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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

89%

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 5つの柱が記載されております

◎ 適切な情報量
2 具体策を示せるかどうか、これが

最も重要な参議院選挙の争点 あなた側の話量は46分が適切と判定されました

3
日米同盟の抑止力、対処力、これ
も、おー、しっかり、えー、整え
ていこう

聴衆にとって理解しやすい話量で話されています

4 国民生活が苦しめられた、まあそれを
脱却をして、えー、前へ進める

5 議論をしっかり深めていくと、国民の
理解を、おお、伴って

6 合意形成に努力していきたい

7 増加圧力のかかる、う、ものとの間のバラン
スで決定

8 速やかに議論を＊るよう、努めていきたい

9 新しい構成の下で、えー、検討してもらいた
い

10 以上の2種類で、えー、この参議院選挙にお
ける、向けての公約がまとめられた

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）

70.1語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ

29 CLOSED

えー、もう1点、あの、政策集46ページの、出産一時金のところですけれども、えっと、42万円
を増額しますというふうに書かれていて、えー、先日ダイヒョウ＊、ぶら下がりで、あの、50万
円という額をお話になられましたが、えっと、参院選でもこの額を、50万円という額を訴えてく
という、う、変わりないという理解でよろしいでしょうか？

30 CLOSED
この、引き続き検討を進めていくというのは、その、明記する対象としては、キタガワ代表、副
代表がおっしゃってるように、72条、73条、その辺りを具体的にイメージされて、検討を進めて
いく感じなんでしょうか？

31 OPEN これは、具体的にどんなものをイメージしているか、お聞きできればと？

32 OPEN 原発ゼロが抜けたということと、それと？

34 CLOSED 進捗について、あらためて、伺っていいでしょうか？

35 CLOSED
すみません、関連してですね、ええ、まあ、野党第一党、立憲民主党のことだと思うんですけれ
ども、あの、合意に至っていない、理由とですね、ええ、まあ、今、国会では、まあ、もう、見
送りになるという、認識でよろしいのかというところ、伺ってよろしいですか？

37 CLOSED

ええと、先ほど、説明ありましたけれど、あの、政権発足時の連立合意の文章にも、あの、改正
案の早期成立を、盛り込まれてましたけれども、まあ、ええ、3月にも、野党で、今、国会の成立
に向けて、＊されていたということで、まあ、今回、事実上、見送りになるということでです
ね、あらためて、受けとめを、伺ってよろしいですか？

37 CLOSED うん、いわゆる、文通費？

39 CLOSED ッタ＊理解ではよろし、でよろしかったでしょうか？

41 CLOSED
あの、この人権問題のですね、決議に関して、参議院として、その、良識というのは発揮できた
とお考えでしょうか？



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　　 10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　18件
話順 説明の少ない話題　8件 話順 説明のある話題　10件

1
以上の2種類で、えー、この参議院選挙におけ
る、向けての公約がまとめられた

2
国民生活が苦しめられた、まあそれを脱却をし
て、えー、前へ進める

18
主体的に取り組むように、ええ国民を、おお育成
していく

5 5つの柱が記載されております

19 何が問われる選挙か、お考えをお聞かせください 15 速やかに議論を＊るよう、努めていきたい

24
7人の当選を目指すということで、全力で取り組
んで参りたい

20
具体策を示せるかどうか、これが最も重要な参議
院選挙の争点

29 50万円を目指すということはもう訴えております 26
増加圧力のかかる、う、ものとの間のバランスで
決定

37 積極的に、合意形成に努力したい 27
議論をしっかり深めていくと、国民の理解を、お
お、伴って

38
自衛隊を明記する場合にしても、ジミントウ＊案
は受け入れない

33
責任を持って、安定供給、安全な供給を目指すべ
き

39
合意の、おー、行方についてはコメントを控えた
い

36 合意形成に努力していきたい

43 新しい構成の下で、えー、検討してもらいたい

48
日米同盟の抑止力、対処力、これも、おー、しっ
かり、えー、整えていこう



【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　　 10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）

1
説明の少ない話

題
以上の2種類で、えー、この参議院選挙
における、向けての公約がまとめられた

話者A：はい、えー、今日は、あー、せんき、参議院
選挙の公約の全容について、えー、まとめて発表した
いと思います。 えー、この度、お手元にお配りしてる
と思いますが、重点政策として冊子を用意致しまし
た。 え...

→ 説明無し

- -

2 説明のある話題
国民生活が苦しめられた、まあそれを脱
却をして、えー、前へ進める

で、今回の政策のキャッチコピー。 これは、日本を前
へ、というコピーに致しました。 えー、コロナ禍、あ
るいは物価の高騰等で、国民生活が苦しめられた、ま
あそれを脱却をして、えー、前へ進めると、それが重
要だ...

←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

↓

3→ 具体的説明 人を育てる、そして未来に希望を作る

えー、また、えー、この政治の役割として、えー、そ
うしたコロナ禍やウクライナ情勢を受けた物価高等に
対して、えー、抱いている国民の不安を取り除く、安
心を届ける。 えー、これが重要だと思いますし、ま
た、これからの具体的な方向性として、えー、人を育
てる、そして未来に希望を作る。 これが重要だと思い
ます。...

4 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

全世代を守る社会保障、更に日本の安全
保障の強化

えー、そのために公明党として、えー、とあること、
これは今後責任を持って政策を実現をする、そして日
本を前へ進めることができる、そういう政党はどこか
ということが問われますので、え、公明党として、
えー、経済の立て直し、また、子供から高齢者まで全
世代を守る社会保障、更に日本の安全保障の強化、こ
れらについて、えー、挑戦していくと。 こういう姿勢
を示したいと。 このように思っております。...

- -

5 説明のある話題 5つの柱が記載されております

えー、この重点政策、中身について、えー、これから
ご説明を致します。 えー、1ページ目、えー、開いて
いただくと、5つの柱が記載されております。 えー、
1つ、第1番目は、経済の成長と雇用、所得の拡大であ
り...

←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

↓

6→ 具体的説明
持続可能性に配慮した、新しい成長モデ
ルの構築を目指して

また、国際社会の平和と安定。 ここが、極めて重要だ
と考えております。 既に発表したところでもあります
けれども、1については、持続的な賃上げの実現へ。 
人への投資を抜本的に強化し、経済成長や雇用、所得
の拡大に繋げること。 それに加えて、科学技術、イノ
ベーションの再興、カーボンニュートラルの実現、デ
ジタル基盤の整備を通じて、生活の質や満足度の向
上。 持続可能性に配慮した、新しい成長モデルの構築
を目指し...

7→ 具体的説明
子育て応援トータルプランを年内に策定
致します

また、2では、超高齢化、人口減少が本格化する2040
年に向けて、現役世代の支援強化、働き方、ライフス
タイルに中立的な制度への改革。 認知症やヤングケア
ラーへの支援など、全世代型社会保障の構築を進めて
いきます。 特に、子育て、教育支援の充実へ、子育て
応援トータルプランを年内に策定致します。 孤独、孤
立対策など、地域共生社会の実現も盛り込ませていた
だきました。...



8 → 具体的説明
ガバメントクラウドの活用と、その基盤
となるマイナンバーカードの普及促進

また、3点目の、国際社会の平和と安定のところで
は、人道復興支援などウクライナへの対応。 国民の生
命を守る、隙間のない安全保障体制の構築。 戦争、核
兵器のない世界のための国際秩序の構築。 SDGsの達
成へ、グローバルヘルス、国際保健、いわゆる国際保
健や気候変動対策における積極的な貢献を掲げまし
た。 そのほか、4のデジタルで開く豊かな地域社会で
は、最新のデジタル技術を活用して、便利で暮らしや
すいまちづ...

