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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

85%

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 給料上げる、国を守る

△ 少し詰め込みがち
2 政府全体で、えー、議論をしてい

かなければいけない あなた側の話量は58分が適切と判定されました

3 給料が上がる経済を取り戻したい
一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が多めです

4 安全基準を満たした原発を動かしてい
く

5 小型モジュールなどにですね、あの、
リプレイ＊していくことが必要

6 経済安保法案には、ああ、当初から、ああ、
賛成

7 力を入れてるのは家計減税です

8 実際に運用するとなった時のこれは協議が必
要

9 必要だと思っております

10 憲法を改正しないとできないので、えー、こ
こはまずですね、急ぐ必要

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）

65.9語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 CLOSED えー、よろしいですか？

1 CLOSED これどうなんだろう、あの、公約って言っていいんだっけ？

1 CLOSED いいですね？

23 OPEN

すいません、昨日もお伺いしたんですが、この打撃力、反撃力のところで、昨日のあの政調会長
のご説明だと、まあなんですか、所謂こう拒否的抑止みたいなイメージのもので、まあ相手領域
内で、まあその指揮系統とか、通信系統を、まあ叩くという意味での打撃力、反撃力ではないと
いうふうに理解したんですけど、そういった能力の必要性について代表はどうお考えですか？

28 CLOSED
あ、それ＊必要だというのは、要は、ま、例えば、じゃ、相手の移動式発射台を叩くとか、そう
いうのはこの打撃力反撃力に含まれてるんですか？

30 CLOSED
で、今の、その、現状の基本計画とはちょっと別で定めて、そこだけを強調したような基本計画
にするという？

32 CLOSED あとお二方で、他にありますか？

41 OPEN
その中で、あの、この積極財政っていう、あの、財政の健全化とのバランスっていうのは、どう
考えていかれますか？

45 OPEN

で、やっぱり、あの、その中でですね、自民党ト＊、ケイザイカ＊を求めてるっていう、イマ
＊、構図が、げん、リプレイス巡ってはあるかなと理解してるんですけれども、ここで、あえて
踏み込まれたらっていうノハ＊、どういうことなのかっていうこととですね、やっぱり、まあ、
安全保障、ウクライナ情勢アル＊っていうのは、よく理解するんですが、一方で、まあ、あの、
与党よりという文脈とも捉えられかねない、今、タイミングではあると思うんですけれども、あ
の、そのて、点で、どういうふうに話されますか？

48 OPEN
ま、有利子の永久国債っていうことになると、ある意味、日銀という会社は、ずっと売上高が国
によって保証された会社というふうな、あの、見方も出来ますが、その点に関してはどうなんで
しょう？

50 CLOSED
ええと、その政策の一致なくしてですね、その、選挙協力はないとおっしゃってましたが、ま、
今回のマニフェストで言うと、その、どの部分が、ま、一致してる点、或いは方向性、維新とで
すね、方向性が一致してる点と、あの、内容ということになるんでしょ？

54 CLOSED えー、あと、挙手いただけますか？

54 CLOSED
あの、以前から、その、安全、安全保障についてなんですけれども、安全保障上の観点から道路
標識等の外国語表記やカーナビ情報の実情に、ちょっと、ついて調査したいとおっしゃってまし
たけど、これは今後のその政策論では入ってくるということですよね？



55 CLOSED
これ、こういう表記をされた、ひょ、表記というか、こういうツイートをされた意図をちょっと
教えてくれますか？

56 CLOSED
スミマセン＊、その、この文章だけを、もう今ちょっと見られないかもしれないですけど、そ
の、ロシア語表記であること問題だというところ、このいわゆるそのヘイトスピーチにも関わる
ような印象を与えると思うんですけども、そういった指摘があったということですか？

57 CLOSED この、このツイート自体は、またされてるんですか、今？

58 CLOSED じゃ、ソウソウ＊代表が指摘をされてから削除したという流れですか？

59 CLOSED で、それから代表に相談された＊？

59 CLOSED
＊ですけど、その、排外主義的な、そのヘイトスピーチとかそういう趣旨でされたということで
はないと？

60 CLOSED あと、よろしいですか？

60 CLOSED 教育費控除って、前入ってましたっけ？

60 CLOSED あ、こん、えっと、前の衆院選の時も入ってましたっけ？

64 OPEN

＊恐縮＊、＊なんですが、あの、ま、あの、もう、よくよく、ま、原発だったりとか、安全保障
に関して、こういうお考えがあったっていうのは、理解はしてるんですけれども、一方で、ま、
トリガー条項とか、いろんな政局の動きがあった中でですね、友党に近い政策っていう風にも受
け取られたりとか、見られる可能性があると思うんですけれども、その点に対しては、どういう
風にお答えになりますか？



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　　 16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　23件
話順 説明の少ない話題　7件 話順 説明のある話題　16件
10 必要な、えー、防衛費は増やしていく 2 給料上げる、国を守る
11 若い人の意見が政治にもっと反映される 16 経済安保法案には、ああ、当初から、ああ、賛成

13
日本版CDCのようなですね、司令塔機能をしっか
りつくるべき

19 力を入れてるのは家計減税です

14
コロナ3策として、ま、改訂版として、え、まと
めておりますので併せて紹介

23 必要だと思っております

28
装備体系を整えて、えー、実効的な反撃能力を整
備していく

27
政府全体で、えー、議論をしていかなければいけ
ない

50
見ていないので、ちょっとコメントは差し控えた
い

29
自給率基本計画ということでですね、えー、打ち
出していきたい

60
一定の割合を、え、税金から控除できるようにす
る

34 安全基準を満たした原発を動かしていく

37
国内政策はどちらかというと積極財政で、えー、
やっていこう

39
憲法を改正しないとできないので、えー、ここは
まずですね、急ぐ必要

43 税収も増加し、え、財政の再建にも繋がっていく

47
小型モジュールなどにですね、あの、リプレイ＊
していくことが必要



48 実際に運用するとなった時のこれは協議が必要
51 給料が上がる経済を取り戻したい

55
安全保障上の観点でない誤解をされるリアクショ
ンがあった

62 国民の皆さんから力を頂かないと、実現できない
64 何かを主張することは、我が党はありません



【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　　 16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）

2 説明のある話題 給料上げる、国を守る

話者A：はい、あの、7月に行われます、えー、参議院
選挙に向けた、え、わが党の公約を、あの、発表した
いと思います。 え、お手元に資料配ってると思います
が、ここに、あの、パネルを作りました。 で、我々が
で...

↓

1→ 具体的説明 公約って言っていい

話者A：【無音00:59まで】。 はい、あの、皆さんお
集りいただきましてありがとうございます。 おはよう
ございます。 えー、よろしいですか？ はい、あの、
ただいまからですね、えー。 これどうなんだろう、あ
の、公約って言っていいんだっけ？  話者A：公約＊。  
話者A：いいですね？  話者A：はい。...

3→ 具体的説明
昨年の衆議院選挙の際に訴えた政策を、
えー、基本的には踏襲

あの、昨年の衆議院選挙の際に訴えた政策を、えー、
基本的には踏襲をしております。 え、この政策を訴え
て、え、国民の皆さんからご支持をいただいて、え、
議席を増やすことができましたので、基本的には、
え、衆議院選挙のときのマニフェスト、え、公約をで
すね、この5本柱、え、それをもとに、それをブラッ
シュアップする形で、え、まとめております。...

5→ 具体的説明
積極財政で給料が上がる経済を実現して
いきたい

え、そして25年にわたって続くこの実質賃金指数の下
落傾向に歯止めをかけてですね、ヤッパ＊給料が上が
る経済を実現するんだということをですね、一番私た
ちは強調したいと思います。 え、そのために、え、こ
れまでも言ってきた積極財政ということでですね、
え、これまでの、ま、緊縮的な、特に人づくりのとこ
ろが一番大事なんですけども、え、こういったところ
に予算を十分振り向けてこなかった、え、経済政策の
在り方を変えて...

6→ 具体的説明
教育国債の発行によって、え、教育や科
学技術の予算を倍増

え、そして、その積極財政の中でも、とりわけです
ね、えー、人づくりは国づくりだということで、ま、
教育国債の発行によって、え、教育や科学技術の予算
を倍増します。 え、そのことによって、え、日本経済
全体の生産性、え、そして成長率を上げていく、ま、
こういったことにですね、え、まあ、本気で取り組む
姿勢を、え、さらに強調しております。...

7 → 具体的説明
総合的な安全保障をですね、しっかり強
固にしていこう

また、加えてですね、もう1つの柱が、ま、国を守る
ということですけれども、これはあとで、あの、オオ
ツカ政調会長にも説明してもらいたいと思いますが、
え、我々今回法案を提出しました。 え、それは、総合
的な安全保障をですね、しっかり強固にしていこう
と。 これは軍事的な面、え、ダケデハ＊非軍事、え、
加えてですね、その、非軍事的な部分は、え、経済や
そして食料、エネルギー、人材の育成確保、こういっ
た広範に及ぶで...

12→ 具体的説明
経済社会のあり方を、えー、根っこから
変えていきたい

いずれにしても、えー、この5項目が、えー、主な柱
ですけれども、そん中でも、私たちはですね、とにか
くですね、今、日本の最大の課題である、この給料が
上がらなくなった経済社会のあり方を、えー、根っこ
から変えていきたいと。 その意味で、給料を上げる、
国を守る、え、この2つのですね、えー、大きな政策
の柱を堂々と訴えて、え、参議院選挙を勝ち抜いてい
きたいと、そう思っています。 私からは以上です。...

- -

10
説明の少ない話

題 必要な、えー、防衛費は増やしていく

えー、そして今回ですね、やはり私たちは現実的な外
交安全保障政策を訴えてきましたけれども、ま、特に
ウクライナ情勢、あるいは、えー、極超音速ミサイル
の開発など、我が国をとりまく安全保障環境の、
えー、急速な...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



11
説明の少ない話

題 若い人の意見が政治にもっと反映される

あと正直な政治、これはですね、えー、我々が、ま、
結党以来訴えております、え、公平公正な政治を実現
していく、ま、これは重要です。 え、公文書の、お、
改ざんについては罰則を設ける、ま、これは従来から
モウシ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

13
説明の少ない話

題
日本版CDCのようなですね、司令塔機
能をしっかりつくるべき

話者A：ダイジョウブ＊です、マスク＊1回＊。  話者
A：＊出てきませんけれども、えー、コロナ対策につ
いてもですね、我々、ま、これまでですね、えー、
え、見つける、オサエル＊、動かすという3原則で
やってき...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

14
説明の少ない話

題
コロナ3策として、ま、改訂版として、
え、まとめておりますので併せて紹介

また、ま、いわゆるですね、感染症法の、ま、2類相
当というですね、今の感染症法上の位置付けについて
も見直すべきだと。 科学的な、え、根拠に基づいて見
直すべきだということ、そして合わせてですね、マス
クの着...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

16 説明のある話題
経済安保法案には、ああ、当初から、あ
あ、賛成

ま、経済的、いい、あ、総合的経済安保法案について
一言だけ、あの、付言をさしていただきますが。 え、
繰り返しになるかもしれませんが、あ、私たちは、
あ、この国会で、ま、政府の、おお、経済安保法案に
は、ああ...

