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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 消費税は廃止、私、一択だと思っ

ています

△ 少し詰め込みがち
2 労働力移転ってものが、起こるよ

うなことをやっていきたい あなた側の話量は67分が適切と判定されました

3
ポスターがこちらにありますの
で、あなたのお家の壁に、貼れな
いでしょうか

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 メイドインジャパン、政府調達で買い
まくり

5 その先頭に立たせていただきたい

6 そのためにもやらなきゃいけないことがある

7 あなたの持っている大切なお時間の30分で
もいただけないでしょうか

8 法人に累進税化

9 消費税、これは廃止にするのが一番

10 ハガキ1枚でも2枚でも結構、どうかお力を
貸していただきたい

一般的に聞きやすい
と言われる

300文字/分換算

COG-PRESENは、AI技術で営業プレゼンを解析し、その特徴とより改善できる点を検出するものです。過去に分析した30,000人のコミュニケーションデータと、国内の
ビジネスコンテストのファイナリスト・優勝者のプレゼンを分析し、その傾向と比較できるようにしました。各項目で検出されている内容について、自分の過去レポート
や他の方のレポートを横に置いて、今回のプレゼンとの違いを理解し、より効果的な営業プレゼンについて考える機会にしてください。
「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示されています。その場合でもこのAI分
析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありません。



プレゼン中のトークのクセを確かめよう

【CHECK1】自信が無さそうに聞こえる表現をしていないか？
-

ここでは、プレゼンのクセとして、あなたがしゃべった「フィラー」を検出しています。
一般的に「フィラー」の多いプレゼンは、自信がなさそうに聞こえます。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。

【CHECK2】指示語がどのくらい使われているか？
ここでは、あなたがしゃべった「指示語・こそあど言葉」を検出しています。
短時間で伝えるピッチや、オンラインでのプレゼンなどにおいて指示語を多用すると、
聴衆の理解と合致していない可能性が高まります。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。



当事者意識を引き出す「問いかけ」を確認しよう

【CHECK3】聞き手に問いかけ・呼びかける表現があるか？
ここでは、自分からの「問いかけ」について
5W1Hを尋ねるようなOPEN質問と、単純にYes/Noを問うCLOSED質問に分けて回数を検出しています。
また、一つの問いが長文でなされているか、短い分でなされているかも特徴が出ます。
「話順」で示されている数字は、CHECK12の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

