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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

82%

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 暮らしに希望を三つの提案

△ 少し詰め込みがち
2 アメリカ言いなりというね、日本

の政治の2つの歪みにメスを あなた側の話量は68分が適切と判定されました

3 中小企業の社会保険料の事業主負
担分を減免する

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 共通項を大事にして、で、1人区で
の、あの、協力をしっかり

5 年金問題位置づけて参りましたけど
も、かなり踏み込んで

6 保険料収入と加入者を増やすという問題です

7 キョウサン党はこうするというものを、あ
の、中心的に押し出しながら

8 あらゆる手段を使って、あの、お知らせした
い

9 計画的に活用していく

10 希望が持てる政治に切り替える選挙に
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）

61.4語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
39 OPEN どうでしょうか？

40 CLOSED
ま、今回の公約でも、ま、従来より財源確保策が、ま、前のほうにだいぶ来てるような気もする
んですが、希望を語るという流れの中で流れを踏まえて公約作成でも何か意識されたことあるん
でしょうカ＊？

42 CLOSED
ですから、この前の党首討論でも、あの今、年金の問題でもね、やっぱり年金の不安を持って
るってのは、もう国民の皆さんの、みんなの、もう、ま、要は常識ですよね？

44 CLOSED
＊、まあ、やはり、マクロスタイル辞めれば、それだけ大きな穴が空くんですけど、それを、い
わゆる積み立てのところから、2050年を目処に、徐々に、えー、埋めていくような形でですね、
あの、財源、作っていくという考え方で宜しいんでしょうか？

49 OPEN はい、次いかがでしょうか？

49 CLOSED
あの、今の、あの、最低賃金のお話との関連なんですけれども、ま、多分改めてになると思うん
ですけれども、その最低賃金を引き上げることによって、その、消費を拡大して、それが景気回
復につながるっていう考えでよろしいのでしょうか？

50 OPEN はい、えー、次、いかがでしょうか？

50 CLOSED
え、あの、今後この、今から参院選の論戦が本格化してくると思いますが、改めてこの論戦に、
マタ＊、こういう論戦にしたい、ていう決意を、改めてお聞かせいただけますでしょうか？

52 OPEN はい、えー、次は、いかがでしょうか？

52 CLOSED
すいません、あの、え、最低賃金んとこ、ちょ、確認なんですけども、まずこの千円の段階で、
すでに一律にした上で、え、一律で千5百円ていう、その、速やかにダンカイ＊でも、すでに一律
の千5百円、全国とかでも千5百円なってるって、そういう理解でいいんですか？

52 CLOSED はい、よろしいですか？

53 OPEN

あの、確認なんですが、あの、天皇のところに関して、あの、他の野党ではですね、安定的な皇
位継承で女系天皇や女性天皇の議論を、ま、書かれてるところもあるんですけれども、先日あ
の、キョウサン党との立場、明確に、その示された中で、あえて公約で載せなかったっていうの
は、どういったところがあるんでしょう？

55 OPEN 他、あー、いかがでしょうか？

56 CLOSED はい、よろしいでしょうか？

57 CLOSED
その、向こう、立憲だって、ま、5年で1300円って言ってて、こちら1500円ですよね、ベクトル
一緒ですよね？



57 OPEN
やっぱりそういう選挙にしませんとね、国民からいったら、その、野党の中のその公約の差を
ね、考えるよりは、わかりやすい選挙っていう、そういう問題じゃないのかと思うんですけど、
そのへんはどうお考えになりますか？

62 OPEN はい、ほかはいかがでしょうか？

62 OPEN
あの、暮らしに希望の3つの公約とか、まあ大変、あの、分かりやすいし、あの、浸透する政策だ
と思うんですけれども、これを実際に国民に伝えていくために、まあ今、が、演説会とかやって
ますが、どのような、ああ、手段を使っていこうと考えていますでしょうか？

66 CLOSED ええ、そろそろ、以上にしたいと思いますが、よろしいですか？



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　　 14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　20件
話順 説明の少ない話題　6件 話順 説明のある話題　14件
26 根本的な立場も明記をいたしました 5 暮らしに希望を三つの提案

27 年金については、おー、2段階の提案 8
年金問題位置づけて参りましたけども、かなり踏
み込んで

55 各党首間で協議して決めるということ 16 計画的に活用していく
56 最悪の隠蔽の体質です 17 保険料収入と加入者を増やすという問題です

57
3つの提案のかなりの部分は、野党の共通の提案
になってる

19 お金の心配なく学び子育て

61
トウイツ＊したからには、全部で勝つというため
に、あらゆる力

22 経済問題での我が党の提案

24 再生可能エネ、エネルギーへの大転換

37
アメリカ言いなりというね、日本の政治の2つの
歪みにメスを

47 中小企業の社会保険料の事業主負担分を減免する

51
キョウサン党はこうするというものを、あの、中
心的に押し出しながら

54
皇室典範の改正案をね、あの、提案するとかって
ことは考えておりません

58
共通項を大事にして、で、1人区での、あの、協
力をしっかり



62 あらゆる手段を使って、あの、お知らせしたい

65
希望という言葉がキョウサントウ＊が、こうリッ
パニ＊使える



【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　　 14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）

5 説明のある話題 暮らしに希望を三つの提案

第一の柱は、え、消費税増税の中止、暮らしに希望を
三つの提案というものであります。 まず、冒頭、
おー、今の景気上のもと、経済情勢の悪化のもと、消
費税10パーセントはもう論外だと、厳しくその中止を
求めてお...

↓

2→ 具体的説明
日本共産党の参議院選挙公約でございま
す

それでは、えー、日本共産党としての、えー、参議院
選挙公約を、えー、発表させていただきます。 で、あ
の、こういうものでありまして、表題は、えー、希望
と安心の日本を、という表題をつけました。 で、日本
共産党の参議院選挙公約でございます。 で、あの、文
書でお配りした通りでありますが、私の方から、
えー、要点をかいつまんで、お話をさせていただきた
いと思います。...

7→ 具体的説明 全国一律の最低賃金制度を作ると

私共はですね、直ちに、全国どこでも、時給1，000
円に引き上げ、速やかに1，500円を目指し、全国一
律の最低賃金制度を作ると。 特に、中小企業に対する
社会ほしょう＊、保険料減免によって、これを応援す
る予算を7，000億という規模でつけて、あの、こ
の、最低賃金という問題を、あの、大きく前進させる
ということを、あの、据えました。 その上で、えー、
長時間労働の是正、非正規労働者の正社員化、あるい
は、保育...

- -

8 説明のある話題
年金問題位置づけて参りましたけども、
かなり踏み込んで

それから、第二の提案として暮らしを支える社会保障
をと、述べております。 で、年金の問題が大きな争点
になってまいりまして、元々私達、この三つの提案の
中に、年金問題位置づけて参りましたけども、かなり
踏み込...

←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 この2つの問題について述べてます

で、あとの方に、あの、この政策集では、あとの方に
出てくるんですが、第2段階としてですね、最低保証
年金を入れると、いうあの、2段階の、え、こう、年
金政策になっているのが、全体の構成です。 で、あ
の、3ページの部分はですね、その中で、緊急策であ
る、あの、マクロ経済制度の廃止によって、減らない
年金にすることと、そして、低年金の底上げ、この2
つの問題について述べてます。...

13→ 具体的説明 1兆円規模で年金財政の収入を増やすと

その3つの手当として、まず1つは、え、高額所得者優
遇の保険料のあり方を見直して、1兆円規模で年金財
政の収入を増やすと。 これあの、私あの、党首討論で
提案した内容でありますが、今1千万円で頭打ちに
なってますね、保険料が。 これを2千万円まで上限額
を引き上げて、そして、あの、約1千、約1兆円の、
え、保険料収入の増加ができると。 まずこれは、すぐ
にでもやろうと思えばできますし、あの、ま、いわ
ば、え、年金...

- -

16 説明のある話題 計画的に活用していく

で、私たちとしてはですね、あの、積立金を計画的に
取り崩して、高齢化のピークとされる2050年代をめ
どに計画的に活用していく。 つまり現在からします
と、たいたい40年から50年で、ま、積立金は計画的
に取...

←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 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
投機的な運用をやっていることが

第2の問題としてですね、巨額の年金積立金を年金＊
に活用するという問題があります。 ここにもあります
ように、え、日本の年金積立金は約200兆円にのぼ
り、え、給付金の4年分にあたる。 これは、諸外国は
あの、せいぜい数か月分の積立金なんですが、日本の
貯め込みは本当に異常です。 それで、しかもこの貯め
込んだお金で、株を吊り上げる。 そのために、投機的
な運用をやっていることが、今、大問題になっており
ます。...

- -

17 説明のある話題
保険料収入と加入者を増やすという問題
です

＊3つ目の柱はですね、あの、賃上げと正社員化を進
めて、えー、保険料収入と加入者を増やすという問題
です。 つまり年金の支え手である現役労働者の賃上
げ、そしてなんといっても非正規で働いてる方の正社
員化、で...

←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

↓

18→ 具体的説明 財源を確保しながら、減らない年金

デスカラ＊この3つですね、あの、上限額の引き上げ
と、積立金のケイカクテキ＊取り崩しと、そして、
えー、支え手を強くするというこの3つによって、あ
の、安定的な、あの、財源を確保しながら、減らない
年金にしていくというのが大きな柱として＊います。 
カラ＊もう1つ柱は低年金の方の年金の底上げなんで
すが、これは政府の案っていうのはですね、あの、最
大月5000円、年間6万円ナン＊ですね、最大なんです
よ。 で、年...

- -

19 説明のある話題 お金の心配なく学び子育て

まず緊急にこの2つの、えー、手当をとるってこと
を、かなりまとめ、ま、まとめて、この公約では述べ
ております。 それから、あの、社会保障の問題ではコ
クホ＊料の、えー、引き下げ、子供と障害者の医療費
の負担の...

←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

↓

20→ 具体的説明 減税するのと同じ家計応援の効果

ま、以上が、あの、3つの提案でありますが、あの、
公費の部分の財源規模は、えー、7.5兆円ということ
になりますが、あの、消費税にたよらない別の道で財
源を確保するとイウノガ＊5ページ目であります。 特
に大企業優遇税制ゼセイ＊で4兆円、それから富裕層
の、えー、優遇税制などで3.1兆円、で、思いやり予
算や、えー、米軍再編経費などで0.4兆円で、えー、
7.5兆円のコウキュウ＊財源を作り、えー、それを、
えー、...