←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
現物が、ああ、できた、あ、段階で、え
え、皆さんに発表をさしていただく

では、あの、オオツカ政調会長から補足を含めてお願
いします。  話者A：これはあの、お、マニフェスト
の、お、柱、あ、と、その、お、柱に関する、う、説
明を今日は発表を、おー、さしていただきました。 
ま、公約、う、であります。 ええ、当然、ええ、政策
は、ああ、ここに記載できたもの以外にも多数ござい
ますので、ええ、確論については、ああ、また公約
集、うう、現物が、ああ、できた、あ、段階で、え
え、皆さんに発表...

17 → 具体的説明
経済安全保障ということを考えること、
そしてそのための法制

ま、ただし、い、今回の経済安保法、成立した法律だ
けで、ええ、しからばそれで、え、食料や、あ、エネ
ルギーや、あ、医薬品や、ああ、さまざまな、ああ、
生活物資が、ああ、緊急時において、ええ、確実に確
保できるという保証は、あ、ありませんので。 え、や
はり、い、総合的な、ああ、経済安全保障ということ
を考えること、そしてそのための法制を整備すること
が極めて重要だと思っておりますので。...

18→ 具体的説明
ミリタリーな安全保障だけのことを言っ
ているわけではない

ええ、この自分の、おお、国は自分で、え、守るとい
う、うう、この私たちの決意は、ああ、狭い意味での
ミリタリーな安全保障だけのことを言っているわけで
はないと、お、いうことは、ま、改めて、え、付言を
さしていただきたいと思います。 ええ、それでは、あ
あ。  話者A：1点、ちょっとすみません。  話者A：は
い。...

- -

19 説明のある話題 力を入れてるのは家計減税です

話者A：あの、おお、補足をします。 あの、去年の衆
議院選挙と一番違うのはですね、あの、スタグフレー
ションに陥りつつあるということだと思います。 あ
の、去年まではですね、ええ、ま、景気が低迷してま
したけ...

←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

↓

20→ 具体的説明
インフレ手当、これを新たに、いい、創
設をし、あの、給付

で、加えてですね、ええ、燃料の価格高騰などから家
計を守るための、え、10万円の現金給付。 これイン
フレ手当、これを新たに、いい、創設をし、あの、給
付を行います。  話者A：で、これも前回と同じなんで
すけど、給付のやり方ですけれども、ええ原則一律給
付なんですが、課税時に所得の高い方や所得の減って
ない方については通常の所得税に上乗せして、ええ課
税することによって、まあある種返還をしていただく
ことになる...

21 → 具体的説明
労働市場をですね、ええ好転させタイト
にして、ええ給料を上げていく

まあ併せて人づくりやデジタル、カーボンニュートラ
ル、或いはまあスタートアップとかですね、こういっ
たところには大規模長期、そして計画的な投資をです
ね、ええしっかり行っていくことで、ええ経済をまあ
特に投資と消費をええ活性化さして、まあ労働市場を
ですね、ええ好転させタイトにして、ええ給料を上げ
ていくと。 こういう政策をですね、しっかりと進めて
いきたいと思います。...



22→ 具体的説明
企業のインフレ手当は、まずその手当そ
のものが損金対象になる

話者A：あの代表が補足したんで、その補足のもう1個
補足をしますが、あのインフレ手当に関しては、政策
集には必ず書き込むことですが、今あのここに明記し
てあるのは、あの政府による公的インフレ手当であり
ます。 まあもう1つは、企業や事業者が社員従業員に
対して、ええインフレ手当を支給できる、そういうイ
ンセンティブを与える税制改革も行います。 まあつま
り、ええ企業のインフレ手当は、まずその手当そのも
のが損金対...

- -

23 説明のある話題 必要だと思っております

それではご質問があればお受けします。 代表にご質問
がある方、どうぞ。  話者A：はい、どうぞ。  話者
A：えー、サンケイ新聞のオオハシです。  すいませ
ん、昨日もお伺いしたんですが、この打撃力、反撃
力...

←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

↓

24→
記憶に残す要素
（客観・デー

タ）

専守防衛っていうのは、あの維持する考
え

で、あくまでですね、我々は専守防衛っていうのは、
あの維持する考えです。 あのこれあのカウンター、け
いたび、ケイパビリティで反撃力って書いてるので、
あるまで、あくまでそのええ攻撃を受けた際のです
ね、反撃する力なんですが、ただもう極超音速ミサイ
ルとか、先方も長射程のミサイルを持っているので、
単に迎撃するだけではですね、ええ十分にええ防衛で
きないというような、まあ兵器の非常に開発も進んで
います。...

25 → 具体的説明 一定の打撃力は必要

ですから、それに合わせたですね、ええ我が国の守り
を強固にする為にはですね、まあ単に長射程のミサイ
ルを持つということではな、だけではなくて、例えば
まあ衛星コンステレーションとか、どこに何があるの
かということをきちんと把握する能力であるとか。 或
いは、そもそもの日本が低いとされてきたインテリ
ジェンスの能力であるとか。 或いは例えばまあ攻撃型
ドローンとかですね、まあ多様な手段を使って、この
ええ反撃力とい...

- -

27 説明のある話題
政府全体で、えー、議論をしていかなけ
ればいけない

で、これ、あの、去年の、お、ガイコウボウエンカイ
＊の議事録見てもらうとわかりますが、そこでも議論
しましたが、サイバー攻撃に対して、じゃ、他国に置
いてある、う、サイバー、あ、あの、サーバーとかで
すね、あ...

←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

↓

26→ 具体的説明
物理的な攻撃の中には、当然サイバー攻
撃に対するサイバーブロックも、おー、
ある

話者A：明記をしています。  話者A：あの、ちょっと
補足しますとね、あの、おー、この、その打撃力かっ
こ反撃力っていうのは、当然、あの、物理的、いー、
に、いー、現に仕掛けられた攻撃を止めなければなら
ないという意味ですから、あ、その物理的な攻撃の中
には、当然サイバー攻撃に対するサイバーブロック
も、おー、あるわけです。...

- -

28
説明の少ない話

題
装備体系を整えて、えー、実効的な反撃
能力を整備していく

話者A：あ、それ＊必要だというのは、要は、ま、例
えば、じゃ、相手の移動式発射台を叩くとか、そうい
うのはこの打撃力反撃力に含まれてるんですか？  話
者A：ええとですね、昭和30年代からですね、いわゆ
る敵...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

29 説明のある話題
自給率基本計画ということでですね、
えー、打ち出していきたい

話者A：あ、ニホンノウギョウ新聞のキデラ＊と申し
ます。 あの、食料安全保障の関係で、あの、昨日食料
自給基本計画を新しく策定すると言われていたんです
が、あの、ま、農水省の中でも今食料農業農村基本計
画があ...

←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

↓

30→ 具体的説明
国産の物を買っていただくという、ま、
運動論も含めて推進

話者A：で、今の、その、現状の基本計画とはちょっ
と別で定めて、そこだけを強調したような基本計画に
するという？  話者A：ハイ＊、ソウデスネ＊。 アノ
＊、特にですね、あの、問題は、消費者の皆さまにも
ですね、やっぱり国産品を買っていただくと。 単に、
これは生産者だけではなくて消費者の理解も、あの、
得ないと、例えば少し高くてもですね、えー、国内の
物を買っていただくと、国産の物を買っていただくと
いう、ま、...

- -

34 説明のある話題 安全基準を満たした原発を動かしていく

もちろん、われわれ2011年、あ、あの、3月11日の、
あのカクブジコ＊を経験してますから、安全基準を満
たすってのは、もう当然ですし、長期的にはですね、
原発に依存しない社会をつくっていくのは変えていま
せ...

←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



↓

32→ 具体的説明
意識的には出していませんが、結果とし
てそうなってる

話者A：あとお二方で、他にありますか？ ちょっと時
間もあるので。 おお、結構ありますね。 はい、どう
ぞ。  話者A：あ、ニホンケイザイ新聞社のオオサワと
申します。 あの、代表にお伺いします。  話者A：は
い。  話者A：代表、以前から、あの、安全保障、エネ
ルギー政策は現実路線に行くべきだというお考え、示
されてたと思います。 で、公約の中では防衛費の増額
であるとか、原発の再稼働、リプレースを明言しま...

33→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

エネルギーの自給率を高めていくニーズ
というのは、これまで以上に高まってる

で、特に、まず、まあ、野党第1党である立憲民主党
さんとはですね、たぶんここの、エネルギー政策とか
原発のところはですね、あの、立憲民主党さんはもう
綱領に原発ゼロっていうふうに書かれておられて、あ
の、ま、即ゼロという法案もかつて出しておられたの
で。 やはり、あの、われわれは、エネルギーの安定供
給なくして経済成長あるいは賃金上昇はないと思って
いますので。 えー、このウクライナの情勢も踏まえて
ですね、エネ...

35→ 具体的説明 国民の皆さんの理解を得ていきたい

そして、また外交安全保障もですね、これだけ安全保
障環境が変わってきている中でですね、やはり、あ
の、現実的な防衛費の増額であるとか、あるいは先ほ
ど申し上げた、自衛のための打撃力、反撃力っていう
のは、やっぱりこれは整備しな。  話者A：＊と、国を
守れませんので、そこはわれわれとしては、あの、結
党以来現実的な外交安全保障、エネルギー政策を掲げ
てきた政党として、ここはですね、今こそ、ま、そう
いった政策を前...

- -

37 説明のある話題
国内政策はどちらかというと積極財政
で、えー、やっていこう

まああの、他党がどうこうということよりもですね、
わが党が、まあ結党以来ですね、やってきた、まあ、
あの、国内政策はどちらかというと積極財政で、
えー、やっていこうということ。 そして外交安全保
障、エネルギ...