9→ 具体的説明
コロナ収束までの間の議員歳費の2割
カットの継続を明記

デジタル推進委員などデジタル化を支える人材の拡大
に取り組むほか、食糧の安定供給に向けた自給率の向
上など、未来の農林水産業の構築や、食の安全、安心
の確立も盛り込みました。 また、5の感染症に強い日
本へでは、今後いかなる感染症が発生しても迅速かつ
的確な対応ができるよう、司令塔機能、いわゆる日本
版CDCの創設や、国産ワクチン、治療薬の迅速な開
発、実用化、コロナ後遺症対策などに取り組みます。 
また、6点目...

10→ 具体的説明
重点政策以外のポイントについて、
えー、簡単に補足

えー、次に政策集の構成についてですが、目次に、
えー、掲載の通り基本的には重点政策の6本の柱に
沿って、えー、重点政策を含めてより細部にわたる項
目まで、えー、8つの柱と憲法のキジツ＊を明記いた
しました。 えー、時間の都合上、重点政策以外のポイ
ントについて、えー、簡単に補足いたしますと、1点
目、えー、経済の成長と雇用所得の拡大では政策集の
36ページに経済安全保障を盛り込みました。 経済安
全保障推進法に盛...

11→ 具体的説明
地方創生の推進、離島や過疎等の条件不
利地域の振興を書きました

えー、また43ページにはバリアフリー、ユニバーサル
社会の実現、に、を記載し、えー、50ページには住ま
いと暮らしの支援も盛り込みました。 えー、大きな3
点目の国際社会の平和と安定では57ページ以降に日米
同盟の強化や、あ、日中、北朝鮮、日韓、日露の関係
なども明記しました。 また、59ページには、あ、平
和な海と国土。  話者A：国民を守る海上保安体制の強
化、そして、えー、領海侵入事案などに対応する海上
保...

12→ 具体的説明
予防接種事務全体のデジタル化を掲げま
した

また66ページには持続可能なまちづくり、地域公共交
通の活性化、高齢者等の移動支援、無電柱化、また観
光の復興と観光立国の実現発展を盛り込みました。 ま
た大きな6としての感染症に強い日本へ、安心の医療
介護年金制度の整備では、72ページに安心で質の高い
医療提供体制の構築について、ドクターヘリやドク
ターカーなどきゅ、救急救命の取り組みや国民の利便
性の向上や、事務負担の軽減を図る接種券や予診票の
電子化。 医...

13→ 具体的説明
福島国際研究教育機構の設立に向けた取
り組みなどを推進

73ページには老後の安心のために介護予防、フレイル
対策と生活習慣病等の疾病予防重症化予防の立体的取
り組み、さらに難聴に悩む高齢者への補聴器使用への
支援などを明記しました。 大きな6点目、国民の生命
と暮らしを守る防災立国へでは、84ページ以降に東日
本大震災からの創造的復興、近年の自然災害からの復
興の加速を明記し、福島イノベーションコースト構想
の推進や、福島国際研究教育機構の設立に向けた取り
組みなどを...

14 → 具体的説明
国地方における行財政の効率化見える化
も盛り込みました

大きな7、あー、気候変動対策、持続可能な地球環境
へでは、え、87ページに気候変動対策の推進を明記
し、グリーンライフポイントによるライフスタイルの
転換や2030年までにカーボンニュートラルを達成す
る脱炭素先行地域100箇所以上の創設に向けた取り組
みのほか、88ページでは資源循環の戦略的展開として
国内におけるリサイクルの高度化などを進めていくと
いうことを記載しました。 えー、政治家改革身を切る
改革と行...

- -

15 説明のある話題
速やかに議論を＊るよう、努めていきた
い

え、最後に日本国憲法についてでは、これまでの憲法
審査会等での議論を踏まえ、党の考え方を整理しまし
た。 まず1として憲法9条と自衛隊では憲法9条1項2項
は今後とも堅持した上で、憲法への明記については引
き...

←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

↓

16→ 具体的説明
地球環境保全の責務等を、おお、規定す
ることについて、議論を深めて

また、ああ、3点目として、デジタル社会の進展と憲
法では、デジタル社会における、個人の人権保障のあ
り方について検討していく。 ええ、個人じょ、個人情
報保護の、憲法上の位置付けの検討や、ああ、でじ、
デジタル基本法の策定を目指すことも言及しておりま
す。 4点目として、ええ、地球環境保全の責務は、あ
あ、昨年の衆院選の記述と変わっておりません。 え
え、憲法上の国、及び、国民の、地球環境保全の責務
等を、おお、...



17→ 具体的説明
表現の自由と、おお投票の公平、公正の
バランスをはかるべき

5点目として、ええ国民投票法と、広告規制のところ
で、今回新たに加えた、項目となります。 ええ国民投
票運動、おおは、ああ、憲法制定権者である、国民の
意思表明で、できる限り自由な運動を保障すべきだ
と、考えます。  その上で、ええ、国民投票運動のた
めの広告放送については、表現の自由に対する、過度
な法規制には、慎重であるべきであり、ええここは、
政党側と、放送事業者等との、それぞれの自主規制、
自主ルールに委...

- -

18
説明の少ない話

題
主体的に取り組むように、ええ国民を、
おお育成していく

ええ以上、おお参議院選の公約である、重点政策と、
政策集について、ご説明をさせていただきました。 な
お、我が党は、子供マニフェストを、おお国政選挙
で、ずっと発表を継続して参りました。 この度も、お
お子供...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

19
説明の少ない話

題
何が問われる選挙か、お考えをお聞かせ
ください

ご質問があれば、承ります。  話者A：それでは質問の
ある方、挙手の上＊。  話者A：NHKヨネズです。 
と、公約について、お伺いします。 あの、冒頭のご発
言でもありましたが、改めて、この参院選挙は、何...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

20 説明のある話題
具体策を示せるかどうか、これが最も重
要な参議院選挙の争点

話者A：＊に生じて、なお、武力行使が続いていると
いう状況であり、それらを受けて、日本にも物価高と
いうかたちで、影響が及んできております。 また、物
価高の要因としては、昨年来の欧米における経済活動
の活発...

←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

↓

21→ 具体的説明
賃金の上昇と、雇用の拡大ということを
訴えて参りたい

で、あわせて、日本を前へというキャッチコピーにし
たのは、そうした2つの当面する大きな課題を、早く
乗り越えて、経済社会活動を再生していく、活発にし
ていく、その強い方向性を示すということが重要であ
ります。  えー、その点で、えー、その他の、この経
済の立て直しに向けた政策を示す。 えー、特に、賃金
の上昇と、雇用の拡大ということを訴えて参りたいと
思います。...

22→ 具体的説明
日本を取り巻く状況にあわせた強化が必
要

えー、更に、えー、社会保障、これ、全世代型の社会
保障を充実させていくということであり、特に、
えー、これからの時代を、の、担い手となる若い世
代、子供、ここに力を入れ、子育て応援トータルプラ
ンも年末までに策定をしたいという意気込みを示しま
した。 あー、そ、それと、このウクライナ情勢との影
響を受けた、安全保障への関心が極めて高まっており
ますので、この日本の防衛力、あるいは、日米同盟の
抑止力、対処力、これ...

23→ 具体的説明
ネットワークをフルに生かして、国民生
活を守るということを訴えて参りたい

えー、参議院選挙は、その意味で、この具体的な政策
を実現出来るかどうか、そして、国民の皆様に安心と
希望を与えられるかどうか、そこが問われる。 そのた
めに、公明党があると、また、連立政権の安定的な基
盤のもとに、えー、国民の声を聞く、小さな声を聞く
力のある公明党が、ネットワークをフルに生かして、
国民生活を守るということを訴えて参りたいと、この
ように思います。...

- -

24
説明の少ない話

題
7人の当選を目指すということで、全力
で取り組んで参りたい

えー、選挙に向けては、すでに、発表しておりますと
おり、えー、選挙区で7つ、えー、また、比例区で
800万票、結果として、7人の当選を目指すというこ
とで、全力で取り組んで参りたいと思います。 以上で
す。 ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

26 説明のある話題
増加圧力のかかる、う、ものとの間のバ
ランスで決定

話者A：えー、まあ、骨太にも大きな方向性が示され
ておりますけれども、財政健全化の旗印は維持をする
と、おお、その上で、えー、社会保障、あるいは子育
て教育支援、えー、あるいは科学技術の振興など、お
お、防衛...