- -

22 説明のある話題 経済問題での我が党の提案

以上が、あの、経済問題での我が党の提案です。 それ
から、第2の柱は、あの、戦争する国への歯止めない
暴走を止めて、憲法を生かした平和外交を作ろうとい
うことでありまして、ま、1つはアベ9条改憲、さよな
らの...

←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

↓

23 → 具体的説明 基本的な立場を表明しております

それから、日露領土問題については、あの、アベ外交
が無惨な失敗を遂げてるわけでありますが、やはり第
二次世界大戦の戦後＊をとらす立場での外交交渉に取
り組むという基本的な立場を表明しております。 いう
外交の一連の問題。...

- -

24 説明のある話題 再生可能エネ、エネルギーへの大転換

それから、第3の柱は原発問題です。 原発0の日本、
再生可能エネ、エネルギーへの大転換。 で、まず、あ
の、原発再稼働について、これがいかに無謀なものか
ということを、おー、厳しく批判しております。 1
つ、...

←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 政策を展開していく必要がある

で、同時に、この説では、地球環境のためにも脱炭
素、再生可能エネルギーへの大胆な転換を図っていく
という問題についての我が党の立場をまとめておりま
す。 これはIPCCでも、2050年前後に温室効果ガス排
出量実質0ということ提起されてるわけであります
が、アベ政権の、えー、長期戦略では、50年までに
80パーセントの削減というね、大変だらしのない内容
になっております。 で、我が党としてはですね、
IPCCの目...

- -

26
説明の少ない話

題 根本的な立場も明記をいたしました

で、第4の柱は、米軍基地の問題です。 で、沖縄の辺
野古新基地、これは断固断念させるというテーマの無
条件撤去を目指すと。 さらに、あの、地位協定の抜本
改正、えー、その中には、緊急の要求として、オスプ
レイ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し



- -

27
説明の少ない話

題 年金については、おー、2段階の提案

で、第5の柱が、あの、憲法を生かした政治というこ
とで、あの、一連の＊が述べておりますが、ここのと
ころに年金の問題がもう1つ、もう1回出てくるんです
ね。 先程言った、年金については、おー、2段階の提
案に...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

37 説明のある話題
アメリカ言いなりというね、日本の政治
の2つの歪みにメスを

まあ最後に、あの一連の願いを実現する上でも、財界
中心、アメリカ言いなりというね、日本の政治の2つ
の歪みにメスを入れる立場を持つ日本共産党を伸ばし
てほしいという訴えで締めくくっております。 若干長
くなり...

←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

↓

28→ 具体的説明 中堅層以上の方々にご負担をいただく

話者A：サイブン＊廃止と、えー、低年金の底上げっ
ていうことになっておりまして。 で、将来的課題なん
ですけれども、あの、それを、だい、あの、今言った
ことを第一歩にしながら、将来的にはですね、ほんと
に頼れる年金に、いー、抜本的な改革を進めると。 
で、この、わた、我が党の案はですね、全額国庫負担
で、全ての高齢者に月額5万円を保障し、その上に
払った保険料に応じた額を上乗せする、ば、年金制度
の抜本的改革する...

29→ 具体的説明
学校を子供の権利を保証され、通うのが
楽しい場に

ま、年金の問題ではそういう、あの、体系的な、あ
の、方策になってるってことを、あの、ご説明させて
いただきました。 ソレ＊から、あの、なおですね、誰
もが、あの、安心して医療を受けられる制度にする、
介護の問題、安心できる介護制度、＊、障がい者福祉
の充実、貧困のタカイ＊差別の解消等々もここで述べ
ております。 それから、子供の権利条約を批准して
25年と、そういう下で子どもの権利を尊重して、教育
と子供のための...

30→ 具体的説明
憲法の原則から逸脱した一連の代替わり
儀式の見直し

それから、子供の生存と発達、最善の利益の立場で、
児童ぎゃくさいを、たいをなくす施策を進める等々も
この中に含めました。 それから、えー、民主主義の問
題では、えー、言論、報道の自由を守り、民意を正し
く反映する選挙制度、更に、あの、天皇制度との関係
ではですね、憲法違反の天皇の政治利用に反対し、憲
法の原則から逸脱した一連の代替わり儀式の見直しを
求めるということも、これ、憲法の順守という立場か
ら、えー、位置...

31→ 具体的説明 日米FTA交渉、これを中止を求める

6番目の柱は日米FTA交渉、これを中止を求めると。 
そしてTPP協定からも離脱していくと。 そして、食料
主権、経済主権を尊重した貿易協定を進めるという立
場での、あの、経済主権を守ってく、食料主権を守っ
てく、そして、それに基づいた平等互恵の経済関係を
作ってく、いう課題を、特別に1つの柱で位置づけま
した。...

32 → 具体的説明 大企業との商取引の不公正等々も是正

から、第7の柱は、中小企業と農林水産業の振興で、
地域経済に希望をということで、あの、中小企業につ
いて、え、まずは消費税に代わるインボイス、そして
ポイント還元等々の、中小企業いじめの政治をやめ
る。 それから、あの、大企業との商取引の不公正等々
も是正する。 それから、えー、金融機関による貸し渋
りや貸しアガリ＊をやめさせていく。 ＊から、コンビ
ニの、おー、24時間営業の見直し等もあてました。...

34→ 具体的説明 災害から国民の暮らしと命を守る

第8の柱は災害から国民の暮らしと命を守るというこ
とで、被災者生活再建支援法の引き上げ等々も含め
て、あの一連の緊急課題を、ええ、述べております。 
ええ、災害に強い社会、防災減災の町づくり。 それか
ら公共事業のあり方をですね、大型開発から防災、暮
らし最優先に切り替える等々も位置付けてありまし
た。...

35→ 具体的説明
国民の全てが尊厳を持って自分らしく生
きられる社会を目指そう

最後に第9の柱として、あのジェンダー平等を、そし
て尊厳を持って生きることのできる社会ということ
で、あの1つまとまってあのこの問題を、ええ、選挙
においてもあの大きな争点として打ち出していきたい
と。 で、じぇん、ジェンダー平等社会を推進する、そ
れから性暴力やドメスティックバイオレンスを許さな
い社会をつくる。 あらゆるハラスメントに苦しむ人々
をなくしていく。 LGBT＊に関する差別のない社会を
つくると。...



40→ 具体的説明 財源論を提起できるかってのが勝負

話者A：えー、キョウドウツウシンのテシバです。  話
者A：はい。  話者A：えー、最近、あの、委員長始
め、ま、特に委員長もおっしゃってましたけど、あ
の、街頭演説でも批判だけじゃなく希望を語るという
ことを、よくおっしゃるようになってたんですけど。 
ま、今回の公約でも、ま、従来より財源確保策が、
ま、前のほうにだいぶ来てるような気もするんです
が、希望を語るという流れの中で流れを踏まえて公約
作成でも何か意...

- -

47 説明のある話題
中小企業の社会保険料の事業主負担分を
減免する

そこでどうするかなんですが、あの、これやる限りは
ですね、ここにもありますように、あの、賃上げ支援
の予算にあると、中小企業の。 で、今、あの、現状が
ですね、中小企業の賃上げ支援の予算というのは年間
7億な...

←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

↓

46→ 具体的説明 肝の部分は、やっぱり全国一律

話者A：あの、もう1点、伺いたいのは、最賃の方でご
ざいますが、ま、これは、まあ、今、ご存知、東京
は、確か985円ぐらいで、他は750円ぐらいのとこ
が、だいぶあります。 すると、直ちに1000円という
のは、どういうふうに実現出来るのか、それから
1500円で速やかにということですが、これも750円の
とこからしたら倍ですけど、これ、どういう、そのシ
ナリオで考えておられるのか、やはり伺いたい。 それ
から、...

48→ 具体的説明
財政問題が出てきますんで、中小企業支
援のね、これとセットで

ま、1500円は速やかにということで、あの、ネンゲ
ン＊は、あの、示しておりませんが、あの、1500円
がどうしても目標としては、目標数値としては、あ、
あの、当たり前の数字ではありまして、1500円でも
ね、大体、あの、フルタイムで働いて8時間働いて週
休2日で月収25万円ですから。 で、これは目標として
はあまりにも当たり前で、で、ニューヨークや、あ
の、カリフォルニアではね、も、すでに、じ、あの、
実施され...

- -

51 説明のある話題
キョウサン党はこうするというものを、
あの、中心的に押し出しながら

ただあの、国民の皆さんから見てですね、じゃ、どう
するのかということが、論戦の中から自ずと浮かび上
がってくるようなね、議論を、え、参議院選挙を通じ
て心がけたいと。 で、私達も批判だけじゃなくて、あ
の、キ...

←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

↓

50 → 具体的説明 国民の利益に背く間違った政治

話者A：はい、えー、次、いかがでしょうか？ その
他。  話者A：あ、すいません、ヨミウリ新聞ナカザワ
です。  話者A：はい、どうも。  話者A：あの、ま、
今日でこうやってあの、公約が、ま、出てですね。 
え、あの、今後この、今から参院選の論戦が本格化し
てくると思いますが、改めてこの論戦に、マタ＊、こ
ういう論戦にしたい、ていう決意を、改めてお聞かせ
いただけますでしょうか？  話者A：そうですね、あ
の、...

52→ 具体的説明
それをまず達成した上で、速やかに千5
百円目指す

話者A：はい、えー、次は、いかがでしょうか？  話者
A：ニッケイ新聞のシマモトです。  話者A：はい、ど
うも。  話者A：すいません、あの、え、最低賃金んと
こ、ちょ、確認なんですけども、まずこの千円の段階
で、すでに一律にした上で、え、一律で千5百円てい
う、その、速やかにダンカイ＊でも、すでに一律の千
5百円、全国とかでも千5百円なってるって、そういう
理解でいいんですか？  話者A：あの、速やかに千円...

- -

54 説明のある話題
皇室典範の改正案をね、あの、提案する
とかってことは考えておりません

で、女性女系天皇の問題もですね、あの、これ、あ
の、メディアの皆さんからもご質問よくあります。 で
すから、そういう点では、あの、そういう設問に対し
て私たちの立場を表明したというものでありまして、
私たちの...

←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

↓

53→ 具体的説明
女系天皇＊ても、賛成すると、いう立場
を表明

あの、確認なんですが、あの、天皇のところに関し
て、あの、他の野党ではですね、安定的な皇位継承で
女系天皇や女性天皇の議論を、ま、書かれてるところ
もあるんですけれども、先日あの、キョウサン党との
立場、明確に、その示された中で、あえて公約で載せ
なかったっていうのは、どういったところがあるんで
しょう？  話者A：これはあの、あの、あの、私ども
の、え、インタビューの形で私の、えー、インタ
ビューという形で、天...

