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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

75%

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 こんな社会をですね、皆さん方と

一緒に変えていきたい

◎ 適切な情報量
2 借金をも背負って社会に出る、こ

んなあり方は根本的に変えて あなた側の話量は12分が適切と判定されました

3 戦争はしないし、戦争はさせない
聴衆にとって理解しやすい話量で話されています

4
参議院選挙、全力でですね、頑張って
まいりますので、皆さん共に頑張って
いきましょう

5 老後を迎えたら、いったいどんな日本
になるんか

6 戦争は絶対に外交の力で止める

7 中小企業の出身です、民間企業で33年間働
いてまいりました

8 不安をですね抱えながら、働いていらっしゃ
る方大勢いらっしゃる

9 この社会はどっかおかしいと、本当に崩れて
しまってる

10 平和な日本を、生活ができる日本を残してい
きたい

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）

20.5語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
8 OPEN どうですか？

8 CLOSED
こんな社会、ほんとうにもう、うんざりだと思っておられる皆さん、多いんじゃないでしょう
か？

10 CLOSED それが、皆さん、当たり前じゃないですか？

11 CLOSED おかしいと思いませんか？



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　　 4トピック

適切な構成と言えそうです

話題の数　4件
話順 説明の少ない話題　0件 話順 説明のある話題　4件

検出なし、良い傾向です 7
こんな社会をですね、皆さん方と一緒に変えてい
きたい

9 戦争はしないし、戦争はさせない

11
借金をも背負って社会に出る、こんなあり方は根
本的に変えて

15
参議院選挙、全力でですね、頑張ってまいります
ので、皆さん共に頑張っていきましょう



【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　　 4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
こんな社会をですね、皆さん方と一緒に
変えていきたい

ですから、わたくし、今回、東京選挙区、社民党の公
認候補として立候補予定をしております、ハットリ
リョウイチと申しますけれども。 こうした格差貧困が
拡大するような社会、そして、非正規労働者を渡り歩
いて将来...

↓

3→ 具体的説明
不安をですね抱えながら、働いていらっ
しゃる方大勢いらっしゃる

私、会社の倒産も経験したんですね。 大企業と違っ
て、中小企業で企業で働くということは、本当に賃金
も上がらない、そして場合によっては、いつ整理解雇
されるかもわからないとか、或いはコロナみたいなこ
とがありますと、会社が倒産するんじゃないか、まあ
そんな不安をですね抱えながら、働いていらっしゃる
方大勢いらっしゃるかもしれません、まあ私もその一
人でした。...

6→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

老後を迎えたら、いったいどんな日本に
なるんか

話者A：ワタシタチハ＊、若い頃はですね、まあ確か
に皆貧乏でした。 しかし、頑張って働いたら、やっぱ
り30代ぐらいになると少しお金が貯まってきて、そし
てそれを頭金にして、マイホームを持つ、これが私た
ちのですね、若い時の、まあ、生活スタイルであった
わけです。 しかし、社会に出てから非正規労働者を渡
り歩いて、正社員になる機会がなかった、そういう方
が今、大勢いらっしゃいます。  で、そういう人がで
すね、や...

- -

9 説明のある話題 戦争はしないし、戦争はさせない

じゃあ、戦争きたらどうするんだ、攻められたらどう
するんだ。 今ウクライナ戦争で、そんな不安を持って
おられる方がおられるかもしれません。  しかし皆さ
ん、冷静に考えて下さい。 戦争に至るには、至るだけ
の...

←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 絶対にこれを許してはなりません

どうですか？ こんな社会、ほんとうにもう、うんざり
だと思っておられる皆さん、多いんじゃないでしょう
か？ そして今、自民党の中でこういう議論がされてま
す。 軍事費用2倍にしようと。 GDPのですね、国民総
生産の1パーセント以内に軍事費用おさ、収めるとい
うのが、歴代の政策でした。 それを、2パーセント、
2倍にしようと。 ネンカン＊の国家予算のテン＊パー
セントになります。 今、5兆円から6兆円で推移して...

- -

11 説明のある話題
借金をも背負って社会に出る、こんなあ
り方は根本的に変えて

しかし皆さん、今、学生の半分が平均で300万円の借
金を持ってる。 そのことを私、街頭で演説をしてまし
たら、いや、結婚した相手も持ってるから2人で600
万円の借金ですよと言われたことがあります。 また
大...