←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

↓



25 → 具体的説明
真に必要な予算の額を測ると、えー、明
記してます

あの、公約のですね、あの、えー、55ページに、あ
の、えー、防衛の話があるんですけれども、あの、こ
の、えっと、防衛費についてですね、あの、まあ、
えー。  話者A：えー、予算額ありきではないと、は
い。  話者A：政策集の＊＊＊デスネ＊。  話者A：あ
あ、ごめんなさい、政策集ですね、の55ページにです
ね、あの、まあ、予算額ありきではないというふうに
書かれてまして、あの、真に必要な予算の額を測る
と、えー、...

- -

27 説明のある話題
議論をしっかり深めていくと、国民の理
解を、おお、伴って

えー、政策集、一番最後の憲法の部分について伺いま
す。 えっと、自衛隊の救助明記についてですね、えっ
と、引き続き検討を進めてまいりますと書かれていま
す。 えー、衆院、昨年の衆院選では、引き続き慎重に
進め...

←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

↓

28→ 具体的説明 慎重に検討していく

えー、その点で、えー、憲法9条1項、2項、おお、こ
れは堅持するというのが基本であり、えー、また、あ
あ、自衛隊については、ああ、大部分の国民が、あ
あ、容認をし、また、ああ、積極的に評価してると、
お、そういうふうに受け止めているということであり
ます。 まあ、自衛隊を、お、憲法上明記できないかと
いう、う、議論は前からありまして、いろんな意見が
ありますけれども、まあ、引き続き、それも含めて、
えー、慎重に検...

30→ 具体的説明 議論を深めていくということに尽きる

話者A：どうぞ。  話者A：アサヒ新聞のオノです。  
あの、一つ話が戻りまして、あの、自衛隊の憲法への
明記のことなんですけれども。 この、引き続き検討を
進めていくというのは、その、明記する対象として
は、キタガワ代表、副代表がおっしゃってるように、
72条、73条、その辺りを具体的にイメージされて、
検討を進めていく感じなんでしょうか？  話者A：ま、
いろんな意見がありますので。 ええ、それは、ああ、
今...

- -

29
説明の少ない話

題
50万円を目指すということはもう訴え
ております

えー、もう1点、あの、政策集46ページの、出産一時
金のところですけれども、えっと、42万円を増額しま
すというふうに書かれていて、えー、先日ダイヒョウ
＊、ぶら下がりで、あの、50万円という額をお話にな
ら...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

33 説明のある話題
責任を持って、安定供給、安全な供給を
目指すべき

更に、その、新しい、＊、立地、設置、え、等につい
ては、国民の理解を得られないと。 そうすると、残っ
たものについては、いずれ耐用年数がきて、ええ、稼
働できなくなる時が来ると、＊、それが原発ゼロの、
お、が...

←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 再稼働認めるということを決めました

話者A：原発ゼロが抜けたということと、それと？  話
者A：はい。 再稼働についてですね。  話者A：ああ、
はいはい。  話者A：あの、安全性を飛躍的に高めるた
めの、革新的な技術の研究開発を進めるというふうに
あるんですけれども、これはどのようなものを指して
いるか、もし、お聞きできればと思いまして。  話者
A：ま、あの、いろんな研究開発があります。 ええ、
小型アロー＊とか、いろいろね、あの、言われてい...

- -

36 説明のある話題 合意形成に努力していきたい

また、野党第一党に、説明をしましたけれども、野党
第一党の理解を、おお、得る前に、他の野党にも、説
明するというところまでは、いっておりませんので、
ええ、その点でも、参議院全体の合意をつくるという
ことは、...

←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

↓

34→ 具体的説明
合意を、おお、早くつくって、制度とし
ての、成立を目指して

話者A：チュウゴク新聞のクチモト＊です。 ええと、
重点政策でですね、あの、身を切る改革の部分で、伺
いたいたいんですけども。  話者A：はい。  話者A：
ええ、当選無効議員の歳費返納に関するサイホウ＊の
改正の件でですね。 ええ、先週、あの、セイチュウ
＊、あ、政調会長や幹事長も、ええ、言及されてまし
たけども。 ええ、ま、今回、ええ、重点項目に、もり
込んでいるということで、い、これまで参院側で、あ
の、中...



35→ 具体的説明
合意に至るという、見込みはたっており
ません

話者A：すみません、関連してですね、ええ、まあ、
野党第一党、立憲民主党のことだと思うんですけれど
も、あの、合意に至っていない、理由とですね、え
え、まあ、今、国会では、まあ、もう、見送りになる
という、認識でよろしいのかというところ、伺ってよ
ろしいですか？  話者A：まあ、事実上、今日と明日し
か、ありませんので、これまで、ええ、に、合意に
至っていないという経過から見ると、おお、この残り
2日間で、にわか...

- -

37
説明の少ない話

題 積極的に、合意形成に努力したい

話者A：あ、すみません、最後にします。 ええと、先
ほど、説明ありましたけれど、あの、政権発足時の連
立合意の文章にも、あの、改正案の早期成立を、盛り
込まれてましたけれども、まあ、ええ、3月にも、野
党で、...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

38
説明の少ない話

題
自衛隊を明記する場合にしても、ジミン
トウ＊案は受け入れない

話者A：2点ございます、あの、憲法に関してなんです
けれども、ええ、憲法9条、一項、二項、維持したま
ま、ええ、別の条項で、自衛隊を明記する案に関し
て、イッテイノソンザイ＊とは、認めていないと、い
うふうに...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

39
説明の少ない話

題
合意の、おー、行方についてはコメント
を控えたい

話者A：ッタ＊理解ではよろし、でよろしかったで
しょうか？  話者A：いや、それは、憲法審査会で議論
を深めて、えー、色々と検討してくと。 その、おー、
手前で我が党としても議論を、おー、重ねていくとい
うこ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

43 説明のある話題
新しい構成の下で、えー、検討してもら
いたい

えー、まだ、その、おー、報告書等がまとめられ、そ
れに対する評価というものが出てる状況ではなない、
ありませんので、え、これからも、おー、引き続き、
うー、国連の人権委員会の行動、おー、調査報告とい
うものを...

←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

↓

42 → 具体的説明 まだ、あー、決議には至っておりません

えー、また、国会の決議については、まあ、衆議院は
衆議院で、す、えー、出来上がりました。 あ、参議院
で、えー、も、いろんな意見がありましたが、まだ、
あー、決議には至っておりません。 えー、その間に、
いー、先般、国連から、あー、の、人権、えー、委員
会から、あー、あー、ま、調査に中国国内に入ったと
いうことでありますが、その、おー、状況を、おー、
しっかり見極めるということも、ま、重要だと、こう
いう風に申し...

- -

48 説明のある話題
日米同盟の抑止力、対処力、これも、
おー、しっかり、えー、整えていこう

えー、この平和安全法制を、おー、つくりあげたとい
うことが、日米の同盟の、おー、抑止力、対処力を、
おー、つくる基盤になったと思いますし、それが現状
でも機能し始めている。 また、あー、それ以外の国か
らのさ...

←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

↓

45→ 具体的説明
かつて平和安全法制を、おー、整備を致
しました

話者A：えー、代表自身、ええと、このウクライナ侵
攻後、おー、どういった、あの、有権者の声、えー、
そういったものを受けて、こういう政策集に、えー、
政策に反映させたのか、そこら辺の考えをお聞かせく
ださい。  話者A：はい。  えー、かつて平和安全法制
を、おー、整備を致しました。 ま、その頃は声高に反
対する、うー、一部、うー、の人たちが、あー、おり
ました。  えー、で、平和安全法制をまず成立させる
と、こ...