問いかけ文の長さ（平均）

21.6語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ

2 CLOSED
是非、皆様、政治、このコロナ禍の中で、普段政治に興味をお持ちでない方も、無関係ではいら
れなかったのではないでしょうか？

4 CLOSED 皆さんの生活、楽になってますか？

4 CLOSED 景気が良くて仕方がない、そんな人達は一握りですよね？

4 OPEN どうしてか？

4 OPEN 多くの方々が、所得を減らしている25年間、どうしてでしょうか？

4 CLOSED どうしてか【＊】？

8 CLOSED 不安に思う人、なにに、不安感じますか、社会保障どうするんですかって？

9 OPEN どうしてそのようなことを思うか？

9 OPEN どうして暴走という言葉を使うか？

10 CLOSED それ以外で何かないのか？

10 OPEN どうして不安定な働き方、いつだって首を切れるという非正規、4割まで広がってるんですか？

10 OPEN 誰が得している、誰が損してる？

10 OPEN 誰が中抜きしている、誰が中抜きされている？

11 OPEN GDPって何でしたっけ？

11 OPEN そうなると何が起こるか？

12 OPEN
どうしてわざわざこの国の雇用形態を、この国の労働環境を破壊するようなことを、保守と名乗
るものたちがやるんでしょうか？

13 OPEN 例えば何でしょうか？

14 OPEN PFIって何ですか？

15 OPEN でも結果どうなったか？

15 OPEN
蓋を開けてみたら、イギリスの会計検査院が2018年の1月に出した報告書、この中身を見ればわ
かったことは何か？

16 OPEN 一方日本は？

16 OPEN 国の中で、その一番の旗振りをしている人は誰か？

16 CLOSED 皆さん大好きでしょう？



16 CLOSED つまり、新しい資本主義って何かって？

18 OPEN 何か？

19 OPEN お金はどうするんですか？

19 CLOSED みんなから税金で取ったものを分配するんですか？

19 OPEN 何をおっしゃってるんですか？

19 CLOSED 独自の通貨がある国は、通貨政策自由でしょ？

19 OPEN このコロナ禍において経済の落ち込み、それを防ぐために何をやりましたか？

19 OPEN それによって何が生まれた？

19 OPEN 800兆円ものお金、どうやって準備するんですか？

19 CLOSED みんなから税金で搾り取るの？

20 CLOSED 国がどうにかなりましたか？

20 OPEN 皆さん、100兆円プラスで出せるとしたら何やって欲しいですか？

21 CLOSED 特に無ければ私から提案して良いですか？

23 CLOSED 資本家、大企業、金儲けしたいんでしょ？

23 CLOSED
日本の景気を動かす為にはGDPの6割近くの個人消費、ここをフル回転させることじゃないんです
か？

28 CLOSED まさに、この円安の時にやらなきゃいけない政策じゃないですか？

29 CLOSED 100兆円使えるんだから、やって良いでしょ？

29 CLOSED だったらやるべきですよね？

29 OPEN 日本の教育どうなってますか？

29 CLOSED 高等教育受けようと思っても、これ、借金背負うしかないんでしょ？

29 OPEN どうして学びたい人達から利息まで取るの？

29 OPEN 誰がこんなことにしたの？

30 CLOSED
パートナーと2人、どちらかが借金背負ってるっていうだけでも、結婚できない条件になりません
か？

31 CLOSED 少子化が問題なんですよね？

31 CLOSED 高齢化が問題なんですよね？

31 OPEN だったら、どうしてそこに働く人々に対して、ちゃんとした処遇、払わないんですか【＊】？

32 OPEN 何やってもらいたいですか？

35 CLOSED 一方で野党、その中に、確かな経済政策持った人いる？

37 OPEN これ、何分に出なあかんの？

37 CLOSED どなたか、いらっしゃいませんか？

37 OPEN いかがでしょう？

37 CLOSED 大丈夫ですか？

37 CLOSED えっと、マイク回りますか？

37 CLOSED ワイ＊、パスしようか？

43 CLOSED ええ、今2名、2名で数えていいんかな、えっと、じゃ、他いらっしゃいますか？

47 OPEN 最後の1名の方いかがでしょうか？

47 CLOSED どなたかご発言いただける方いらっしゃいますか？

47 CLOSED すみません、明日は沖縄の慰霊の日なんですけど、党として談話は発表されますか？

47 CLOSED 沖縄の方ですか？

47 CLOSED そういうわけではないですか？

49 CLOSED そこを無理やり建設利権のために埋め立てるの？

56 CLOSED 趣旨は何か、あなたのお友達、あなたのご親戚、どなたかご紹介いただけないですか？

60 CLOSED もし、皆さんの中で、1000万だったら、今すぐポンっと出してやるよって方、いらっしゃいます
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　　 17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　3件 話順 説明のある話題　17件

31 100兆円の使い途、様々ございます 3
1枚目の投票用紙には、山本太郎とお書きいただ
きたい

58
手にとっていただき、お1人でも、あなたのお知
り合いをご紹介して

7 消費税は廃止、私、一択だと思っています

60
寄付してやってもいいよ、そういう方がいらっ
しゃいましたら、是非

17 そのためにもやらなきゃいけないことがある

26 法人に累進税化
28 メイドインジャパン、政府調達で買いまくり
29 教育は無償化にしたい
32 その先頭に立たせていただきたい
39 食の安全ていうのは、非常に重要です

42
労働力移転ってものが、起こるようなことをやっ
ていきたい

43 本当に、あの、応援してます
47 沖縄に対してしっかりと思いを寄せていく
52 消費税、これは廃止にするのが一番

53
あなたの持っている大切なお時間の30分でもいた
だけないでしょうか



57
ハガキ1枚でも2枚でも結構、どうかお力を貸して
いただきたい

59
ポスターがこちらにありますので、あなたのお家
の壁に、貼れないでしょうか

61
レイワシンセングミと繋がっていただけるだけで
も、十分です

63
好きなように写真を撮って、好きなように、ええ
ネットに上げて



【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　　 17話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

3 説明のある話題
1枚目の投票用紙には、山本太郎とお書
きいただきたい

それでは大変長らくお待たせをいたしました。 参議院
議員選挙、東京選挙区、れいわ新撰組公認候補、山本
太郎、こちらへと到着をいたしております。 それで
は、お待たせをいたしました。 山本太郎の登場です。  
...

↓

2→ 具体的説明
1票を無駄にすることなく、お選びいた
だきたい

是非、皆様、政治、このコロナ禍の中で、普段政治に
興味をお持ちでない方も、無関係ではいられなかった
のではないでしょうか？ どこか遠い政治の世界ではな
く、皆様の暮らしに直結する、是非、皆様の目で見
て、そして耳で聞いて、どの候補者に投票するのか、
1票を無駄にすることなく、お選びいただきたいんで
す。 このれいわ新撰組、皆様のお力で5名の国会議員
の誕生、これが皆様の投票が山となって、山となって
変えていただい...

- -

7 説明のある話題
消費税は廃止、私、一択だと思っていま
す

しかも、この、輸入物価高、ここに関して、どれぐら
いのインパクトが、皆さんに、もたらされるかという
ことを、ミズホリサーチが、2月に発表している、な
にか、あらたに、消費税3パーセント増税されるぐら
いの、イ...

