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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

72%

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 この3つの国を分断すべきだ

△ 少しゆったり
2 ウクライナの戦争を世界大戦に広

げてはならない あなた側の話量は7分が適切と判定されました

3 無駄遣いを私たちはやめなくては
いけない

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 必ず増税の圧力がやって参ります

5 経済の王道、ここに立ち戻るべき

6 選挙区は、ミナトユウコ、ミナトユウコ、そ
して、比例は幸福

7 この日本に精神の柱が立っていないから

8 働けば働くほど得するような、こうした減税
をやるべき

9 ミサイルがどんどんこの日本海に向けて撃ち
込まれております

10 ロシアと中国のこれ以上の接近を阻むべきだ
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）

16語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
3 OPEN ではどうしたらいいんでしょうか？



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

もう少し、理由や根拠の掘下げが必要そうです

話題の数　6件
話順 説明の少ない話題　3件 話順 説明のある話題　3件

5 ウクライナの戦争を世界大戦に広げてはならない 3 この3つの国を分断すべきだ
7 必ず増税の圧力がやって参ります 6 無駄遣いを私たちはやめなくてはいけない

12
選挙区は、ミナトユウコ、ミナトユウコ、そし
て、比例は幸福

11 経済の王道、ここに立ち戻るべき



【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）

3 説明のある話題 この3つの国を分断すべきだ

では、この国家の存亡の危機、まず国防です、先ほど
申し上げた通り核を持つ3つの国に囲まれました。 で
はどうしたらいいんでしょうか？ 私たちはまずこの3
つの国を分断すべきだと考えてるんです。 北朝鮮と中
国...

↓

2→ 具体的説明 この日本に精神の柱が立っていないから

そしてそれと合わせてロシアの軍事、軍事演習、この
日本の周辺で先日も千葉の房総沖、さらに、いず、伊
豆諸島とグッと下りてまいりました。 これ3か国全部
共同して動いてるんです。 これが国家存亡の危機でな
くて何なんでしょうか。 少しで本気で怖がったらどう
なんだと皆様お思いだと思います。  このような危機
の中において、そして政府が何をするのか、なんとこ
の日本の中において＊を＊のは＊です。 この経済を＊
全くお...

4→ 具体的説明
ロシアと中国のこれ以上の接近を阻むべ
きだ

であるならば、ロシア、このロシアは実は安倍首相の
とき、ありがとうございます、何度もありました、27
回もありました、このロシアは本質的には中国とは相
容れないロシア正教の国になりました。 私たちはこの
ロシアと中国のこれ以上の接近を阻むべきだと考えて
おります。...

- -

5
説明の少ない話

題
ウクライナの戦争を世界大戦に広げては
ならない

そしてこのウクライナの戦争、元々ウクライナの中の
ロシア＊方々を守るためのものでした。 岸田首相はこ
のウクライナに対してお金をどんどん配り、そして武
器を提供して、防弾チョッキであるとかドローンとか
やりま...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

6 説明のある話題
無駄遣いを私たちはやめなくてはいけな
い

1日も早く戦争をやめさせましょう。 今、日本の経済
1200兆円を超える財政赤字、さあ、これは誰が作っ
たのか、これは自公政権がばら撒くことで有権者の
方々から票をもらうというこうしたシステムもありま
した。...

←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

↓

8→ 具体的説明 無駄なばら撒きを、まずやめましょう

無駄なばら撒きを、まずやめましょう。 カコ＊が自分
の足を食うというような、この、ばら撒きをやめると
いう事を言ってる政党、幸福実現党だけなんです。 ミ
ナトユウコだけなんです。...

- -

7
説明の少ない話

題 必ず増税の圧力がやって参ります

えー、そして政治家は無駄遣いをする一方で次から次
へと増税をしてまいりました。 皆さん、消費税の導
入って実は財政赤字を解消するって言われて導入され
たんです。 30年前、わずか100兆円、わずかといって
も...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

11 説明のある話題 経済の王道、ここに立ち戻るべき

そんな中、私達は、幸福実現党は、まずゲンリョウ＊
し、そして、減税するとしても、多くの方々の勤勉さ
を引き出すような減税をし、そして、何といっても、
神様仏様から見た時に、人の見ていないところでも努
力できる...

