の操作が有効となる操作有効期
間が設定される複数の単位操作演出が連続的に発生する演出であって、当該単位操作演出
間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有効期間が設定される連続操作演出を実行す
る演出実行手段と、
を備えることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記連続操作演出において、前記単位操作演出の経過とともに変化する時間画像が表示
され、
　ある単位操作演出が終了したときにおける前記時間画像の状況が、次の単位操作演出が
開始されるときに引き継がれることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記時間画像は、前記単位操作演出の経過とともに時間を示す値が減少していくもので
あり、
　ある単位操作演出が終了したときにおける前記時間画像が示す時間の値が、次の単位操
作演出が開始されるときにおける値として設定されることを特徴とする請求項２に記載の
遊技機。
【請求項４】
　遊技者に有利な結末が発生しない場合には前記時間画像の時間を示す値が０とならない
限り、新たな単位操作演出が開始されるように構成されていることを特徴とする請求項３
に記載の遊技機。
【請求項５】
　一の前記連続操作演出における、最初の単位操作演出の開始時に示される時間画像の初
期態様は、前記連続操作演出の発生の度に変化する可能性があることを特徴とする請求項
２から請求項４のいずれか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技者が操作可能な操作手段（例えば、押しボタン等）を備え、当該操作手段の操作が
演出上反映される操作演出を実行することが可能な遊技機が公知である（例えば、下記特
許文献１等参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２２８５２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、操作手段を利用した演出の趣向性を向上させること
が可能な遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、遊技者が操作可能な操作
手段と、遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当該操作手段の操作が有効となる操
作有効期間が設定される複数の単位操作演出が連続的に発生する演出であって、当該単位
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操作演出間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有効期間が設定される連続操作演出
を実行する演出実行手段と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　前記連続操作演出において、前記単位操作演出の経過とともに変化する時間画像が表示
され、ある単位操作演出が終了したときにおける前記時間画像の状況が、次の単位操作演
出が開始されるときに引き継がれるようにするとよい。
【０００７】
　前記時間画像は、前記単位操作演出の経過とともに時間を示す値が減少していくもので
あり、ある単位操作演出が終了したときにおける前記時間画像が示す時間の値が、次の単
位操作演出が開始されるときにおける値として設定されるようにするとよい。
【０００８】
　遊技者に有利な結末が発生しない場合には前記時間画像の時間を示す値が０とならない
限り、新たな単位操作演出が開始されるようにするとよい。
【０００９】
　一の前記連続操作演出における、最初の単位操作演出の開始時に示される時間画像の初
期態様は、前記連続操作演出の発生の度に変化する可能性があるとよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明にかかる遊技機によれば、操作手段を利用した演出の趣向性を向上させることが
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】（ａ）は表示装置に表示される識別図柄と保留表示を示した図であり、（ｂ）は
保留表示の種類を示した図である。
【図３】時間演出の開始前から開始されるまでの大まかな流れを説明するための図であっ
て、（ａ）は時間演出発生前を、（ｂ）は時間演出の開始時を、（ｃ）は時間演出の開始
から所定時間経過後の状態を示した図である。
【図４】時間演出の一例を説明するための図（その一）である。
【図５】時間演出の一例を説明するための図（その二（図４の続き））である。
【図６】操作有効期間（単位操作演出）と操作非有効期間を示したタイムチャートである
。
【図７】第四具体例を説明するための図である。
【図８】第六具体例および第七具体例を説明するための図である。
【図９】第九具体例を説明するための図である。
【図１０】第十二具体例および第十三具体例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明にかかる遊技機１の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
【００１３】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
に案内する通路を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている
。
【００１４】
　遊技領域９０２には、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口９０７などが設け
られている。表示装置９１の表示領域９１１は、遊技盤９０に形成された開口９０１を通
じて視認可能となる領域である。なお、一部の図においては表示領域９１１を大まかに記
載するが、その形状等は適宜変更可能である（開口９０１の形状や大きさ、表示装置９１
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自体の形状や大きさを変更することで表示領域９１１の形状等を変更することができる）
。
【００１５】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１６】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００１７】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００１８】
　大当たりの抽選（当否判定）は、図示されない制御基板に設けられた当否抽選手段が始
動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として実行する（このような始動入賞口が複数設