47→ 具体的説明 今後の、安全保障体制の強化を訴える

えー、そして、この法制のもとで、えー、自衛隊、
えー、法など、お、自衛隊が組織をされて、えー、法
体系ができあがってるわけでありますが、あ、それが
国民に、え、定着をしていくということで、えー、立
法した側としては、あー、その様子を、おー、ま、浸
透を図るという姿勢でいたわけでありますが、あ、今
回、えー、このウクライナ、あー、情勢を受けて、
えー、人ごとではない、ヨーロッパのことではなく
て、えー、アジア、この...

- -
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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

以上の2種類で、
えー、この参議院
選挙における、向
けての公約がまと
められた

【自分】はい、えー、今日は、あー、せんき、参議院選挙の
公約の全容について、えー、まとめて発表したいと思いま
す。 えー、この度、お手元にお配りしてると思いますが、重
点政策として冊子を用意致しました。 えー、これで、えー、
各分野にわたる代表的な政策を網羅しております。 えー、ま
た、重点政策以外にも、より詳細な制作を盛り込んだもの
を、別途政策集として作りました。 で、これはネットで、
えー、見られるようにしております。 えー、以上の2種類
で、えー、この参議院選挙における、向けての公約がまとめ
られたということを、皆さんに発表したいと思います。

起点となる話題

2

国民生活が苦しめ
られた、まあそれ
を脱却をして、
えー、前へ進める

で、今回の政策のキャッチコピー。 これは、日本を前へ、と
いうコピーに致しました。 えー、コロナ禍、あるいは物価の
高騰等で、国民生活が苦しめられた、まあそれを脱却をし
て、えー、前へ進めると、それが重要だという認識でありま
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。

3
人を育てる、そし
て未来に希望を作
る

えー、また、えー、この政治の役割として、えー、そうした
コロナ禍やウクライナ情勢を受けた物価高等に対して、
えー、抱いている国民の不安を取り除く、安心を届ける。 
えー、これが重要だと思いますし、また、これからの具体的
な方向性として、えー、人を育てる、そして未来に希望を作
る。 これが重要だと思います。

[2]「国民生活が
苦しめられた、
まあそれを脱却
をして、えー、
前へ進める」に
ついての具体的

説明

4
全世代を守る社会
保障、更に日本の
安全保障の強化

えー、そのために公明党として、えー、とあること、これは
今後責任を持って政策を実現をする、そして日本を前へ進め
ることができる、そういう政党はどこかということが問われ
ますので、え、公明党として、えー、経済の立て直し、ま
た、子供から高齢者まで全世代を守る社会保障、更に日本の
安全保障の強化、これらについて、えー、挑戦していくと。 
こういう姿勢を示したいと。 このように思っております。

[2]「国民生活が
苦しめられた、
まあそれを脱却
をして、えー、
前へ進める」に
ついての理由・

ニーズ

5 5つの柱が記載さ
れております

えー、この重点政策、中身について、えー、これからご説明
を致します。 えー、1ページ目、えー、開いていただくと、
5つの柱が記載されております。 えー、1つ、第1番目は、経
済の成長と雇用、所得の拡大であります。 第2が、誰もが安
心して暮らせる社会へということであります。 このページ、
えー、ネ＊、政策集の、ひ、開いていただいた下のところ
に、柱立てが書いてあります。 重点政策の扉の後ろね。 こ
こに書いてあります。 えー、さ、3点目が、国際社会の平和
と安定。 また、4点目として、デジ、デジタルで開く豊かな
地域社会。 5点目、感染症に強い日本へ。 6点目、国民の生
命と暮らしを守る防災立国へ。  
【自分】これに、政治家改革、身を切る改革を加えました。 
この重点政策の内容は、これまで3回に分けて、大きな項目
を発表してきました。 その中でも、今申し上げた7点、7項
目のうちの1から3まで。 経済の成長と雇用、所得の拡大。 
また、誰もが安心して暮らせる社会へ。

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

持続可能性に配慮
した、新しい成長
モデルの構築を目
指して

また、国際社会の平和と安定。 ここが、極めて重要だと考え
ております。 既に発表したところでもありますけれども、1
については、持続的な賃上げの実現へ。 人への投資を抜本的
に強化し、経済成長や雇用、所得の拡大に繋げること。 それ
に加えて、科学技術、イノベーションの再興、カーボン
ニュートラルの実現、デジタル基盤の整備を通じて、生活の
質や満足度の向上。 持続可能性に配慮した、新しい成長モデ
ルの構築を目指して参ります。

[5]「5つの柱が
記載されており
ます」について
の具体的説明

7
子育て応援トータ
ルプランを年内に
策定致します

また、2では、超高齢化、人口減少が本格化する2040年に向
けて、現役世代の支援強化、働き方、ライフスタイルに中立
的な制度への改革。 認知症やヤングケアラーへの支援など、
全世代型社会保障の構築を進めていきます。 特に、子育て、
教育支援の充実へ、子育て応援トータルプランを年内に策定
致します。 孤独、孤立対策など、地域共生社会の実現も盛り
込ませていただきました。

[5]「5つの柱が
記載されており
ます」について
の具体的説明

8

ガバメントクラウ
ドの活用と、その
基盤となるマイナ
ンバーカードの普
及促進

また、3点目の、国際社会の平和と安定のところでは、人道
復興支援などウクライナへの対応。 国民の生命を守る、隙間
のない安全保障体制の構築。 戦争、核兵器のない世界のため
の国際秩序の構築。 SDGsの達成へ、グローバルヘルス、国
際保健、いわゆる国際保健や気候変動対策における積極的な
貢献を掲げました。 そのほか、4のデジタルで開く豊かな地
域社会では、最新のデジタル技術を活用して、便利で暮らし
やすいまちづくりを目指すスマートシティの推進や、行政手
続きの簡素化を実現するガバメントクラウドの活用と、その
基盤となるマイナンバーカードの普及促進。

[5]「5つの柱が
記載されており
ます」について
の具体的説明

9

コロナ収束までの
間の議員歳費の2
割カットの継続を
明記

デジタル推進委員などデジタル化を支える人材の拡大に取り
組むほか、食糧の安定供給に向けた自給率の向上など、未来
の農林水産業の構築や、食の安全、安心の確立も盛り込みま
した。 また、5の感染症に強い日本へでは、今後いかなる感
染症が発生しても迅速かつ的確な対応ができるよう、司令塔
機能、いわゆる日本版CDCの創設や、国産ワクチン、治療薬
の迅速な開発、実用化、コロナ後遺症対策などに取り組みま
す。 また、6点目として、国民の生命と暮らしを守る防災立
国へでは、流域治水プロジェクトなどの風水害対策の強化、
南海トラフや首都直下型地震などに備えた津波対策、公共施
設等の耐震化、インフラ老朽化対策、もつ、モクミツ＊。  
【自分】地域の火災対策のほか、あ、高齢者や障害者を守る
個別避難計画やタイムライン、防災行動計画の策定促進など
を盛り込みました。 えー、最後に政治家改革、身を切る改革
では調査、研究、広報、滞在費の使途限定、また、使途の公
開、そして未使用分の返納をはじめ、えー、当選無効となっ
た国会議員の歳費返納や拘留された国会議員の歳費支給停
止、さらに、えー、コロナ収束までの間の議員歳費の2割
カットの継続を明記いたしました。