←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
働けば働くほど得するような、こうした
減税をやるべき

そして、今度は減税です。 ところが、この減税もです
ね、豊かな人から、コンド＊、低所得の方に、これ、
振り分けるだけだったら意味がないんです。 この減税
も、働く事が楽しくなるような、働けば働くほど得す
るような、こうした減税をやるべきなんです。...

- -

12
説明の少ない話

題
選挙区は、ミナトユウコ、ミナトユウ
コ、そして、比例は幸福

ミナトユウコ、そして、私、幸福実現党党首のシャク
リョウコでございます。 どうか、選挙区は、ミナトユ
ウコ、ミナトユウコ、そして、比例は幸福。 この日本
のために、いや、世界のために、千万人と雖も吾往か
んの...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



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

ミサイルがどんど
んこの日本海に向
けて撃ち込まれて
おります

【自分】今、日本がこの国家存亡のとき、まさに中国、北朝
鮮、そしてロシアの艦隊が共同して軍事演習をおこなってお
ります。 えー、中国は先日この＊という名前の新しい空母を
運用させました。 えー、これは台湾の領有を本気で考えてい
ると言われております。 えー、そして北朝鮮からは度重なる
ミサイルがどんどんこの日本海に向けて撃ち込まれておりま
す。

[2]「この日本に
精神の柱が立っ
ていないから」
についての具体

的説明

2
この日本に精神の
柱が立っていない
から

そしてそれと合わせてロシアの軍事、軍事演習、この日本の
周辺で先日も千葉の房総沖、さらに、いず、伊豆諸島とグッ
と下りてまいりました。 これ3か国全部共同して動いてるん
です。 これが国家存亡の危機でなくて何なんでしょうか。 
少しで本気で怖がったらどうなんだと皆様お思いだと思いま
す。  このような危機の中において、そして政府が何をする
のか、なんとこの日本の中において＊を＊のは＊です。 この
経済を＊全くおかしくなっている、そうした状況を見ると、
なんでこんな事になってるのかといえば、まさにこの日本に
精神の柱が立っていないからなんです。

[3]「この3つの
国を分断すべき
だ」についての

具体的説明

3 この3つの国を分
断すべきだ

では、この国家の存亡の危機、まず国防です、先ほど申し上
げた通り核を持つ3つの国に囲まれました。 ではどうしたら
いいんでしょうか？ 私たちはまずこの3つの国を分断すべき
だと考えてるんです。 北朝鮮と中国という＊国家、これが日
本の最大の脅威です。

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。

4
ロシアと中国のこ
れ以上の接近を阻
むべきだ

であるならば、ロシア、このロシアは実は安倍首相のとき、
ありがとうございます、何度もありました、27回もありまし
た、このロシアは本質的には中国とは相容れないロシア正教
の国になりました。 私たちはこのロシアと中国のこれ以上の
接近を阻むべきだと考えております。

[3]「この3つの
国を分断すべき
だ」についての

具体的説明

5
ウクライナの戦争
を世界大戦に広げ
てはならない

そしてこのウクライナの戦争、元々ウクライナの中のロシア
＊方々を守るためのものでした。 岸田首相はこのウクライナ
に対してお金をどんどん配り、そして武器を提供して、防弾
チョッキであるとかドローンとかやりましたけれども、そう
ではなくて、この日本がウクライナを助けたいんであれば停
戦の合意、停戦の仲介をすべきではないでしょうか。 そし
て、このウクライナの戦争を世界大戦に広げてはならない、
こう思っております。