けられていてもよい）。具体的には、始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として乱
数源から数値が取得され、当該数値が予め定められた大当たりの数値と同じである場合に
は大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。大当たりに当選した場合には大当たり
遊技が実行される。大当たり遊技は、大入賞口９０６が頻繁に開放状態となり、遊技者が
多くの遊技球（いわゆる出玉）を獲得することができるものであって、公知の遊技機と同
様であるため詳細な説明を省略する。獲得できる遊技球の期待値が異なる複数種の大当た
り遊技が設定されていてもよい。
【００１９】
　本実施形態では、公知の遊技機と同様に、表示装置９１の表示領域９１１に表示される
識別図柄１０（図２（ａ）参照）の組み合わせによって当否抽選結果を遊技者に報知する
。識別図柄１０は、当否抽選結果の報知の開始とともに変動を開始する。大当たりに当選
したかどうかを示す識別図柄１０の態様はどのようなものであってもよい。本実施形態で
は、停止した識別図柄１０が全て同じである場合に大当たりとなり、それ以外ははずれと
なる。
【００２０】
　また、本実施形態では、上記当否抽選のための数値が取得された順に当否抽選結果の報
知が開始される（識別図柄１０の変動が開始される）こととなるが、ある数値が取得され
たときに、それより前に取得された数値に基づく当否抽選結果が報知されている際には、
当該ある数値に基づく当否抽選結果の報知が開始されるまで、図示されない制御基板に設
けられた記憶手段に記憶される。未だ当否抽選結果の報知が開始されていない数値（以下
、保留情報と称することもある）の最大の記憶数（最大保留数）は適宜設定することがで
きる。本実施形態における記憶手段が記憶できる最大の保留情報の数は、一種の始動入賞
口９０４につき四つである。
【００２１】
　また、本実施形態では、当否抽選結果の報知が開始される時点で、取得された数値が大
当たりとなる数値か否かが判断されることとなる。つまり、当否抽選結果を報知するため
の演出（識別図柄１０の変動表示）が開始される時点で、対象となる当否抽選結果が大当
たりとなるものかはずれとなるものなのかが判断される。当該情報（以下、変動中情報と
称することもある）は、大当たりの成否を内部的に把握するためのいわゆる「フラグ」で
あって、保留情報ともに記憶手段に記憶される。本実施形態では、保留情報と変動中情報
を記憶する記憶手段は同じであるが、各情報が異なる記憶手段に記憶される構成であって
もよい。
【００２２】
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　なお、ある数値が取得されたとき、それより前に取得された数値に基づく当否抽選結果
の報知が既に完了している場合に、当該数値が即座に変動中情報として記憶されるように
構成してもよいし、一旦保留情報として記憶された後、変動中情報とされる構成としても
よい。また、ある数値が取得されたときに、それより前に取得された数値に基づく当否抽
選結果が報知されているか否かに拘わらず、取得された数値に基づき当否抽選を行い、当
該当否抽選結果自体を記憶させておく構成としてもよい。かかる構成とする場合には、記
憶される当否抽選結果自体が、変動中情報や保留情報に相当することになる。
【００２３】
　保留情報が存在することを示す図柄は、保留表示２０として表示装置９１に表示される
（図２（ａ）参照）。表示装置９１とは別の装置に表示されるようにしてもよい。当該保
留表示２０は、当否抽選結果を報知する演出が開始される順に対応する位置に表示される
。本実施形態では、所定の方向に沿って並ぶように保留表示２０が表示装置９１の表示領
域９１１に表示される。
【００２４】
　本実施形態にかかる遊技機１は、保留表示２０を用いた演出の一種である時間演出（連
続操作演出）を実行することが可能である。以下、当該時間演出について詳細に説明する
。
【００２５】
　本実施形態における保留表示２０の態様として、通常態様２０ｎとは異なる態様であっ
て、時間画像３０が含まれる特殊態様が設定されている（図２（ｂ）参照）。かかる特殊
態様の保留表示２０が表示される場合、当該保留表示２０に対応する当否抽選結果を報知
する演出（以下、報知演出と称することもある）の少なくとも一部として時間演出が実行
される。後述するように、時間演出は、対応する当否抽選結果が大当たりとなる蓋然性（
いわゆる大当たり信頼度。以下単に（大当たり）信頼度ということもある）を示唆するも
のであり、時間演出が発生すること自体が、（発生しない場合に比して）大当たり信頼度
が高まったことを示すものである。特殊態様の保留表示２０は、かかる時間演出の発生を
示唆するものであるから、公知の先読み演出（先読み予告）の一種であるともいえる。
【００２６】
　なお、特殊態様の保留表示２０が表示されたときには対応する報知演出において必ず時
間演出が発生する設定としてもよいし、時間演出が発生しないことがある設定（時間演出
が発生しやすいということを示すにとどまる設定）としてもよい。また、本実施形態にお
ける時間演出は、特殊態様となった保留表示２０に対応する報知演出中に発生するもので
あるが、対応する報知演出中以外の期間において発生することがあってもよい。例えば、
対応する報知演出が開始されるよりも前に時間演出を発生させる構成（時間演出自体を先
読み演出として機能させる構成）としてもよい。
【００２７】
　本実施形態では、第一特殊態様２１～第四特殊態様２４の保留表示２０が設定されてい
る。各特殊態様の保留表示２０は、異なる時間画像３０を含むものである。具体的には、
第一特殊態様２１～第四特殊態様２４の保留表示２０は、それぞれ「３００」「５００」
「７００」「７７７」の数字が記載された時間画像３０を含む（図２（ｂ）参照）。
【００２８】
　時間演出は、演出の開始とともに時間画像３０に表示された値が時間経過とともに減る
ように（カウントダウンするように）表示されるものである。例えば、図３に示すように
第二特殊態様２２の保留表示２０が表示されていた場合（図３（ａ）参照）には、それに
対応する報知演出の時間演出では、演出開始とともに５００の値がカウントダウンされて
いく（図３（ｂ）（ｃ）参照）。時間演出は、後述する失敗結末に至る場合であっても、
当該値が０となるまでは継続する。つまり、時間画像３０は、時間演出が終了せずに継続
する期間（ただし、後述する成功結末となる場合には、時間画像３０の値が０となる前に
演出が終了することになる）を示すものであるといえる。遊技者は、時間演出中にカウン
トダウンされていく時間画像３０の値をみることにより、時間演出が終了する将来的な時
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点を推測することができる。
【００２９】
　ただし、時間画像３０の値は、時間演出が継続する現実の時間とは異なるものである。
