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国内ビジコン優勝者との構成類似度 プレゼン内容の構成バランス

76%

聴衆に印象を残せた話題ランキング

【あなたのプレゼンの情報量】
1 借金を減らしてこの日本の金利を

あげられるようにする

△ 少しゆったり
2 防衛予算は、少なくともGDPの二

＊パーセント、10兆円は必要 あなた側の話量は19分が適切と判定されました

3 皆さまの生活、人生、命をお守り
する

一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が少なめです

4 全国各地で今ばらまきを止めて、増税
をやめる

5 電気料金を値下げする＊のために私は
今、原発を再稼働

6 政治の中で、今、ロシアを徐々に敵に回しつ
つ

7 ロシアとウクライナの仲介役を日本が取る

8 中国、北朝鮮に、私達の平和、安全を委ねて
良いのか

9 経済政策を変えねばならない、これを訴えて

10 若い方たちに借金というツケを残さない
一般的に聞きやすい

と言われる
300文字/分換算

COG-PRESENは、AI技術で営業プレゼンを解析し、その特徴とより改善できる点を検出するものです。過去に分析した30,000人のコミュニケーションデータと、国内の
ビジネスコンテストのファイナリスト・優勝者のプレゼンを分析し、その傾向と比較できるようにしました。各項目で検出されている内容について、自分の過去レポート
や他の方のレポートを横に置いて、今回のプレゼンとの違いを理解し、より効果的な営業プレゼンについて考える機会にしてください。
「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示されています。その場合でもこのAI分
析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありません。



プレゼン中のトークのクセを確かめよう

【CHECK1】自信が無さそうに聞こえる表現をしていないか？
-

ここでは、プレゼンのクセとして、あなたがしゃべった「フィラー」を検出しています。
一般的に「フィラー」の多いプレゼンは、自信がなさそうに聞こえます。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。

【CHECK2】指示語がどのくらい使われているか？
ここでは、あなたがしゃべった「指示語・こそあど言葉」を検出しています。
短時間で伝えるピッチや、オンラインでのプレゼンなどにおいて指示語を多用すると、
聴衆の理解と合致していない可能性が高まります。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。



当事者意識を引き出す「問いかけ」を確認しよう

【CHECK3】聞き手に問いかけ・呼びかける表現があるか？
ここでは、自分からの「問いかけ」について
5W1Hを尋ねるようなOPEN質問と、単純にYes/Noを問うCLOSED質問に分けて回数を検出しています。
また、一つの問いが長文でなされているか、短い分でなされているかも特徴が出ます。
「話順」で示されている数字は、CHECK12の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

問いかけ文の長さ（平均）

10語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
14 OPEN では、＊にはどうしたら良いのか？

15 OPEN 何故か？



プレゼンの情報構成と、説明の過不足を確かめよう

【CHECK4】プレゼンの説明構成を確認
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、
論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた割合がどのくらいあるかを示しています。

主にどのような話題が話され、しっかり説明できていない話題は何か確かめましょう。
（説明の少ない話題に　挨拶などが列挙されている場合は気にする必要がありません）
自分の過去のプレゼンや、他の人のプレゼンと比較してすると、あなたのクセ・傾向がわかります。
どの話題にどう説明したかは、次ページのCHECK4で確認できます。

しっかり説明がある　　
話題数　　 3トピック

同じ話題を深堀りし過ぎかもしれません

話題の数　3件
話順 説明の少ない話題　0件 話順 説明のある話題　3件

検出なし、良い傾向です 7
借金を減らしてこの日本の金利をあげられるよう
にする

10
電気料金を値下げする＊のために私は今、原発を
再稼働

18
防衛予算は、少なくともGDPの二＊パーセント、
10兆円は必要



【CHECK5】各話題の説明量・内容
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた箇所を抽出しています。
ただし、掘下げの掘下げ・掘下げの理由付けなど、ストレートではない話題は、
聴衆にも伝わりにくくなる複雑な話題構成のため省略されています。
ここでは、話題に対して　直接補完した話題が何なのかの列挙がされています。
何の話題をしっかり説明できていたかを振り返りましょう。
話順で示されている数字は、CHECK5の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

何らかの掘下げをした話題数　　 3話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

7 説明のある話題
借金を減らしてこの日本の金利をあげら
れるようにする

さらに急激な円安は特にこのダメージが酷くなりま
す。 したがって、この＊物価高をどうしたらいいの
か。 私は自民党政治にモウモウシタイ＊、あるいは全
ての政治家にモノモウシタイ＊、日本のこの円安を止
める、そ...