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。

6
無駄遣いを私たち
はやめなくてはい
けない

1日も早く戦争をやめさせましょう。 今、日本の経済1200兆
円を超える財政赤字、さあ、これは誰が作ったのか、これは
自公政権がばら撒くことで有権者の方々から票をもらうとい
うこうしたシステムもありました。 えー、そしてこのばら撒
きだけではなく、様々な無駄遣いがありました。 問題がある
たびに新しい省庁を作ってきたじゃないでしょうか。 こうい
う無駄遣いを私たちはやめなくてはいけないと考えておりま
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。



7
必ず増税の圧力が
やって参ります

えー、そして政治家は無駄遣いをする一方で次から次へと増
税をしてまいりました。 皆さん、消費税の導入って実は財政
赤字を解消するって言われて導入されたんです。 30年前、
わずか100兆円、わずかといってもこれはわずかといってい
いのか。  
【自分】＊わかりませんけれども、今の12分の1の財政赤
字、これを、100兆円の財政赤字を解消するために導入され
た、消費税、ところが今、どうでしょう。 3パーセントにな
り、5パーセントになり、そして10パーセント、いや、それ
だけでは足りないと、これから必ず増税の圧力がやって参り
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
無駄なばら撒き
を、まずやめま
しょう

無駄なばら撒きを、まずやめましょう。 カコ＊が自分の足を
食うというような、この、ばら撒きをやめるという事を言っ
てる政党、幸福実現党だけなんです。 ミナトユウコだけなん
です。

[6]「無駄遣いを
私たちはやめな
くてはいけな

い」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

9

働けば働くほど得
するような、こう
した減税をやるべ
き

そして、今度は減税です。 ところが、この減税もですね、豊
かな人から、コンド＊、低所得の方に、これ、振り分けるだ
けだったら意味がないんです。 この減税も、働く事が楽しく
なるような、働けば働くほど得するような、こうした減税を
やるべきなんです。

[11]「経済の王
道、ここに立ち
戻るべき」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

10
この政治こそが、
実は、この日本に
とっての貧乏神

では、どんな減税でしょうか。 実は、働けば働くほどメリッ
トがある減税、それが、フラットタックスというものなんで
す。 努力した人は、努力したなりに、そして、働かないと、
実は、豊かになれない、これを、本当に公平に、実感できる
のが、フラットタックスというものなんです。 お金持ちから
どっさり取ろうという、ま、こうした国はですね、働けば働
いて豊かになるだけ、罰金取られるような国なんです。  こ
うした国は、若い人達、子供達、頑張って働いて豊かになろ
うなんて思うわけないじゃないですか。 この、働く事、ニン
ベン＊に豊かになる事、この、二宮尊徳の精神、これを否定
する今の政治、この政治こそが、実は、この日本にとっての
貧乏神。

[9]「働けば働く
ほど得するよう
な、こうした減
税をやるべき」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

11 経済の王道、ここ
に立ち戻るべき

そんな中、私達は、幸福実現党は、まずゲンリョウ＊し、そ
して、減税するとしても、多くの方々の勤勉さを引き出すよ
うな減税をし、そして、何といっても、神様仏様から見た時
に、人の見ていないところでも努力できるような、こんな勤
勉の精神で、貯蓄をして、それをまた投資して、そして、堅
実な豊かさ、これ、日本中に広がっていったら、これを、勤
勉革命と、私達、呼びたいんです。 こうなったら日本は、必
ず豊かになって参ります。 この、経済の王道、ここに立ち戻
るべきではないでしょうか。

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。

12

選挙区は、ミナト
ユウコ、ミナトユ
ウコ、そして、比
例は幸福

ミナトユウコ、そして、私、幸福実現党党首のシャクリョウ
コでございます。 どうか、選挙区は、ミナトユウコ、ミナト
ユウコ、そして、比例は幸福。 この日本のために、いや、世
界のために、千万人と雖も吾往かんの精神で戦って参りま
す。 どうぞ、皆様方のお力を頂きますよう、よろしくお願い
申し上げます。 ありがとうございました。

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。