例えば、「３００」の時間画像３０を用いた時間演出は、必ず３００秒継続するといった
ものではない。つまり、１秒経過毎に値を１減らすようにカウントダウンさせないことも
ある。また、時間演出においては小数点以下の数字が表示される等、保留表示２０に表示
される時間画像３０の数字と時間演出において表示される数字の「桁」を異ならせる等操
作を行ってもよい。つまり、保留表示２０の一部として表示される時間画像３０の態様と
、時間演出において表示される時間画像３０の態様は、両者が実質的に同種のものである
とみなされる限りにおいて異なっていてもよい。
【００３０】
　ただし、傾向として、時間画像３０の値が大きくなればなるほど、時間演出が現実に継
続する時間が長くなるように設定されている。例えば、「３００」の時間画像３０を用い
た時間演出と、「５００」の時間画像３０を用いた時間演出とでは、後者の時間演出の方
が継続する現実の時間は長くなりやすい。つまり、時間画像３０が含む時間の値の大きさ
は、時間演出が継続する時間が長くなる蓋然性が高いかどうかを示す目安であるともいえ
る。また、後述するように、本実施形態における時間演出の結末として成功結末（遊技者
に有利な結末）と失敗結末（遊技者に不利な結末）が設定されているところ、時間画像３
０の値が大きいほど成功結末となる蓋然性が高くなるように設定されている。つまり、遊
技者にとっての保留表示２０としての価値という観点で言えば、第一特殊態様２１（最も
低い）、第二特殊態様２２、第三特殊態様２３、第四特殊態様２４（最も高い）の順で高
くなるといえる。なお、本実施形態では、第四特殊態様２４の保留表示２０（「７７７」
の時間画像３０）が表示された場合、時間演出の結末が成功結末となることが確定するよ
うに設定されている。
【００３１】
　時間演出は、その結末により、遊技者に有利な事象が発生するか否かを示すものである
。本実施形態では、特殊態様となった保留表示２０に対応する当否抽選結果が大当たりと
なる場合には時間画像３０の結末が成功結末となり、はずれとなる場合には失敗結末とな
る構成である。なお、ここでいう成功結末には、一旦失敗結末となったかのようにみせか
け、それが覆されるいわゆる逆転演出の発生による結末を含む。このように、本実施形態
では、時間演出の結末により当否抽選の結果が示される。ただし、これはあくまで一例で
ある。例えば、時間演出の結末により、遊技者に有利なリーチ演出が発生するか否かを示
す（時間演出の結末が信頼度を間接的に示す）構成としてもよい。
【００３２】
　以下、図４～図６を参照して、かかる時間演出の具体的な態様を説明する。本実施形態
における時間演出は、複数の単位操作演出により構成されるものである（図６参照）。な
お、本実施形態では、必ず複数（二以上）の単位操作演出が発生するが、一の単位操作演
出のみの発生で終了する時間演出が発生しうる設定としてもよい。
【００３３】
　単位操作演出は、遊技者に対して操作手段４０（本実施形態では押しボタン）の操作を
促す演出である（図４および図５参照）。単位操作演出中は、操作手段４０の操作が有効
となる操作有効期間が設定され、当該操作有効期間中における操作手段４０の操作が演出
上反映される。なお、本実施形態では、単位操作演出の長さと操作有効期間の長さは一致
するように設定されている。
【００３４】
　本実施形態における時間演出は、表示装置９１の表示領域９１１に演出上の物体が表示
され、遊技者が当該物体の破壊というミッション達成に向けて操作手段４０を操作するよ
うな態様の演出であり、各単位操作演出においては、遊技者に対して操作手段４０を連続
的に操作（いわゆる連打）するよう求め、一回の操作の度に物体が衝撃を受けたかのよう
な映像が表示されることになる（図４および図５参照）。物体の破壊の程度が所定の状況
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まで終了した時点で、一回の単位操作演出が終了することになる。本実施形態では、物体
の破壊の程度を数字（例えば初期値１００％）で表している。当該数字が０になったとき
に物体の破壊が成功したことになる。各単位操作演出は、当該数字が所定の値となること
により完了する。例えば、最初の単位操作演出は開始時に１００％であった値が５０％と
なることにより完了し、二回目の単位操作演出は２０％となったときに完了するものとさ
れている。
【００３５】
　そして、最終的に物体の破壊に成功した場合を成功結末（図５（ｃ）参照）、破壊まで
たどり着けなかった場合を失敗結末（図５（ｅ）参照）としている。なお、成功結末とな
るか失敗結末となるかは、対象の当否抽選結果が大当たりかどうかによって決まっている
（図５（ｃ）～（ｆ）参照）。当否抽選結果が大当たりである場合には、操作手段４０の
操作回数が不足していた場合であっても強制的に成功結末に移行する。はずれである場合
には、操作手段４０の操作回数の多少にかかわらず成功結末に移行することはない。
【００３６】
　本実施形態では、単位操作演出（操作有効期間）が終了した後、所定のインターバル期
間（操作手段４０の操作が演出上反映されない期間。以下では操作非有効期間と称するこ
ともある）が設定され、その後次の単位操作演出が開始されることが一または複数回繰り
返される（図６参照）。これが、時間演出の開始とともにカウントダウンされる時間画像
３０の値が０となるまで継続される。なお、本実施形態における上記インターバル期間（
操作非有効期間）の長さ（現実の時間の長さ）は一定である。ただし、インターバル期間
の長さがその都度変化しうる構成とすることを否定するわけではない。また、インターバ
ル期間は、少なくとも、単位操作演出の長さ（単位操作演出の長さが変化しうる構成であ
る場合には、最も短い単位操作演出の長さ）よりも短いものとされる。
【００３７】
　上述したように、時間演出の開始とともに、時間画像３０の値は、カウントダウンされ
ていく。つまり、時間画像３０の値は、時間演出用に設定された演出上の仮想時間の初期
値を示すものであるといえる。上記カウントダウンは、単位操作演出（操作有効期間）中
のみ行われる。つまり、操作非有効期間中はカウントダウンが停止する。例えば、「３０
０」の時間画像３０が表示された状態から最初の単位操作演出が開始され、当該単位操作
演出中にカウントダウンが進行して「２２９」で最初の単位操作演出が終了したとする（
図４（ａ）～（ｃ）参照）。その場合、上記操作非有効期間（図４（ｄ）参照）を経て開
始される次の単位操作演出は、「２２９」からカウントダウンが開始されることになる（
図４（ｅ）参照）。そして、当該二回目の単位操作演出中に「２２９」からのカウントダ
ウンが進行し（図４（ｅ）～（ｇ）参照）、０にならなかった場合には、再び操作非有効
期間（図４（ｈ）参照）が設定されて、三回目の単位操作演出が開始される（図５（ａ）
参照）ことになる。つまり、遊技者の視点でいえば、時間画像３０の値が０とならない限
り、新たな単位操作演出が発生するように設定されている。例えば二回目の操作演出の終