←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

↓

10→
記憶に残す要素
（客観・デー

タ）

53パーセントが、300万円の借金を、
奨学金の借金を持って、社会に出る

それが、皆さん、当たり前じゃないですか？ まあ、こ
の中には学生の皆さんも通行されてるかもしれませ
ん。 今、昼間の大学に通ってる学生の53パーセント
が、300万円の借金を、奨学金の借金を持って、社会
に出ると言われてるんですよ。 我々の若い時も、確か
に貧乏でした。 しかし、大学をで、出た時に、そんな
に借金を背負って、仕事に社会。  話者A：＊いうこと
は、少なくともなかったと思います。 ゼロからの出発
で...

- -

15 説明のある話題

参議院選挙、全力でですね、頑張ってま
いりますので、皆さん共に頑張っていき
ましょう

ちょうど私がですね、立候補を迷い、決意をしようか
と思ってる時に、広島市長を3期やられた秋葉忠利さ
んというですね、広島の市長が、社民党の全国比例か
ら出たいと、こう、声をあげられました。 日本に核兵
器いら...

←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



↓

14→ 具体的説明
平和な日本を、生活ができる日本を残し
ていきたい

私、東京の、今回、選挙区で立候補予定をしておりま
す、ハットリリョウイチと申します。 今からの日本が
戦争国家にならないように、ま、私ももうぼちぼち良
い年になってきますので、やっぱり私達の子供とか孫
にね、やっぱり平和な日本を、生活ができる日本を残
していきたい、ま、そんな想いでこの、しゅ、参議院
選挙に立候補を決意をしたんです。...

- -



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

ハットリリョウイ
チ、ハットリリョ
ウイチ覚えていた
だければ

【自分】えー、皆さんこんにちは。  
【自分】こんにちはー。  
【自分】えー、ご通行中の皆さーん、こんにちは。  
【自分】こんにちはー。  
【自分】えー、私はただ今ご紹介いただきました、来たる参
議院選挙を東京の選挙区から立候補するケツギ＊になりまし
た、決意を固めました、ハットリリョウイチ、ハットリリョ
ウイチと申します。 どうかよろしくお願い申し上げます。 
まあおそらく年配の方は、なんか作曲は、作曲家で聞いたこ
とのある名前だな、というふうに思われている方がいらっ
しゃるかもしれませんけれども、多分若い人は誰も知らない
と思います。  
【自分】そんなことないですよ。  
【自分】そうか。 是非この際、ハットリリョウイチ、ハット
リリョウイチ覚えていただければと思います。

[2]「中小企業の
出身です、民間
企業で33年間働
いてまいりまし
た」についての

具体的説明

2

中小企業の出身で
す、民間企業で33
年間働いてまいり
ました

まあ昔、私の子どもが忍者ハットリくん言われてですね、も
う学校行くの嫌っていうふうに言ったことありましたけれど
も、えー、そのハットリです。 まああの先程、オオツバキさ
ん、まあ首を切られた非正規労働者という話がありました。 
私は中小企業の出身です、民間企業で33年間働いてまいりま
した。 そしてほんとにあの、今、ご通行の皆さんの中にも民
間の会社で働いている方、大勢いらっしゃると思います。

[3]「不安をです
ね抱えながら、
働いていらっ

しゃる方大勢い
らっしゃる」に
ついての具体的

説明

3

不安をですね抱え
ながら、働いてい
らっしゃる方大勢
いらっしゃる

私、会社の倒産も経験したんですね。 大企業と違って、中小
企業で企業で働くということは、本当に賃金も上がらない、
そして場合によっては、いつ整理解雇されるかもわからない
とか、或いはコロナみたいなことがありますと、会社が倒産
するんじゃないか、まあそんな不安をですね抱えながら、働
いていらっしゃる方大勢いらっしゃるかもしれません、まあ
私もその一人でした。

[7]「こんな社会
をですね、皆さ
ん方と一緒に変
えていきたい」
についての具体

的説明

4
若い青年がです
ね、一日三カ所働
いてる

しかし私は会社を辞めてですね、まあパートで弁当屋さん、
或いは宅急便で働いたことがあります。 で、その時の経験な
んですけれども、若い青年がですね、一日三カ所働いてるっ
て言うんですね。  朝午前中は宅急便屋で働いて、そして昼
からは小学校で放課後のですね、子どもたちをみる仕事をし
て、そして、夕方から朝の2時まですっぽん屋でアルバイト
してる、まあそんな青年に出会ったことがあります。 そんで
その青年はですね、痩せているもんだから、お前そんだけ働
いてカイシャ＊大丈夫かと、体大丈夫かと言いましたら、い
やあ働かないと飯が食えないんですと、生活がやっていけな
いんだと言うんですね。