↓

2→ 具体的説明 皆さまの生活、人生、命をお守りする

私ども、幸福実現党、そして、私、サトムラエイイチ
が今回の選挙を通じて、何を訴えたいのか。 まず、何
といっても、一番大事なところは皆さまの生活、人
生、命をお守りするということです。 この皆さまの人
生、生活、命をお守りするということ、今の日本はそ
れが危なくなってます。...

5→ 具体的説明
全国各地で今ばらまきを止めて、増税を
やめる

この物価高に対して、政治はどのように応えるべき
か。 しかし、政府、与党あるいは、野党のさまざまな
候補者の皆さま、各政党のイイブン＊を見ますと、要
するに物価が高いから補助金を出せ、給付金を出せ、
このようにばら撒きを望む声、あるいはばら撒きをや
る声、こういう人ばっかり。 しかし、私はコレ＊はっ
きりお答えします。 もうばら撒きはやめるべきです。 
ばら撒きはオレアジ＊、増税を呼び込みます。 増税し
たら、景...

6→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
若い方たちに借金というツケを残さない

しかし、この原点に関して、今回自民党の内部の人か
ら、あるいは野党やざまざまな候補者＊から、非常に
積極財政でいいんだと、借金なんか気にしないんだ
と、気にしなくていいんだ、こういう意見が聞かれま
す。 しかし、これは無責任です。 今日も神戸市、若
い方たくさん＊おります。 こういう若い方たちに借金
というツケを残さない。 それが私たちの一つの使命で
あります。 いったい、借金が増えたらどうなるか、ま
さにこれが...

8→ 具体的説明
賃金差を少なくする、それによって円安
に歯止め

しかし、私が申し上げたように、簡単に言えば賃金を
少しでも上げて、＊賃金差を少なくする、それによっ
て円安に歯止めをかける、これで物価上昇の抑えが＊
きます。 ＊ます。...

- -

10 説明のある話題
電気料金を値下げする＊のために私は
今、原発を再稼働

しかし、そんなことをせずとも、日本の電気料金を下
げることはできます。 簡単です。 それは原発を再稼
働させるということです。 未来永劫に原発が必要だと
いうことじゃありません。 特にその、兵庫県において
は...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

9→ 具体的説明 電気料金が高いということ

今、私たちの生活は厳しい、あるいは商売、製造業を
苦しめる＊何か、言うまでもなく電気料金が高いとい
うことです。 その電気料金が高いということに関し
て、政府の考えは、節電をした人にはポイントをあげ
ますよと、こういう考えも＊ます。 節電の＊を上げる
と、こういう考えです。 しかし、節電をするというこ
と自体が、それがこれからの暑い暑い季節、特に熱中
症による命の危険がございます。 あるいは、節電は＊
ます。 節...

- -

18 説明のある話題
防衛予算は、少なくともGDPの二＊
パーセント、10兆円は必要

しかし、日本のボウエイ＊産業、大変、高い技術が
＊＊＊ございます。 ＊の＊＊＊シタ＊、様々な産業
に、ちゃんと、日本国内でお金を使い、＊＊＊、私
共、幸福ゲントウ＊は、防衛予算は、少なくともGDP
の二＊パー...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



15→ 具体的説明 自分の国は自分で守らねばならない

更に、中国、北朝鮮に対してはどうするか？ やはり必
要なのは憲法9条の改正でございます。 これは、今多
くの方が実際にウクライナ紛争をご覧になって、日本
人も思うようになりました。 やはり自分の国は自分で
守る＊＊＊ならない。 何故か？ 簡単です。 ウクライ
ナを見て、世界中の国々が、ウクライナに応援を＊し
てます。 しかし、国連加盟国、約200か国数えますけ
れど、そのうちの150か国は一度は、ロシアを非
難、...