[5]「5つの柱が
記載されており
ます」について
の具体的説明

10
重点政策以外のポ
イントについて、
えー、簡単に補足

えー、次に政策集の構成についてですが、目次に、えー、掲
載の通り基本的には重点政策の6本の柱に沿って、えー、重
点政策を含めてより細部にわたる項目まで、えー、8つの柱
と憲法のキジツ＊を明記いたしました。 えー、時間の都合
上、重点政策以外のポイントについて、えー、簡単に補足い
たしますと、1点目、えー、経済の成長と雇用所得の拡大で
は政策集の36ページに経済安全保障を盛り込みました。 経
済安全保障推進法に盛り込まれた4つの柱である重要物資の
供給体制の強靱化、基幹インフラ設備の安全性等の確保、先
端技術の開発支援の強化、特許の非公開による機微技術の流
出防止について、えー、規制による安全保障の確保と自由な
経済活動との両立を図りつつ着実に推進していくと記載しま
した。  えー、特に、えー、パンデミック時の経済活動の鍵
を握るバイオ、医療やデジタル社会の必須の半導体、クラウ
ド、脱酸素化に必須の蓄電池、レアアース等の研究開発と確
保に努めていくということを書きました。 また原発の再稼働
については32ページの最後のところに記載しております。 
これまでと大きく考え方は変わっておりません。 えー、2点
目、えー、誰もが安心して暮らせる社会では41ページに若者
の活躍支援として若者世代の政治参加を進めるため被選挙権
年齢の引き下げを目指すことや、若者政策を担当する大臣、
部局の設置、明確化、審議会等への若者のトヨウ＊などを盛
り込み、えー、また、あ、女性等が活躍できる社会へ、
えー、ということで管理職、役員の女性比率の向上や男女の
賃金格差の是正、えー、困難を抱える女性に寄り添った支援
の他、引き続き選択式夫婦別姓制度の導入も推進していくと
書きました。

[5]「5つの柱が
記載されており
ます」について
の具体的説明



11

地方創生の推進、
離島や過疎等の条
件不利地域の振興
を書きました

えー、また43ページにはバリアフリー、ユニバーサル社会の
実現、に、を記載し、えー、50ページには住まいと暮らしの
支援も盛り込みました。 えー、大きな3点目の国際社会の平
和と安定では57ページ以降に日米同盟の強化や、あ、日中、
北朝鮮、日韓、日露の関係なども明記しました。 また、59
ページには、あ、平和な海と国土。  
【自分】国民を守る海上保安体制の強化、そして、えー、領
海侵入事案などに対応する海上保安体制の強化、また海洋秩
序の維持強化のため、アジア、アジア諸国等の海上保安機関
に対する能力向上支援等の取り組みを推進すると、いうこと
を記載しました。 また大きな4のデジタルで開く豊かな自律
分散型社会のところでは65ページに、地方創生の推進、離島
や過疎等の条件不利地域の振興を書きました。

[5]「5つの柱が
記載されており
ます」について
の具体的説明

12
予防接種事務全体
のデジタル化を掲
げました

また66ページには持続可能なまちづくり、地域公共交通の活
性化、高齢者等の移動支援、無電柱化、また観光の復興と観
光立国の実現発展を盛り込みました。 また大きな6としての
感染症に強い日本へ、安心の医療介護年金制度の整備では、
72ページに安心で質の高い医療提供体制の構築について、ド
クターヘリやドクターカーなどきゅ、救急救命の取り組みや
国民の利便性の向上や、事務負担の軽減を図る接種券や予診
票の電子化。 医療機関から市町村への費用請求の電子化を含
めた予防接種事務ぜん、予防接種事務全体のデジタル化を掲
げました。

[5]「5つの柱が
記載されており
ます」について
の具体的説明

13

福島国際研究教育
機構の設立に向け
た取り組みなどを
推進

73ページには老後の安心のために介護予防、フレイル対策と
生活習慣病等の疾病予防重症化予防の立体的取り組み、さら
に難聴に悩む高齢者への補聴器使用への支援などを明記しま
した。 大きな6点目、国民の生命と暮らしを守る防災立国へ
では、84ページ以降に東日本大震災からの創造的復興、近年
の自然災害からの復興の加速を明記し、福島イノベーション
コースト構想の推進や、福島国際研究教育機構の設立に向け
た取り組みなどを推進していくと、書きました。

[5]「5つの柱が
記載されており
ます」について
の具体的説明

14

国地方における行
財政の効率化見え
る化も盛り込みま
した

大きな7、あー、気候変動対策、持続可能な地球環境へで
は、え、87ページに気候変動対策の推進を明記し、グリーン
ライフポイントによるライフスタイルの転換や2030年までに
カーボンニュートラルを達成する脱炭素先行地域100箇所以
上の創設に向けた取り組みのほか、88ページでは資源循環の
戦略的展開として国内におけるリサイクルの高度化などを進
めていくということを記載しました。 えー、政治家改革身を
切る改革と行政改革では93ページに財政健全化の記述、また
国地方における行財政の効率化見える化も盛り込みました。

[5]「5つの柱が
記載されており
ます」について
の具体的説明

15
速やかに議論を＊
るよう、努めてい
きたい

え、最後に日本国憲法についてでは、これまでの憲法審査会
等での議論を踏まえ、党の考え方を整理しました。 まず1と
して憲法9条と自衛隊では憲法9条1項2項は今後とも堅持した
上で、憲法への明記については引き続き検討を進めると記載
しまし。  
【自分】ええ、丸2として、緊急事態における、うう国会機
能の維持では、オンラインにおける、国会審議、採決に参加
できる制度の創設に向けて、ええ衆参両議院で、制度設計等
が検討されていることを踏まえ、速やかに議論を＊るよう、
努めていきたいと、おお書きました。

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。

16

地球環境保全の責
務等を、おお、規
定することについ
て、議論を深めて

また、ああ、3点目として、デジタル社会の進展と憲法で
は、デジタル社会における、個人の人権保障のあり方につい
て検討していく。 ええ、個人じょ、個人情報保護の、憲法上
の位置付けの検討や、ああ、でじ、デジタル基本法の策定を
目指すことも言及しております。 4点目として、ええ、地球
環境保全の責務は、ああ、昨年の衆院選の記述と変わってお
りません。 ええ、憲法上の国、及び、国民の、地球環境保全
の責務等を、おお、規定することについて、議論を深めて、
ええまいります。

[15]「速やかに
議論を＊るよ

う、努めていき
たい」について
の具体的説明

17

表現の自由と、お
お投票の公平、公
正のバランスをは
かるべき

5点目として、ええ国民投票法と、広告規制のところで、今
回新たに加えた、項目となります。 ええ国民投票運動、おお
は、ああ、憲法制定権者である、国民の意思表明で、できる
限り自由な運動を保障すべきだと、考えます。  その上で、
ええ、国民投票運動のための広告放送については、表現の自
由に対する、過度な法規制には、慎重であるべきであり、え
えここは、政党側と、放送事業者等との、それぞれの自主規
制、自主ルールに委ねられるべきと、考えております。 ええ
同様に、インターネット広告についても、政党側の自主規制
と、おお事業者側の自主的な取り組みを推進し、表現の自由
と、おお投票の公平、公正のバランスをはかるべきと考えて
おります。

[15]「速やかに
議論を＊るよ

う、努めていき
たい」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

主体的に取り組む
ように、ええ国民
を、おお育成して
いく

ええ以上、おお参議院選の公約である、重点政策と、政策集
について、ご説明をさせていただきました。 なお、我が党
は、子供マニフェストを、おお国政選挙で、ずっと発表を継
続して参りました。 この度も、おお子供マニフェストを作成
し、公表したいと思います。 ええ16日に、ええ＊公表する
ことを予定しております。  ええ引き続きこの、おお若い世
代、ええ、に、ええ、政策についての、おお理解を育む、そ
して18歳で選挙権得たときに、ええ、国政の参加者として、
あるいは、政治への参加者として、主体的に取り組むよう
に、ええ国民を、おお育成していくと、そういう立場で、子
供マニフェストも、これからも、おお、進化発展、させてい
きたいと考えております。 ええ、私からは以上であります。

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。

19
何が問われる選挙
か、お考えをお聞
かせください

ご質問があれば、承ります。  
【自分】それでは質問のある方、挙手の上＊。  
【自分】NHKヨネズです。 と、公約について、お伺いしま
す。 あの、冒頭のご発言でもありましたが、改めて、この参
院選挙は、何があの最大の争点か、ええ、何が問われる選挙
か、お考えをお聞かせください。 またあの、改めてです、こ
のキャッチコピー、日本を前へ、に、込めた思いと、あの参
院選への意気込みを合わせてお願いいたします。  
【自分】はい、ええ、うう昨年の秋に衆議院選挙を行いまし
たが、ああ、それ以後に、ええ日本社会は大きな変化、ああ
に、を余儀なくされました。 直面したのは、オミクロン株
に、の、かんす、感染の蔓延であります。 ええ、これがあ
あ、今日ようやく、感染者数が、ああ少なくなってきたとは
いうものの、未だ、抜け出せる状況には至っておりません。 
ええまた、ああ、ウクライナ、ああ、への、おおロシアの侵
略が、ああ2月の24。