[5]「この社会は
どっかおかしい
と、本当に崩れ
てしまってる」
についての具体

的説明



5

この社会はどっか
おかしいと、本当
に崩れてしまって
る

でも、その経験は今から10年前の経験なんです。 で、その
頃、非正規労働者が働いてる労働者のですね、もう20パーセ
ント、そしてやがて30パーセントになるという時代でした、
10年前は。 しかし皆さん、この中にもパートだとか或いは
派遣やアルバイトで働いてる、ええ、働いていらっしゃる方
もいらっしゃるかもしれません。 今はもう4割に占める、4
割を占めているんですよね、4割ですよ皆さん、働いている
人の。 そして先日、NHKのテレビを見ておりました。 どう
もありがとう。 30代40代の人の貯金ですね、貯金の100万
円以下しか貯金がない、そういう人が53パーセントにのぼる
と。 そういうことをNHKがですね、テレビで言ってたんです
よ。 私はそれを聞いてですね、改めてこの社会はどっかおか
しいと、本当に崩れてしまってる。 一回わた。

[6]「老後を迎え
たら、いったい
どんな日本にな
るんか」につい
ての具体的説明

6
老後を迎えたら、
いったいどんな日
本になるんか

【自分】ワタシタチハ＊、若い頃はですね、まあ確かに皆貧
乏でした。 しかし、頑張って働いたら、やっぱり30代ぐら
いになると少しお金が貯まってきて、そしてそれを頭金にし
て、マイホームを持つ、これが私たちのですね、若い時の、
まあ、生活スタイルであったわけです。 しかし、社会に出て
から非正規労働者を渡り歩いて、正社員になる機会がなかっ
た、そういう方が今、大勢いらっしゃいます。  で、そうい
う人がですね、やはり、働いても貯金が貯まらない。 そのま
ま老後を迎えたら、いったいどんな日本になるんか、ってい
うことなんですね。

[7]「こんな社会
をですね、皆さ
ん方と一緒に変
えていきたい」
についての理由

・ニーズ

7

こんな社会をです
ね、皆さん方と一
緒に変えていきた
い

ですから、わたくし、今回、東京選挙区、社民党の公認候補
として立候補予定をしております、ハットリリョウイチと申
しますけれども。 こうした格差貧困が拡大するような社会、
そして、非正規労働者を渡り歩いて将来に展望が持てないよ
うな社会、こんな社会をですね、皆さん方と一緒に変えてい
きたいんですよ、皆さん。

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 絶対にこれを許し
てはなりません

どうですか？ こんな社会、ほんとうにもう、うんざりだと
思っておられる皆さん、多いんじゃないでしょうか？ そして
今、自民党の中でこういう議論がされてます。 軍事費用2倍
にしようと。 GDPのですね、国民総生産の1パーセント以内
に軍事費用おさ、収めるというのが、歴代の政策でした。 そ
れを、2パーセント、2倍にしようと。 ネンカン＊の国家予
算のテン＊パーセントになります。 今、5兆円から6兆円で
推移してる軍事費用。 10兆円から11兆円に増額をするとい
うことを、今、自民党が言ってるんです。 絶対にこれを許し
てはなりません。 こんなもん許してしまったらですね、皆さ
ん方の社会保障費、命や生活に使うお金が、みんな削られて
しまいます。 間違いない。 それかですね、消費税を大幅に
増税するかですよ。 必ず、そういう時代になるわけです。

[9]「戦争はしな
いし、戦争はさ
せない」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

9 戦争はしないし、
戦争はさせない

じゃあ、戦争きたらどうするんだ、攻められたらどうするん
だ。 今ウクライナ戦争で、そんな不安を持っておられる方が
おられるかもしれません。  しかし皆さん、冷静に考えて下
さい。 戦争に至るには、至るだけの背景があるんです。 で
すから、日本は平和憲法9条を持ってる、アジアの皆さんと
しっかりと友好関係を作って、そして日常的に政治家が中心
になって、そして市民も中心になって、外交の力を発揮す
る。 そして、戦争だけは絶対にさせない。 戦争はしない
し、戦争はさせない。 そして、私たちの税金を、私たちの教
育であるとか、あるいは福祉であるとか、医療であるとか、
介護であるとか、そうした生活や暮らしに税金を使っていこ
う。