16→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
早く憲法9条を変える

そういう風に話をしますと、にち。  話者A：日米安保
があるじゃないか、日米安保があって、アメリカが来
てくれるじゃないか、このようにおっしゃる政治家ハ
＊います。 しかし、日米安保がハツドウ＊される大前
提は、まず、日本人が汗を流すこと、これです。 日本
人が自分の国を守るために、汗を流さずして、何でア
メリカの若者が、先にチヲナガサネバ＊ならないの
か、汗を流さなきゃいけないのか、まず日本人を、
ちゃんと＊に...

17→ 具体的説明
中国、北朝鮮に、私達の平和、安全を委
ねて良いのか

更に、日本国憲法のゼンブン二＊は、こう書いてあり
ます。 私達、日本人は、平和と安全を、他の＊に委ね
ることにしましょう、こんなことが書いてあります。 
まさに、中国、北朝鮮に、私達の平和、安全を委ねて
良いのか、そんなワケ＊ありません。 憲法ゼンブン＊
も早く変えねばなりません。 そして、憲法9条を改正
し、更に＊を増やす、当たり前です。 その＊予算の＊
に関して、ナルホド＊、自民党さんも、今、おっ
しゃってま...

19→ 具体的説明
幸福実現党は、皆様の命、安全対策、＊
の未来を守ります

ということで、＊＊＊いたしましたけども、本日、
私、皆様に、皆様の生活を、人生を、命を、そしてニ
ホン＊の未来を、子供達の未来を守るために、経済問
題、外交、防衛問題デ＊、ホウシン＊をカエ＊ます
と、このようにお話をしました。  まず1点目は、バラ
マキはもう辞めろ、減税による経済成長を目指そう、
これが1点です。 もう1点は、外交＊を変え、ロシア
とウクライナの仲介役を日本がやること、更に憲法9
条改正、そして...

- -



プレゼン全体を振り返ろう

【CHECK6】プレゼン全体の流れ・説明内容
話された順に話題のトピックが表示されています。
・話順は、各CHECKで表現されている数値です。
・トピックサマリーは、実際に話された内容のうち　重要と思われる用語です。
・チェックポイントでは一般的なプレゼンと乖離の大きい箇所にアラートが出ています。

「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示
されています。その場合でもこのAI分析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありませ
ん。 -

話順 トピックサマリー 実際に話された内容 分類タイプ チェックポイント

1

幸福実現党より立
候補いたしまし
た、サトムラエイ
イチ

【自分】おはようございます。 いよいよ、参議院選挙始まり
ました。 私、このたび、幸福実現党より立候補いたしまし
た、サトムラエイイチ、サトムラエイイチでございます。 何
とぞ、皆さま、お見知りおきのほど、よろしくお願いいたし
＊ます。

[2]「皆さまの生
活、人生、命を
お守りする」に
ついての具体的

説明

2
皆さまの生活、人
生、命をお守りす
る

私ども、幸福実現党、そして、私、サトムラエイイチが今回
の選挙を通じて、何を訴えたいのか。 まず、何といっても、
一番大事なところは皆さまの生活、人生、命をお守りすると
いうことです。 この皆さまの人生、生活、命をお守りすると
いうこと、今の日本はそれが危なくなってます。

[7]「借金を減ら
してこの日本の
金利をあげられ
るようにする」
についての具体

的説明

3
経済政策を変えね
ばならない、これ
を訴えて

一つは外からの、外国からの侵入、侵略、コウシタキカイ
＊、そしてもう一つは、日本の経済政策のバカ＊さによって
皆さまの貯金が減ってます、稼ぎも減ってます、収入も減っ
てます。 私、サトムラエイイチは皆さまの生活をしっかりと
支えるために、いろいろ経済政策を変えねばならない、これ
を訴えております。  今日はこの2点を中心に、海外からの侵
略、そして国内の経済政策をマズソレ＊やめること。 その2
点を中心に、まず、今日のダイイッケイ＊として、お話をさ
せていただきます。