了時点における時間画像３０が「９５」であった場合（図４（ｇ）参照）には、三回目の
単位操作演出では「９５」からカウントダウンが進行する（図５（ａ）以降参照）ことに
なる。
【００３８】
　なお、図４～図６において示す例は、三回目の単位操作演出まで移行した上で、成功結
末または失敗結末に至る例であるが、それ以前の単位操作演出にて成功結末または失敗結
末に至るケースも発生しうる。例えば、二回目の単位操作演出において時間画像３０の値
が０となって失敗演出に至るケースも発生しうる。
【００３９】
　このように、本実施形態では、ある単位操作演出（先の単位操作演出）が終了した時点
（図４（ｃ）、図４（ｇ）に示す時点）における時間画像３０の状況は、次の単位操作演
出が開始される時点（図４（ｅ）、図５（ａ）に示す時点）に引き継がれる。時間演出は
時間画像３０が０になるまで継続するものであるため、ある単位操作演出（先の単位操作
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演出）が終了した時点における時間画像３０が示す値分、次の単位操作演出は必ず継続す
るということになる。例えば、上記例でいえば、二回目の単位操作演出は、「２２９」に
相当する分、必ず継続することになる。したがって、先の単位操作演出がなるべく時間を
残したまま完了すること（各単位操作演出において消費される時間が短くなること）を遊
技者が願う演出態様となる。
【００４０】
　また、本実施形態では、時間演出の開始時に表示される時間画像３０の初期態様は保留
表示２０の態様（本実施形態では第一特殊態様２１～第四特殊態様２４のいずれか）に合
わせて変化しうるものであって、時間画像３０の値が多いほど時間演出が継続する時間が
長くなる（長くなる印象を与える）構成であるため、遊技者は演出開始時に設定される時
間、すなわち特殊態様の保留表示２０が含む時間画像３０の値が大きくなることを願うこ
とになる。
【００４１】
　以下、上記実施形態にかかる遊技機１を改良、変形、具体化等した具体例を説明する。
なお、以下の具体例を用いて説明する技術的事項を複数組み合わせて適用した構成として
もよい。
【００４２】
・第一具体例
　上記実施形態では、時間画像３０が表示する値は、現実の時間とは異なるものであるこ
とを説明したが、現実の時間と一致させる構成としてもよい。つまり、「３００」の時間
画像３０であれば、時間演出の長さ（単位操作演出の長さの総和）が３００秒である設定
としてもよい。すなわち、カウントダウンの速度と、現実の時間経過の速度を一致させて
もよい。また、時間画像３０が表示する値と現実の時間が一致することもあれば、一致し
ないこともある設定としてもよい。
【００４３】
・第二具体例
　時間演出を実行するのに要する現実の時間（操作非有効期間を除いた期間、すなわち複
数の単位操作演出を実行するのに要する現実の時間のことをいう。以下同じ）は一定であ
ってもよいし、その都度変化しうるものであってもよい。
【００４４】
・第三具体例
　時間演出として、演出を実行するのに要する現実の時間がＸ時間（Ｘは一定）であるも
のが設定されているとする。かかる時間演出（以下、対象時間演出と称する）に用いられ
る時間画像３０（演出開始時に表示される初期の時間画像３０）が、演出発生の度に変化
しうる構成とする。例えば、「３００」の時間画像３０を用いた対象時間演出（第一演出
パターン）が発生することもあれば、「５００」の時間画像３０を用いた対象時間演出（
第二演出パターン）が発生することもある構成とする。
【００４５】
　この場合、第一演出パターンの対象時間演出におけるカウントダウンの速度（時間画像
３０の値の減少速度）と、第二演出パターンの対象時間演出におけるカウントダウンの速
度を異ならせることで、いずれのパターンが発生した場合であっても、Ｘ時間にて時間演
出が終了するようにする。つまり、第二パターンの方が初期の演出上の時間として表示さ
れる値が大きいのであるから、第一パターンよりもカウントダウンの速度を高める。この
ようにすることで、演出に要する現実の時間が全く同じ時間演出に対し、異なる種類の時
間画像３０が対応づけられる可能性が生じることになり、演出の幅が広がる。なお、各演
出パターンの時間演出においてカウントダウンの速度は一定であることが好ましい。つま
り、第一演出パターンと第二演出パターンを比較すればカウントダウンの速度は異なるも
のの、各演出パターンの時間演出においてカウントダウンの速度は途中で変化しないよう
にすることが好ましい。演出の途中でカウントダウンの速度が変化してしまうと、遊技者
が違和感を覚えてしまうおそれがあるからである。



(9) JP 2018-117725 A 2018.8.2

10

20

30

40

50

【００４６】
・第四具体例
　保留表示２０として特殊態様が表示されているとき、その特殊態様が変化しうる構成と
する（図７参照）。通常態様２０ｎの保留表示２０が特殊態様の保留表示２０に変化しう
る構成としてもよい。第一特殊態様２１～第四特殊態様２４は、時間演出の発生だけでな
く、大当たり信頼度を示唆するものであるといえるから、上記変化はいわゆる保留変化演
出の一種であるということができる。態様の変化が発生しうるタイミングや、どのような
演出にて態様を変化させるかといった点は、適宜設定することができるため説明を省略す
る。
【００４７】
　上記変化は、信頼度が高まる方向に限定されていることが好ましい。つまり、第一特殊
態様２１の場合は第二特殊態様２２～第四特殊態様２４のいずれか、第二特殊態様２２の
場合は第三特殊態様２３および第四特殊態様２４のいずれか、第三特殊態様２３は第四特
殊態様２４に変化しうる設定であり、いわゆる「格下げ」の方向への変化は発生しないよ
うにされているとよい。本実施形態では、時間画像３０が含む値の大きさが大きいほど高
信頼度である設定とされているから、上記変化は時間画像３０が含む値が大きくなる方向
への変化に限定されていることが好ましいということでもある。また、通常態様２０ｎの
保留表示２０が特殊態様の保留表示２０に変化しうる構成とする場合には、全ての特殊態
様は通常態様２０ｎに比して信頼度が高いといえるから、通常態様２０ｎの保留表示２０
が第一特殊態様２１～第四特殊態様２４のいずれにも変化しうる設定とすればよい。
【００４８】
　また、保留表示２０の態様として、第一特殊態様２１～第四特殊態様２４以外の態様で
あって、通常態様２０ｎとは異なる別の態様（通常態様２０ｎよりも信頼度が高まったこ
とを示す態様）が設定されている場合であっても、第一特殊態様２１～第四特殊態様２４
の保留表示２０が上記通常態様２０ｎや上記別の態様に変化することがないように設定さ
れていることが好ましい。第一特殊態様２１～第四特殊態様２４は、時間演出の発生を示
唆するものであるから、一旦これらの特殊態様（時間画像３０）が表示されたときには遊
技者は時間演出の発生を期待してしまう。よって、遊技者の期待を裏切らないために、時