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。

10

53パーセントが、
300万円の借金
を、奨学金の借金
を持って、社会に
出る

それが、皆さん、当たり前じゃないですか？ まあ、この中に
は学生の皆さんも通行されてるかもしれません。 今、昼間の
大学に通ってる学生の53パーセントが、300万円の借金を、
奨学金の借金を持って、社会に出ると言われてるんですよ。 
我々の若い時も、確かに貧乏でした。 しかし、大学をで、出
た時に、そんなに借金を背負って、仕事に社会。  
【自分】＊いうことは、少なくともなかったと思います。 ゼ
ロからの出発でした。 そして貯金をしながら、ま、なんとか
正社員として働きながら、そして30代、40代になると、ま、
この、これを頭金にしてマイホームを買おうかと、そういう
時代だったんですね。

[11]「借金をも
背負って社会に
出る、こんなあ
り方は根本的に
変えて」につい
ての客観根拠・

データ

◎
国内ビジコン優勝者
も、このような数値
やデータ等による事
実説明をよく提示し
ています。



11

借金をも背負って
社会に出る、こん
なあり方は根本的
に変えて

しかし皆さん、今、学生の半分が平均で300万円の借金を
持ってる。 そのことを私、街頭で演説をしてましたら、い
や、結婚した相手も持ってるから2人で600万円の借金ですよ
と言われたことがあります。 また大学院生なんかで、1000
万ぐらいの借金を背負って社会に出る人がいるというんです
ね。 おかしいじゃないですか、こんな社会。  おかしいと思
いませんか？ 今からの日本を背負う若い学生が、大学を出た
時に300万も1000万も借金をも背負って社会に出る、こんな
あり方は根本的に変えていかなければならないと思うんです
ね。

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
こういう社会を続
けていったら本当
に日本は滅びる

そして、そういう若い人がいざ就職をするとなると、20代の
非正規率っていうのは50数パーセントなんです。 2人に1人
は非正規、要するに正社員として働くことができていないん
です、今の若者はですね。 私はね、こういう社会を続けて
いったら本当に日本は滅びると思います。

[13]「戦争は絶
対に外交の力で
止める」につい
ての客観根拠・

データ

◎
国内ビジコン優勝者
も、このような数値
やデータ等による事
実説明をよく提示し
ています。

13
戦争は絶対に外交
の力で止める

展望がない。 生きる希望がない。 そして、場合によっては
もうやけくそになって、犯罪を起こすようなこともあるじゃ
ないですか。 そういう日本を作っては駄目なんです。 です
から皆さん、ここは本当に、来たる参議院選挙、私たちは、
ま、ウクライナ戦争を見てですね、すぐ、いや、軍事費増や
したらええんやとか、そういうふうに安易にですね、考えず
に、しっかりと、税金は暮らしに使うんだと、生活に使うん
だと、そして戦争は絶対に外交の力で止めるんだと、戦争は
しないんだと、そしてさせないんだと、そのことを皆さんと
一緒に声を大にして訴えていこうではありませんか。

[14]「平和な日
本を、生活がで
きる日本を残し
ていきたい」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

14
平和な日本を、生
活ができる日本を
残していきたい

私、東京の、今回、選挙区で立候補予定をしております、
ハットリリョウイチと申します。 今からの日本が戦争国家に
ならないように、ま、私ももうぼちぼち良い年になってきま
すので、やっぱり私達の子供とか孫にね、やっぱり平和な日
本を、生活ができる日本を残していきたい、ま、そんな想い
でこの、しゅ、参議院選挙に立候補を決意をしたんです。

[15]「参議院選
挙、全力でです
ね、頑張ってま
いりますので、
皆さん共に頑
張っていきま

しょう」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

15

参議院選挙、全力
でですね、頑張っ
てまいりますの
で、皆さん共に頑
張っていきましょ
う

ちょうど私がですね、立候補を迷い、決意をしようかと思っ
てる時に、広島市長を3期やられた秋葉忠利さんというです
ね、広島の市長が、社民党の全国比例から出たいと、こう、
声をあげられました。 日本に核兵器いらないと、広島の元市
長として、そういう日本の選択は駄目だと、核兵器は駄目な
んですっていうことをですね、選挙で全国に訴えたいと、広
島の元市長が立候補を決意されたんですよ。 この方は私より
年ですけどね。 やっぱり気になるんですよ、我々の年になる
と。 日本がどうなっていくんだと。 絶対おかしな日本を残
したくない、そんな決意で、私、ハットリリョウイチ、今度
の参議院選挙、全力でですね、頑張ってまいりますので、皆
さん共に頑張っていきましょう。 どうかよろしくお願い申し
上げます。 よろしくお願い申し上げます。

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。