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

具体策を示せるか
どうか、これが最
も重要な参議院選
挙の争点

【自分】＊に生じて、なお、武力行使が続いているという状
況であり、それらを受けて、日本にも物価高というかたち
で、影響が及んできております。 また、物価高の要因として
は、昨年来の欧米における経済活動の活発化、インフレ化に
よる影響が先行して生じてきており、それに、えー、ウクラ
イナ情勢が追い打ちをかけると、こういう状況であります。 
この直面する状況を乗り越える、えー、特に、国民生活に最
も、今、敏感に影響を与えているのは、物価高であります。  
えー、ここ、総点検運動を経て、緊急総合対策を実施し、更
に、補正予算を用意＊し、これからにも備えていくわけであ
りますが、今後も物価高については、影響がずっと当面続く
ものと思われますので、これに対する具体的な取り組みを、
しっかりと訴えて、国民の皆さんに不安を取り除き、え、安
心をお届けすること、ここが出来るかどうか、具体策を示せ
るかどうか、これが最も重要な参議院選挙の争点になると、
このように思います。

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。

21

賃金の上昇と、雇
用の拡大というこ
とを訴えて参りた
い

で、あわせて、日本を前へというキャッチコピーにしたの
は、そうした2つの当面する大きな課題を、早く乗り越え
て、経済社会活動を再生していく、活発にしていく、その強
い方向性を示すということが重要であります。  えー、その
点で、えー、その他の、この経済の立て直しに向けた政策を
示す。 えー、特に、賃金の上昇と、雇用の拡大ということを
訴えて参りたいと思います。

[20]「具体策を
示せるかどう

か、これが最も
重要な参議院選
挙の争点」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。

22
日本を取り巻く状
況にあわせた強化
が必要

えー、更に、えー、社会保障、これ、全世代型の社会保障を
充実させていくということであり、特に、えー、これからの
時代を、の、担い手となる若い世代、子供、ここに力を入
れ、子育て応援トータルプランも年末までに策定をしたいと
いう意気込みを示しました。 あー、そ、それと、このウクラ
イナ情勢との影響を受けた、安全保障への関心が極めて高
まっておりますので、この日本の防衛力、あるいは、日米同
盟の抑止力、対処力、これらについても、この日本を取り巻
く状況にあわせた強化が必要だということを訴えて参りたい
と思っております。

[20]「具体策を
示せるかどう

か、これが最も
重要な参議院選
挙の争点」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。

23

ネットワークをフ
ルに生かして、国
民生活を守るとい
うことを訴えて参
りたい

えー、参議院選挙は、その意味で、この具体的な政策を実現
出来るかどうか、そして、国民の皆様に安心と希望を与えら
れるかどうか、そこが問われる。 そのために、公明党がある
と、また、連立政権の安定的な基盤のもとに、えー、国民の
声を聞く、小さな声を聞く力のある公明党が、ネットワーク
をフルに生かして、国民生活を守るということを訴えて参り
たいと、このように思います。

[20]「具体策を
示せるかどう

か、これが最も
重要な参議院選
挙の争点」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。



24

7人の当選を目指
すということで、
全力で取り組んで
参りたい

えー、選挙に向けては、すでに、発表しておりますとおり、
えー、選挙区で7つ、えー、また、比例区で800万票、結果と
して、7人の当選を目指すということで、全力で取り組んで
参りたいと思います。 以上です。  
【自分】ドウゾ＊。  
【自分】あ、キョウドウツウシンのカサイです。

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。

25

真に必要な予算の
額を測ると、
えー、明記してま
す

あの、公約のですね、あの、えー、55ページに、あの、
えー、防衛の話があるんですけれども、あの、この、えっ
と、防衛費についてですね、あの、まあ、えー。  
【自分】えー、予算額ありきではないと、はい。  
【自分】政策集の＊＊＊デスネ＊。  
【自分】ああ、ごめんなさい、政策集ですね、の55ページに
ですね、あの、まあ、予算額ありきではないというふうに書
かれてまして、あの、真に必要な予算の額を測ると、えー、
明記してます。 あの、今後は、まあ、あの、社会保障費など
がですね、あの、増加していく中で、総合的な観点からこれ
を入れられたと思うんですけども、このところを入れた、あ
の、思いについて、あの、ご見解お願いします。

[26]「増加圧力
のかかる、う、
ものとの間のバ
ランスで決定」
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。

26

増加圧力のかか
る、う、ものとの
間のバランスで決
定

【自分】えー、まあ、骨太にも大きな方向性が示されており
ますけれども、財政健全化の旗印は維持をすると、おお、そ
の上で、えー、社会保障、あるいは子育て教育支援、えー、
あるいは科学技術の振興など、おお、防衛費、安全保障だけ
ではなくて、えー、これからの、おお、力を入れるべきとこ
ろがそれぞれ、えー、記載されております。 えー、それら
を、お、バランスよく満たすという、う、大局的な視点の中
で、年末までに特に防衛、えー、関係については三つのブン
ショ＊を、お、決定をしていくと。  おお、その、お、決
定、えー、すること、おお、を前提に、えー、防衛費のあり
方についても、おお、この、お、総理としては、ああ、抜本
的に防衛力を強化する、えー、その上で、えー、相当な防衛
費の増額を測ると。 お、こういう方向性を示した上で、年末
までの予算編成過程で、えー、検討していくということに
なってるわけであります。  えー、今、申し上げた、あ、他
の大きな財政支出、う、と、その増加圧力のかかる、う、も
のとの間のバランスで決定されていくという意味で、えー、
記載をしてるということであります。  
【自分】どうぞ、マイク。  
【自分】毎日新聞のハタケヤマです。

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。

27

議論をしっかり深
めていくと、国民
の理解を、おお、
伴って

えー、政策集、一番最後の憲法の部分について伺います。 
えっと、自衛隊の救助明記についてですね、えっと、引き続
き検討を進めてまいりますと書かれています。 えー、衆院、
昨年の衆院選では、引き続き慎重に進めてまいりますという
表記だったかと思います。 コレ＊、慎重が抜けた意味につい
て、えー、あらためて伺わせてください。  
【自分】特別な意味はありません。 え、基本的には昨年と、
おお、同様の、お、考え方であります。 えー、憲法について
は、やはり議論をしっかり深めていくと、国民の理解を、お
お、伴っていくということが重要であります。

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。

28 慎重に検討してい
く

えー、その点で、えー、憲法9条1項、2項、おお、これは堅
持するというのが基本であり、えー、また、ああ、自衛隊に
ついては、ああ、大部分の国民が、ああ、容認をし、また、
ああ、積極的に評価してると、お、そういうふうに受け止め
ているということであります。 まあ、自衛隊を、お、憲法上
明記できないかという、う、議論は前からありまして、いろ
んな意見がありますけれども、まあ、引き続き、それも含め
て、えー、慎重に検討していくということであります。  
【自分】毎日のハタケヤマです。

[27]「議論を
しっかり深めて
いくと、国民の
理解を、おお、
伴って」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。



29
50万円を目指すと
いうことはもう訴
えております

えー、もう1点、あの、政策集46ページの、出産一時金のと
ころですけれども、えっと、42万円を増額しますというふう
に書かれていて、えー、先日ダイヒョウ＊、ぶら下がりで、
あの、50万円という額をお話になられましたが、えっと、参
院選でもこの額を、50万円という額を訴えてくという、う、
変わりないという理解でよろしいでしょうか？  
【自分】はい、これはもう、おお、全国の平均が50万円をや
や超えるという、うう、うう、調査もありましたので、昨年
の衆議院選挙、あるいはその前から、ああ、50万円を目指す
ということはもう訴えております。 えー、う、まあ、今回の
選挙でも、おお、増額をするという、うう。  
【自分】＊、方向性をはっきり示した上で、ええ、50万円を
目指すということを、述べることが、ああ、わかりやすい訴
えになると、このように思っておりますので、引き続きその
ように取り組みたいと、このように思います。