←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

↓

36→ 具体的説明 教育国債の発行なども提案してる

で、日本維新の会の皆さんの、その経済政策について
は必ずしも、よく私は承知しておりませんが、だたま
あ、身を切る改革といって、どちらかというとです
ね、この、支出を削っていくというような方向だと思
いますが。 われわれは、まあ、過去の、この賃金が上
がらなかった30年を総括したときに、やっぱり出すべ
きところにお金を出してこなかったことがですね、結
果として日本の供給力、経済成長率を低めてしまった
んではないか。...

- -

39 説明のある話題
憲法を改正しないとできないので、
えー、ここはまずですね、急ぐ必要

で、今まあ、すでに審査会でも申し上げていますが、
わが党としては、まず優先順位が高いのはですね、
あ、もともと2020年12月に、憲法改正に向けた論点
整理をしておりますが、それが基本的なわが党の考え
方です...

←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

↓

38→ 具体的説明
細かい政策集には、そこはきちんと書い
ていこう

話者A：読売新聞のアベです。  えっと、憲法改正につ
いて伺いたいんですけれども、あの、今回の公約の中
で、えー、どう位置付けるかということと、あと、ま
ああの、緊急事態条項を始め、あの、憲法審査会のほ
うで、あの、代表からも、あ、意見表明されてますけ
れども、あの、どのような内容を訴えていきたいかと
いうこと、お願いいたします。  話者A：はい、あの、
憲法審査会で、え、かなりまあ、そこだけは特出し
で、もうす...

40→ 具体的説明
新しい時代の人権などについてもです
ね、え、積極的に議論

で、あわせてまあ、いわゆるデジタル基本権、データ
基本権といわれるようなですね、え、このデジタル社
会の進展にともなって、えー、まあ、自己決定権であ
るとか、そういった新しい時代の人権などについても
ですね、え、積極的に議論をしておりますので、こう
いった問題提起もしていきたいと思っております。...

- -

43 説明のある話題
税収も増加し、え、財政の再建にも繋
がっていく

日本の場合はですね、そうはいっても、まだまだ物価
上昇率もアメリカに比べて低いですし、え、何より賃
金上昇率が低いので、え、加えて、デフレギャップ
も、まだ20兆ぐらいありますから、まだ、その、これ
まで取っ...

←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

↓



41 → 具体的説明 そういった方向性を緩めるべきではない

話者A：セサキ＊です。  あの、改めてなんですが、積
極財政に転換っていうところだったんですが、あの、
まあ海外では今ですね、コロナ禍、あ、すみません、
海外では、コロナ禍を経てですね、どちらかというと
財政健全化に向かってやってこうという流れも出てき
ています。 その中で、あの、この積極財政っていう、
あの、財政の健全化とのバランスっていうのは、どう
考えていかれますか？  話者A：アメリカもそうですけ
ど、日...

42→ 具体的説明
アメリカも、ちょっと、気を付けなけれ
ばいけませんが

で、アメリカはですね、かなり、まあ、あの、インフ
レも進んでますが、賃金上昇率も、かなり高くなって
きてるので、ま、金融を、ある程度、引き締めていっ
ても、それに耐えうる状況、ただ、まあ、少し＊にな
るんじゃないかっていうふうに、ちょっと言われ始め
てるので、アメリカも、ちょっと、気を付けなければ
いけませんが。...

- -

47 説明のある話題
小型モジュールなどにですね、あの、リ
プレイ＊していくことが必要

あの、幸いですね、その、えー、新しい新型炉の開発
については、日本企業もですね、積極的に、えー、参
加しておりますので、そういった、ま、国内の産業を
維持すること、サプライチェーンを維持するという観
点からも...

←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

↓

44→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

リプレイスの部分ていうのは、割と慎重
姿勢かな

話者A：あともう1点なんですけども、この原子力のと
ころで、安全保障のところ、お伺いしたいんですが、
あの、まあ、確かに、原子力、欧米でも見直されてい
たりとかしているっていうノハ＊、よくわかるんです
けども、やっぱり、日本では、福島原発ダイ＊、あ
の、事故があってですね、政府の方は基本計画に入れ
ないなどですね、リプレイスの部分ていうのは、割と
慎重姿勢かなと思っています。 去年の秋の段階での計
画には、入れて...

45 → 具体的説明
与党が必要なことを、ちゃんと言わない
ので、我々がケツを叩いてる

で、やっぱり、あの、その中でですね、自民党ト＊、
ケイザイカ＊を求めてるっていう、イマ＊、構図が、
げん、リプレイス巡ってはあるかなと理解してるんで
すけれども、ここで、あえて踏み込まれたらっていう
ノハ＊、どういうことなのかっていうこととですね、
やっぱり、まあ、安全保障、ウクライナ情勢アル＊っ
ていうのは、よく理解するんですが、一方で、まあ、
あの、与党よりという文脈とも捉えられかねない、
今、タイミングでは...

46→ 具体的説明
施設を建設する人も、きちんと育成して
おかないと

あの、2つの理由あります。 まず、あまりにもです
ね、老朽化したものを使い続けるっていうことが、安
全性の観点からもですね、非常に問題があるというこ
とで、より安全なものがあれば、それは原子力発電所
に限らず、リプレイスしていった方が良いっていうの
は、あの、当然だと思うのと、もう1つ、やっぱり技
術力とか、あの、人材ですね、え、これをしっかりと
維持していかないと、今は、まだ、日本の原発の国産
率は9割を超えて...

- -

48 説明のある話題
実際に運用するとなった時のこれは協議
が必要

話者A：フリーランスのミヤザキノブユキと申します
が、細かいところですけれども、日銀が保有する国債
を一部永久国債化することに関して確認なんですが、
これは無利子永久国債、無利子の永久国債なのか、そ
れとも有...

←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

↓

49→ 具体的説明
政府との協議の結果決まるので、今ご指
摘のようなことは当たらない

で、現時点で、あの、私個人のイメージではもちろん
有利子ですけれども、しかしそれはあの、収入が保証
されたという意味には取ってません。 あの、日銀は、
あの、国庫納付金もありますし、その国庫納付金をど
ういう水準にするかというのは、政府との協議の結果
決まるので、今ご指摘のようなことは当たらないと思
います。...

- -

50
説明の少ない話

題
見ていないので、ちょっとコメントは差
し控えたい

はい、他、どうぞ。  話者A：キョウトシンブンのオカ
ダと申します。 あの、京都選挙区ではその、国民民主
党は維新の会の候補に、ま、推薦を党として出され
て、出されるということですが、それで、まあ、代
表、以...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

51

説明のある話題 給料が上がる経済を取り戻したい

話者A：すいません。 ジジツウシンシャのサナダで
す。  あの、ま、ちょっとそうろん的なところなんで
すけれども、今回の、ま、参院選と＊、あの、あの、
これ＊の代表とかも、あの、比例代表で500万票かか
の目...

←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

↓



53

→ 具体的説明
実現するために、是非国民にその力を貸
して欲しい

話者A：＊これ現役の皆さんにもそうですけど、
ぎゃ、学生の皆さんや高齢者の皆さん、みんなに、こ
の、関係する話ですから。 ま、とにかく給料が上がる
経済、まじめに頑張れば報われる、こういう社会を実
現するために、是非国民にその力を貸して欲しいとい
うことで全国を回って訴えたいと思います。...

- -

55

説明のある話題
安全保障上の観点でない誤解をされるリ
アクションがあった

話者A：で、ちょっとそのことに関連してなんですけ
ども、あの、政調会長、昨晩ですね、Twitterで、ロ
シアの現状に鑑み、北海道内の道路標識にロシア語標
識があることは問題だと思う、なぜこうなったのか調
べ...

←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

↓

54

→ 具体的説明 政策論に入れる方向で今、検討してます

話者A：えー、あと、挙手いただけますか？ あの、
ちょっと僕も本会議があるので、最後まで付き合えな
いかもしれないんで。 じゃ、はい、はい、ど、どう
ぞ。  話者A：すみません、キョウドウツウシンのミツ
ヤマです。  あの、オオツカ政調会長に伺います。 あ
の、以前から、その、安全、安全保障についてなんで
すけれども、安全保障上の観点から道路標識等の外国
語表記やカーナビ情報の実情に、ちょっと、ついて調
査したい...

56

→ 具体的説明 フラットな議論をさせていただきたい

話者A：スミマセン＊、その、この文章だけを、もう
今ちょっと見られないかもしれないですけど、その、
ロシア語表記であること問題だというところ、このい
わゆるそのヘイトスピーチにも関わるような印象を与
えると思うんですけども、そういった指摘があったと
いうことですか？  話者A：そういう誤解を与えかねな
いので、ま、一旦、あの、フラットな議論をさせてい
ただきたいと、そういう意味です。...

- -

60
説明の少ない話

題
一定の割合を、え、税金から控除できる
ようにする

あと、よろしいですか？ じゃ、あー、ハイ＊。  話者
A：お2人ね、はい。 じゃ、さっき、最初の＊、1回目
の方から。  話者A：アサヒシンブンのキハラ＊です。  
えっと、子育て所得について伺います。 え...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

62

説明のある話題
国民の皆さんから力を頂かないと、実現
できない

話者A：まず、我々が、参議院選挙で議席を増やすこ
とでしょうね。 やっぱり、国会内で、この所得制限を
言う勢力が増えていかないと、なかなか、あの、実現
にも繋がらない。 ＊、トリガー条項もそうです。 あ
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

↓

61

→ 具体的説明
所得制限の撤廃を実現するために、今
後、どういうロードマップ

えっと、あと、所得制限の撤廃のところなんですけれ
ども、ま、かなりあの、こ、国会でもですね、質疑の
中で、ま、出てきている話題ではある反面、なかなか
政府が固いところでもあると思うんですね。 で、ま、
トリガー条項含めて、え、与党との、その、協議も始
められている、コクミンミンシュトウだから伺うんで
すけれども、これ、実際、これ、所得制限の撤廃を実
現するために、今後、どういうロードマップが描きう
るのか、現時点...

63

→ 具体的説明
どういう課題があるかということを、ま
ず、あの、報告を、報告書を作る

話者A：あの、今、ヤタさんのところで作ってる所得
制限撤廃法案ですね、これ、所得制限撤廃するために
は、どういう政策に、どういう所得制限があるのかと
いう、ま、全ての把握をしなくてはならないので、
ま、その、棚卸しと、調査と、ま、それを撤廃するに
あたって、どういう課題があるかということを、ま
ず、あの、報告を、報告書を作るという、こういう法
案の立て付けになってますので、第一歩は、そういう
ところからだと思いま...