[2]「皆さまの生
活、人生、命を
お守りする」に
ついての理由・

ニーズ

4
有権者の皆さま
が、一番関心が高
いのは物価高

まず1点目、各種マスコミの皆さまの世論調査によれば、コ
ンカイセッテイ＊、皆さま、有権者の皆さまが、一番関心が
高いのは物価高、物価が高い、これをどうするかと、これが
今、一番関心が高いと、関心が強いということになってアン
ケート＊が出ております。 確かに、物の値段が上がってま
す。 6月に入って、あら、値段が上がった品物ナンカ＊、な
んと6900を超えるそうです。 急激に生活が厳しくなり、そ
して、折からの年金の目減り、これもあって生活が厳しい、
厳しいというコトバ＊が出ておられます。

[5]「全国各地で
今ばらまきを止
めて、増税をや
める」について
の具体的説明



5
全国各地で今ばら
まきを止めて、増
税をやめる

この物価高に対して、政治はどのように応えるべきか。 しか
し、政府、与党あるいは、野党のさまざまな候補者の皆さ
ま、各政党のイイブン＊を見ますと、要するに物価が高いか
ら補助金を出せ、給付金を出せ、このようにばら撒きを望む
声、あるいはばら撒きをやる声、こういう人ばっかり。 しか
し、私はコレ＊はっきりお答えします。 もうばら撒きはやめ
るべきです。 ばら撒きはオレアジ＊、増税を呼び込みます。 
増税したら、景気が悪くなります。 景気が悪くなれば、給料
また減ります。 給料が減れば、同時に年金も減ります。 こ
の悪循環ヤメネバナリマ＊せん。 ばら撒きをやめる、まず、
これが第一です。 そして、ヤメルト＊何か、増税ではありま
せん、減税です。 消費税減税、あるいは所得税の減税、オオ
ヒミジョ＊の減税、あるいは固定資産税、贈与税、相続税、
このようなギョウデ＊。  
【自分】＊ありとあらゆる＊＊＊をツナゲル＊。 そのために
やることは何か。 政府は無駄なお金を使わない。 政府＊無
駄なお金を使わない。 無駄なお金を、無駄なことをやめる。 
この＊ケイザイガク＊が、今日本では一番必要なものでござ
います。 そして、少しでも政治がお金＊お金がかからないよ
うにして、その分を減税にまわす。 それによって、減税が行
われれば景気が良くなります。 景気が良くなれば給料が上が
ります。 給料が上がると自動的に年金もまた上がります。 
ということで、私ども公明党は全国各地で今ばらまきを止め
て、増税をやめること、＊をやめて経済成長、景気を良くす
ること。 その＊こそ＊すべきだと。

[7]「借金を減ら
してこの日本の
金利をあげられ
るようにする」
についての具体

的説明

6
若い方たちに借金
というツケを残さ
ない

しかし、この原点に関して、今回自民党の内部の人から、あ
るいは野党やざまざまな候補者＊から、非常に積極財政でい
いんだと、借金なんか気にしないんだと、気にしなくていい
んだ、こういう意見が聞かれます。 しかし、これは無責任で
す。 今日も神戸市、若い方たくさん＊おります。 こういう
若い方たちに借金というツケを残さない。 それが私たちの一
つの使命であります。 いったい、借金が増えたらどうなる
か、まさにこれが今の物価高のゲンチョウ＊の＊です。 皆様
ご存知のように、日本は借金が今＊あります。 財務省は、こ
の借金が多いがゆえに金利をあげられない。 金利をちょっと
でもあげると、借金が、借金の利息分の支払いが増える。 そ
れで日本は今金利を上げることができません。 金利をあげら
れなければ、ますます円は安くなります。 すでに昨日の
＊＊＊て、円は1ドル136円、24年ぶりというこのような数
字をつけてしまいました。 円＊円安ノスベテガワルイ＊わけ
ではない。 しかし、はっきりいって円安は日本経済にダメー
ジを与えます。