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。

30
議論を深めていく
ということに尽き
る

【自分】どうぞ。  
【自分】アサヒ新聞のオノです。  あの、一つ話が戻りまし
て、あの、自衛隊の憲法への明記のことなんですけれども。 
この、引き続き検討を進めていくというのは、その、明記す
る対象としては、キタガワ代表、副代表がおっしゃってるよ
うに、72条、73条、その辺りを具体的にイメージされて、検
討を進めていく感じなんでしょうか？  
【自分】ま、いろんな意見がありますので。 ええ、それは、
ああ、今後、お、議論を深めていくということに尽きると、
こう思っています。  
【自分】ありがとうございます。

[27]「議論を
しっかり深めて
いくと、国民の
理解を、おお、
伴って」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。

31

具体的にどんなも
のをイメージして
いるか、お聞きで
きればと

あと、話題変わるんですけれども。 あの、原発に関する記述
のところで、先程代表から、方向性は変わって、あの、こな
いだの公約から変わっていないということを、おっしゃって
いただいたんですけれども。 あの、昨年の公約にあった、そ
の、原発ゼロという文言が落ちているという、落ちてると思
うんですけれども。 この、落ちている理由について、お伺い
したいのと。 あと、再稼働についてですね、その、安全性を
飛躍的に高めるための革新的な技術の研究ヤ＊開発を進める
というふうに、あるんですけれども。  これは、具体的にど
んなものをイメージしているか、お聞きできればと？  
【自分】ちょっと、＊、後段の方の質問、もう一度言って。  
【自分】あ、すいません。 ええとですね。

[32]「再稼働認
めるということ
を決めました」
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。

32
再稼働認めるとい
うことを決めまし
た

【自分】原発ゼロが抜けたということと、それと？  
【自分】はい。 再稼働についてですね。  
【自分】ああ、はいはい。  
【自分】あの、安全性を飛躍的に高めるための、革新的な技
術の研究開発を進めるというふうにあるんですけれども、こ
れはどのようなものを指しているか、もし、お聞きできれば
と思いまして。  
【自分】ま、あの、いろんな研究開発があります。 ええ、小
型アロー＊とか、いろいろね、あの、言われているものあり
ますけれども。 ソウ＊、あの、別に何かを特定して言うので
はなくて、ええ、やはり安全が、あ、第一でありますから。 
あ、そこを、追及していくという、技術的な取り組みは、
あ、重要だと思っているということであります。 それから、
原発ゼロというのは、あの、ゼロを積極的に目指すというこ
とは、言ったことないと思います、これまでね。 ええ、やっ
ぱり、深刻な事故を経験しました。 で、厳しい安全基準を作
りました。 エ＊、これをクリアして、ええ、この国民の理解
を得られるものについては、再稼働認めるということを決め
ました。

[33]「責任を
持って、安定供
給、安全な供給
を目指すべき」
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。

33
責任を持って、安
定供給、安全な供
給を目指すべき

更に、その、新しい、＊、立地、設置、え、等については、
国民の理解を得られないと。 そうすると、残ったものについ
ては、いずれ耐用年数がきて、ええ、稼働できなくなる時が
来ると、＊、それが原発ゼロの、お、があり得るということ
であります。  で、ええ、それで、安定供給が損なわれるの
は、無責任ですから、やはり、そういう流れを見据えた上
で、見据えた上で、他の電源、ええ、再生可能エネルギー、
あるいは省エネの推進等を、責任を持って、安定供給、安全
な供給を目指すべきであると。 そういう大局的な見方の中に
ある、ということであります。  
【自分】どうぞ、マイクお願いします。

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。



34

合意を、おお、早
くつくって、制度
としての、成立を
目指して

【自分】チュウゴク新聞のクチモト＊です。 ええと、重点政
策でですね、あの、身を切る改革の部分で、伺いたいたいん
ですけども。  
【自分】はい。  
【自分】ええ、当選無効議員の歳費返納に関するサイホウ＊
の改正の件でですね。 ええ、先週、あの、セイチュウ＊、
あ、政調会長や幹事長も、ええ、言及されてましたけども。 
ええ、ま、今回、ええ、重点項目に、もり込んでいるという
ことで、い、これまで参院側で、あの、中心に協議を進めて
たと思うんですが。 ええ、国会は明日で閉会の予定です。 
ええ。  
【自分】進捗について、あらためて、伺っていいでしょう
か？  
【自分】はい、今日も、ニシダ＊会長のほうから、報告があ
りましたけれども、これは、すでに、ジミントウ＊とコウメ
イトウ＊では、ああ、合意をして、ええ、これを、政権合意
にも、実現の、をするということを、明記して、で、ええ、
参議院から、ああ、議論を始めようということで、野党第一
党に、ええ、説明を、おお、いたしました。 ええ、しかし、
ええ、現在まで、合意に至る状況ではありません。 ええ、こ
れからも、おお、合意を、おお、早くつくって、制度として
の、成立を目指していきたいと、このように思います。

[36]「合意形成
に努力していき
たい」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。

35
合意に至るとい
う、見込みはたっ
ておりません

【自分】すみません、関連してですね、ええ、まあ、野党第
一党、立憲民主党のことだと思うんですけれども、あの、合
意に至っていない、理由とですね、ええ、まあ、今、国会で
は、まあ、もう、見送りになるという、認識でよろしいのか
というところ、伺ってよろしいですか？  
【自分】まあ、事実上、今日と明日しか、ありませんので、
これまで、ええ、に、合意に至っていないという経過から見
ると、おお、この残り2日間で、にわかに合意に至るとい
う、見込みはたっておりません。

[36]「合意形成
に努力していき
たい」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。

36
合意形成に努力し
ていきたい

また、野党第一党に、説明をしましたけれども、野党第一党
の理解を、おお、得る前に、他の野党にも、説明するという
ところまでは、いっておりませんので、ええ、その点でも、
参議院全体の合意をつくるということは、この、今度の国会
では、ああ、困難と思います。 いずれにしても、野党第一党
の、おお、理解を得て、合意をつくる、そうして、ええ、で
きれば、全会一致で、合意を確立するということが、望まし
いので、ぜひ、強力に、与党側として、特に、コウメイトウ
＊としては、合意形成に努力していきたいと、このように思
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。

37 積極的に、合意形
成に努力したい

【自分】あ、すみません、最後にします。 ええと、先ほど、
説明ありましたけれど、あの、政権発足時の連立合意の文章
にも、あの、改正案の早期成立を、盛り込まれてましたけれ
ども、まあ、ええ、3月にも、野党で、今、国会の成立に向
けて、＊されていたということで、まあ、今回、事実上、見
送りになるということでですね、あらためて、受けとめを、
伺ってよろしいですか？  
【自分】うん、いわゆる、文通費？  
【自分】ええと、サイヒホウ＊の件です、あの。  
【自分】サイヒホウノ＊。  
【自分】はい。  
【自分】ええ、ですから、今、国会での、合意をつくること
は、困難ということでありますから、これは、我が党として
は、極めて、残念なことであります。  ええ、参議院選挙
で、できた、まあ、事件をもとに、この、立案をしたわけで
ありますから、この度の、参議院選挙で、この、合意をつ
くって、ええ、有権者に説明をしたいと、おお、切に望んで
おりました、ええ、まずは、ジミントウ＊と合意をつくり、
そして、自公で、野党第一党に説明をしたというところまで
は、きましたけれども、おお、合意に至ってないということ
では、残念なことでありますけれども、引き続き、積極的
に、合意形成に努力したいと、こういう決意でおります。  
【自分】＊サケシブ＊、ウチダ＊と申します、よろしくお願
いいたします。  
【自分】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