- -

55
説明の少ない話

題 各党首間で協議して決めるということ

話者A：はい。 他、あー、いかがでしょうか？  話者
A：アサヒ新聞のテラマチといいます。  話者A：は
い、どうも。  話者A：すみません、あの、公約以外で
大変恐縮なんですけれども、内閣不信任案について...

←説明が足りない
　かもしれません



→ 説明無し

- -

56
説明の少ない話

題 最悪の隠蔽の体質です

話者A：すみません、NHKキクヤマです。 ちょっとま
た公約以外で恐縮なんですけれども、あの、本日、あ
の、麻生財務大臣の、あの、不信任案、あるいは参議
院で、えー、問責決議案が否決されました。 改めて受
け...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

57
説明の少ない話

題
3つの提案のかなりの部分は、野党の共
通の提案になってる

話者A：あの、ここ数日の野党の公約見てきますと、
ま、家計の底上げというんでしょうか、そういう意味
では皆共通ですね。 で、ま、32の一人区では、一本
化したわけですね。  すると、ここに書いておられる
よう...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

58 説明のある話題
共通項を大事にして、で、1人区での、
あの、協力をしっかり

話者A：コウヤクノ＊なかで、ええ、最低賃金1500円
を目指すと、8時間働けば暮らせる、る、働くルール
の実現と入ってますから。 デスカラ＊、これ、野党共
通なんですね、あの、この、最低賃金の問題も。  
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

↓

59 → 具体的説明
野党の党首が、あの、どことは言いませ
んが、あの、一緒にならんでね、訴える

で、ぜひ、そういう野党の党首が、あの、どことは言
いませんが、あの、一緒にならんでね、訴えるような
場面が、ああ、つくりたいというふうに願っていまし
て、そういう努力をお互いにやっていきたいと思って
おります。...

60→ 具体的説明
野党が協力して今の政治変えようとして
いる

ただ、あの、同時にね、あの、野党、それぞれ特色も
あっていいと思うんですよ。 で、我が党の特色は、最
後に書いてあるような、あの、財界中心、あるいは、
うーん、アメリカ、ああ、いいなりと、ここを正すと
いう特色もっております。 キョウサントウ＊ならでは
の、それぞれの党が、それぞれの、あの、特色を訴え
ることもね、これは、私は大いにやったらいい。 ただ
やはり、イッチテン＊を大事にして、おっしゃるよう
に国民の皆...

- -

61
説明の少ない話

題
トウイツ＊したからには、全部で勝つと
いうために、あらゆる力

話者A：あの、ツイデニ＊伺いたいことは、その、1人
区、前回、11勝でしたけれど、まあ、その、目標ライ
ンていうのはね、あの、最低これだけというのがあれ
ば伺いたいですね。  話者A：それは、あの、あの時
の...

←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
あらゆる手段を使って、あの、お知らせ
したい

話者A：はい、ほかはいかがでしょうか？  話者A：ウ
ダンセンノ＊、オイカワ＊と申します。  話者A：は
い、ドウモ＊。  話者A：あの、暮らしに希望の3つの
公約とか、まあ大変、あの、分かりやすいし、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

↓

63→ 具体的説明
今チラシを作っておりまして、あの、
3500万枚を作りました

それから、今チラシを作っておりまして、あの、
3500万枚を作りました。 で、これ、あの、おに、お
にぎりの形で、あの、おにぎりフダ＊と言っているん
ですが、あの、おにぎりが真ん中にありまして、3つ
の提案が入ってまして、で、あの、非常に、カラフル
で楽しいビラを作りまして、これも大変好評でありま
して、今大量に配布を始めたところでございます。...

64→ 具体的説明 消費税に頼らないで変える希望あります

＊ビ＊、あの、その、チラシですね。 から、インター
ネット、インターネットでは、あの、先日この問題中
心に、こうひと目で、どんどんクリックしていけば分
かるような、あの、ええ、ものも動画も作りまして、
アニメの動画も作りまして、あの、そこでも今やって
おります。 ですから、あらゆる手段を駆使して、国民
の皆さまにお伝えして、いまの暮らしを変える希望は
ありますよと、しかも消費税に頼らないで変える希望
ありますとい...

- -

65

説明のある話題
希望という言葉がキョウサントウ＊が、
こうリッパニ＊使える

話者A：あ、フランスセン＊の、オイカワ＊です。 
ちょっと公約とはずれるんですが、あの、やっと希望
の党というのが政党要件を失って、あの、希望という
言葉がキョウサントウ＊が、こうリッパニ＊使えるよ
うになり...

←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

↓



66

→ 具体的説明
国民の皆さんから見て、あの、わくわく
するようなね、あの、政治のイメージ

やっぱり、国民の皆さんから見て、あの、わくわくす
るようなね、あの、政治のイメージが伝わり、みんな
で変えていこうという、選挙にしていきたいと思って
おります。  話者A：はい、ありがとうございました。 
ええ、そろそろ、以上にしたいと思いますが、よろし
いですか？  話者A：ありがとうございました。  話者
A：じゃあ、以上で、会見終了します。 ありがとうご
ざいました。...

- -



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
参院選公約の発表
記者会見を行いま
す

【自分】はい、それではお待たせしました。 えー、ただいま
より、えー、日本共産党、参院選公約の発表記者会見を行い
ます。 えー、冒頭、委員長の方から、え、ご発言をいただき
まして、え、あと、お、各社から、あ、質問にお答えしたい
と思います。 えー、なお、今日の、あの、会見には、あ、カ
サイ政策委員長が、え、同席しておりますので、ご承知くだ
さい。 え、それでは、委員長、よろしくお願いします。  
【自分】ありがとうございます。

[3]「希望が持て
る政治に切り替
える選挙に」に
ついての具体的

説明

2
日本共産党の参議
院選挙公約でござ
います

それでは、えー、日本共産党としての、えー、参議院選挙公
約を、えー、発表させていただきます。 で、あの、こういう
ものでありまして、表題は、えー、希望と安心の日本を、と
いう表題をつけました。 で、日本共産党の参議院選挙公約で
ございます。 で、あの、文書でお配りした通りであります
が、私の方から、えー、要点をかいつまんで、お話をさせて
いただきたいと思います。

[5]「暮らしに希
望を三つの提

案」についての
具体的説明

3
希望が持てる政治
に切り替える選挙
に

あの、まず、あの、前文で、え、今度の選挙の、えー、私達
としての位置づけ、呼びかけを書いてあります。 アベ政治に
さよならをして、で、明日への希望が持てる政治に切り替え
る選挙にしていこうと。 そして、その力は、市民と野党の共
闘を成功させることと、日本共産党の躍進だということを冒
頭に訴えております。

[2]「日本共産党
の参議院選挙公
約でございま

す」についての
具体的説明

4
力を合わせて実行
すべき内容のもの

で、あの、市民と野党の共闘という点では、えー、すでに、
いー、野党党首と市民連合の皆さんとの間で、共通政策は、
えー、13項目にわたって合意されております。 で、それ
を、あの、私共の公約にも冒頭に掲げました。 で、これは、
あの、野党は皆、力を合わせて実行すべき内容のものであり
ます。 その上で、えー、公約では、大きな柱、9つの柱から
なっております。

[3]「希望が持て
る政治に切り替
える選挙に」に
ついての具体的

説明

5 暮らしに希望を三
つの提案

第一の柱は、え、消費税増税の中止、暮らしに希望を三つの
提案というものであります。 まず、冒頭、おー、今の景気上
のもと、経済情勢の悪化のもと、消費税10パーセントはもう
論外だと、厳しくその中止を求めております。

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 一つ大きな争点に
なってくる

その上で、あの、三つの提案ということで、あの、暮らしに
希望が持てる政治に切り替えようと、消費税増税なしで、そ
れを進めようという三つの提案が、あの、まとめてありま
す。 で、その第一の内容は、8時間働けば普通に暮らせる社
会をと。 特に賃上げ、そして長時間労働の是正、この二つの
柱でその内容が述べられています。 で、お読みいただいた通
りでありますが、とりわけですね、最低賃金の問題、一つ大
きな争点になってくると思います。

[7]「全国一律の
最低賃金制度を
作ると」につい
ての理由・ニー

ズ

7 全国一律の最低賃
金制度を作ると

私共はですね、直ちに、全国どこでも、時給1，000円に引き
上げ、速やかに1，500円を目指し、全国一律の最低賃金制度
を作ると。 特に、中小企業に対する社会ほしょう＊、保険料
減免によって、これを応援する予算を7，000億という規模で
つけて、あの、この、最低賃金という問題を、あの、大きく
前進させるということを、あの、据えました。 その上で、
えー、長時間労働の是正、非正規労働者の正社員化、あるい
は、保育、介護などで働く労働者の皆さんへの月5万円の賃
上げ、等々を位置づけています。

[5]「暮らしに希
望を三つの提

案」についての
具体的説明



8

年金問題位置づけ
て参りましたけど
も、かなり踏み込
んで

それから、第二の提案として暮らしを支える社会保障をと、
述べております。 で、年金の問題が大きな争点になってまい
りまして、元々私達、この三つの提案の中に、年金問題位置
づけて参りましたけども、かなり踏み込んで、えー、その財
源的な、えー。  
【自分】裏付けも含めて、あの今度の政策では新しくセール
＊をいたしました。 特にあの、緊急の課題として、マクロ経
済制度を廃止して、減らない年金にすることと。 そして、も
う1つは低年金の方に対する一律の年金の上乗せを行うと。 
この2つの仕事を、え、しっかりやることを緊急課題とし
て、まず第1段階の課題として位置付けております。

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。

9
この2つの問題に
ついて述べてます

で、あとの方に、あの、この政策集では、あとの方に出てく
るんですが、第2段階としてですね、最低保証年金を入れる
と、いうあの、2段階の、え、こう、年金政策になっている
のが、全体の構成です。 で、あの、3ページの部分はです
ね、その中で、緊急策である、あの、マクロ経済制度の廃止
によって、減らない年金にすることと、そして、低年金の底
上げ、この2つの問題について述べてます。

[8]「年金問題位
置づけて参りま
したけども、か
なり踏み込ん

で」についての
具体的説明

10 年金の給付水準が
下がるわけですね

で、このマクロ経済制度というのは、まあ、先日の党首会談
でも取り上げましたが、実は年金問題の直面する最大の争点
はそこにあると、考えております。 で、あの、私の党首討論
でも取り上げたように、え、41歳以下のご夫婦の場合、平均
的な世帯で、え、月4万3千円、30年間で、1600万円、年金
の給付水準が下がるわけですね。 こういう問題がある。