←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

↓

4 → 具体的説明
日本が不況っていうのは、これ、不思議
なことじゃない

まず、私たちれいわ新撰組がやりたいこと、山本太郎
がやりたいことは何か。 皆さんの生活、楽になってま
すか？ 景気が良くて仕方がない、そんな人達は一握り
ですよね？ 多くの人々は、恐らく生活ひっ迫してると
思います。  どうしてか？ 25年間、賃金下がりっぱな
しなんですね。 所得の中央値、厚生労働省の調べで見
てみても、所得の中央値、真ん中は、この25年の間に
108万円低下してます。 多くの方々が、所得を減...

5→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
消費税は、廃止を訴えています

どうしてか？  話者A：経済政策が、誤り続けているん
ですね、たとえばですけれども、消費税、消費税っ
て、景気が悪いときに、上げちゃだめなものなんです
よ、皆さん、ご存じですよね、だって、消費が減っ
ちゃいますから、景気が悪いときには、絶対に、消費
税は上げちゃいけないんだよ、当たり前のことなんで
すけれども、この国では、景気が悪いにも関わらず、
消費税を上げ続けちゃったんです、結果、どうなった
か、97年、5パ...

6→ 具体的説明
国は本気にならないってことで、大々的
に、これ、底抜けますよ

ちょっと、まって、今の物価高って、別に廃止までし
なくてもいいんじゃないの、減税でいいんじゃない
の、そう思われた方、違うんですよ、この、輸入物価
の上昇に対して、国が上昇分を吸収しますという、消
費税の、これ、減税は絶対なんですけれど、これ、減
税だけじゃ、だめなんです、先ほどから、お話してい
る通り、25年の不況で、社会は地盤沈下をしてしまっ
ています、これ、コロナウィルス、来る前の話です
よ、令和元年、厚生...

8→ 具体的説明
こんなふざけた税金、これ以上皆さんに
払っていただく、あまりにも失礼

皆さん、そういうこといったら、不安に思う人、いる
かもしれないですね。  不安に思う人、なにに、不安
感じますか、社会保障どうするんですかって？ 心配し
ないでください、今の段階でさえ、社会保障、消費税
収の一部しか、使われていないです。 消費税自体が、
皆さんの社会保障のために、使われているお金だとい
うために、作られたものじゃないんですよ、直間比率
の是正、なんですか、それ、直接税、間接税、その頭
文字で、直...

- -



17 説明のある話題
そのためにもやらなきゃいけないことが
ある

おかしいそんなの。 皆さんの財産です。  皆さんの財
産を食いつぶしていきながら、そのような形で一定の
者たちだけに利益を差し上げるような国になってし
まったら、国は壊れます。 国自体は、存続はつづ、存
続さ...

←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

↓

9→ 具体的説明
消費税収の74パーセントを穴埋めに
使ってきた

このままだと、恐らく参議院選挙の後には、消費税は
増税される。 どうしてそのようなことを思うか？ 
だって、この参議院選挙の後には3年間国政選挙が開
かれません。 つまりは権力はさらに暴走するというこ
と。 どうして暴走という言葉を使うか？ 30年国が衰
退してきたこの中身を見てみてください。 暴走と言わ
ざる得ないでしょ。 一部の資本家が利益を得るため
に、多くの人々を搾取してきたというのが、これまで
の30年...

10→ 具体的説明 GDPは縮小していくばかり

それ以外で何かないのか？ あまたございます。 例え
ば労働環境、破壊され続けてますよ。 どうして不安定
な働き方、いつだって首を切れるという非正規、4割
まで広がってるんですか？ 派遣労働、最初は小さく穴
をあけると言ったのが中曽根でした。 限定された仕事
だから安心しろという話だった。 それが小泉の時代に
は、製造業以上まで開いてしまった。 誰が得してい
る、誰が損してる？ 誰が中抜きしている、誰が中抜き
され...

13→ 具体的説明 間違いですよ、事実上の民営化です

さらにまだ続きますよ。 この国の在り方、大きく変え
てきたじゃないですか。 例えば何でしょうか？ 例え
ばですけれども、水道、さまざまな公共の施設、そう
いったものをPFIという手法によって、これは民営化
じゃないんだよ、という、こ＊が、声掛けのもとに、
さらに前に進めようとしている。 でも間違いですよ、
事実上の民営化です。  2013年に第2次安倍政権が始
まったとき。  話者A：アソウタロウさんがわざわざ...

18→ 具体的説明
徹底的に、今、お金出していかなきゃ駄
目なんです、政府が

何か？ 25年の不況、そこに加えてコロナ、そこに加
えて戦争の影響も相まって物価上昇。 徹底的に、今、
お金出していかなきゃ駄目なんです、政府が。 景気を
上げていかなきゃ駄目なんです。 一人一人が使えるお
金を増やしていかなきゃ駄目なんです。 去年より今
年、先月より今月、先週より今週。 あなたが使えるお
金を増やしていくことによって、社会にちゃんとお金
を循環させなきゃいけない。...