- -

64

説明のある話題
何かを主張することは、我が党はありま
せん

話者A：＊恐縮＊、＊なんですが、あの、ま、あの、
もう、よくよく、ま、原発だったりとか、安全保障に
関して、こういうお考えがあったっていうのは、理解
はしてるんですけれども、一方で、ま、トリガー条項
とか、い...

←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

↓

65

→ 具体的説明
安全基準を満たした原子力発電所を動か
すべき

で、たとえばですね、原発政策1つ取ってみても、何
も言わない方が、多分、あの、誰からも批判されない
し、いいんだと思うんです。 でも、そういうことで避
けてきて、政策判断を、与党も野党もしてこなかった
結果がですね、こんにちの状況であれば、やはり、そ
こはきちんとですね、まさに、正直な政治を私は貫く
必要があるということで、今回も、エネルギー政策に
ついては、多分、ご批判もあると思いますよ。  で
も、やっぱり今...



- -



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 公約って言ってい
い

【自分】【無音00:59まで】。 はい、あの、皆さんお集りい
ただきましてありがとうございます。 おはようございます。 
えー、よろしいですか？ はい、あの、ただいまからですね、
えー。 これどうなんだろう、あの、公約って言っていいん
だっけ？  
【自分】公約＊。  
【自分】いいですね？  
【自分】はい。

[2]「給料上げ
る、国を守る」
についての具体

的説明

2 給料上げる、国を
守る

【自分】はい、あの、7月に行われます、えー、参議院選挙
に向けた、え、わが党の公約を、あの、発表したいと思いま
す。 え、お手元に資料配ってると思いますが、ここに、あ
の、パネルを作りました。 で、我々がですね、今回訴えたい
のはですね、主に2つです。 え、キャッチフレーズここに書
きました。 えー、給料上げる、国を守る。 え、これをです
ね、えー、我々力を入れて訴えていきたいと思います。

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。

3

昨年の衆議院選挙
の際に訴えた政策
を、えー、基本的
には踏襲

あの、昨年の衆議院選挙の際に訴えた政策を、えー、基本的
には踏襲をしております。 え、この政策を訴えて、え、国民
の皆さんからご支持をいただいて、え、議席を増やすことが
できましたので、基本的には、え、衆議院選挙のときのマニ
フェスト、え、公約をですね、この5本柱、え、それをもと
に、それをブラッシュアップする形で、え、まとめておりま
す。

[2]「給料上げ
る、国を守る」
についての具体

的説明

4

物価の上昇率を上
回る、え、賃金上
昇率、え、これを
ぜひ実現したい

ただ、新しいものはですね、やはりウクライナの状況です。 
え、原油価格が高騰するなどですね、物価が非常に上がり始
めていますので、え、改めてですね、私たちは物価の上昇率
を上回る、え、賃金上昇率、え、これをぜひ実現したいと。

[3]「昨年の衆議
院選挙の際に訴
えた政策を、

えー、基本的に
は踏襲」につい
ての具体的説明

5
積極財政で給料が
上がる経済を実現
していきたい

え、そして25年にわたって続くこの実質賃金指数の下落傾向
に歯止めをかけてですね、ヤッパ＊給料が上がる経済を実現
するんだということをですね、一番私たちは強調したいと思
います。 え、そのために、え、これまでも言ってきた積極財
政ということでですね、え、これまでの、ま、緊縮的な、特
に人づくりのところが一番大事なんですけども、え、こう
いったところに予算を十分振り向けてこなかった、え、経済
政策の在り方を変えてですね、え、積極財政で給料が上がる
経済を実現していきたいと。

[2]「給料上げ
る、国を守る」
についての具体

的説明

6

教育国債の発行に
よって、え、教育
や科学技術の予算
を倍増

え、そして、その積極財政の中でも、とりわけですね、
えー、人づくりは国づくりだということで、ま、教育国債の
発行によって、え、教育や科学技術の予算を倍増します。 
え、そのことによって、え、日本経済全体の生産性、え、そ
して成長率を上げていく、ま、こういったことにですね、
え、まあ、本気で取り組む姿勢を、え、さらに強調しており
ます。

[2]「給料上げ
る、国を守る」
についての具体

的説明



7

総合的な安全保障
をですね、しっか
り強固にしていこ
う

また、加えてですね、もう1つの柱が、ま、国を守るという
ことですけれども、これはあとで、あの、オオツカ政調会長
にも説明してもらいたいと思いますが、え、我々今回法案を
提出しました。 え、それは、総合的な安全保障をですね、
しっかり強固にしていこうと。 これは軍事的な面、え、ダケ
デハ＊非軍事、え、加えてですね、その、非軍事的な部分
は、え、経済やそして食料、エネルギー、人材の育成確保、
こういった広範に及ぶですね、えー、経済安全保障を強化し
ていこうということで、そういう広い意味で、ま、く。

[2]「給料上げ
る、国を守る」
についての具体

的説明

8
エネルギーの安定
確保、安定供給と
いうことは重要

【自分】クニヲ＊守っていくということで、え、ここに書い
ていますが、特にですね、ここに書いてますように、え、今
は、ま、エネルギーの問題、食料の問題が大きな問題になっ
ておりますので、え、まずエネルギーの安定確保、安定供給
ということは重要だろうと。 で、また、電気料金も非常に上
がってますからね。

[7]「総合的な安
全保障をです

ね、しっかり強
固にしていこ

う」についての
具体的説明

9

安全基準を満たし
た、原子力発電所
については動かし
ていこう

ま、こういったことに対して、えー、対応するためにも、安
全基準を満たした、原子力発電所については動かしていこ
う、また、より安全性の高い技術も出ていますし、その技術
の維持、確保という観点からもですね、えー、次世代の、
えー、新しいですね、例えば、いわゆるSMRといわれる、
えー、小型、えー、モジュール炉、ま、こういったものにで
すね、リプレースしていくこともですね、行っていこうとい
うことを、今回、マイ＊明示をしております。 そのことに
よって、富が海外に流出しないようにする。 技術が流出しな
いようにするということで、え、結果として一番最初に申し
上げた給料が上がる経済にも、え、資するということであり
ます。

[7]「総合的な安
全保障をです

ね、しっかり強
固にしていこ

う」についての
具体的説明

10
必要な、えー、防
衛費は増やしてい
く

えー、そして今回ですね、やはり私たちは現実的な外交安全
保障政策を訴えてきましたけれども、ま、特にウクライナ情
勢、あるいは、えー、極超音速ミサイルの開発など、我が国
をとりまく安全保障環境の、えー、急速な変化を踏まえて、
えー、ここです。 戦争させないための抑止力と、そして有事
になった際のですね、え、攻撃を受けた場合の自衛のため
の、ま、打撃力、反撃力をですね、しっかりと整備をしてい
く。 そのために必要な、えー、防衛費は増やしていくという
ことも、え、明示をいたしております。

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。

11
若い人の意見が政
治にもっと反映さ
れる

あと正直な政治、これはですね、えー、我々が、ま、結党以
来訴えております、え、公平公正な政治を実現していく、
ま、これは重要です。 え、公文書の、お、改ざんについては
罰則を設ける、ま、これは従来からモウシタ＊いますけれど
も。 やはり多様なですね、人が政治に参加をして、多様な目
で、えー、政治をチェックしていくということも大事なの
で、特にですね、今回、えー、高校生、あるいは大学生で
も、え、国会議員になれる、えー、つまり、衆議院は18歳か
ら、参議院は20歳から、被選挙権が持てるようにしてです
ね、え、若者の政治参加を、単に投票権を持つだけではなく
て、えー、議員になれる資格もですね、え、大幅に引き下げ
て、え、こうした、ま、高校生、あるいは大学生議員、え、
そして、えー、若い人の意見が政治にもっと反映されるよう
な仕組みを作っていくということも合わせて提案をしており
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。

12

経済社会のあり方
を、えー、根っこ
から変えていきた
い

いずれにしても、えー、この5項目が、えー、主な柱ですけ
れども、そん中でも、私たちはですね、とにかくですね、
今、日本の最大の課題である、この給料が上がらなくなった
経済社会のあり方を、えー、根っこから変えていきたいと。 
その意味で、給料を上げる、国を守る、え、この2つのです
ね、えー、大きな政策の柱を堂々と訴えて、え、参議院選挙
を勝ち抜いていきたいと、そう思っています。 私からは以上
です。

[2]「給料上げ
る、国を守る」
についての具体

的説明



13

日本版CDCのよう
なですね、司令塔
機能をしっかりつ
くるべき

【自分】ダイジョウブ＊です、マスク＊1回＊。  
【自分】＊出てきませんけれども、えー、コロナ対策につい
てもですね、我々、ま、これまでですね、えー、え、見つけ
る、オサエル＊、動かすという3原則でやってきましたが、
ま、新しくですね、まずデスネ＊、コロナのこれまで取って
きた政策を、速やかに検証すべきだと。 政府でも一部始まっ
ていますが、まもなく法案提出しますけれども。 えー、国会
に、原発事故チョウ＊のような、えー、検証組織を設けて、
まずしっかり検証するということ。 でその中でやっぱり、日
本版CDCのようなですね、司令塔機能をしっかりつくるべき
だということも提案をしております。

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。

14

コロナ3策とし
て、ま、改訂版と
して、え、まとめ
ておりますので併
せて紹介

また、ま、いわゆるですね、感染症法の、ま、2類相当とい
うですね、今の感染症法上の位置付けについても見直すべき
だと。 科学的な、え、根拠に基づいて見直すべきだというこ
と、そして合わせてですね、マスクの着用。  
【自分】＊の、ま、推奨のあり方についてもですね、これも
う、見直していくべきだ、特に、子供についてはですね、
ま、これをもう緩和すべきだということも、併せて提言をし
ております。 え、感染を抑えると同時に、そろそろですね、
経済をしっかりとですね、正常機能に戻していくために、こ
の動かすということをですね、より強調した、ええ、コロナ
3策として、ま、改訂版として、え、まとめておりますので
併せて紹介させていただきたいと思います。