[11]「これ非常
に大きな別れ

道」についての
客観根拠・デー

タ

11
これ非常に大きな
別れ道

ですから今、年金が足らないということを問題になっており
ますが、あの、それと合わせてね、さらに深刻な問題とし
て、どんどん減らされると、それでいいんですかと、いう問
題が私は大きな争点だと思っております。 つまり、どんどん
減っていく年金でいいのか。 それとも、まず減らない年金に
して、拡充の方向に向かうのか。 これ非常に大きな別れ道に
なっております。

[9]「この2つの
問題について述
べてます」につ
いての具体的説

明

12
保険料を中心にそ
の財源を賄ってく

私どもはあの、マクロ経済制度を廃止する、減らない年金に
することを大きく、大きな政策に掲げております。 そのため
のですね、ま、財源＊手当として、3つの＊を進めると、と
いうことを今回の公約集で出しました。 で、マクロ経済制
度っていうのは、全体としては、あの、保険の中の仕組みで
すから、基本的にはですね、保険料を中心にその財源を賄っ
てくっていうことを考えていく必要がある。

[13]「1兆円規
模で年金財政の
収入を増やす

と」についての
具体的説明

13
1兆円規模で年金
財政の収入を増や
すと

その3つの手当として、まず1つは、え、高額所得者優遇の保
険料のあり方を見直して、1兆円規模で年金財政の収入を増
やすと。 これあの、私あの、党首討論で提案した内容であり
ますが、今1千万円で頭打ちになってますね、保険料が。 こ
れを2千万円まで上限額を引き上げて、そして、あの、約1
千、約1兆円の、え、保険料収入の増加ができると。 まずこ
れは、すぐにでもやろうと思えばできますし、あの、ま、い
わば、え、年金制度における再分配機能の強化になるんです
ね。 ですから、これをまず第1にやるべきだと。

[8]「年金問題位
置づけて参りま
したけども、か
なり踏み込ん

で」についての
具体的説明

14 投機的な運用を
やっていることが

第2の問題としてですね、巨額の年金積立金を年金＊に活用
するという問題があります。 ここにもありますように、え、
日本の年金積立金は約200兆円にのぼり、え、給付金の4年分
にあたる。 これは、諸外国はあの、せいぜい数か月分の積立
金なんですが、日本の貯め込みは本当に異常です。 それで、
しかもこの貯め込んだお金で、株を吊り上げる。 そのため
に、投機的な運用をやっていることが、今、大問題になって
おります。

[16]「計画的に
活用していく」
についての理由

・ニーズ

15
2050年まで積立
金を増やし続ける

そしてあの、政府の方針っていうのは、あの、ともかくこの
投機に運用したい、株を吊り上げるために年金のお金を使い
たい。 そのためにですね、あの、2050年まで積立金を増や
し続ける。 そして、積立金を取り崩すのは2050年代から50
年間かけてと。 つまり2100年まで積立金を。  
【自分】温存するというのが政府の方策です。 で、これは
まったくね、あの、合理性を欠く政策だと思います。

[14]「投機的な
運用をやってい
ることが」につ
いての具体的説

明

16 計画的に活用して
いく

で、私たちとしてはですね、あの、積立金を計画的に取り崩
して、高齢化のピークとされる2050年代をめどに計画的に活
用していく。 つまり現在からしますと、たいたい40年から
50年で、ま、積立金は計画的に取り崩していくというのが、
私たちの、あの、提案であります。 あの、これによってです
ね、あの、保険料に、こう、収入の、あの、に活用できるお
金が、えー、1兆2兆という単位で出てくる、あの、ことにな
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。



17
保険料収入と加入
者を増やすという
問題です

＊3つ目の柱はですね、あの、賃上げと正社員化を進めて、
えー、保険料収入と加入者を増やすという問題です。 つまり
年金の支え手である現役労働者の賃上げ、そしてなんといっ
ても非正規で働いてる方の正社員化、で、厚生年金に入って
いただくと。 そういう形でですね、保険料収入と加入者を増
やして年金財政を安定させる、これ一番根本的な方策だと。

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。

18 財源を確保しなが
ら、減らない年金

デスカラ＊この3つですね、あの、上限額の引き上げと、積
立金のケイカクテキ＊取り崩しと、そして、えー、支え手を
強くするというこの3つによって、あの、安定的な、あの、
財源を確保しながら、減らない年金にしていくというのが大
きな柱として＊います。 カラ＊もう1つ柱は低年金の方の年
金の底上げなんですが、これは政府の案っていうのはです
ね、あの、最大月5000円、年間6万円ナン＊ですね、最大な
んですよ。 で、年金額が少ない方は、ウント＊少なくなる
と。 ＊本当の底上げとは言えないもんでありまして、わが党
の提案としてはですね、あの、一律、一律月5000円、年6万
円を上乗せして底上げすると、本当の意味での底上げを図っ
て、低年金の方々にまず手当てをすると。 ＊7000億円ぐら
いの公費を考えておりますが、あの、この手当を取ると。

[17]「保険料収
入と加入者を増
やすという問題
です」について
の具体的説明

19 お金の心配なく学
び子育て

まず緊急にこの2つの、えー、手当をとるってことを、かな
りまとめ、ま、まとめて、この公約では述べております。 そ
れから、あの、社会保障の問題ではコクホ＊料の、えー、引
き下げ、子供と障害者の医療費の負担の軽減、生活保護キュ
ウシュツノ＊中止なので暮らしを支えるという課題も、
えー、あわせて提供しております。 ＊第3の提案としてです
ね、お金の心配なく学び子育てができる社会を作ろうと。 
で、この問題では、特に高すぎる大学の学費のすみやかな半
分への値下げ、段階的な無償化。 あるいは給付制奨学金につ
いては、月額3万円を全体で70万人に支給する、あるいは給
食費も含めて義務教育の完全無償化、ニンカホイクショ＊の
30万人分の増設、かなり具体的に数値目標も立てて、えー、
提起をしております。

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。

20
減税するのと同じ
家計応援の効果

ま、以上が、あの、3つの提案でありますが、あの、公費の
部分の財源規模は、えー、7.5兆円ということになりますが、
あの、消費税にたよらない別の道で財源を確保するとイウノ
ガ＊5ページ目であります。 特に大企業優遇税制ゼセイ＊で
4兆円、それから富裕層の、えー、優遇税制などで3.1兆円、
で、思いやり予算や、えー、米軍再編経費などで0.4兆円で、
えー、7.5兆円のコウキュウ＊財源を作り、えー、それを、
えー、今述べた事案の施策にあてようというものでありま
す。 で、7.5兆円っていうのは消費税3パーセント分、つまり
3パーセントぞう、減税するのと同じ家計応援の効果がはた
らきます。

[19]「お金の心
配なく学び子育
て」についての

具体的説明

21
国の暮らしを支え
る提案

それに加えて、あの、長時間労働の是正とか、えー、正規雇
用の拡大とか、安心できる社会保障ってことになりますと、
7.5兆円を上回る。  
【自分】あの、経済効果が働くことは、ま、明らかでありま
して、大変この大事な、こう1番の国民の願いに叶った1番の
要所でですね、あの、国の暮らしを支える提案になっている
と考えております。

[20]「減税する
のと同じ家計応
援の効果」につ
いての具体的説

明

22
経済問題での我が
党の提案

以上が、あの、経済問題での我が党の提案です。 それから、
第2の柱は、あの、戦争する国への歯止めない暴走を止め
て、憲法を生かした平和外交を作ろうということでありまし
て、ま、1つはアベ9条改憲、さよならの審判＊ということ。 
それから安保法制戦争法を廃止し、ダイブンカク＊から軍縮
への転換を図っていく。 F35のバクガイ＊、あるいはイージ
スアショアの配備、これはもう厳しく、うー、中止を求めて
いきます。 それから、9条を生かした平和外交という点で
は、極東アジア平和協力構想を推進するということは、＊位
置付けました。 核兵器禁止条約に署名する、うー、政府を求
めるということも位置付けております。

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。

23 基本的な立場を表
明しております

それから、日露領土問題については、あの、アベ外交が無惨
な失敗を遂げてるわけでありますが、やはり第二次世界大戦
の戦後＊をとらす立場での外交交渉に取り組むという基本的
な立場を表明しております。 いう外交の一連の問題。

[22]「経済問題
での我が党の提
案」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
再生可能エネ、エ
ネルギーへの大転
換

それから、第3の柱は原発問題です。 原発0の日本、再生可
能エネ、エネルギーへの大転換。 で、まず、あの、原発再稼
働について、これがいかに無謀なものかということを、
おー、厳しく批判しております。 1つ、あの、福島キリスト
と一体になって、これは進められてるっていう問題。 それか
ら、同時にですね、もう原発自体が輸出も大破綻し、うー
ん、ペイコスト論ももう通用しなくなって、もうあらゆる面
でビジネスとして成り立たない、ま、いろんな意味で、再稼
働にもう一欠片の道理もなくなってるということで、再稼働
を中止し、全ての原発で廃炉のプロセスに入る。  で、あと
は、＊してる原発ゼロ基本法案の成立を目指す、核燃料サイ
クルから直ちに撤退する。 そして、同時に、福島の被災者支
援については、全ての被災者の方々が、生活と生業の、が再
建できるまで、国と＊の責任で行わせる等々のですね、あ
の、欲求をまとめました。

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。

25
政策を展開してい
く必要がある

で、同時に、この説では、地球環境のためにも脱炭素、再生
可能エネルギーへの大胆な転換を図っていくという問題につ
いての我が党の立場をまとめております。 これはIPCCで
も、2050年前後に温室効果ガス排出量実質0ということ提起
されてるわけでありますが、アベ政権の、えー、長期戦略で
は、50年までに80パーセントの削減というね、大変だらしの
ない内容になっております。 で、我が党としてはですね、
IPCCの目標、すなわち2050年までに、えー、温室効果ガス
排出実質0、これを目標にして、えー、政策を展開していく
必要があるということを明記をいたしました。

[24]「再生可能
エネ、エネル
ギーへの大転

換」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 根本的な立場も明
記をいたしました

で、第4の柱は、米軍基地の問題です。 で、沖縄の辺野古新
基地、これは断固断念させるというテーマの無条件撤去を目
指すと。 さらに、あの、地位協定の抜本改正、えー、その中
には、緊急の要求として、オスプレイの撤去、低空訓練NLP
の中止、海兵隊の撤退、空母＊のボコウ＊の返上等々も、
おー、述べております。 そして、安保条約を廃棄して、対等
平等友好の日米関係を築くという我が党の根本的な立場も明
記をいたしました。