[7]「借金を減ら
してこの日本の
金利をあげられ
るようにする」
についての理由

・ニーズ

7

借金を減らしてこ
の日本の金利をあ
げられるようにす
る

さらに急激な円安は特にこのダメージが酷くなります。 した
がって、この＊物価高をどうしたらいいのか。 私は自民党政
治にモウモウシタイ＊、あるいは全ての政治家にモノモウシ
タイ＊、日本のこの円安を止める、そして、円安を止めて海
外にエネルギーの9割を、食料も6割を海外に＊この日本が、
円安で何もいいことはありません。 オウベイ＊が＊ます。 
つまり、この物価高を、これを抑えるのは、まず日本の借金
を減らし、そして、借金を減らしてこの日本の金利をあげら
れるようにすること。  これが最初のスタートとなります。 
それによって海外から、例えば石油を今より安く買えます。 
安く買うことができれば、ガソリンは値段が下がります。 あ
るいは今この原油高が農業においては、様々なビニールハウ
スをあっためる＊軽油あるいは重油も原料値段が上がる、こ
ういうことにつながって、今農業商業製造業色んな所で、こ
のゲン＊。  
【自分】そういうふうな物価高、電力化、それはコストを上
げてケイエイ＊を苦しめます、苦し＊ます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

8
賃金差を少なくす
る、それによって
円安に歯止め

しかし、私が申し上げたように、簡単に言えば賃金を少しで
も上げて、＊賃金差を少なくする、それによって円安に歯止
めをかける、これで物価上昇の抑えが＊きます。 ＊ます。

[7]「借金を減ら
してこの日本の
金利をあげられ
るようにする」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



9 電気料金が高いと
いうこと

今、私たちの生活は厳しい、あるいは商売、製造業を苦しめ
る＊何か、言うまでもなく電気料金が高いということです。 
その電気料金が高いということに関して、政府の考えは、節
電をした人にはポイントをあげますよと、こういう考えも＊
ます。 節電の＊を上げると、こういう考えです。 しかし、
節電をするということ自体が、それがこれからの暑い暑い季
節、特に熱中症による命の危険がございます。 あるいは、節
電は＊ます。 節電＊暑かったら、こんな暑い日にお客様は外
に逃げてしまいます。 あるいは、節電＊ても、工場で物を作
る、電気料金が高い、これが日本の製造業のコストを上げ、
これが海外に日本の製造、製造業が逃げる大きな原因を作っ
てまいりました。

[10]「電気料金
を値下げする＊
のために私は

今、原発を再稼
働」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

10

電気料金を値下げ
する＊のために私
は今、原発を再稼
働

しかし、そんなことをせずとも、日本の電気料金を下げるこ
とはできます。 簡単です。 それは原発を再稼働させるとい
うことです。 未来永劫に原発が必要だということじゃありま
せん。 特にその、兵庫県においては、新しい未来とその成長
社会、水素をエネルギー源とした新しい文明を作る＊ます。 
つまり、未来永劫原発＊ではない、やがて来る水素、水素、
水素社会、この文明のための一時のその電気料金を値下げす
る＊のために私は今、原発を再稼働＊と思います。  そうす
ると、石油の値段が下がる。 電気料金＊。 さらにいえば、
円が、円安＊歯止めがかかって、ちょっとでも海外から食料
をまた安く買ってこれるようになれば、その物価高はもう＊
です。 これは、今すぐにでもできる政策でございます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

11

合法的買収、票集
め、＊決別するた
めに＊党は立ち上
がって

私どもの＊党、そして、私、サトムラエイイチは、このばら
まきをやめて、＊からの経済成長、これを実現する、それに
よって景気を良くし、給料を上げる、給料を上げて、現金を
増やす、このような＊取らないと、子供が借金のおかげで、
やがて＊この日本の子供たちの未来がなくなる、私はこれを
本当に＊ております。 ということで、このようにばらまきに
よって＊的に合法的買収ともいえるようなこんな政治家もう
＊。 このような今までの＊特に30年間繰り返されてきたば
らまきによるこのような合法的買収、票集め、＊決別するた
めに＊党は立ち上がっております。  日本人の日本の皆様の
生活を、命を、そして財産を守る、日本の未来を守るため
に、今こそばらまきではなく、＊によって日本の未来を変え
よう。 これを少しでも、この政策＊。  
【自分】の方にご理解いただけたら、幸いでございます。