自衛隊を明記する
場合にしても、ジ
ミントウ＊案は受
け入れない

【自分】2点ございます、あの、憲法に関してなんですけれ
ども、ええ、憲法9条、一項、二項、維持したまま、ええ、
別の条項で、自衛隊を明記する案に関して、イッテイノソン
ザイ＊とは、認めていないと、いうふうに記述し、まあ、し
ております。 で、これは、あの、ジミントウ＊のですね、あ
の、カイケンジョウブン＊のたたき台のことを、指している
のかなというふうに、思うんですけれども、あの、この記述
を見るとですね、まあ、ジミントウ＊案、仮に、その後、自
衛隊を明記する場合にしても、ジミントウ＊案は受け入れな
いと、受け入れることはできないというふうにも、読めると
思いますけれども。

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。

39
合意の、おー、行
方についてはコメ
ントを控えたい

【自分】ッタ＊理解ではよろし、でよろしかったでしょう
か？  
【自分】いや、それは、憲法審査会で議論を深めて、えー、
色々と検討してくと。 その、おー、手前で我が党としても議
論を、おー、重ねていくということでありますから。 あー、
他党、特に自民党もですね、えー、憲法審査会で議論を深め
ていくということでありましょうから、あー、それについて
の、おー、はん、えー、合意の、おー、行方についてはコメ
ントを控えたいと思います。 いずれにしても、しっかり検討
して国民の理解を伴っていくということが大切だと思いま
す。  
【自分】ありがとうございます。

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。

40
この狙いについ
て、あの、お伺い
できれば

もう1点お願い致します。 あの、政策集の57ページなんです
けれども、えー、日中関係という、えー、項目の中にです
ね、えー、中国における人権や基本的じゆ、えー、基本的自
由の尊重について国際社会から具体的な、えー、懸念が示さ
れており、公明党としてもその懸念を、えー、共有している
という風に明記さ、しました。 ええと、この狙いについて、
あの、お伺いできればと思います。

[41]「中国が自
ら、やはり説明
をすべきであ

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。

41
中国が自ら、やは
り説明をすべきで
ある

また、あの、えー、人権問題に関する決議、いー、なんです
けれども、えー、2月に衆院で採択されました。 一方参議院
では、まあ、日程的に厳しい状況かなという風に思っており
ます。  あの、この人権問題のですね、決議に関して、参議
院として、その、良識というのは発揮できたとお考えでしょ
うか？  
【自分】ま、この間も同様の質問があったかと思いますか
ら、お答えした通りでありますけれども、おー、いずれにし
ても、おー、中国に対しては、あー、この、おー、人権状況
について、国際社会から懸念が示されてるということを申し
上げた上で、えー、中国が自ら、やはり説明をすべきである
と、おー、いうことも訴えて参りました。 ですから、そのこ
とを記載してるということであります。

[42]「まだ、
あー、決議には
至っておりませ
ん」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。

42
まだ、あー、決議
には至っておりま
せん

えー、また、国会の決議については、まあ、衆議院は衆議院
で、す、えー、出来上がりました。 あ、参議院で、えー、
も、いろんな意見がありましたが、まだ、あー、決議には
至っておりません。 えー、その間に、いー、先般、国連か
ら、あー、の、人権、えー、委員会から、あー、あー、ま、
調査に中国国内に入ったということでありますが、その、
おー、状況を、おー、しっかり見極めるということも、ま、
重要だと、こういう風に申し上げました。

[43]「新しい構
成の下で、

えー、検討して
もらいたい」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。

43
新しい構成の下
で、えー、検討し
てもらいたい

えー、まだ、その、おー、報告書等がまとめられ、それに対
する評価というものが出てる状況ではなない、ありませんの
で、え、これからも、おー、引き続き、うー、国連の人権委
員会の行動、おー、調査報告というものを踏まえた上で、
えー、今後議論がなされる、うー、のではないかと思ってお
りますが、えー、参議院選挙がありますから、えー、この選
挙、おー、の、を経て、新しい構成の下で、えー、検討して
もらいたいと思います。  
【自分】ヨミウリ新聞のマエダです。

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。

44
隙間のない安全保
障体制の構築

あの、再び安全保障に関係して、えー、隙間のない安全保障
体制の構築という重点政策を掲げられました。 ま、昨年まで
はこういう項目、ちょっと、見られなかったかと思うんです
けれども、おー、ま、あの、政策集の方には、自衛隊、
いー、の、おー、体制整備、いー、自衛隊員か、の処遇改善
とか、そういうことも盛り込まれております。  
【自分】うん。

[45]「かつて平
和安全法制を、
おー、整備を致
しました」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。



45
かつて平和安全法
制を、おー、整備
を致しました

【自分】えー、代表自身、ええと、このウクライナ侵攻後、
おー、どういった、あの、有権者の声、えー、そういったも
のを受けて、こういう政策集に、えー、政策に反映させたの
か、そこら辺の考えをお聞かせください。  
【自分】はい。  えー、かつて平和安全法制を、おー、整備
を致しました。 ま、その頃は声高に反対する、うー、一部、
うー、の人たちが、あー、おりました。  えー、で、平和安
全法制をまず成立させると、これは切れ目のない安全保障体
制を、おー、と、おー、作る法的基盤の重要な取り組みだっ
たと思います。 で、そこで、えー、確立した考え方というの
は、憲法13条に基づいて、え、生命、自由、こうふ。

[48]「日米同盟
の抑止力、対処
力、これも、
おー、しっか

り、えー、整え
ていこう」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。

46

外部からの武力行
使に対しては、
あー、武力をもっ
て反撃できる

【自分】＊の件で、これを、おー、根底から覆すような、
あー、外部からの武力行使に対しては、あー、武力をもって
反撃できるということを明記したわけであります。 えー、で
すから、これまでの、おー、我が国に対するキュウアクセイ
＊の侵害という、え、国家を主体とした考え方、あー、のみ
ならず、この人権、国民の権利に基づいて、え、自衛権、そ
してまた、あー、それを行使する、うー、自衛力について
の、おー、考え方を平和安全法制という法体系にまとめたと
いう理解であります。

[47]「今後の、
安全保障体制の
強化を訴える」
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。

47
今後の、安全保障
体制の強化を訴え
る

えー、そして、この法制のもとで、えー、自衛隊、えー、法
など、お、自衛隊が組織をされて、えー、法体系ができあ
がってるわけでありますが、あ、それが国民に、え、定着を
していくということで、えー、立法した側としては、あー、
その様子を、おー、ま、浸透を図るという姿勢でいたわけで
ありますが、あ、今回、えー、このウクライナ、あー、情勢
を受けて、えー、人ごとではない、ヨーロッパのことではな
くて、えー、アジア、この日本の、ト＊、とりまく安全保障
関係をニシアテテ＊、えー、えー、問題を、お、考えようと
いう国民の関心が非常に高まりました。 あー、そ、その状況
のもとで、改めて平和安全法制をつくった意義を国民にきち
んと説明した上で、え、今後の、安全保障体制の強化を訴え
ると、お、そういう、うー、取り組みを示しているわけであ
ります。

[48]「日米同盟
の抑止力、対処
力、これも、
おー、しっか

り、えー、整え
ていこう」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。

48

日米同盟の抑止
力、対処力、これ
も、おー、しっか
り、えー、整えて
いこう

えー、この平和安全法制を、おー、つくりあげたということ
が、日米の同盟の、おー、抑止力、対処力を、おー、つくる
基盤になったと思いますし、それが現状でも機能し始めてい
る。 また、あー、それ以外の国からのさまざまな関与も、
おー、進んできている。  え、その上で、えー、今後、
おー、我が国の、おー、防衛力そのものを強化するととも
に、日米同盟の抑止力、対処力、これも、おー、しっかり、
えー、整えていこうと、こういう、うー、流れを今回の議論
の中で、えー、国民の理解を得ていきたいとこのように思っ
ています。  
【自分】申し訳ありません、時間の関係で、ちょ、質疑はこ
こまでとさしていただけたらというふうに思います、＊。

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。