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。

27
年金については、
おー、2段階の提
案

で、第5の柱が、あの、憲法を生かした政治ということで、
あの、一連の＊が述べておりますが、ここのところに年金の
問題がもう1つ、もう1回出てくるんですね。 先程言った、
年金については、おー、2段階の提案になっております。 先
程言ったように、あの、緊急の提案のところにマクロ経済。

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
中堅層以上の方々
にご負担をいただ
く

【自分】サイブン＊廃止と、えー、低年金の底上げっていう
ことになっておりまして。 で、将来的課題なんですけれど
も、あの、それを、だい、あの、今言ったことを第一歩にし
ながら、将来的にはですね、ほんとに頼れる年金に、いー、
抜本的な改革を進めると。 で、この、わた、我が党の案はで
すね、全額国庫負担で、全ての高齢者に月額5万円を保障
し、その上に払った保険料に応じた額を上乗せする、ば、年
金制度の抜本的改革すると。 これによってですね、ほ、国民
年金の満額が、現在の月6万5千円から8万3千円に上がりま
す。 で、厚生年金の方もですね、給付が低い方から、平均程
度の方まで底上げになってくる。 ただ、財源規模としてはか
なり大きな財源が、えー、ま、税金として必要になって参り
ます。 5兆円から6兆円、これは必要になって参ります。 で
すから、先程言った7.5兆円というのは、ま、緊急の手当のた
めの財源でありまして、こちらの方の財源は、別途、あの、
考えなければならない。 で、これ、あの、大企業や富裕層の
優遇税制だ、を正すだけでは確保できません。 ま、賃上げを
実現しながらですね、所得税の累進強化等、ま、消費税に頼
らない形で、しかし、同時にですね、一定の、あの、中堅層
以上の方々にご負担をいただくという形の税制改革で確保を
していきたいというのが、この二段階目の提案であります。

[37]「アメリカ
言いなりという
ね、日本の政治
の2つの歪みにメ
スを」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
学校を子供の権利
を保証され、通う
のが楽しい場に

ま、年金の問題ではそういう、あの、体系的な、あの、方策
になってるってことを、あの、ご説明させていただきまし
た。 ソレ＊から、あの、なおですね、誰もが、あの、安心し
て医療を受けられる制度にする、介護の問題、安心できる介
護制度、＊、障がい者福祉の充実、貧困のタカイ＊差別の解
消等々もここで述べております。 それから、子供の権利条約
を批准して25年と、そういう下で子どもの権利を尊重して、
教育と子供のための施策を進める。  この一連の、あの、政
策も、あの、まとめてあります。 過度な、きょうい、競争教
育、ブラック校則等の管理強化、この競争と管理ですね、こ
れによって子供をがんじがらめにする、これは一段と酷く
なっております。 で、やはり、それを大元から正して、学校
を子供の権利を保証され、通うのが楽しい場にしていくとい
う一連の政策を取りまとめております。

[37]「アメリカ
言いなりという
ね、日本の政治
の2つの歪みにメ
スを」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。

30
憲法の原則から逸
脱した一連の代替
わり儀式の見直し

それから、子供の生存と発達、最善の利益の立場で、児童
ぎゃくさいを、たいをなくす施策を進める等々もこの中に含
めました。 それから、えー、民主主義の問題では、えー、言
論、報道の自由を守り、民意を正しく反映する選挙制度、更
に、あの、天皇制度との関係ではですね、憲法違反の天皇の
政治利用に反対し、憲法の原則から逸脱した一連の代替わり
儀式の見直しを求めるということも、これ、憲法の順守とい
う立場から、えー、位置づけてあります。

[37]「アメリカ
言いなりという
ね、日本の政治
の2つの歪みにメ
スを」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 日米FTA交渉、こ
れを中止を求める

6番目の柱は日米FTA交渉、これを中止を求めると。 そして
TPP協定からも離脱していくと。 そして、食料主権、経済主
権を尊重した貿易協定を進めるという立場での、あの、経済
主権を守ってく、食料主権を守ってく、そして、それに基づ
いた平等互恵の経済関係を作ってく、いう課題を、特別に1
つの柱で位置づけました。

[37]「アメリカ
言いなりという
ね、日本の政治
の2つの歪みにメ
スを」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
大企業との商取引
の不公正等々も是
正

から、第7の柱は、中小企業と農林水産業の振興で、地域経
済に希望をということで、あの、中小企業について、え、ま
ずは消費税に代わるインボイス、そしてポイント還元等々
の、中小企業いじめの政治をやめる。 それから、あの、大企
業との商取引の不公正等々も是正する。 それから、えー、金
融機関による貸し渋りや貸しアガリ＊をやめさせていく。 ＊
から、コンビニの、おー、24時間営業の見直し等もあてまし
た。

[37]「アメリカ
言いなりという
ね、日本の政治
の2つの歪みにメ
スを」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

安心して＊できる
農産物の価格交
渉、所得交渉を抜
本的に強める

【自分】農林水産業につきましては、国連のカゾク＊農業の
ジュウネン＊、これが今あの続けられておりますが、この立
場に立って安心して＊できる農産物の価格交渉、所得交渉を
抜本的に強める。 沿岸漁業も、ええ、重視して述べてありま
す。 今沿岸漁業がですね、大変な危機に陥っておりまして、
ええ、例えばクロマグロなどがですね、沿岸漁業者に対し
て、あの、ぎゃ、漁獲量を規制してそして獲れなくさせる。 
それからするめいかについては乱獲を大手がしてしまう。 
で、クロマグロも、は、獲りたくてもとれない、するめいか
はもういなくて獲れない、こういう状況あるんですね。 です
から、やはり、この間のあの漁業法のカイアク＊に伴ってあ
の大手に沿岸漁業を食い荒らすという、非常に深刻な事態が
起こっておりまして、これを是正するということもしっかり
続けました。

[32]「大企業と
の商取引の不公
正等々も是正」
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。

34 災害から国民の暮
らしと命を守る

第8の柱は災害から国民の暮らしと命を守るということで、
被災者生活再建支援法の引き上げ等々も含めて、あの一連の
緊急課題を、ええ、述べております。 ええ、災害に強い社
会、防災減災の町づくり。 それから公共事業のあり方をです
ね、大型開発から防災、暮らし最優先に切り替える等々も位
置付けてありました。

[37]「アメリカ
言いなりという
ね、日本の政治
の2つの歪みにメ
スを」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

国民の全てが尊厳
を持って自分らし
く生きられる社会
を目指そう

最後に第9の柱として、あのジェンダー平等を、そして尊厳
を持って生きることのできる社会ということで、あの1つま
とまってあのこの問題を、ええ、選挙においてもあの大きな
争点として打ち出していきたいと。 で、じぇん、ジェンダー
平等社会を推進する、それから性暴力やドメスティックバイ
オレンスを許さない社会をつくる。 あらゆるハラスメントに
苦しむ人々をなくしていく。 LGBT＊に関する差別のない社
会をつくると。 在日外国人の権利を守りヘイトスピーチを根
絶する。  最後にあの先住民族としてのアイヌの権利を守る
と。 このようなアイヌ新法ができました。  それを力にして
アイヌを、方々の生活向上と権利、保障を進める等々のあの
諸課題をあの重視して、あの本当に国民の全てが尊厳を持っ
て自分らしく生きられる社会を目指そうということをあの述
べております。

[37]「アメリカ
言いなりという
ね、日本の政治
の2つの歪みにメ
スを」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
選挙の争点にも私
達はあの大事な争
点にもなる

まあこの問題について言いますと、やはりあの安倍政権の下
でね、やはり、例えば選択的夫婦別性などもですね、頑強な
抵抗にあって進まないわけですね、世界でたった1つしかも
う日本であのこの同姓を、きょうす、強要する国ってないわ
けですよ。  で、こういうものを、や、やらないっていうの
はね、やっぱり率直に言ってですね、あの戦前の侵略戦争、
す、が正しかったと考えてる勢力が日本の政治の中にいる。 
で、この勢力がそれを進めた国は美しい国だったといまだに
思ってる。 で、それを、のあの時代のいわゆる古い家制度で
すね、これよかったという立場から民法改正なども反対す
る。 こういう勢力が大きな抵抗勢力になっております。 で
すから、そういうことも念頭において、このジェンダー平
等、尊厳を持って生きることのできる社会というのは、選挙
の争点にも私達はあの大事な争点にもなるというふうに考え
ております。

[35]「国民の全
てが尊厳を持っ
て自分らしく生
きられる社会を
目指そう」につ
いての理由・

ニーズ

37

アメリカ言いなり
というね、日本の
政治の2つの歪み
にメスを

まあ最後に、あの一連の願いを実現する上でも、財界中心、
アメリカ言いなりというね、日本の政治の2つの歪みにメス
を入れる立場を持つ日本共産党を伸ばしてほしいという訴え
で締めくくっております。 若干長くなりましたが、私の方か
らは以上でご説明終わります。

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。

38

1兆円の保険料収
入の、増収を得る
というのは、その
一つの手段

あとはご質問ありましたら、お願いいたします。  
【自分】はい、ええ、ありがとうございました。 ええ、それ
では、ええ、質問をお受けしたいと思います。 ええ、挙手で
お願いします。 ええ、その際に、ええ、社名、お名前をおっ
しゃってください。 ええ、マイクをまわしますので、ええ、
挙手でお願いします。 じゃあ、どこからでもどうぞ。  
【自分】フジテレビのフルヤです。  あの、年金についての
ご提案のうち、えっと、マクロ経済スライドの廃止っていう
のは、これはマクロ経済スライドの、廃止する分の財源を、
えっと、高額しょ、所得者優遇の保険料の見直しと、年金積
立金と、あと賃上げと、正社員化で補うということで。  
【自分】そうですね。  
【自分】いわゆるこの、7.5兆円の枠組みとは別に、トイウコ
トデ＊。  
【自分】別です。 で、これはあの、7.5兆円の枠組には、こ
のマクロ経済スライドの財源っていうのは、ふく、含んでお
りません。 でや、やはりマクロ経済スライドというのは、基
本は、年金の、あの、保険の世界の、あの、仕組みですか
ら。 で、これをなくす上で、まずは、保険料収入をどうやっ
て、あの、引き上げてていくかと。 で、あるいは、ああ、積
立金をどうするかと、いうことが問題になってこようかと、
思いますので。 あの、これは7.5兆円とは別に、別枠で。 
で、かなりの、一定規模の、あの、やっぱり何兆というお金
が、かかります。 で、これヤハ＊、私のホウノ＊党首討論
で、あの、アベさんの方からはね、7兆かかるっていう数字
が、いきなり飛び出してきて。 で、その7兆円の積算根拠
は、どこにあるのか、ちょっと、分からないもんですから。 
今、質問シジショ＊昨日出しまして、あの、問い合わせてる
とこですが。 まあ、私どもの計算でも、やっぱり一定の数兆
という規模が、ヤハリ＊減らない年金スル＊上では、必要に
なってまいります。  ですから、私があの、党首討論でテイ
ジ＊した、あの、いわゆる上限額を2000万円にあげて。 
で、1兆円の保険料収入の、増収を得るというのは、その一
つの手段でありまして、それだけで、できるわけではない
と。 いくつかの合わせ技が、必要になってくるッテコトデ
＊、この3つをカウ＊ことを申しました。