間画像３０を含む保留表示２０が時間画像３０を含まない保留表示２０に変化することが
ないように設定されているとよい。
【００４９】
・第五具体例
　一の時間演出を構成する単位操作演出毎に演出の具体的態様が異なるものとする。例え
ば、単位操作演出毎に遊技者に求めるミッションが異なる、物体を破壊する武器が異なる
といった構成とする。つまり、上記実施形態は時間演出全体により一つの演出形態が構築
されるである一方、単位操作演出毎に演出形態が異なる構成としてもよい。
【００５０】
・第六具体例
　単位操作演出毎に、遊技者に対して促す操作手段４０の操作態様が異なる可能性がある
ものとする（図８参照）。すなわち、上記実施形態は、各単位操作演出において遊技者に
求める操作態様は操作手段４０の「連打」で共通しているものであるが、各単位操作演出
において遊技者に求める操作態様がその都度異なる場合がある構成としてもよい。操作態
様としては、上記「連打」に加え、操作手段４０を一回だけ操作する態様（一回操作）や
、継続的な操作態様（いわゆる長押し）（図８（ｅ）（ｆ）参照）を例示することができ
る。
【００５１】
　各単位操作演出において遊技者に対して求める操作態様に応じて、遊技者に有利な遊技
の進行となる蓋然性が示唆される構成としてもよい。例えば、ある単位操作演出の後、次
の単位操作演出が発生する蓋然性（ある単位操作演出にて時間画像３０が０となって時間
演出の終了（失敗結末）に至らない蓋然性）は、当該ある単位操作演出において一回操作
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が求められたときよりも長押しが求められたときの方が高く、長押しが求められたときよ
りも連打が求められたときの方が高くなるよう設定されたものとする。これにより、遊技
者は、どのような操作態様が求められるかにも注目することになる。
【００５２】
　また、各単位操作演出において遊技者に対して求める操作態様に応じて、単位操作演出
が完了するまでに要する時間（時間画像３０が表示する演出上の時間）の長短が示唆され
るようにしてもよい。例えば、単位操作演出が完了するまでの時間は、一回操作が求めら
れたときよりも長押しが求められたときの方が短く、長押しが求められたときよりも連打
が求められたときの方が短くなりやすいよう設定されたものとする。上述したように、時
間演出は、各単位操作演出において消費される時間がなるべく短くなることを遊技者が願
う演出態様であるため、遊技者はどのような操作態様が求められるかにも注目することに
なる。
【００５３】
・第七具体例（第六具体例をさらに限定した例）
　各単位操作演出にて遊技者に求める操作手段４０の操作態様は、操作手段４０の連続的
な操作（例えば連打）または継続的な操作（例えば長押し）に限定されていることが好ま
しい（図８参照）。各単位操作演出は、時間画像３０の値がカウントダウンされていくも
のであるから、遊技者に残り時間を意識させる演出であるといえる。したがって、一回の
みの単純な操作で完了するような操作態様ではなく、連続的な操作態様や継続的な操作態
様を求める形態とすることが好ましい（残り時間が徐々に減っていく構成と操作手段４０
の連続的または継続的な操作態様が調和する）といえる。
【００５４】
・第八具体例
　複数種の操作手段４０を備えた構成とする。なお、複数種の操作手段４０を備えた遊技
機自体は周知であるため、詳細な説明は省略する。各操作手段４０は、操作態様が異なる
ものであることが好ましい。例えば、略上下方向に変位する操作手段（例：押しボタン）
と、略前後方向に変位する操作手段（例：レバー）とを設けた構成とすることが考えられ
る。このような構成において、単位操作演出毎に遊技者に対して操作することを求める操
作手段４０の種類が変化し得る構成とする。
【００５５】
　この場合、遊技者に対して操作することを求める操作手段４０の種類に応じて、遊技者
に有利な遊技の進行となる蓋然性が示唆される設定とすることもできる。例えば、第一操
作手段と第二操作手段という二種類の操作手段が設けられた構成とし、ある単位操作演出
において、第一操作手段の操作を求める指示が出された場合よりも、第二操作手段の操作
を求める指示が出された場合の方が、次の単位操作演出が発生しやすい（ある単位操作演
出にて時間画像３０が０となって時間演出の終了（失敗結末）に至る蓋然性が低い）設定
とすることが考えられる。
【００５６】
　また、操作方法が複数設定された操作手段４０を備えた構成において、同様の技術思想
を適用することも可能である。すなわち、単位操作演出毎に遊技者に対して求める操作手
段４０の操作方法が異なるものとする。例えば、押圧操作かつ回転操作が可能なボタン状
の操作手段４０を備えた構成において、遊技者に対して押圧操作が求められる単位操作演
出が発生することもあれば、回転操作が求められる単位操作演出が発生することもある設
定とする。この場合においても、遊技者に対して求める操作態様の種類に応じて、遊技者
に有利な遊技の進行となる蓋然性が示唆される設定とすることができる。
【００５７】
・第九具体例
　一の時間演出における単位操作演出の最大の発生回数は決まっていてもよいし、決まっ
ていなくてもよい。例えば、単位操作演出の最大の発生回数が三回に設定されているとす
る。換言すれば、三回目の単位操作演出に移行し、当該単位操作演出にてカウントダウン
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される時間画像３０の値が０にならなければ成功結末になるという演出の形態である。こ
の場合、単位操作演出の最大の発生回数が遊技者に把握できるような構成とすることが好
ましい。例えば、一回目の単位操作演出においては「１／３」、二回目の単位操作演出に
おいては「２／３」、一回目の単位操作演出においては「３／３」といった単位操作演出
の最大回数と現在実行されている単位操作演出が何回目であるかを併せて示すような表示
を行う（図９参照）。単位操作演出の最大回数の表示や、現在実行されている単位操作演
出が何回目であるかの表示が単独でなされる構成としてもよい。
【００５８】
　単位操作演出の最大の発生回数が決まっていない構成である場合には、各単位操作演出
にてカウントされる時間画像３０の値が０とならずに単位操作演出が完了したとき、次の
単位操作演出が新たに発生することになるのか、時間演出が完了したということ（成功結
末）なのか即座には分からない演出の形態となる。つまり、遊技者は、次の単位操作演出
が発生せずに成功結末となることを願う構成となる。
【００５９】
・第十具体例
　上記実施形態における時間演出（単位操作演出）は、遊技者に対して操作手段４０の操
作を促す演出であることを説明したが、操作手段４０の操作が促されない演出（操作手段
を利用しない演出）としてもよい。例えば、時間演出は、複数の単位演出から構成される
演出とし、各単位演出は遊技者が関与せずに自動的に進行していく演出とする。当該単位
演出が実行されているときに、時間画像３０の値のカウントダウンが進行する。単位演出