- -

26 説明のある話題 法人に累進税化

一方で、人々の側は50パーセント投票する権利を捨て
て、搾取されることに繋がった訳でしょ。 私これ、勝
ち負けでいえば人々の側が負けちゃってると思うんで
す。 だから、こっからは違うと、変えさせてもらう
よっ...

←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

↓

27→ 具体的説明
途中で間引くという税制を作っていく必
要

話者A：そして、所得。 所得に関しても、金融に関し
ては20パーセント。 これ、労働の所得だけどんどん
取られるっておかしいでしょ。 全ての所得で見て、総
合課税で取っていく。 つまりは、社会にお金がばんば
ん回った時に、インフレがいき過ぎないように、途中
で間引くという税制を作っていく必要があるってこと
です。 色んなとこに話が飛んでいるように思うかもし
れませんけれども、すいません、全て一応つながった
話で、...

- -

28 説明のある話題
メイドインジャパン、政府調達で買いま
くり

何がやりたいか。 とにかく、景気を良くしたい。 景
気を良くしたいためには、まず追加で100兆円数年出
せる。 それがあるならば、まず消費税は止めたい。 
国内から国外に逃げていった企業を戻していくために
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

↓

21 → 具体的説明
消費税やめたら何が起こるか、賃金の上
昇が起こる

特に無ければ私から提案して良いですか？ 消費税やめ
たい、26兆円で出来る。 消費税をやめたらどうなる
か、毎日が10パーセントオフです、かなり簡単に言い
ましたけど。 それだけじゃない、消費税やめたら何が
起こるか、賃金の上昇が起こるんです。 これはヤマモ
トが適当に言ってる訳じゃない。...

- -

29 説明のある話題 教育は無償化にしたい

他にやりたいこと。 教育は無償化にしたいなと思って
んです。 100兆円使えるんだから、やって良いで
しょ？ 例えばですけれども、大学院卒業まで教育を無
償化にしていくらかかるか。 5兆円程度です。 だっ
た...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



30→ 具体的説明 被害者の救済を行いたい

そしてもう一つ、今お話したようなことは、国による
失策、国によるサラ金ということによって、失策、被
害者を生んだものです。 被害者の救済を行いたい。 
550万人を救うために、ワンショット9兆円。 少子化
が問題、そう言いながら、奨学金で首を絞め続けてき
たわけでしょ。 利息まで取ってきたわけでしょ。 
パートナーと2人、どちらかが借金背負ってるってい
うだけでも、結婚できない条件になりませんか？ 両方
背負って...

- -

31
説明の少ない話

題 100兆円の使い途、様々ございます

他にもあります。 例えば、介護、保育。 少子化が問
題なんですよね？ 高齢化が問題なんですよね？ だっ
たら、どうしてそこに働く人々に対して、ちゃんとし
た処遇、払わないんですか？  話者A：民間の善意に
頼...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

32 説明のある話題 その先頭に立たせていただきたい

何やってもらいたいですか？ いいことは言う、でも、
財源がよく分からない。 それじゃ、どうにもならない
んですよ。 税でやる。 そんなことやったら、皆サー
ビス、次々に切られていきます。 プライマリーバラ
ン...

←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

↓

33→ 具体的説明
30年間、よく食いつぶしてくれました
ね、ジミン党の皆さん

今、レイワシンセングミは、5人しかいない。 5人で
何ができんの、先頭立ったって、お前達に変えるの無
理だろ。 そう言われる方もいらっしゃる。 でも違い
ますよ。 2019年、私達レイワシンセングミが旗揚げ
された時には、消費税減税の、げの字も、永田町の中
にはなかったんです。 消費税廃止の旗を上げた時に、
笑われました。 馬鹿なんじゃないのかって。 今どう
なってますか。 ジミン党とコウメイ党以外は、全ての
政...

- -

39 説明のある話題 食の安全ていうのは、非常に重要です

ええ、学校給食、みんなで、ええ、地産地消みたいな
形で、みんなで支え＊あってたのに、それが、PFIと
いうことで、会社が入ってくるような形になっちゃっ
た、これまでの取り組みが全部取り上げられちゃっ
たってこ...

←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
食の安全、ええ、持久力、その辺を、ど
ういうふうに考えて

あの、私は、国立の市議会議員をしてますオガワと申
します。 あの、国立も学校給食がずっと直営だったん
ですけれども、ここでなんと、PFIにして、15年間63
億円を、ま、シダックスという会社に任せることに
なったんです。 地域で、ほんとに繋がれ、農家を助
け、ええ、ほんとに保護者が関わり、それを取り上げ
られるんだなと思うと、ほんとに抵抗して参りまし
た。 えっと。  話者A：10秒。  話者A：はい、あ、
10...