[28]「中堅層以
上の方々にご負
担をいただく」
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。



39 家族農業を重視す
る

【自分】はい、では、次。 どうでしょうか？  
【自分】ニホンノウギョウ新聞のヨシダと申します。 アノ
＊、農業政策について、ええ、も、もう少しそのポイントで
あったり、お考えを詳しく教えてください。  
【自分】あの、ポイントを、まあ、簡単に言えば、2つ大き
なポイントはございます。 1つはコッキョウソシ＊の問題な
んですね。 それで、いわゆる、ええ、この13ページの、え
え、日米FTAあるいは、TPPに対する対応って問題がござい
ます。 それで、あの、特に日米FTAについてはですね。 あ
の、これはあの、FTA交渉じゃないんだと、PAGなんだと、
嘘をついてね、で事を進めてる。 しかも、あの、ええ、8月
に良いけ、発表ができるだろうと、言うからして、事実上、
あの、それを隣で聞いて、アベさんが否定しないわけですか
ら。 あの事実上ですね、選挙ノアイダ＊隠しておいて。 
で、終わった後に、あの、一挙にあの、重大な情報のね、内
容が出てくるという風に捉えて仕方がない、事態なわけです
ね。 ですから、まずはこの、日米FTA交渉も中止。 カラ＊、
TPPも私たち、あの、アメリカが入ってないからシタラ
＊TPPも、あの、こう、日本にとってですね、あの、食料試
験、あるいは、地域経済、国内農業にとっても、大きな打撃
になると考えておりまして。 離脱する必要があると。  で、
本当の意味での、食料試験、経済試験を大事にした、ええ、
ビョウドウゴケイ＊の経済関係をつくると。 この、びょう、
ビョウドウゴケイ＊の経済関係ってのが、1つの柱ナンデス
＊。 もう1つは、あの、第7の柱の中にあります、ええ、家
族農業を重視するという考えなんですね。 で、国連の家族農
業の10年を推進して、とりわけ私たち、あの、重視しており
ますのは、カカ＊交渉と、ショト＊交渉によって、再生産可
能な、あの農業にしていくと。 で、個別。  
【自分】ル＊、所得補償も復活させる、で、もちろん価格保
障を充実させるト＊いうことによってですね、あの、再生か
ん、さ、産可能な農業にしていくという考え方がもう1つの
柱です。  まあ端的に言えば、この2つの柱で、あの、農業政
策考えてます。 詳しいものはまた、あの、政策ノサイモウ＊
が出てまいりますけど、はい。

[33]「安心して
＊できる農産物
の価格交渉、所
得交渉を抜本的
に強める」につ
いての具体的説

明

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

40
財源論を提起でき
るかってのが勝負

【自分】えー、キョウドウツウシンのテシバです。  
【自分】はい。  
【自分】えー、最近、あの、委員長始め、ま、特に委員長も
おっしゃってましたけど、あの、街頭演説でも批判だけじゃ
なく希望を語るということを、よくおっしゃるようになって
たんですけど。 ま、今回の公約でも、ま、従来より財源確保
策が、ま、前のほうにだいぶ来てるような気もするんです
が、希望を語るという流れの中で流れを踏まえて公約作成で
も何か意識されたことあるんでしょうカ＊？  
【自分】そうですね。 やはり、あの、例えば、えー、このく
らしに希望をの場合ですね、あの、国民の皆様の切実な願い
だと思うんですよ。 あの、雇用の問題も社会保障も、あるい
は教育の問題もね、ただ問題は財源なわけですよ。 ですか
ら、この財源でどれだけ説得力のある、また多くの方々から
見て当然だと、ゆ、いう財源論を提起できるかってのが勝負
だろうと考えておりまして。 ヨコ＊に書いてあるのは、あ
の、例えば大企業にせめて中小企業並の税金ハ＊払ってもら
おうと、あるいは富裕層の方々に、えー、オオブン＊の負担
をしてもらおうと。 で、これはあの、ん、あの、政府の、オ
＊、審議会などもね、そ、そういう見直しが必要だってこと
を、ゆ、言わざるを得ないような、あの、例えば承継ユウ＊
税制などはそうですよね。 ですから、そういう、あの、誰が
見ても当たり前の財源論を、あの、組み立てるということ
を、あの、考えました。

[37]「アメリカ
言いなりという
ね、日本の政治
の2つの歪みにメ
スを」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
無理のない形で、
あの、財源も、
お、提起をしてる

それから、あの、先ほどのマクロ経済スライドの財源論も、
あの、私共、コノマエ＊、党首討論で、いち、一端を出した
んですが、あの、年金保険料の、ず、上限を引き上げるって
いう案はですね、あの、もうすでに厚生、ろ、労働省の年金
部会でも、えー、これ、そうですね、ン＊、数年前に、あ
の、議論されていて、で、詳しいペーパーも出ております。 
んで、あの、年金部会の内部的な議論でもね、あの、上限額
を取り払う、あるいは引き上げる、こういうもう意見が出
て。 その場合の給付をどうするかっていう問題出てまいりま
すが、その場合はアメリカでやってるベンドポイント制とい
うね、この、えー、給付への反映を、えー、セーブしていく
案も、あ、使ったらいいんじゃないかということで、そうい
うことも、かなりもう年金部会でも出てくるような、あの、
具体的な案であります。 ですから、あの、無理のない形で、
あの、財源も、お、提起をしてるというつもりでございまし
て。

[40]「財源論を
提起できるかっ
てのが勝負」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 年金の今の現状ど
う改革していくか

ですから、この前の党首討論でも、あの今、年金の問題でも
ね、やっぱり年金の不安を持ってるってのは、もう国民の皆
さんの、みんなの、もう、ま、要は常識ですよね？ もう言わ
れなくテ＊も分かってると、もう年金不安だと、足らない
と、ソコアッタ＊ですよね。 コレ＊問題はどうするかという
ことに対する答えがないと、やはり、こうゆ、これはもう
堂々巡りになって、でい、あの、しまう、それで本当の意味
での将来に対する安心ガ＊得られません。  ですから、政党
としてはですね、批判だけじゃなくて、あの、年金の今の現
状どう改革していくかってことについての大筋、大きな大ま
かな筋を出さないといけないと考えまして、今日説明したよ
うな、ま、2段階での、あの、年金の改革案がこの中に含ま
れておるということでございます。

[41]「無理のな
い形で、あの、
財源も、お、提
起をしてる」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。

43

マクロスライドを
やめると、そして
まあ、高齢者優遇
のところで1兆円

【自分】あ、ファクタのミヤジマです。  
【自分】はい。  
【自分】あの、1点は年金でございますが、あの、これはま
あ、マクロスライドをやめると、そしてまあ、高齢者優遇の
ところで1兆円の財源を出せると。  
【自分】はい。  
【自分】しかし。

[38]「1兆円の
保険料収入の、
増収を得るとい
うのは、その一
つの手段」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。

44
1つは上限額を引
き上げる

【自分】＊、まあ、やはり、マクロスタイル辞めれば、それ
だけ大きな穴が空くんですけど、それを、いわゆる積み立て
のところから、2050年を目処に、徐々に、えー、埋めていく
ような形でですね、あの、財源、作っていくという考え方で
宜しいんでしょうか？  
【自分】あの、デス＊、デスカラ＊、3つですね。 ですか
ら、1つは上限額を引き上げる。 大体これで、増収、見込め
るのは、ま、1兆円規模ですね。 それから2つ目は、あの、
まあ、年金の、えー、積み立て金の、あの、取り崩し方を
ね、あの、政府のように、もう、100年先まで温存してるっ
ていうやり方じゃなくて、あの、もっと早い段階で活用する
ということ、これは、やっぱり、1兆から2兆って規模でしょ
うか。 あの、正確な計算、なかなか難しいんですけども、あ
の、出て、出てまいります、毎年ですね。 それと3つ目に、
何といっても支え手をね、つまり、あの、今、非正規の方を
正社員にする、で、厚生年金にも入っていただくというよう
な、そうすれば、あの、支え手になるわけですね。

[46]「肝の部分
は、やっぱり全
国一律」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

最低賃金を上げ
るっていうこと自
体が、＊も全体の
賃金の底上げに

それから、賃金を引き上げる。 まあ、色々な方法が、コレ＊
出てまいりますけども、ま、最低賃金を上げるっていうこと
自体が、＊も全体の賃金の底上げに繋がってまいります。 で
すから、そういうことも含め、あらゆる政策手段、使って、
賃金を引き上げる。 そして、非正規の方を正社員にする。 
で、今、政府やってるのは反対ですよね。 あの、せい、非正
規を、どんどん増やすというやり方を取ってきて、4割近く
までしてしまったんですが、これ、もう、正社員がアタリマ
エジャナイデスカ＊。 で、そのことによって、あの、支え手
を増やすと、これは抜本的な、あの、方策だと考えておりま
す。 これ、コレ＊で1番ね、あの、これ、＊出来れば、何
兆って規模での、あの、保険料の増収が出てくると考えてお
ります。