[5]「全国各地で
今ばらまきを止
めて、増税をや
める」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

12
独裁者が核兵器を
握ってる国が2つ
もある

もう1点、今日は話がございます。 もう1点は、海外、外国
からの侵入です。 皆様よくご存じのように、今、ウクライナ
紛争、大変なことになっております。 私も毎日ニュースで見
て、ウクライナの方々を可哀想だなと思います。 しかし、
今、世界で言われているのは、ウクライナより危険な国があ
る、危険な場所がある、それは日本だと言われてるんです。 
私達日本人は、その危険性を幸いなことに、あまり感じるこ
ともなく生活をして来れました。 しかし、何がウクライナよ
り日本の方が危険か、ウクライナの危険は、ある意味では、
敢えて言いますと、隣、ロシアが＊動き出した。 ロシア1国
です。 しかし、日本のすぐ横には、皆様よくご存じのよう
に、中国、北朝鮮という、今、世界でほぼほぼ唯一と言って
いい、残ってる2つの共産主義独裁国家でございます。 こ
の、中国、北朝鮮が、皆様ご存じのように、核武装をしてお
ります。 つまり、日本はすぐ横に選挙がない独裁政治、その
ような独裁者が核兵器を握ってる国が2つもあるわけです。

[13]「政治の中
で、今、ロシア
を徐々に敵に回
しつつ」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

13
政治の中で、今、
ロシアを徐々に敵
に回しつつ

そして、今、岸田政権の政権運営の中、政治の中で、今、ロ
シアを徐々に敵に回しつつあります。 最近、ロシアも中国と
一緒に共同作戦を取り、そして、様々な＊ステーションを作
られてます。 しかし、これは＊と、10年前から＊ました。 
ロシア、中国、北朝鮮、この3つの国を同時に敵に回しては
ならない。 3正面同時作戦は日本の滅びに至る道であると。 
しかし残念ながら、今、3正面同時作戦＊＊＊ました。 これ
は、＊＊＊ません。

[14]「ロシアと
ウクライナの仲
介役を日本が取
る」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

14
ロシアとウクライ
ナの仲介役を日本
が取る

では、＊にはどうしたら良いのか？ まず、ロシア外交と、外
交を変えることです。 ロシア外交を基本的にロシアと敵対す
る政治から、ロシアとウクライナの仲介役を日本が取る、幸
いなことにまだ日本の経済力は、ロシアが、ロシア、ウクラ
イナでまだ信頼性があります。 このような信頼性を、これを
使って、ロシアとウクライナの仲介役を取り、ウクライナ紛
争早く終わらせる、これが1点。

[17]「中国、北
朝鮮に、私達の
平和、安全を委
ねて良いのか」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



15
自分の国は自分で
守らねばならない

更に、中国、北朝鮮に対してはどうするか？ やはり必要なの
は憲法9条の改正でございます。 これは、今多くの方が実際
にウクライナ紛争をご覧になって、日本人も思うようになり
ました。 やはり自分の国は自分で守る＊＊＊ならない。 何
故か？ 簡単です。 ウクライナを見て、世界中の国々が、ウ
クライナに応援を＊してます。 しかし、国連加盟国、約200
か国数えますけれど、そのうちの150か国は一度は、ロシア
を非難、＊＊＊やりました。 声は出します。 しかし、軍事
的にウクライナを支援してるカタ＊は1つもありません。 ゼ
ロです。 これが国際社会の、ある意味で冷徹な現実です。 
つまり、自分の国は自分で守らねばならない。 自分たちの命
は＊、自分たちで守らなければならない。 そんな＊、誰も助
けに来てくれないのかと私たちは声を合わせねばならないと
思います。