- -

42 説明のある話題
労働力移転ってものが、起こるようなこ
とをやっていきたい

これに近いことやってんの、アメリカじゃないです
か、アメリカの食料が強いっていう理由は何かつった
ら、そうやって国家戦略として、武器のひとつとして
食料をとらえているっていうこと、それを徹底的にや
るべきです...

←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

↓

40→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

生産者になった方が儲かるという形をし
なければ

話者A：安全保障については、様々語られるんですけ
れども、食の安全という部分は、結構議論薄いですよ
ね。 で、一番やらなきゃいけないことは何かつった
ら、生産者になったとしても、損をしないということ
が絶対に必要なんです。 逆に言ったら、生産者になっ
た方が儲かるという形をしなければ、これ就農する人
たちの数は増えてないんですね、就農、営農っていう
ところに繋がっていかない、そう考えてます。...

- -

43 説明のある話題 本当に、あの、応援してます

ええ、今2名、2名で数えていいんかな、えっと、
じゃ、他いらっしゃいますか？ じゃあ、そちらの方、
前の方ですね。  話者A：10秒ぐらいで短めにツタエ
テ＊。  話者A：はい、あ、あの、質問じゃないんで
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

↓



44→ 具体的説明
オーナーは皆さんなんですもん、その決
断ができるのは皆さんだけ

そうなんですよ、消費税をやめた国もあるんですね、
あの、マレーシア、私も視察に行きました。 でもマ
レーシアの中にも、財務省があって、財務省的な存在
がいて、でやっぱり彼らは消費税の復活をやっぱり望
んでたりとかですね、いろんな力関係が蠢いてるって
いう事を、なんかいろんな話を現地に行って聞いたこ
とでがあります。 でも、やっぱりこの国のオーナーは
財務省であったりとか、一部の資本家であったりとか
大企業ではない...

- -

47 説明のある話題
沖縄に対してしっかりと思いを寄せてい
く

最後の1名の方いかがでしょうか？ どなたかご発言い
ただける方いらっしゃいますか？ じゃあそちらの方い
きましょうかね。 あ、ごめんなさい。  話者A：
＊＊＊。 大丈夫です。  話者A：10秒ぐらいで短め...

←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

↓

48→ 具体的説明
新しい基地を作るということに関して
も、辺野古ですね

そう考えるとやはり新しい基地を作るということに関
しても、辺野古ですね。 これははっきりしてます。 
米軍の関係者からも精密誘導弾3発もあればもう粉々
になってしまうような、そういう基地はほとんど役に
立たないと。 当然マヨネーズ地盤と呼ばれるような上
に、これを無理して建てる沖縄県民の民意が何度も示
されたというところにそれをひっくり返しに、ひっく
り返しにかかってるっていうのはもうこれ利権でしか
ないですよね...

- -

52 説明のある話題 消費税、これは廃止にするのが一番

一方で円安という部分で影響を受ける部分に関しては
国が積極的に吸収をしていく。 物価が上がるんだった
ら物価を下げるための消費税、これは廃止にするのが
一番、当たり前ですよね、処方せんを間違えちゃいけ
ないと...

←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
プレッシャーが強まるように私たちに力
を貸していただきたい

さあ、というわけでれいわ新選組代表ヤマモトタロ
ウ、そろそろですねこの四ツ谷とお別れをしなければ
いけない時間がやってまいりました。 私たちれいわ新
撰組にどうか消費税廃止のセントウ＊に立たせていた
だきたい。 たった5人で何ができる、いいえ、たった
5人でも消費税減税というような言葉が永田町には一
切出てこないころからプレッシャーをかけ続ければ、
今回の選挙の各党のマニフェストの中に消費税減税が
当たり前にのる...

51→ 具体的説明
金利差を縮めたいならば、日本の景気を
上げる

話者A：当然金利が上がってんのにお金借りたいと思
う人居ませんよ。 つまりは、資金需要っていうのが
減っちゃうわけです。 社会に流入するお金がより減っ
ちゃう。 でも待ってよ、社会には十分お金回ってない
んだよ。 今、悪いインフレで輸入物価が上がっててイ
ンフレになってるという状況なんだから対処の仕方間
違えちゃいけない。 2000年代にも日銀は、きん、そ
のようなゼロ金利っていうものを、かい、これ解除し
ちゃっ...

- -

53 説明のある話題
あなたの持っている大切なお時間の30
分でもいただけないでしょうか

で、このあとなんですけれども、えー、ヤマモトタロ
ウと一緒にツーショットという時間を設けたかったん
ですが、ええ、バツゲームですね、いわゆる、でも時
間が無いので設けられず、えー、このあと、ヤマモト
が、こう...

←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
ボランティアセンターに行っていただき
たい

ボランティアセンターを開設させていただいておりま
す。  ボランティアセンター東京は、えー、TKP新
宿、新宿南口から5分のところにある、えー、ところ
で、えー、ボランティアセンターを開かせていただい
ております。 詳しい場所はこちらのテントでも聞けま
すしホームページからもご確認をいただけます。 そし
て大阪、関西地方にお住まいの方にはぜひ、えー、大
阪のボランティアセンターに行っていただきたいと思
います。 ...