間には、カウントダウンが停止する期間が設定される。このように、遊技者が関与せずに
自動的に進行する演出に対しても、上記実施形態と同様の技術思想を適用することが可能
である。ただし、時間演出が終了するまでの時間画像３０の表示は、遊技者の演出への関
与を促進させるという側面があることから、上記実施形態のように操作手段４０を介して
遊技者を演出に関与させようとする演出態様において特に有効であるといえる。
【００６０】
・第十一具体例
　上記実施形態における時間演出は、保留表示２０が特殊態様となった場合に対応する報
知演出中に発生するものであることを説明したが、保留表示２０に関係なく、上記実施形
態と同様の時間演出が発生する構成としてもよい。つまり、上記実施形態では、特殊態様
の保留表示２０が含む時間画像３０は、時間演出が開始される時点での残り時間を前もっ
て予告するものであるといえるところ、このような予告がなされずに上記実施形態と同様
の時間演出が発生する構成としてもよい。
【００６１】
・第十二具体例
　上記実施形態における時間演出（単位操作演出）は、演出の経過（操作非有効期間を除
く）とともに時間画像３０の値が減少していく（カウントダウンされていく）構成である
ことを説明したが、演出の経過とともに時間画像３０の値が増加していく（カウントアッ
プされていく）構成としてもよい（図１０参照）。かかる構成とする場合であっても、単
操作演出終了時点における時間画像３０の状況（値）が、次の単位操作演出の開始時にお
ける時間画像３０の状況（値）として設定されるようにすればよい。
【００６２】
・第十三具体例（第十二具体例をさらに具体化した例）
　上記のように、時間演出（単位操作演出）の経過とともに時間画像３０の値がカウント
アップされていく構成とする場合には、特殊態様となった保留表示２０が含む時間画像３
０の値が、カウントアップの終了時点を示す演出形態とすることができる。例えば、「３
００」の時間画像３０を含む特殊態様の保留表示２０が表示されたとき、それに対応する
時間演出はカウントアップの限度が「３００」となる設定とする。つまり、時間演出（最
初の単位操作演出）の開始から時間がカウントアップされていき、「３００」となる時点
までは継続する（途中で成功結末に至って終了する場合を除く）構成とすることができる
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（図１０参照）。このような構成とする場合であっても、特殊態様の保留表示２０が含む
時間画像３０の値が大きければ大きいほど、時間演出が長く継続しやすい設定とすること
ができる。
【００６３】
　なお、時間演出（最初の単位操作演出）の開始時に表示される時間画像３０の値（初期
値）は０であること（０からカウントアップされるようにすること）が好ましい。ただし
、０でない初期値が発生しうる演出形態とすることを否定するものではない。０を超える
初期値を発生させた場合、特殊態様の保留表示２０によって示されたカウントアップの限
度までの数値範囲が小さくなることから、時間演出の継続する時間が短くなったかのよう
な印象を与えることができる。
【００６４】
・第十四具体例
　上記実施形態では、単位操作演出の長さと操作有効期間の長さは一致するように設定さ
れていることを説明したが、単位操作演出の一部が操作有効期間として設定された構成と
してもよい。この場合、時間画像３０の変化（カウントダウン）は、操作有効期間中にの
み生じるような設定とすることが好ましい。つまり、遊技者による操作手段４０の操作が
有効となる時間が、カウントダウンによって減少していくような演出形態とすることが好
ましい。ただし、単位操作演出中であって操作有効期間でない期間中もカウントダウンが
生じる構成とすることを否定するわけではない。
【００６５】
・第十五具体例
　上記実施形態における時間画像３０は、時間を表す数字（値）を含むものであることを
説明したが、時間の長さを視覚的に示すもの（例えば、時間の経過とともに増減するよう
なメータ）としてもよい。ただし、数字の変化によって時間変化が表される構成とした方
が、ある単位操作演出の終了時点における時間画像３０の状況が、次の単位操作演出の開
始時点に引き継がれる演出形態であるということが分かりやすいという利点がある。
【００６６】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００６７】
　上記実施形態にかかる遊技機１はいわゆるぱちんこ遊技機であるが、回動式遊技機等の
その他の遊技機に対しても同様の技術思想を適用することができる。例えば、上記実施形
態（およびその具体例）を用いて説明した技術思想であって、ぱちんこ遊技機特有の技術
である保留表示２０を利用した部分以外の部分については、その他の遊技機に対しても適
用することができる。
【００６８】
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
【００６９】
○手段１
　遊技者が操作可能な操作手段と、
遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当該操作手段の操作が有効となる操作有効期
間が設定される複数の単位操作演出が連続的に発生する演出であって、当該単位操作演出
間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有効期間が設定される連続操作演出を実行す
る演出実行手段と、
を備えることを特徴とする遊技機。
　上記遊技機によれば、操作手段の操作が有効となる期間が終了したと思わせつつ、再び
操作手段の操作が有効となる期間が訪れるという趣向性に優れた演出形態を実現すること
が可能である。
【００７０】
○手段２
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　前記連続操作演出において、前記単位操作演出の経過とともに変化する時間画像が表示
され、
　ある単位操作演出が終了したときにおける前記時間画像の状況が、次の単位操作演出が
開始されるときに引き継がれることを特徴とする手段１に記載の遊技機。
　このような構成とすれば、ある単位操作演出（先の単位操作演出）と次の単位操作演出
が継続性のあるものであると遊技者に認識させることが可能である。すなわち、一つ一つ
の単位操作演出の関係性が希薄なものとなることによる演出の趣向性の低下を抑制するこ
とが可能である。
【００７１】
○手段３
　前記時間画像は、前記単位操作演出の経過とともに時間を示す値が減少していくもので
あり、
　ある単位操作演出が終了したときにおける前記時間画像が示す時間の値が、次の単位操
作演出が開始されるときにおける値として設定されることを特徴とする手段２に記載の遊
技機。
　このような構成とすれば、ある単位操作演出（先の単位操作演出）が完了するまでの時
間が短いほど、次の単位操作演出の残り時間が多くなるものとなるから、単位操作演出に