[18]「防衛予算
は、少なくとも
GDPの二＊パー
セント、10兆円
は必要」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

16 早く憲法9条を変
える

そういう風に話をしますと、にち。  
【自分】日米安保があるじゃないか、日米安保があって、ア
メリカが来てくれるじゃないか、このようにおっしゃる政治
家ハ＊います。 しかし、日米安保がハツドウ＊される大前提
は、まず、日本人が汗を流すこと、これです。 日本人が自分
の国を守るために、汗を流さずして、何でアメリカの若者
が、先にチヲナガサネバ＊ならないのか、汗を流さなきゃい
けないのか、まず日本人を、ちゃんと＊にしようと、これが
日米安保ノ＊大前提です。 つまり、イマノ＊憲法9条も、も
う本当に自分の国を守る最低限の努力しか出来ないような状
態では、自分の国、皆様の命、安全、財産ハ＊守られマセン
＊。 早く憲法9条を変える。

[18]「防衛予算
は、少なくとも
GDPの二＊パー
セント、10兆円
は必要」につい
ての理由・ニー

ズ

17
中国、北朝鮮に、
私達の平和、安全
を委ねて良いのか

更に、日本国憲法のゼンブン二＊は、こう書いてあります。 
私達、日本人は、平和と安全を、他の＊に委ねることにしま
しょう、こんなことが書いてあります。 まさに、中国、北朝
鮮に、私達の平和、安全を委ねて良いのか、そんなワケ＊あ
りません。 憲法ゼンブン＊も早く変えねばなりません。 そ
して、憲法9条を改正し、更に＊を増やす、当たり前です。 
その＊予算の＊に関して、ナルホド＊、自民党さんも、今、
おっしゃってますけれども、それは、ハッキリ言って、アメ
リカから＊＊＊お金を使いますよといったハナシ＊をしてる
だけでございます。

[18]「防衛予算
は、少なくとも
GDPの二＊パー
セント、10兆円
は必要」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

18

防衛予算は、少な
くともGDPの二＊
パーセント、10兆
円は必要

しかし、日本のボウエイ＊産業、大変、高い技術が＊＊＊ご
ざいます。 ＊の＊＊＊シタ＊、様々な産業に、ちゃんと、日
本国内でお金を使い、＊＊＊、私共、幸福ゲントウ＊は、防
衛予算は、少なくともGDPの二＊パーセント、10兆円は必要
二ナルト＊、このように訴えてまいりました。  今、最近、
それをイウ＊ような政党さんも出てまいりましたけれども、
このように憲法9条＊、そして、ボウエイ＊予算を増やす、
それによって皆様の命、安全、財産をお守りすることを幸福
実現党はお約束いたします。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

19

幸福実現党は、皆
様の命、安全対
策、＊の未来を守
ります

ということで、＊＊＊いたしましたけども、本日、私、皆様
に、皆様の生活を、人生を、命を、そしてニホン＊の未来
を、子供達の未来を守るために、経済問題、外交、防衛問題
デ＊、ホウシン＊をカエ＊ますと、このようにお話をしまし
た。  まず1点目は、バラマキはもう辞めろ、減税による経済
成長を目指そう、これが1点です。 もう1点は、外交＊を変
え、ロシアとウクライナの仲介役を日本がやること、更に憲
法9条改正、そしてボウエイ＊予算を倍増します。 それに
よって、幸福実現党は、皆様の命、安全対策、＊の未来を守
ります。 ＊、これからも18日間戦い、＊＊＊、各地でウッ
タエテ＊まいります。 どうか、＊皆様の里村英一への、ある
いは、幸福ゼン＊党へのご理解、ご支持、ご声援、そして何
よりも何よりも、皆様の尊い尊い大切な1票を、私、里村英
一に、幸福ゼン＊党に、何卒、よろしくお願い申し上げま
す。 皆様、これからも、＊、頑張ってまいります。 よろし
くお願い申し上げます。 本日は誠にありがとうございまし
た。

[18]「防衛予算
は、少なくとも
GDPの二＊パー
セント、10兆円
は必要」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。