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。

15

現物が、ああ、で
きた、あ、段階
で、ええ、皆さん
に発表をさしてい
ただく

では、あの、オオツカ政調会長から補足を含めてお願いしま
す。  
【自分】これはあの、お、マニフェストの、お、柱、あ、
と、その、お、柱に関する、う、説明を今日は発表を、
おー、さしていただきました。 ま、公約、う、であります。 
ええ、当然、ええ、政策は、ああ、ここに記載できたもの以
外にも多数ございますので、ええ、確論については、ああ、
また公約集、うう、現物が、ああ、できた、あ、段階で、え
え、皆さんに発表をさしていただくことになると思います。

[16]「経済安保
法案には、あ

あ、当初から、
ああ、賛成」に
ついての具体的

説明

16
経済安保法案に
は、ああ、当初か
ら、ああ、賛成

ま、経済的、いい、あ、総合的経済安保法案について一言だ
け、あの、付言をさしていただきますが。 え、繰り返しにな
るかもしれませんが、あ、私たちは、あ、この国会で、ま、
政府の、おお、経済安保法案には、ああ、当初から、ああ、
賛成のスタンスで臨んでおります。 むしろ、おお、早い段階
から、ま、われわれが、ああ、作るようにということを求め
て、え、いたものでもあり、いい、それで、はそれで、一歩
前進だと思います。

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。

17

経済安全保障とい
うことを考えるこ
と、そしてそのた
めの法制

ま、ただし、い、今回の経済安保法、成立した法律だけで、
ええ、しからばそれで、え、食料や、あ、エネルギーや、
あ、医薬品や、ああ、さまざまな、ああ、生活物資が、あ
あ、緊急時において、ええ、確実に確保できるという保証
は、あ、ありませんので。 え、やはり、い、総合的な、あ
あ、経済安全保障ということを考えること、そしてそのため
の法制を整備することが極めて重要だと思っておりますの
で。

[16]「経済安保
法案には、あ

あ、当初から、
ああ、賛成」に
ついての具体的

説明

18

ミリタリーな安全
保障だけのことを
言っているわけで
はない

ええ、この自分の、おお、国は自分で、え、守るという、う
う、この私たちの決意は、ああ、狭い意味でのミリタリーな
安全保障だけのことを言っているわけではないと、お、いう
ことは、ま、改めて、え、付言をさしていただきたいと思い
ます。 ええ、それでは、ああ。  
【自分】1点、ちょっとすみません。  
【自分】はい。

[16]「経済安保
法案には、あ

あ、当初から、
ああ、賛成」に
ついての具体的

説明



19
力を入れてるのは
家計減税です

【自分】あの、おお、補足をします。 あの、去年の衆議院選
挙と一番違うのはですね、あの、スタグフレーションに陥り
つつあるということだと思います。 あの、去年まではです
ね、ええ、ま、景気が低迷してましたけれども、今回、物価
が上がる中で景気が低迷するという状況で。 ただ、今だにで
すね、20兆円ぐらいのデフレギャップがありますから、どう
やってやっていくのかということが非常に大事で。 ええ、ま
ず二つですね、非常にポイントだということで、われわれ、
え、力を入れてるのは家計減税です。 あの、家計のですね、
所得、賃金が上がらない中で物価上がってるので、可処分所
得が減ってきてますから。 ここをどうやって下支えして、消
費が縮まないようにするかということがポイントなので。 そ
こで提案してるのが、消費税の、お、時限減税。 これは、
ま、前から言ってますが、加えてですね、いわゆる、ええ、
トリガー条項凍結解除、これわれわれ引き続きですね、諦め
ずに訴えておりますので、え、ガソリンの減税と。 ま、こう
いったものを含めたですね、家計負担を軽くする家計減税。

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。

20

インフレ手当、こ
れを新たに、い
い、創設をし、あ
の、給付

で、加えてですね、ええ、燃料の価格高騰などから家計を守
るための、え、10万円の現金給付。 これインフレ手当、こ
れを新たに、いい、創設をし、あの、給付を行います。  
【自分】で、これも前回と同じなんですけど、給付のやり方
ですけれども、ええ原則一律給付なんですが、課税時に所得
の高い方や所得の減ってない方については通常の所得税に上
乗せして、ええ課税することによって、まあある種返還をし
ていただくことになるので、返さなきゃいけない人はです、
そもそも申請しないということなので、真に必要な人にお金
が行き渡るということにしております。

[19]「力を入れ
てるのは家計減
税です」につい
ての具体的説明

21

労働市場をです
ね、ええ好転させ
タイトにして、え
え給料を上げてい
く

まあ併せて人づくりやデジタル、カーボンニュートラル、或
いはまあスタートアップとかですね、こういったところには
大規模長期、そして計画的な投資をですね、ええしっかり
行っていくことで、ええ経済をまあ特に投資と消費をええ活
性化さして、まあ労働市場をですね、ええ好転させタイトに
して、ええ給料を上げていくと。 こういう政策をですね、
しっかりと進めていきたいと思います。

[19]「力を入れ
てるのは家計減
税です」につい
ての具体的説明

22

企業のインフレ手
当は、まずその手
当そのものが損金
対象になる

【自分】あの代表が補足したんで、その補足のもう1個補足
をしますが、あのインフレ手当に関しては、政策集には必ず
書き込むことですが、今あのここに明記してあるのは、あの
政府による公的インフレ手当であります。 まあもう1つは、
企業や事業者が社員従業員に対して、ええインフレ手当を支
給できる、そういうインセンティブを与える税制改革も行い
ます。 まあつまり、ええ企業のインフレ手当は、まずその手
当そのものが損金対象になるということと、支給を受けた社
員、じ、ええ従業員については、これはあの所得控除、或い
は所得不換算、あの不算入ですね、まあそういうことを想定
しておりますので、まあこれはあのそれも導入するというふ
うに書いていただいて、あの結構ですので、今日の段階で発
表させていただきたいと思います。

[19]「力を入れ
てるのは家計減
税です」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

23 必要だと思ってお
ります

それではご質問があればお受けします。 代表にご質問がある
方、どうぞ。  
【自分】はい、どうぞ。  
【自分】えー、サンケイ新聞のオオハシです。  すいませ
ん、昨日もお伺いしたんですが、この打撃力、反撃力のとこ
ろで、昨日のあの政調会長のご説明だと、まあなんですか、
所謂こう拒否的抑止みたいなイメージのもので、まあ相手領
域内で、まあその指揮系統とか、通信系統を、まあ叩くとい
う意味での打撃力、反撃力ではないというふうに理解したん
ですけど、そういった能力の必要性について代表はどうお考
えですか？  
【自分】あの必要だと思っております。

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。

24
専守防衛っていう
のは、あの維持す
る考え

で、あくまでですね、我々は専守防衛っていうのは、あの維
持する考えです。 あのこれあのカウンター、けいたび、ケイ
パビリティで反撃力って書いてるので、あるまで、あくまで
そのええ攻撃を受けた際のですね、反撃する力なんですが、
ただもう極超音速ミサイルとか、先方も長射程のミサイルを
持っているので、単に迎撃するだけではですね、ええ十分に
ええ防衛できないというような、まあ兵器の非常に開発も進
んでいます。

[23]「必要だと
思っておりま

す」についての
客観根拠・デー

タ



25 一定の打撃力は必
要

ですから、それに合わせたですね、ええ我が国の守りを強固
にする為にはですね、まあ単に長射程のミサイルを持つとい
うことではな、だけではなくて、例えばまあ衛星コンステ
レーションとか、どこに何があるのかということをきちんと
把握する能力であるとか。 或いは、そもそもの日本が低いと
されてきたインテリジェンスの能力であるとか。 或いは例え
ばまあ攻撃型ドローンとかですね、まあ多様な手段を使っ
て、このええ反撃力ということは持つべきだと思いますの
で、あのこれは憲法審査会の中でも議論しておりますけれど
も、あくまで我々は専守防衛だという原則は崩しておりませ
んけれども、単にまあこっちに届いてきたものを迎撃する
と、所謂ミサイルディフェンスだけでは、なかなか対応でき
なくなっているので、あの実効的な反撃力をしっかり持つと
いう意味で、一定の打撃力は必要だろうということで、ここ
に。

[23]「必要だと
思っておりま

す」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

26

物理的な攻撃の中
には、当然サイ
バー攻撃に対する
サイバーブロック
も、おー、ある

【自分】明記をしています。  
【自分】あの、ちょっと補足しますとね、あの、おー、こ
の、その打撃力かっこ反撃力っていうのは、当然、あの、物
理的、いー、に、いー、現に仕掛けられた攻撃を止めなけれ
ばならないという意味ですから、あ、その物理的な攻撃の中
には、当然サイバー攻撃に対するサイバーブロックも、
おー、あるわけです。

[27]「政府全体
で、えー、議論
をしていかなけ
ればいけない」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

27

政府全体で、
えー、議論をして
いかなければいけ
ない

で、これ、あの、去年の、お、ガイコウボウエンカイ＊の議
事録見てもらうとわかりますが、そこでも議論しましたが、
サイバー攻撃に対して、じゃ、他国に置いてある、う、サイ
バー、あ、あの、サーバーとかですね、あるいは第三国に置
いてあるサーバー、あ、とかに対して、えー、相手からのサ
イバー攻撃をブロックするためにアプローチをするというこ
と、これがどういう定義でどういう意味を持つのかというこ
とは、政府与党においてもまだ定義をされてないわけです
ね。 だから、こういう、あの、んー、可変的で流動的な安全
保障環境の中で、えー、一つの言葉をですね、えー、定義し
きるというのは、ま、非常に難しい、いー、状況であります
ので、私たちは、あ、今回はその原則論として、え、まず専
守防衛、えー、の大原則は、あ、維持するということで、
こ、あくまで攻撃を受けた場合、あくまで自衛のため、あく
まで反撃のための打撃力は持つ必要があるけれども、その打
撃力とはどういう意味を持つのか、あー、今のサイバー攻撃
に対する対応も含めてですね、ここは、あー、与野党、お、
そして、え、政府全体で、えー、議論をしていかなければい
けない点だと思ってます。