対する遊技者の積極的な関与（積極的な操作手段の操作）を促すことが可能となる。
【００７２】
○手段４
　遊技者に有利な結末が発生しない場合には前記時間画像の時間を示す値が０とならない
限り、新たな単位操作演出が開始されるように構成されていることを特徴とする手段３に
記載の遊技機。
　このような構成とすれば、時間画像の時間を示す値が０となるまで遊技者の積極的な関
与（積極的な操作手段の操作）を促すことが可能となる。
【００７３】
○手段５
　一の前記連続操作演出における、最初の単位操作演出の開始時に示される時間画像の初
期態様は、前記連続操作演出の発生の度に変化する可能性があることを特徴とする手段２
から手段４のいずれかに記載の遊技機。
　このような構成とすれば、最初に表示される時間画像の初期態様にも注目させる演出形
態とすることができるため、演出の趣向性向上に資する。
【００７４】
○手段６
　前記単位操作演出は、遊技者に対して前記操作手段の連続的または継続的な操作を促す
ものであることを特徴とする手段１から手段５のいずれかに記載の遊技機。
　このような構成とすれば、演出に対する遊技者の積極的な関与を促すことが可能となる
。特に、演出の経過とともに時間画像が変化するという構成である場合には、当該演出の
経過とともに変化する時間（時間画像）と、操作手段４０の連続的または継続的な操作態
様が調和する演出形態とすることが可能である。
【符号の説明】
【００７５】
１　遊技機
２０　保留表示
２１　第一特殊態様
２２　第二特殊態様
２３　第三特殊態様
２４　第四特殊態様
３０　時間画像
４０　操作手段
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９１　表示装置
９１１　表示領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月4日(2017.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　当否抽選に用いられる当否判定情報を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている当否判定情報であって、当否抽選の結果を報知する報知演
出が開始されていないものの存在を示す保留表示を表示する表示手段と、
前記保留表示に含まれるように時間画像を表示する保留演出実行手段と、
遊技者が操作可能な操作手段と、
遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当該操作手段の操作が有効となる操作有効期
間が設定される複数の単位操作演出が連続的に発生する演出であって、当該単位操作演出
間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有効期間が設定される連続操作演出を実行す
る連続操作演出実行手段と、
を備え、
　前記連続操作演出では、前記操作有効期間中に減少し、前記操作非有効期間中に停止す
る操作時間が表示され、
　前記時間画像を含む前記保留表示に対応する当否判定結果の報知演出の一部として実行
される前記連続操作演出において、当該時間画像が含む数値が、前記操作時間が減少を開
始する前の値である初期値として設定されることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　当否抽選に用いられる当否判定情報を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている当否判定情報であって、当否抽選の結果を報知する報知演
出が開始されていないものの存在を示す保留表示を表示する表示手段と、
前記保留表示に含まれるように時間画像を表示する保留演出実行手段と、
遊技者が操作可能な操作手段と、
遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当該操作手段の操作が有効となる操作有効期
間が設定される複数の単位操作演出が連続的に発生する演出であって、当該単位操作演出
間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有効期間が設定される連続操作演出を実行す
る連続操作演出実行手段と、
を備え、
　前記連続操作演出では、前記操作有効期間中に増加し、前記操作非有効期間中に停止す
る操作時間が表示され、
　前記時間画像を含む前記保留表示に対応する当否判定結果の報知演出の一部として実行
される前記連続操作演出において、当該時間画像が含む数値が、前記操作時間が到達した
ときに新たな前記操作有効期間が発生しないことを示す終了値として設定されることを特
徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、当否抽選に用いられる当
否判定情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている当否判定情報であって
、当否抽選の結果を報知する報知演出が開始されていないものの存在を示す保留表示を表
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示する表示手段と、前記保留表示に含まれるように時間画像を表示する保留演出実行手段
と、遊技者が操作可能な操作手段と、遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当該操
作手段の操作が有効となる操作有効期間が設定される複数の単位操作演出が連続的に発生
する演出であって、当該単位操作演出間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有効期
間が設定される連続操作演出を実行する連続操作演出実行手段と、を備え、前記連続操作
演出において、前記時間画像が含む数値が、前記操作有効期間中に減少し、前記操作非有
効期間中に停止するように表示されることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた別の本発明にかかる遊技機は、当否抽選に用いられ
る当否判定情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている当否判定情報であ
って、当否抽選の結果を報知する報知演出が開始されていないものの存在を示す保留表示
を表示する表示手段と、前記保留表示に含まれるように時間画像を表示する保留演出実行
手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当
該操作手段の操作が有効となる操作有効期間が設定される複数の単位操作演出が連続的に
発生する演出であって、当該単位操作演出間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有
効期間が設定される連続操作演出を実行する連続操作演出実行手段と、を備え、前記連続