55→ 具体的説明
封筒、ぜひ皆さんにお持ち帰りいただき
たい

え、何を一体、どこを見つめて言ってるんだって不思
議に思われた方すいません、えー、ネットでお話をし
ていました、ヨツヤに戻ってまいりました、東京から
立候補しているヤマモトタロウと申します。 えー、話
は戻ります、どうかボランティアセンターであなたの
30分でもお時間をいただけましたら大変助かります、
ありがとうございます。 そして私が今、この手にして
いるハガキ、封筒、ぜひ皆さんにお持ち帰りいただき
たいんです...

- -

57 説明のある話題
ハガキ1枚でも2枚でも結構、どうかお
力を貸していただきたい

どうか、1人でも結構です、2人でも結構です、ハガキ
1枚でも2枚でも結構、どうかお力を貸していただきた
いと思います。 で、このハガキは記入していただいた
あとに、このまま。...

←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



↓

56→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
どなたかご紹介いただけないですか

じゃあ何なのかってことなんですが、中を開いてみる
と5枚のハガキが入っています。 この封筒とハガキ、
合わせて公選ハガキのセット、そう呼んでいます。 全
ての候補者、全ての政党が使っていいことにされてい
る選挙のツールなんですね。  で、このハガキ、裏を
返しますと、名前、住所、そして電話番号、一言メッ
セージの部分が空白になっております。 趣旨は何か、
あなたのお友達、あなたのご親戚、どなたかご紹介い
ただけな...

- -

58
説明の少ない話

題
手にとっていただき、お1人でも、あな
たのお知り合いをご紹介して

話者A：ま、ポスト投函されますと、無効になってし
まいます。 ルールが厳しいんです。 書いていただい
たもの、書けなかったもの、書き損じたもの、全て、
もう一度封筒に戻していただき、この封筒ごと、ポス
ト投函...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

59 説明のある話題
ポスターがこちらにありますので、あな
たのお家の壁に、貼れないでしょうか

そしてですね、こちら、比例はレイワ。 1枚目の投票
用紙は選挙区です。 ここ東京にお住まいの方は、どう
かヤマモトタロウとお書きいただきたい。 そして2枚
目の投票用紙は、比例となります。 2枚目の投票用
紙...

←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

↓

67 → 具体的説明
ヤマモトタロウ、2枚目の投票用紙はひ
らがな3文字でれいわとお書きください

ただいまお聞きいただきましたとおりの、ヤマモトタ
ロウの国政にかける熱い思い、皆様のお心にしっかり
と届きましたならば、ぜひ今回、1枚目の投票用紙は
ヤマモトタロウ、2枚目の投票用紙はひらがな3文字で
れいわとお書きくださいますよう、よろしくお願いを
申し上げます。 改めてご案内を申し上げます。 本
日、みな。...

- -

60
説明の少ない話

題
寄付してやってもいいよ、そういう方が
いらっしゃいましたら、是非

そして最後に、もし皆さんの中で、レイワ頑張れよ、
そう思ってくださった方がいらっしゃって、ワンコイ
ンだったら、寄付してやってもいいよ、そういう方が
いらっしゃいましたら、是非お願いいたします。  選
挙には...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

61 説明のある話題
レイワシンセングミと繋がっていただけ
るだけでも、十分です

お金の話をして、申し訳ございません。 お金が全てで
はございません。 お金ではなく、レイワシンセングミ
と繋がっていただけるだけでも、十分です。 レイワフ
レンズという取り組みがございます。  これはサ
ポー...

←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

↓

62→ 具体的説明
レイワフレンズに入っていただくと、投
票権が付与されます

で、レイワフレンズに入っていただくと、投票権が付
与されます。 これは今年の冬に、レイワシンセングミ
代表の、ええ代表選挙、開かれるんですね。 それに対
して、投票していただけます。 これ、お金も払ってな
いのに投票さすって、永田町では私たちだけなんです
ね。 で、ヤマモトタロウ大っ嫌いって方にも、入って
いただきたいんです。 つまりは何か、ヤマモトタロウ
に、代表選では投票せずに、別の人に投票するってい
う行動...

- -

63 説明のある話題
好きなように写真を撮って、好きなよう
に、ええネットに上げて

さあ、それでは、皆さんに対して、目線を配っていく
ということをやりたいんですけれども、ええ、肖像権
ほぼないのが、ヤマモトタロウですので、ええ好きな
ように写真を撮って、好きなように、ええネットに上
げていた...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

65

→ 具体的説明 ご自由に表現をしていただければ

で、何を変えたらいいか分からない、そういう方もい
らっしゃると思うんですけれども、そういう方は、
えー、ヤマモトタロウが四ツ谷駅にいて、東京から選
挙に出るって言ってたwみたいなことでも結構でござ
います、はい。 ご自由に表現をしていただければとい
うふうに思います。 ありがとうございます、はい。 
目線を配っていきますからねっていったのに、しゃべ
ることに一生懸命にまたなってしまいました、申し訳
ございません。...