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。

28

装備体系を整え
て、えー、実効的
な反撃能力を整備
していく

【自分】あ、それ＊必要だというのは、要は、ま、例えば、
じゃ、相手の移動式発射台を叩くとか、そういうのはこの打
撃力反撃力に含まれてるんですか？  
【自分】ええとですね、昭和30年代からですね、いわゆる敵
基地攻撃能力というのはですね、あの、まさにその攻撃の意
図を持って、ま、当時はですね、あの、非常に、ま、伝統的
なその、おー、弾道ミサイル、しかも液体燃料しかないよう
な時はですね、も、その準備していくのが、こう、み、み
ゆ、み、こう見て分かるような感じだったんですが。  今は
マテル＊、ま、移動式発射台とかですね、エスエルディーエ
ム＊とかになると、ま、いわゆる敵基地っていうことを、そ
のものをですね、探知してそこを叩くっていうことが、あ
の、私は難しいと思います。 ですから、その先ほど、ま、オ
オツカ政調会長からもあったように、あの、多分その今回ウ
クライナを見ていても、事前にそのサイバー攻撃とかが最初
に展開されるんだと思いますので、ま、そういったところも
含めてですね、えー、日本に対する攻撃を有効に、その反撃
するということは何なのかということも含めて、その装備体
系も含めた議論が必要だというところです。  ですから、ま
あ、今申し上げたような、少なくともですね、ま、スタンド
フ＊ミサイルのような長射程のミサイルだけではなくて、
ま、エイセイコンセレーション＊とか、その攻撃型ドローン
とか様々なですね、あ、トータルとしての装備体系を整え
て、えー、実効的な反撃能力を整備していくっていうことが
重要だと思います。  
【自分】どうぞ。

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。



29

自給率基本計画と
いうことでです
ね、えー、打ち出
していきたい

【自分】あ、ニホンノウギョウ新聞のキデラ＊と申します。 
あの、食料安全保障の関係で、あの、昨日食料自給基本計画
を新しく策定すると言われていたんですが、あの、ま、農水
省の中でも今食料農業農村基本計画があって、その中で品目
ごとの自給率目標というのもあると思うんですけれども。 
ま、今回この新しい計画というのは、それとどう違うのか
と、そういう、ま、策定する狙いなど、＊あれば教えてくだ
さい。  
【自分】農水省でもですね、従来、あの、ま、食糧安保＊。  
【自分】＊もありますから、あの、力を入れてきたとは思う
んですけれども。 今回、例えばインドがですね、えー、小麦
の輸出を、ま、いわゆる禁輸をしたりですね、ま、これまで
とはですね、また、世界の、この食料を取り巻く環境が大き
く変わってきてると思うので、そこの、やっぱり自給率、自
給力をどう確保していくのかというところを、特出しで出し
てですね。 え、国民の皆さんにも、えー、そういった問題意
識をですね、えー、共有してもらい、ま、注意喚起も含めて
ですね、えー、食料安全保障が非常に大事なんだということ
を訴える意味で、ま、そこは、あの、従来の基本計画からで
すね、ま、特出しをして、えー、ま、自給率基本計画という
ことでですね、えー、打ち出していきたいと、そのように
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。

30

国産の物を買って
いただくという、
ま、運動論も含め
て推進

【自分】で、今の、その、現状の基本計画とはちょっと別で
定めて、そこだけを強調したような基本計画にするという？  
【自分】ハイ＊、ソウデスネ＊。 アノ＊、特にですね、あ
の、問題は、消費者の皆さまにもですね、やっぱり国産品を
買っていただくと。 単に、これは生産者だけではなくて消費
者の理解も、あの、得ないと、例えば少し高くてもですね、
えー、国内の物を買っていただくと、国産の物を買っていた
だくという、ま、運動論も含めて推進していきたいというこ
とで。  えー、従来の基本計画とは別にですね、えー、そう
いった、あの、自給率目標を定め、えー、具体的な行動計画
を定めるような基本計画を作りたいと思ってます。

[29]「自給率基
本計画というこ
とでですね、

えー、打ち出し
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。

31

食料の計画につい
ても、その品目の
カバレッジは政府
より大きくなる

【自分】ちょっと補足、補足ですが、あの、おそらく政府の
計画のカバレッジより広くなると思いますよ、品目で言う
と。 おー、あの、農業以外の産業分野でも、今回のことで、
あの、ま、半導体はみんなが想定してましたけども、それ以
外でも、思わぬ物が、あの、要するに国内では調達できない
ということが多々ありましたので、えー、食料の計画につい
ても、その品目のカバレッジは政府より大きくなると思いま
す。

[30]「国産の物
を買っていただ
くという、ま、
運動論も含めて
推進」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

32

意識的には出して
いませんが、結果
としてそうなって
る

【自分】あとお二方で、他にありますか？ ちょっと時間もあ
るので。 おお、結構ありますね。 はい、どうぞ。  
【自分】あ、ニホンケイザイ新聞社のオオサワと申します。 
あの、代表にお伺いします。  
【自分】はい。  
【自分】代表、以前から、あの、安全保障、エネルギー政策
は現実路線に行くべきだというお考え、示されてたと思いま
す。 で、公約の中では防衛費の増額であるとか、原発の再稼
働、リプレースを明言しました。 で、一方、内政は、その、
身を切る改革ではなく、積極財政を続けるということで、
ま、立憲民主党や維新の会との、その、差異を、意識的に出
されてる部分があるのかなと感じますが、その辺の狙いを教
えてください。  
【自分】はい。 あの、意識的には出していませんが、結果と
してそうなってるのかなというふうに思います。

[34]「安全基準
を満たした原発
を動かしてい

く」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

33

エネルギーの自給
率を高めていく
ニーズというの
は、これまで以上
に高まってる

で、特に、まず、まあ、野党第1党である立憲民主党さんと
はですね、たぶんここの、エネルギー政策とか原発のところ
はですね、あの、立憲民主党さんはもう綱領に原発ゼロって
いうふうに書かれておられて、あの、ま、即ゼロという法案
もかつて出しておられたので。 やはり、あの、われわれは、
エネルギーの安定供給なくして経済成長あるいは賃金上昇は
ないと思っていますので。 えー、このウクライナの情勢も踏
まえてですね、エネルギーの自給率を高めていくニーズとい
うのは、これまで以上に高まってると思いますので。

[34]「安全基準
を満たした原発
を動かしてい

く」についての
理由・ニーズ



34
安全基準を満たし
た原発を動かして
いく

もちろん、われわれ2011年、あ、あの、3月11日の、あのカ
クブジコ＊を経験してますから、安全基準を満たすっての
は、もう当然ですし、長期的にはですね、原発に依存しない
社会をつくっていくのは変えていませんけれども。 当面はで
すね、やはり、えー、安全基準を満たした原発を動かしてい
くというのが、国民生活を守る意味でも必要だろうと。

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。

35
国民の皆さんの理
解を得ていきたい

そして、また外交安全保障もですね、これだけ安全保障環境
が変わってきている中でですね、やはり、あの、現実的な防
衛費の増額であるとか、あるいは先ほど申し上げた、自衛の
ための打撃力、反撃力っていうのは、やっぱりこれは整備し
な。  
【自分】＊と、国を守れませんので、そこはわれわれとして
は、あの、結党以来現実的な外交安全保障、エネルギー政策
を掲げてきた政党として、ここはですね、今こそ、ま、そう
いった政策を前面におしだして国民の皆さんの理解を得てい
きたいと。

[34]「安全基準
を満たした原発
を動かしてい

く」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

36
教育国債の発行な
ども提案してる

で、日本維新の会の皆さんの、その経済政策については必ず
しも、よく私は承知しておりませんが、だたまあ、身を切る
改革といって、どちらかというとですね、この、支出を削っ
ていくというような方向だと思いますが。 われわれは、ま
あ、過去の、この賃金が上がらなかった30年を総括したとき
に、やっぱり出すべきところにお金を出してこなかったこと
がですね、結果として日本の供給力、経済成長率を低めてし
まったんではないか。  特に出すべき分野として、えー、教
育、科学技術ですね、こういったところについてはですね、
えー、もっと積極的にお金を使うべきだということで、ま
あ、教育国債の発行なども提案してるということですので。

[37]「国内政策
はどちらかとい
うと積極財政

で、えー、やっ
ていこう」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

37

国内政策はどちら
かというと積極財
政で、えー、やっ
ていこう

まああの、他党がどうこうということよりもですね、わが党
が、まあ結党以来ですね、やってきた、まあ、あの、国内政
策はどちらかというと積極財政で、えー、やっていこうとい
うこと。 そして外交安全保障、エネルギー政策については、
現実的にやろうということは、その組み合わせはずっと言っ
てきたので、それがまあ、この、え、コロナやウクライナの
危機ということを踏まえてですね、より明確になったなとい
うことであります、はい。

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。

38
細かい政策集に
は、そこはきちん
と書いていこう

【自分】読売新聞のアベです。  えっと、憲法改正について
伺いたいんですけれども、あの、今回の公約の中で、えー、
どう位置付けるかということと、あと、まああの、緊急事態
条項を始め、あの、憲法審査会のほうで、あの、代表から
も、あ、意見表明されてますけれども、あの、どのような内
容を訴えていきたいかということ、お願いいたします。  
【自分】はい、あの、憲法審査会で、え、かなりまあ、そこ
だけは特出しで、もうすでにいろんな発言、わが党としての
考え方を発信しておりますので、あの、細かい政策集には、
そこはきちんと書いていこうと思っております。

[39]「憲法を改
正しないとでき

ないので、
えー、ここはま
ずですね、急ぐ
必要」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

39

憲法を改正しない
とできないので、
えー、ここはまず
ですね、急ぐ必要

で、今まあ、すでに審査会でも申し上げていますが、わが党
としては、まず優先順位が高いのはですね、あ、もともと
2020年12月に、憲法改正に向けた論点整理をしております
が、それが基本的なわが党の考え方です。 で、その後コロナ
がありましたので、えー、そこでまとめた中でも、とりわけ
急ぐテーマだと考えているのは、緊急事態条項の創設、とり
わけ、えー、衆議院、参議院の任期満了時に、えー、災害や
感染症の拡大など、いわゆるまあ、緊急事態が生じたとき
で、選挙ができない場合にですね、え、この任期の特例延長
規定は、これはですね、やっぱ憲法を改正しないとできない
ので、えー、ここはまずですね、急ぐ必要があるだろうと。 
いついかなるときでも立法機能をちゃんと維持する仕組みが
必要だろうということで、これは具体的にですね、あの、提
案をしていきたいと思います。

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。

40

新しい時代の人権
などについてもで
すね、え、積極的
に議論

で、あわせてまあ、いわゆるデジタル基本権、データ基本権
といわれるようなですね、え、このデジタル社会の進展にと
もなって、えー、まあ、自己決定権であるとか、そういった
新しい時代の人権などについてもですね、え、積極的に議論
をしておりますので、こういった問題提起もしていきたいと
思っております。