操作演出では、前記操作有効期間中に増加し、前記操作非有効期間中に停止する操作時間
が表示され、前記時間画像を含む前記保留表示に対応する当否判定結果の報知演出の一部
として実行される前記連続操作演出において、当該時間画像が含む数値が、前記操作時間
が到達したときに新たな前記操作有効期間が発生しないことを示す終了値として設定され
ることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正書】
【提出日】平成29年12月25日(2017.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　当否抽選に用いられる当否判定情報を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている当否判定情報であって、当否抽選の結果を報知する報知演
出が開始されていないものの存在を示す保留表示を表示する表示手段と、
前記保留表示に含まれるように時間画像を表示する保留演出実行手段と、
遊技者が操作可能な操作手段と、
遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当該操作手段の操作が有効となる操作有効期
間が設定される複数の単位操作演出が連続的に発生する演出であって、当該単位操作演出
間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有効期間が設定される連続操作演出を実行す
る連続操作演出実行手段と、
を備え、
　前記連続操作演出では、前記操作有効期間中に減少し、前記操作非有効期間中に停止す
る操作時間が表示され、
　前記時間画像は、複数種の数値のうちのいずれかを含むものであり、
　前記時間画像を含む前記保留表示に対応する当否判定結果の報知演出の一部として実行
される前記連続操作演出において、当該時間画像が含む数値が、前記操作時間が減少を開
始する前の値である初期値として設定されることで、当該時間画像が含む数値の種類によ
り、前記操作有効期間の長さが示唆されることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　当否抽選に用いられる当否判定情報を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている当否判定情報であって、当否抽選の結果を報知する報知演
出が開始されていないものの存在を示す保留表示を表示する表示手段と、
前記保留表示に含まれるように時間画像を表示する保留演出実行手段と、
遊技者が操作可能な操作手段と、
遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当該操作手段の操作が有効となる操作有効期
間が設定される複数の単位操作演出が連続的に発生する演出であって、当該単位操作演出
間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有効期間が設定される連続操作演出を実行す
る連続操作演出実行手段と、
を備え、
　前記連続操作演出では、前記操作有効期間中に増加し、前記操作非有効期間中に停止す
る操作時間が表示され、
　前記時間画像は、複数種の数値のうちのいずれかを含むものであり、
　前記時間画像を含む前記保留表示に対応する当否判定結果の報知演出の一部として実行
される前記連続操作演出において、当該時間画像が含む数値が、前記操作時間が到達した
ときに新たな前記操作有効期間が発生しないことを示す終了値として設定されることで、
当該時間画像が含む数値の種類により、前記操作有効期間の長さが示唆されることを特徴
とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、当否抽選に用いられる当
否判定情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている当否判定情報であって
、当否抽選の結果を報知する報知演出が開始されていないものの存在を示す保留表示を表
示する表示手段と、前記保留表示に含まれるように時間画像を表示する保留演出実行手段
と、遊技者が操作可能な操作手段と、遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当該操
作手段の操作が有効となる操作有効期間が設定される複数の単位操作演出が連続的に発生
する演出であって、当該単位操作演出間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有効期
間が設定される連続操作演出を実行する連続操作演出実行手段と、を備え、前記連続操作
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演出では、前記操作有効期間中に減少し、前記操作非有効期間中に停止する操作時間が表
示され、前記時間画像は、複数種の数値のうちのいずれかを含むものであり、前記時間画
像を含む前記保留表示に対応する当否判定結果の報知演出の一部として実行される前記連
続操作演出において、当該時間画像が含む数値が、前記操作時間が減少を開始する前の値
である初期値として設定されることで、当該時間画像が含む数値の種類により、前記操作
有効期間の長さが示唆されることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた別の本発明にかかる遊技機は、当否抽選に用いられ
る当否判定情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている当否判定情報であ
って、当否抽選の結果を報知する報知演出が開始されていないものの存在を示す保留表示
を表示する表示手段と、前記保留表示に含まれるように時間画像を表示する保留演出実行
手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、遊技者に対して前記操作手段の操作を促し、当
該操作手段の操作が有効となる操作有効期間が設定される複数の単位操作演出が連続的に
発生する演出であって、当該単位操作演出間に前記操作手段の操作が無効となる操作非有
効期間が設定される連続操作演出を実行する連続操作演出実行手段と、を備え、前記連続
操作演出では、前記操作有効期間中に増加し、前記操作非有効期間中に停止する操作時間
が表示され、前記時間画像は、複数種の数値のうちのいずれかを含むものであり、前記時
間画像を含む前記保留表示に対応する当否判定結果の報知演出の一部として実行される前
記連続操作演出において、当該時間画像が含む数値が、前記操作時間が到達したときに新
たな前記操作有効期間が発生しないことを示す終了値として設定されることで、当該時間
画像が含む数値の種類により、前記操作有効期間の長さが示唆されることを特徴とする。
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