[44]「1つは上
限額を引き上げ
る」についての
理由・ニーズ



46 肝の部分は、やっ
ぱり全国一律

【自分】あの、もう1点、伺いたいのは、最賃の方でござい
ますが、ま、これは、まあ、今、ご存知、東京は、確か985
円ぐらいで、他は750円ぐらいのとこが、だいぶあります。 
すると、直ちに1000円というのは、どういうふうに実現出来
るのか、それから1500円で速やかにということですが、これ
も750円のとこからしたら倍ですけど、これ、どういう、そ
のシナリオで考えておられるのか、やはり伺いたい。 それか
ら、昨日ですね、立憲ノガワ＊、5年間でという年限を切っ
て、ま、1300円と、ま、これも、それが本当に出来るのかと
私は疑問だったんですけど、その全国イチ＊、同時に、そ
の、全国一律というのが、その、地方の中小企業など、こと
を考えたら、それが果たして現実的なのか、あるいは、それ
ハ＊正しい政策なのかって、私、よくわかんないですけど、
そのへんの整理の部分をですね、伺いたいです。  
【自分】あの、私達の、あの、最低賃金の、あの、政策は、
ここに書いてありますように、直ちに全国どこでも1000円に
引き上げると。 そして、1500円を、ま、速やかに目指す
と。 そして全国一律、最賃を作ると、コレデ＊なってるんで
すね。 で、あの、1000円と言ったのはですね、で、そして
全国一律と言っております。 で、あの、ま、何といいます
か、肝の部分は、やっぱり全国一律なんですよ。 で、おっ
しゃったように、あの、東京では1000円近いとこまできてま
すが、1番、低いところは、七百数十円ということで、200円
以上の差があります。 年収にしますと、大体45万円ぐらい
かな、違うわけですね。  ですから、そうしますと、もう本
当に、この、地域から、どんどん労働力が流出して、で、東
京に、要は大都市に集まってしまうという、地域を疲弊させ
る構造の1つのファクターになってるわけですね、最賃その
ものが。 ですから、これはね、あの、全国一律が、どうして
も要ると。 で、これ、あの、多くの国でイレテ＊ますしね。 
それから、生計費を、こう、比較しまして、例えば、東京
と、えー、地方で生計費が違うってことは無いんですよね。 
大体、あの、どの比較でも、そんなに大差が無い。 ですか
ら、それから考えてもですね、全国一律にしていく、これ、
どうしても必要ダ＊、だというのは、私達のカ＊。  
【自分】考えです。

[47]「中小企業
の社会保険料の
事業主負担分を
減免する」につ
いての具体的説

明

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

47
中小企業の社会保
険料の事業主負担
分を減免する

そこでどうするかなんですが、あの、これやる限りはです
ね、ここにもありますように、あの、賃上げ支援の予算にあ
ると、中小企業の。 で、今、あの、現状がですね、中小企業
の賃上げ支援の予算というのは年間7億なんですよ。 で、年
間7億っていったら、全国に200万以上事業者ありますから、
1社辺りで年間200円ですよ。 200円で賃上げできっこない
んでね。 私たちとしてはですね、ここに7000億っていうお
金をつけると。 7000億つけると。 1000倍にするってこと
ですね。  そして、あの、ん、中小企業の社会保険料の事業
主負担分を減免するという制度を入れることによって、賃上
げの応援をしようというのが、私共の提案です。 ですから、
肝は全国一律。 で、やり切る鍵は、あの、7000億円の、
えー、中小企業の賃上げ支援の、えー、制度を作ると。 特に
社会保険料の減免をね、あの、応援すると。 あの、赤字企業
でも社会保険料の場合は減免できいてきますから、これやっ
てこうっていう提案に＊ました。 これもナナテンゴジュウ＊
のプランに、あの、＊入ってました。

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。

48

財政問題が出てき
ますんで、中小企
業支援のね、これ
とセットで

ま、1500円は速やかにということで、あの、ネンゲン＊は、
あの、示しておりませんが、あの、1500円がどうしても目標
としては、目標数値としては、あ、あの、当たり前の数字で
はありまして、1500円でもね、大体、あの、フルタイムで働
いて8時間働いて週休2日で月収25万円ですから。 で、これ
は目標としてはあまりにも当たり前で、で、ニューヨーク
や、あの、カリフォルニアではね、も、すでに、じ、あの、
実施されてますし。 ですから、これは目指す目標としてでき
るだけ速やかにということでございますが。 だから、これや
る場合はさらに、え、財政問題が出てきますんで、中小企業
支援のね、これとセットで考えませんとならないんで。  あ
の、まずはこの直ちに全国どこでも1000円ということを、
じ、実現して1500円を速やかに目指すという風にいたしまし
た。

[47]「中小企業
の社会保険料の
事業主負担分を
減免する」につ
いての具体的説

明

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



49

地域の経済良くな
ることによって、
中小企業にうんと
大きなメリットが

【自分】はい、次いかがでしょうか？ はい。  
【自分】ヨミウリ新聞のアベと申します。  
【自分】はい。  
【自分】あの、今の、あの、最低賃金のお話との関連なんで
すけれども、ま、多分改めてになると思うんですけれども、
その最低賃金を引き上げることによって、その、消費を拡大
して、それが景気回復につながるっていう考えでよろしいの
でしょうか？ そこのところのご説明今一度お願いいたしま
す。  
【自分】あの、これはもう最低賃金の、ま、こう、こう引き
上げる意味合いっていうのは、もういろんな意味合いありま
して。 もともと、あの、憲法25条に基づく国民の生存権っ
ていう問題がね、あの、大きな、あの、その実現ということ
からして当然だということになりますが、言われたようにで
すね、あの、最低賃金引き上げるっていうのは、何よりも地
域経済を、え、活発にして、で、家計消費を活発にして、そ
して景気をまさに草の根からあったかくすると。 そのことに
よって経済成長も大いに進むようになります。  ですから、
あの、そういう点ではですね、あの、中小企業の皆さんに
とってもね、あの、まずは賃金上げるわけですから、それは
それで負担なんだけども、地域の経済良くなることによっ
て、中小企業にうんと大きなメリットが出てくる政策でもあ
るんです。 ですから、そこは、あの、進める中でね、中小企
業の経営も、えー、しっかり良くしながら、そして支援もし
ながら、あー、前に向かって進んでいくという、あの、非常
に大事な政策だと思っております。  アメリカなどでは、あ
の、一時最賃を上げるってことで、あ、全米の1000、1000
のね、えー、中小企業の社長さんが、あの、連名でね、最賃
上げろということを求めてね、上げてった経過なんかもあり
ましたよね。 ですから中小企業の皆さんにとってもね、本当
そういう意味では、あの、潤う政策になるわけでありまし
て。 ですから、そういう財政支援やりながら、最低賃金上げ
ることで、中小企業も活発。  
【自分】に、事業が展開できるようになると、いうことも、
あの、考えております。

[48]「財政問題
が出てきますん
で、中小企業支
援のね、これと
セットで」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。

50
国民の利益に背く
間違った政治

【自分】はい、えー、次、いかがでしょうか？ その他。  
【自分】あ、すいません、ヨミウリ新聞ナカザワです。  
【自分】はい、どうも。  
【自分】あの、ま、今日でこうやってあの、公約が、ま、出
てですね。 え、あの、今後この、今から参院選の論戦が本格
化してくると思いますが、改めてこの論戦に、マタ＊、こう
いう論戦にしたい、ていう決意を、改めてお聞かせいただけ
ますでしょうか？  
【自分】そうですね、あの、今の、えー、アベ政権の様々な
政治の問題点。 これはあの、厳しく論戦の中で問いただして
いきたいと思っております。 ま、消費税の増税もそうです
し、年金に対する今の政府の姿勢もそうですし、あるいは辺
野古の問題、原発の問題、え、憲法の問題。 あの、この、
えー、様々な、えー、私＊からしますと、国民の利益に背く
間違った政治。 これ大いに、あの、問題の焦点をね、ただす
論戦は、いろんな場でやっていきたいと思っております。

[51]「キョウサ
ン党はこうする
というものを、
あの、中心的に
押し出しなが

ら」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。

51

キョウサン党はこ
うするというもの
を、あの、中心的
に押し出しながら

ただあの、国民の皆さんから見てですね、じゃ、どうするの
かということが、論戦の中から自ずと浮かび上がってくるよ
うなね、議論を、え、参議院選挙を通じて心がけたいと。 
で、私達も批判だけじゃなくて、あの、キョウサン党はこう
するというものを、あの、中心的に押し出しながら、選挙戦
戦いたいと思っております。 あの、先ほどから、あの、ま、
党首討論で、5分半でどうしようかと、いろいろ考えました
が、5分半であってもね、提案を出そうということで、ああ
いう提案をさしていただきましたが、やはり、その、あの、
私達が、あの、こうやって変えると、いう提案をし、ま、そ
れに対して、アベ首相がどう答えていくかと、いうあたりは
ね、あの、議論にしていければなと思ってるんです。

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。



52
それをまず達成し
た上で、速やかに
千5百円目指す

【自分】はい、えー、次は、いかがでしょうか？  
【自分】ニッケイ新聞のシマモトです。  
【自分】はい、どうも。  
【自分】すいません、あの、え、最低賃金んとこ、ちょ、確
認なんですけども、まずこの千円の段階で、すでに一律にし
た上で、え、一律で千5百円ていう、その、速やかにダンカ
イ＊でも、すでに一律の千5百円、全国とかでも千5百円なっ
てるって、そういう理解でいいんですか？  
【自分】あの、速やかに千円と、全国サイチエン＊を作る
と、で、いうことを言っておりますから、やっぱり千円は、
全国一律サイシン＊として実現したいと。 で、その財源が、
ま、千億だと。 で、それに、あの、それをまず達成した上
で、速やかに千5百円目指すと、いう考えです。  
【自分】はい、よろしいですか？ はい。  
【自分】あ、もう1点すいません、ヨミウリ、フカザワで
す。

[51]「キョウサ
ン党はこうする
というものを、
あの、中心的に
押し出しなが

ら」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。

53
女系天皇＊ても、
賛成すると、いう
立場を表明

あの、確認なんですが、あの、天皇のところに関して、あ
の、他の野党ではですね、安定的な皇位継承で女系天皇や女
性天皇の議論を、ま、書かれてるところもあるんですけれど
も、先日あの、キョウサン党との立場、明確に、その示され
た中で、あえて公約で載せなかったっていうのは、どういっ
たところがあるんでしょう？  
【自分】これはあの、あの、あの、私どもの、え、インタ
ビューの形で私の、えー、インタビューという形で、天皇制
度と、ニホンキョウサン党の立場について、かなり突っ込ん
だ表明行いました。 ま、この表明自体は、あの、党の常任幹
部会でも確認していただいて、＊、あの、党の方針として、
出したものであります。 その中で、えー、ま、女性、女系天
皇＊ても、賛成すると、いう立場を表明しております。  た
だあの、あの時の記者会見で、私説明したように、ま、皇室
典範の改正の問題については、ま、提起があればね、私達
は、あ、それを憲法に適合的なものであれば、賛成するとい
う立場で対応すると、いうふうにご説明いたしました。 ま、
タイイ＊の問題についても、その立場から、憲法に適合的
な、あの、ものだというふうに判断しまして。  
【自分】カンソウ＊するという立場をとりました。

[54]「皇室典範
の改正案をね、
あの、提案する
とかってことは
考えておりませ
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。