[39]「憲法を改
正しないとでき

ないので、
えー、ここはま
ずですね、急ぐ
必要」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



41
そういった方向性
を緩めるべきでは
ない

【自分】セサキ＊です。  あの、改めてなんですが、積極財
政に転換っていうところだったんですが、あの、まあ海外で
は今ですね、コロナ禍、あ、すみません、海外では、コロナ
禍を経てですね、どちらかというと財政健全化に向かって
やってこうという流れも出てきています。 その中で、あの、
この積極財政っていう、あの、財政の健全化とのバランスっ
ていうのは、どう考えていかれますか？  
【自分】アメリカもそうですけど、日本もそうなんですが、
ゼイ＊。  
【自分】＊増えてますよね。 で、それは、やはり、この間
やってきた積極財政の効果が出てですね、経済の下支えに
なって、え、そして、えー、こう、経済回復に伴って税収が
増えることで、え、財政が健全化していってますので、あ
の、まさに、ここで、あの、そういった方向性を緩めるべき
ではないと。

[43]「税収も増
加し、え、財政
の再建にも繋

がっていく」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

42

アメリカも、
ちょっと、気を付
けなければいけま
せんが

で、アメリカはですね、かなり、まあ、あの、インフレも進
んでますが、賃金上昇率も、かなり高くなってきてるので、
ま、金融を、ある程度、引き締めていっても、それに耐えう
る状況、ただ、まあ、少し＊になるんじゃないかっていうふ
うに、ちょっと言われ始めてるので、アメリカも、ちょっ
と、気を付けなければいけませんが。

[43]「税収も増
加し、え、財政
の再建にも繋

がっていく」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

43
税収も増加し、
え、財政の再建に
も繋がっていく

日本の場合はですね、そうはいっても、まだまだ物価上昇率
もアメリカに比べて低いですし、え、何より賃金上昇率が低
いので、え、加えて、デフレギャップも、まだ20兆ぐらいあ
りますから、まだ、その、これまで取ってきた積極財政や金
融緩和を緩める時ではないと思っていますので、ま、特に、
この、えー、物価上昇、原油価格の上昇に、えー、沿ったで
すね、えー、積極財政の中身に、少し中身を変えた上で、
えー、これを進めていきたい。 そのことによって経済が回復
して、え、税収も増加し、え、財政の再建にも繋がっていく
と思っています。

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。

44
リプレイスの部分
ていうのは、割と
慎重姿勢かな

【自分】あともう1点なんですけども、この原子力のところ
で、安全保障のところ、お伺いしたいんですが、あの、ま
あ、確かに、原子力、欧米でも見直されていたりとかしてい
るっていうノハ＊、よくわかるんですけども、やっぱり、日
本では、福島原発ダイ＊、あの、事故があってですね、政府
の方は基本計画に入れないなどですね、リプレイスの部分て
いうのは、割と慎重姿勢かなと思っています。 去年の秋の段
階での計画には、入れていません。

[47]「小型モ
ジュールなどに
ですね、あの、
リプレイ＊して
いくことが必

要」についての
理由・ニーズ

45

与党が必要なこと
を、ちゃんと言わ
ないので、我々が
ケツを叩いてる

で、やっぱり、あの、その中でですね、自民党ト＊、ケイザ
イカ＊を求めてるっていう、イマ＊、構図が、げん、リプレ
イス巡ってはあるかなと理解してるんですけれども、ここ
で、あえて踏み込まれたらっていうノハ＊、どういうことな
のかっていうこととですね、やっぱり、まあ、安全保障、ウ
クライナ情勢アル＊っていうのは、よく理解するんですが、
一方で、まあ、あの、与党よりという文脈とも捉えられかね
ない、今、タイミングではあると思うんですけれども、あ
の、そのて、点で、どういうふうに話されますか？  
【自分】与党が必要なことを、ちゃんと言わないので、我々
がケツを叩いてるってイウ＊ぐらいの感じだと思いますね。

[47]「小型モ
ジュールなどに
ですね、あの、
リプレイ＊して
いくことが必

要」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

46
施設を建設する人
も、きちんと育成
しておかないと

あの、2つの理由あります。 まず、あまりにもですね、老朽
化したものを使い続けるっていうことが、安全性の観点から
もですね、非常に問題があるということで、より安全なもの
があれば、それは原子力発電所に限らず、リプレイスして
いった方が良いっていうのは、あの、当然だと思うのと、も
う1つ、やっぱり技術力とか、あの、人材ですね、え、これ
をしっかりと維持していかないと、今は、まだ、日本の原発
の国産率は9割を超えてますけれども、アメリカ、イギリス
のように、もう、国内サプライチェーンを喪失した国はです
ね、自分の国の企業と人で原発を作ることが出来ないんです
ね。 で、エネルギーの、やっぱり、自給率を高めていくって
いうのは、単に、その、原材料をどうするかっていうことヲ
＊に加えて、それヲ＊、オペレートする人とかですね、その
施設を建設する人も、きちんと育成しておかないと、極めて
脆弱な状況に陥ってしまうということですので。

[47]「小型モ
ジュールなどに
ですね、あの、
リプレイ＊して
いくことが必

要」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



47

小型モジュールな
どにですね、あ
の、リプレイ＊し
ていくことが必要

あの、幸いですね、その、えー、新しい新型炉の開発につい
ては、日本企業もですね、積極的に、えー、参加しておりま
すので、そういった、ま、国内の産業を維持すること、サプ
ライチェーンを維持するという観点からもですね、より安全
な、えー、特に、小型モジュールなどにですね、あの、リプ
レイ＊していくことが必要だと思います。 あの、我々、新増
設はしないという原則は、あの、維持しておりますけれど
も、今あるものを、より安全なものにリプレイしていくこと
はですね、さすがに、これ、政治判断で決めていかないと、
あの、誰も判断しないということでは、もう、毎日、毎日、
毎年ですね、あの、技術と人が流出していくっていうのは国
益に反すると思いますので、え、今回、明確に提案させてい
ただいております。

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。

48
実際に運用すると
なった時のこれは
協議が必要

【自分】フリーランスのミヤザキノブユキと申しますが、細
かいところですけれども、日銀が保有する国債を一部永久国
債化することに関して確認なんですが、これは無利子永久国
債、無利子の永久国債なのか、それとも有利子の永久国債な
のか。 ま、有利子の永久国債っていうことになると、ある意
味、日銀という会社は、ずっと売上高が国によって保証され
た会社というふうな、あの、見方も出来ますが、その点に関
してはどうなんでしょう？  
【自分】あの、日銀保有国債の一部永久国債化、これはあの
セイサクショ＊に当然残ります。 で、ええ、これはですね、
ええ、有利子でやるか無利子でやるか、実際に運用すると
なった時のこれは協議が必要だと思います。

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。

49

政府との協議の結
果決まるので、今
ご指摘のようなこ
とは当たらない

で、現時点で、あの、私個人のイメージではもちろん有利子
ですけれども、しかしそれはあの、収入が保証されたという
意味には取ってません。 あの、日銀は、あの、国庫納付金も
ありますし、その国庫納付金をどういう水準にするかという
のは、政府との協議の結果決まるので、今ご指摘のようなこ
とは当たらないと思います。

[48]「実際に運
用するとなった
時のこれは協議
が必要」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

50
見ていないので、
ちょっとコメント
は差し控えたい

はい、他、どうぞ。  
【自分】キョウトシンブンのオカダと申します。 あの、京都
選挙区ではその、国民民主党は維新の会の候補に、ま、推薦
を党として出されて、出されるということですが、それで、
まあ、代表、以前からですね、その。  
【自分】マニュフェストに、この公約＊＊＊。  
【自分】あ、あ、あ、もちろん、あの、そう、そうです、は
い。  ええと、その政策の一致なくしてですね、その、選挙
協力はないとおっしゃってましたが、ま、今回のマニフェス
トで言うと、その、どの部分が、ま、一致してる点、或いは
方向性、維新とですね、方向性が一致してる点と、あの、内
容ということになるんでしょ？  
【自分】ちょっと維新のあの、日本維新の会が今度参議院選
挙でどういう公約を出されるのかっていうのは承知していな
いので、どことどこがその、公約同士合ってるのかっていう
ことはまだ調整をしていないとか、見ていないので、ちょっ
とコメントは差し控えたいと思います。

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。

51
給料が上がる経済
を取り戻したい

【自分】すいません。 ジジツウシンシャのサナダです。  あ
の、ま、ちょっとそうろん的なところなんですけれども、今
回の、ま、参院選と＊、あの、あの、これ＊の代表とかも、
あの、比例代表で500万票かかの目標掲げて、ま、その、ゲ
ンユ＊議席の維持っていうのがかかった選挙だと思うんです
けれども、まあ、改めてその、党にとってのこの夏の参院選
の位置付けと、今回の公約を踏まえて、ま、どういったこと
を争点にしていきたいのかというのを、ま、意気込みを含め
てお聞かせ＊いただければと思います。  
【自分】はい。  とにかく給料が上がる経済を取り戻したい
と。 そして、ええ、ケイケン＊する安全保障環境の中でわが
国を守り抜きたいと。 ま、このことをしっかり訴えていきた
いと思います。

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。



52 給料が上がるこの
経済を実現する

ま、特にあの、この給料が上がる経済の実現というのはです
ね、もうほんとこれ、その、全ての政党がここに、私は本来
であればですね、ええ、政策資源を投入して変えていかない
と、日本もどんどんですね、貧しく力のない国になっていっ
てますよね。 こんなに勤勉で真面目な国民がたくさんいるの
に、何で我々は一人当たりGDPを落とし、賃金が下がり、将
来不安を抱えなきゃいけないのか、ということは、もう政治
家が全部これほんとはやらなきゃいけない仕事ですけど、そ
れを体系的に総合的にやってる政党がないので、我々は給料
が上がるこの経済を実現するということをですね、掲げて、
ええ、それを一番やるのが国民民主党だということをです
ね、う。

[53]「実現する
ために、是非国
民にその力を貸
して欲しい」に
ついての客観根

拠・データ

53
実現するために、
是非国民にその力
を貸して欲しい

【自分】＊これ現役の皆さんにもそうですけど、ぎゃ、学生
の皆さんや高齢者の皆さん、みんなに、この、関係する話で
すから。 ま、とにかく給料が上がる経済、まじめに頑張れば
報われる、こういう社会を実現するために、是非国民にその
力を貸して欲しいということで全国を回って訴えたいと思い
ます。