- -



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

参議院議員選挙に
かける熱い思いを
皆様にお伝えさせ
ていただきます

【自分】かける思いを、こちらの場所、四ツ谷駅麹町口に
て、皆様にオウッタイ＊をさせていただきます。 是非、お帰
りの所、お急ぎかとは思いますけれども、是非、少しだけで
も山本太郎の思いに、耳を傾けて下さいますよう、よろしく
お願いを申し上げます。 れいわ新撰組公認候補、山本太郎、
山本太郎でございます。 この後、間もなく致しますと、山本
太郎候補者本人が、こちらに到着をいたしまして、参議院議
員選挙にかける熱い思いを皆様にお伝えさせていただきま
す。 お時間のございます方、是非、お立ち寄りください。 
そして、お時間のない方、チラシだけでも、お受け取りいた
だきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 消費税廃止
をはじめとする、緊急政策を掲げましての立候補でございま
す。

[2]「1票を無駄
にすることな

く、お選びいた
だきたい」につ
いての具体的説

明

2
1票を無駄にする
ことなく、お選び
いただきたい

是非、皆様、政治、このコロナ禍の中で、普段政治に興味を
お持ちでない方も、無関係ではいられなかったのではないで
しょうか？ どこか遠い政治の世界ではなく、皆様の暮らしに
直結する、是非、皆様の目で見て、そして耳で聞いて、どの
候補者に投票するのか、1票を無駄にすることなく、お選び
いただきたいんです。 このれいわ新撰組、皆様のお力で5名
の国会議員の誕生、これが皆様の投票が山となって、山と
なって変えていただいたんです。

[3]「1枚目の投
票用紙には、山
本太郎とお書き
いただきたい」
についての具体

的説明

3

1枚目の投票用紙
には、山本太郎と
お書きいただきた
い

それでは大変長らくお待たせをいたしました。 参議院議員選
挙、東京選挙区、れいわ新撰組公認候補、山本太郎、こちら
へと到着をいたしております。 それでは、お待たせをいたし
ました。 山本太郎の登場です。  
【自分】あ、あ、ええ、大きな音で失礼をいたします。 え、
四ツ谷駅前、マイクを握っているわたくしは、れいわ新撰組
代表山本太郎と申します。 皆さんとの間に、距離を取りまし
て、マスクの方、外させていただきます。 改めまして、こん
ばんは。 れいわ新撰組代表、山本太郎と申します。 えー今
回の選挙、参議院選挙、今日からスタートですけれども、
私、山本太郎は、ここ東京から立候補しております。 どう
か、1枚目の投票用紙、東京にお住まいの方は、1枚目の投票
用紙には、山本太郎とお書きいただきたいんです。 そして、
2枚目の投票用紙、比例には、ひらがな3文字でれいわとお書
きいただければ幸いです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

4

日本が不況ってい
うのは、これ、不
思議なことじゃな
い

まず、私たちれいわ新撰組がやりたいこと、山本太郎がやり
たいことは何か。 皆さんの生活、楽になってますか？ 景気
が良くて仕方がない、そんな人達は一握りですよね？ 多くの
人々は、恐らく生活ひっ迫してると思います。  どうして
か？ 25年間、賃金下がりっぱなしなんですね。 所得の中央
値、厚生労働省の調べで見てみても、所得の中央値、真ん中
は、この25年の間に108万円低下してます。 多くの方々が、
所得を減らしている25年間、どうしてでしょうか？ それ
は、25年間、日本が経済的に不況だからなんですね。 で、
日本が不況っていうのは、これ、不思議なことじゃないんで
す。

[7]「消費税は廃
止、私、一択だ
と思っていま

す」についての
具体的説明



5 消費税は、廃止を
訴えています

どうしてか？  
【自分】経済政策が、誤り続けているんですね、たとえばで
すけれども、消費税、消費税って、景気が悪いときに、上げ
ちゃだめなものなんですよ、皆さん、ご存じですよね、だっ
て、消費が減っちゃいますから、景気が悪いときには、絶対
に、消費税は上げちゃいけないんだよ、当たり前のことなん
ですけれども、この国では、景気が悪いにも関わらず、消費
税を上げ続けちゃったんです、結果、どうなったか、97年、
5パーセントに、消費税が上がった年、そのときには、アジ
アの通貨危機も伴って、そこから、25年、不況が続いている
んです、世界広しといえども、先進国の中で、不況が25年も
続くのは、日本だけなんです、だから、世界的に景気が悪
いっていう話ではなくて、日本の経済政策が、誤り続けてき
たってことなんですね、私たち、レイワシンセングミ＊、現
在の物価高、それに対応するために、もう、消費税は、廃止
を訴えています。