54

皇室典範の改正案
をね、あの、提案
するとかってこと
は考えておりませ
ん

で、女性女系天皇の問題もですね、あの、これ、あの、メ
ディアの皆さんからもご質問よくあります。 ですから、そう
いう点では、あの、そういう設問に対して私たちの立場を表
明したというものでありまして、私たちの方で皇室典範の改
正案をね、あの、提案するとかってことは考えておりませ
ん。 ですから、この提案でもそういう形では述べておりませ
ん。  ただ、あの、党の立場はすでに述べた通りなんです、
インタビューで。 ですから政策としてはここにありますよう
に、天皇の政治利用をね、あの、今、憲法の問題なので、＊
は盛んにやっております、これ許さない。 あるいは儀式の問
題で、これ、あの、今の憲法に適合しないやり方というのは
改めることを引き続き求めていくということに絞って、あ
の、政策では延べました。

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。

55
各党首間で協議し
て決めるというこ
と

【自分】はい。 他、あー、いかがでしょうか？  
【自分】アサヒ新聞のテラマチといいます。  
【自分】はい、どうも。  
【自分】すみません、あの、公約以外で大変恐縮なんですけ
れども、内閣不信任案について、あの、今ですね、えっと、
出すか出さないか各マスコミ注目しておりますが、えー、各
党首間で協議して決めるということになっております。 今の
現状について、えっと、伺えればと思います。 よろしくお願
いします。  
【自分】今あなたが言われた通りです。

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
最悪の隠蔽の体質
です

【自分】すみません、NHKキクヤマです。 ちょっとまた公約
以外で恐縮なんですけれども、あの、本日、あの、麻生財務
大臣の、あの、不信任案、あるいは参議院で、えー、問責決
議案が否決されました。 改めて受け止めお願いいたします。  
【自分】うーん、あの、麻生さんの、特に最近で言えば、
えー、年金問題での対応というのは不信任に値すると、私達
強く考えておりまして、で、その立場で対応しました。 で、
あの、結果はご承知の通りでありますが、特にね、あの、自
分で諮問しながら報告書を受け取らないと、つまり自分の都
合の悪いことは、えー、闇に葬ってしまおうと、穴を掘って
埋めてしまおうと、これやはり最悪の隠蔽の体質ですよね。 
で、このイッペン＊をもってもね、あの、資格ないというこ
と明らかです。  ですから、ま、政策内容の以前の問題で
す、これは。 やはり、あの、政治姿勢の根本に関わる問題で
すから、あの、私たちはそういう立場から不信任を提起いた
しました。  
【自分】はい、よろしいでしょうか？ 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。

57

3つの提案のかな
りの部分は、野党
の共通の提案に
なってる

【自分】あの、ここ数日の野党の公約見てきますと、ま、家
計の底上げというんでしょうか、そういう意味では皆共通で
すね。 で、ま、32の一人区では、一本化したわけですね。  
すると、ここに書いておられるような消費税ストップとか、
家計の底上げとか、暮らしのベースアップみたいなとこにつ
いてはですね、ま、志位さんと枝野さんと、ま、それこそ玉
木さんあたりが並んでですね、そういうふうにやるのが僕は
一人区の選挙じゃないかと。 その、向こう、立憲だって、
ま、5年で1300円って言ってて、こちら1500円ですよね、
ベクトル一緒ですよね？  
【自分】ソウデス＊。  
【自分】やっぱりそういう選挙にしませんとね、国民から
いったら、その、野党の中のその公約の差をね、考えるより
は、わかりやすい選挙っていう、そういう問題じゃないのか
と思うんですけど、そのへんはどうお考えになりますか？  
【自分】あの、私はね、あの、この例えば暮らしの問題で
ね、提案してる私たちの3つの提案のかなりの部分は、野党
の共通の提案になってると思うんですよ。 で、おっしゃられ
た、えー、最低賃金、で、私たちも速やかに1500円と言って
おりますが、あの、市民連合の皆さんとの共通。

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。

58

共通項を大事にし
て、で、1人区で
の、あの、協力を
しっかり

【自分】コウヤクノ＊なかで、ええ、最低賃金1500円を目指
すと、8時間働けば暮らせる、る、働くルールの実現と入っ
てますから。 デスカラ＊、これ、野党共通なんですね、あ
の、この、最低賃金の問題も。  あるいはですね、あの、
今、おっしゃられた、ええ、10月からの、消費税増税の中
止、で、あるいはですね、あの、ええ、こど、ええとです
ね、これは、コッチノホウカナ＊、ええと、子供と若者のた
めの、保育、教育、雇用予算の飛躍的な拡充、それから、
LGBTへの差別の解消、女性の雇用、差別、賃金差別の撤
廃、選択的夫婦別姓、ぎ、議員間男女同数化の実現、等々で
すね、こういう方向、ジェンダノ＊問題も含めてね、かなり
の部分は、まあ私は共通していると思いますよ。 ですから、
やはりその共通項を大事にして、で、1人区での、あの、協
力をしっかりやってね、カッテイクト＊いうことが大事だと
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。

59

野党の党首が、あ
の、どことは言い
ませんが、あの、
一緒にならんで
ね、訴える

で、ぜひ、そういう野党の党首が、あの、どことは言いませ
んが、あの、一緒にならんでね、訴えるような場面が、あ
あ、つくりたいというふうに願っていまして、そういう努力
をお互いにやっていきたいと思っております。

[58]「共通項を
大事にして、

で、1人区での、
あの、協力を

しっかり」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。



60
野党が協力して今
の政治変えようと
している

ただ、あの、同時にね、あの、野党、それぞれ特色もあって
いいと思うんですよ。 で、我が党の特色は、最後に書いてあ
るような、あの、財界中心、あるいは、うーん、アメリカ、
ああ、いいなりと、ここを正すという特色もっております。 
キョウサントウ＊ならではの、それぞれの党が、それぞれ
の、あの、特色を訴えることもね、これは、私は大いにやっ
たらいい。 ただやはり、イッチテン＊を大事にして、おっ
しゃるように国民の皆さんから見て、野党が協力して今の政
治変えようとしているというメーセージが伝わるような選挙
にしていきたいと願っております。

[58]「共通項を
大事にして、

で、1人区での、
あの、協力を

しっかり」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。

61

トウイツ＊したか
らには、全部で勝
つというために、
あらゆる力

【自分】あの、ツイデニ＊伺いたいことは、その、1人区、
前回、11勝でしたけれど、まあ、その、目標ラインていうの
はね、あの、最低これだけというのがあれば伺いたいです
ね。  
【自分】それは、あの、あの時の党首会談でエダノ＊さんが
言われたように、こういう合意したからには、全部で勝つと
いうことじゃないでしょうか。 私のほうから、これこれって
目標は言うわけにはまいりません。 もうそういうふうにトウ
イツ＊したからには、全部で勝つというために、あらゆる力
を振り絞って頑張りたいと思っております。

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。

62
あらゆる手段を
使って、あの、お
知らせしたい

【自分】はい、ほかはいかがでしょうか？  
【自分】ウダンセンノ＊、オイカワ＊と申します。  
【自分】はい、ドウモ＊。  
【自分】あの、暮らしに希望の3つの公約とか、まあ大変、
あの、分かりやすいし、あの、浸透する政策だと思うんです
けれども、これを実際に国民に伝えていくために、まあ今、
が、演説会とかやってますが、どのような、ああ、手段を
使っていこうと考えていますでしょうか？  
【自分】あらゆる手段を使って、あの、お知らせしたいと
思っております。 あの、もちろん、街頭演説などでも、私ど
も、この問題、それぞれ、＊、あの、それぞれのやり方だと
思いますけれども、みんなこれを語っております。 で、大変
強い反応がどこでも帰って来る状況がございます。 だから、
街頭演説ももとより、そうですし、屋内演説会もそうです。

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。

63

今チラシを作って
おりまして、あ
の、3500万枚を
作りました

それから、今チラシを作っておりまして、あの、3500万枚を
作りました。 で、これ、あの、おに、おにぎりの形で、あ
の、おにぎりフダ＊と言っているんですが、あの、おにぎり
が真ん中にありまして、3つの提案が入ってまして、で、あ
の、非常に、カラフルで楽しいビラを作りまして、これも大
変好評でありまして、今大量に配布を始めたところでござい
ます。

[62]「あらゆる
手段を使って、
あの、お知らせ
したい」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。

64
消費税に頼らない
で変える希望あり
ます

＊ビ＊、あの、その、チラシですね。 から、インターネッ
ト、インターネットでは、あの、先日この問題中心に、こう
ひと目で、どんどんクリックしていけば分かるような、あ
の、ええ、ものも動画も作りまして、アニメの動画も作りま
して、あの、そこでも今やっております。 ですから、あらゆ
る手段を駆使して、国民の皆さまにお伝えして、いまの暮ら
しを変える希望はありますよと、しかも消費税に頼らないで
変える希望ありますということ、お伝えしていきたいと思っ
ております。

[62]「あらゆる
手段を使って、
あの、お知らせ
したい」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。

65

希望という言葉が
キョウサントウ＊
が、こうリッパニ
＊使える

【自分】あ、フランスセン＊の、オイカワ＊です。 ちょっと
公約とはずれるんですが、あの、やっと希望の党というのが
政党要件を失って、あの、希望という言葉がキョウサントウ
＊が、こうリッパニ＊使えるようになりましたが、あの、希
望の党が、まあ、1年7カ月ぐらいですか、それで消えたとい
うことについてのコメントを頂ければと思います。  
【自分】あの、消えたことについては特にコメントはないん
ですけど、あの、希望の党が最初に、最初作られたときの果
たした役割というのは、とってもよくないものだとオモウン
＊ですね。 で、ジュウナナネン＊の総選挙の直前に作られ
て、で、野党共闘、それまで進んでいたものが、あの、非常
に困難に見舞われました。 でも、そういう中でも、私ども、
共闘を守り、発展するっていう立場で対応しましたけれど
も、まあそういう、あの、ものだったなと、いうのが感想で
すね。 ですから、まあ、あの、まあ、希望っていう言葉も
ね、本来はとっても素晴らしい言葉でありまして、で、私ど
も、おおいに使わせていただくということで、今度のスロー
ガンの中心に据えております。

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。



66

国民の皆さんから
見て、あの、わく
わくするような
ね、あの、政治の
イメージ

やっぱり、国民の皆さんから見て、あの、わくわくするよう
なね、あの、政治のイメージが伝わり、みんなで変えていこ
うという、選挙にしていきたいと思っております。  
【自分】はい、ありがとうございました。 ええ、そろそろ、
以上にしたいと思いますが、よろしいですか？  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】じゃあ、以上で、会見終了します。 ありがとうござ
いました。

[65]「希望とい
う言葉がキョウ
サントウ＊が、
こうリッパニ＊
使える」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。