[51]「給料が上
がる経済を取り
戻したい」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

54
政策論に入れる方
向で今、検討して
ます

【自分】えー、あと、挙手いただけますか？ あの、ちょっと
僕も本会議があるので、最後まで付き合えないかもしれない
んで。 じゃ、はい、はい、ど、どうぞ。  
【自分】すみません、キョウドウツウシンのミツヤマです。  
あの、オオツカ政調会長に伺います。 あの、以前から、そ
の、安全、安全保障についてなんですけれども、安全保障上
の観点から道路標識等の外国語表記やカーナビ情報の実情
に、ちょっと、ついて調査したいとおっしゃってましたけ
ど、これは今後のその政策論では入ってくるということです
よね？  
【自分】政策論に入れる方向で今、検討してます、はい。

[55]「安全保障
上の観点でない
誤解をされるリ
アクションが

あった」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

55

安全保障上の観点
でない誤解をされ
るリアクションが
あった

【自分】で、ちょっとそのことに関連してなんですけども、
あの、政調会長、昨晩ですね、Twitterで、ロシアの現状に
鑑み、北海道内の道路標識にロシア語標識があることは問題
だと思う、なぜこうなったのか調べると、あの、ツイートさ
れて、今ちょっと見られない状態になってるみたいですけど
も。  これ、こういう表記をされた、ひょ、表記というか、
こういうツイートをされた意図をちょっと教えてくれます
か？  
【自分】あの、安全保障上の観点から、それは必要だという
認識でいますが、安全保障上の観点でない誤解をされるリア
クションがあったので、ま、とりあえず一旦、えー、それ
は、あー、削除をし、この安全保障上の観点だということを
しっかり、り、理解していただく努力をしたいと、そういう
ことです。

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。

56
フラットな議論を
させていただきた
い

【自分】スミマセン＊、その、この文章だけを、もう今
ちょっと見られないかもしれないですけど、その、ロシア語
表記であること問題だというところ、このいわゆるそのヘイ
トスピーチにも関わるような印象を与えると思うんですけど
も、そういった指摘があったということですか？  
【自分】そういう誤解を与えかねないので、ま、一旦、あ
の、フラットな議論をさせていただきたいと、そういう意味
です。

[55]「安全保障
上の観点でない
誤解をされるリ
アクションが

あった」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

57
誤解を与えかねな
いので、一旦削除

【自分】この、このツイート自体は、またされてるんです
か、今？ ちょっと今＊。  
【自分】いや、もうしてませんよ。 今はしてマス＊よ、は
い。  
【自分】これ、あの、私昨日夜それを見てですね、で、やは
り排外主義的な、あー、あの、観点で捉えられかねませんの
で、えー、オオツカ政調会長とも話をして相談して、これは
やっぱり誤解を与えかねないので、一旦削除してくださいと
いうことで、あの、削除をしております。

[56]「フラット
な議論をさせて
いただきたい」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



58

今の時点では削除
しておいた方がい
いよねということ
で

で、問題意識は今あったように安全保障上の観点だと思うん
ですが、ただ、あの、きちんと説明しないとそういったそ
の、えー、特定のですね、えー、言語を使われる方に対して
差別的な、えー、印象を与えてもいけませんので。  あの、
我々多様性を重視するということで、コウリョウ＊にも書い
てる政党ですから、えー、そこはよくよく議論して、また整
理してですね、えー、きちんとやろうということで、あの、
140字のTwitterではなかなか伝えきれないところもあるの
で、あの、削除をしてもらうことにして、今は削除してま
す。  
【自分】じゃ、ソウソウ＊代表が指摘をされてから削除した
という流れですか？  
【自分】違います。 あの、常に連絡取り合ってます、はい。  
【自分】あ、あの、政調会長からも相談があって、ま、私も
Twitter見てたんで、ま、確認して、それでちょっとこれは
今の時点では削除しておいた方がいいよねということで削除
しました。  
【自分】いくつか批判的なものが、あ、意見があって。  
【自分】いや。

[57]「誤解を与
えかねないの

で、一旦削除」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

59
誤解をされると、
安全保障上の問題
意識が伝わらない

【自分】で、それから代表に相談された＊？  
【自分】いえいえ、私も常に自分で見てますので。 ま、さっ
き申し上げたように、これは安全保障上の観点から申し上げ
てることだけれども、違う理解をされると、これは、あの、
せっかくの皆さんのご意見も混乱をするので、ま、一度、あ
の、綺麗にしておこうということで、僕の方から電話してま
す。 はい。  
【自分】＊ですけど、その、排外主義的な、そのヘイトス
ピーチとかそういう趣旨でされたということではないと？  
【自分】違います、違います。 だから、そういうふうに誤解
をされると、安全保障上の問題意識が伝わらないので、とい
う意味です。 はい。

[58]「今の時点
では削除してお
いた方がいいよ
ねということ

で」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

60
一定の割合を、
え、税金から控除
できるようにする

あと、よろしいですか？ じゃ、あー、ハイ＊。  
【自分】お2人ね、はい。 じゃ、さっき、最初の＊、1回目
の方から。  
【自分】アサヒシンブンのキハラ＊です。  えっと、子育て
所得について伺います。 えっと、3番、人づくり、＊づくり
のところの、えっと、ごめんなさい。 教育費控除って、前
入ってましたっけ？ ＊け、前の、去年のやつ＊。  
【自分】え、今回も入れてます。  
【自分】あ、こん、えっと、前の衆院選の時も入ってまし
たっけ？ 教育費控除。  
【自分】入ってました。  
【自分】あ、はい。 ＊。  
【自分】塾代とかですね、民間教育費について、医療費控除
と同じように、税金から引けるような制度を作ってですね、
ま、公教育については無償化していきますけど、最近は、
ま、塾に行ったりですね、え、プラスアルファの、ま、教
育。 ま、ピアノを習ったり、そういうことも含めてなんです
が、やっぱりそこはですね、家の所得、家庭の所得によっ
て、一番差がつくとこなので、え、こういった、ま、広い意
味での教育についてはですね、え、そこにかかったお金につ
いて、一定の割合を、え、税金から控除できるようにすると
いう制度は、あの、今回も残しております。  
【自分】わかりました。

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。

61

所得制限の撤廃を
実現するために、
今後、どういう
ロードマップ

えっと、あと、所得制限の撤廃のところなんですけれども、
ま、かなりあの、こ、国会でもですね、質疑の中で、ま、出
てきている話題ではある反面、なかなか政府が固いところで
もあると思うんですね。 で、ま、トリガー条項含めて、え、
与党との、その、協議も始められている、コクミンミンシュ
トウだから伺うんですけれども、これ、実際、これ、所得制
限の撤廃を実現するために、今後、どういうロードマップが
描きうるのか、現時点でその、なんか、構想とか、考え、お
考えあったら教えて下さい。

[62]「国民の皆
さんから力を頂
かないと、実現
できない」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



62
国民の皆さんから
力を頂かないと、
実現できない

【自分】まず、我々が、参議院選挙で議席を増やすことで
しょうね。 やっぱり、国会内で、この所得制限を言う勢力が
増えていかないと、なかなか、あの、実現にも繋がらない。 
＊、トリガー条項もそうです。 あの、去年の衆議院選挙で、
公約に掲げて、現時点において、できてないことは、これは
国民の皆様にお詫びをしなければいけませんが、ただ、あ
の、補助の拡充とかですね、ま、オオツカさんも頑張って頂
いて、一定程度の成果を得てるんですが、やっぱり、本丸
の、え、ガソリン減税ということを実現するためには、そし
て、また、今、ご指摘頂いた、え、子育て教育政策における
所得制限の撤廃を実現するためには、やっぱり、これを掲げ
てる、コクミンミンシュトウにぜひ、え、参議院選挙で、
え、国民の皆さんから力を頂かないと、実現できないので、
それも含めてですね、え、訴えていきたいと思います。

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。

63

どういう課題があ
るかということ
を、まず、あの、
報告を、報告書を
作る

【自分】あの、今、ヤタさんのところで作ってる所得制限撤
廃法案ですね、これ、所得制限撤廃するためには、どういう
政策に、どういう所得制限があるのかという、ま、全ての把
握をしなくてはならないので、ま、その、棚卸しと、調査
と、ま、それを撤廃するにあたって、どういう課題があるか
ということを、まず、あの、報告を、報告書を作るという、
こういう法案の立て付けになってますので、第一歩は、そう
いうところからだと思います。 はい。 じゃ、最後に、は
い。

[62]「国民の皆
さんから力を頂
かないと、実現
できない」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

64
何かを主張するこ
とは、我が党はあ
りません

【自分】＊恐縮＊、＊なんですが、あの、ま、あの、もう、
よくよく、ま、原発だったりとか、安全保障に関して、こう
いうお考えがあったっていうのは、理解はしてるんですけれ
ども、一方で、ま、トリガー条項とか、いろんな政局の動き
があった中でですね、友党に近い政策っていう風にも受け取
られたりとか、見られる可能性があると思うんですけれど
も、その点に対しては、どういう風にお答えになりますか？  
【自分】与党に近いか、遠いかで政策判断をしたことは、1
回もありません。 あの、変化する社会、経済の中で、今の国
民にとって、日本経済にとって、何がベストなのかというこ
とで、政策判断をしてきているので、それが、結果として、
どこかの党が仰ってることに近いということは、あるかもし
れませんけれども。  あの、どこかの党に近付けようと思っ
て、何かを主張することは、我が党はありません。 で、今回
もそうです。

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。

65
安全基準を満たし
た原子力発電所を
動かすべき

で、たとえばですね、原発政策1つ取ってみても、何も言わ
ない方が、多分、あの、誰からも批判されないし、いいんだ
と思うんです。 でも、そういうことで避けてきて、政策判断
を、与党も野党もしてこなかった結果がですね、こんにちの
状況であれば、やはり、そこはきちんとですね、まさに、正
直な政治を私は貫く必要があるということで、今回も、エネ
ルギー政策については、多分、ご批判もあると思いますよ。  
でも、やっぱり今の現状を考えると、安全基準を満たした原
子力発電所を動かすべきだと思いますし、え、技術や、人の
流出を防ぐ観点も含めてですね、＊あるいはそのために必要
な技術の維持獲得ということは必要だということで提案さし
てもらってます。  
【自分】はい、ご協力ありがとうございます。 ちょっと、
10時から本会議なんで、これで終わりにさして頂きます。 
ありがとうございました。

[64]「何かを主
張することは、
我が党はありま
せん」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。