[7]「消費税は廃
止、私、一択だ
と思っていま

す」についての
理由・ニーズ

6

国は本気にならな
いってことで、
大々的に、これ、
底抜けますよ

ちょっと、まって、今の物価高って、別に廃止までしなくて
もいいんじゃないの、減税でいいんじゃないの、そう思われ
た方、違うんですよ、この、輸入物価の上昇に対して、国が
上昇分を吸収しますという、消費税の、これ、減税は絶対な
んですけれど、これ、減税だけじゃ、だめなんです、先ほど
から、お話している通り、25年の不況で、社会は地盤沈下を
してしまっています、これ、コロナウィルス、来る前の話で
すよ、令和元年、厚生労働省の、大規模調査によると、生活
が苦しいといわれている方々は、全世帯の、54.4パーセント
です、母子世帯は、86パーセント、もう、コロナが来る前か
ら、この社会は、底が抜けかかっていたんですね、そこに、
コロナまで来たけど、国は本気にならないってことで、大々
的に、これ、底抜けますよ。

[7]「消費税は廃
止、私、一択だ
と思っていま

す」についての
具体的説明

7
消費税は廃止、
私、一択だと思っ
ています

しかも、この、輸入物価高、ここに関して、どれぐらいのイ
ンパクトが、皆さんに、もたらされるかということを、ミズ
ホリサーチが、2月に発表している、なにか、あらたに、消
費税3パーセント増税されるぐらいの、インパクトが現れ
る、ということになったら、間違いなく、更に、景気後退、
つまりは、更に景気悪くなって、不況ですよ、だからこそ、
ここは、最低でも、減税しなきゃいけない局面なのに、今の
政府、減税、絶対しないんですって、むちゃくちゃですよ、
貴族なんですね、すでに、消費税が3パーセント程度、上が
るぐらいの、勢いだったら、別に、皆さん、なんの問題もな
いですよね、どっから見ているんですか、その景色、まずい
んですよ、このまま景気後退が、さらに加速していくことに
なれば、当然、事業者は倒れていくような、局面に立たされ
ます、社会に回るお金が、更に減る、だって、それまで、社
会にお金や、仕事を回してきた、事業者が倒れるわけで
しょ、そして、皆さんの、使えるお金も、更に減ります、
だって、社会に回るお金が減るんだから、これ、放置して、
いいとこじゃないんです、25年の不況、これに加えて、コロ
ナに、物価上昇、これを、考えたら、消費税は廃止、私、一
択だと思っています。

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。

8

こんなふざけた税
金、これ以上皆さ
んに払っていただ
く、あまりにも失
礼

皆さん、そういうこといったら、不安に思う人、いるかもし
れないですね。  不安に思う人、なにに、不安感じますか、
社会保障どうするんですかって？ 心配しないでください、今
の段階でさえ、社会保障、消費税収の一部しか、使われてい
ないです。 消費税自体が、皆さんの社会保障のために、使わ
れているお金だというために、作られたものじゃないんです
よ、直間比率の是正、なんですか、それ、直接税、間接税、
その頭文字で、直間、その比率の是正、つまりは、金持ちに
減税、大企業に減税、その穴埋めとしての、消費税という存
在が、消費税誕生の理由です。 つまり、消費税収のうちの、
やく。  
【自分】＊3パーセントが大企業減税の穴埋めに使われてい
るという現実は、不思議でも何でもない。 当初の予定通りの
ことなんです。 こんなふざけた税金、これ以上皆さんに払っ
ていただく、あまりにも失礼じゃないですか。

[7]「消費税は廃
止、私、一択だ
と思っていま

す」についての
具体的説明



9
消費税収の74パー
セントを穴埋めに
使ってきた

このままだと、恐らく参議院選挙の後には、消費税は増税さ
れる。 どうしてそのようなことを思うか？ だって、この参
議院選挙の後には3年間国政選挙が開かれません。 つまりは
権力はさらに暴走するということ。 どうして暴走という言葉
を使うか？ 30年国が衰退してきたこの中身を見てみてくだ
さい。 暴走と言わざる得ないでしょ。 一部の資本家が利益
を得るために、多くの人々を搾取してきたというのが、これ
までの30年の日本です。 消費税1つとってもそうじゃないで
すか。 彼らに減税を与えるために、消費税、消費税収の74
パーセントを穴埋めに使ってきた。 この1点だけでもそれが
分かるものです。

[17]「そのため
にもやらなきゃ
いけないことが
ある」について
の具体的説明

10 GDPは縮小してい
くばかり

それ以外で何かないのか？ あまたございます。 例えば労働
環境、破壊され続けてますよ。 どうして不安定な働き方、い
つだって首を切れるという非正規、4割まで広がってるんで
すか？ 派遣労働、最初は小さく穴をあけると言ったのが中曽
根でした。 限定された仕事だから安心しろという話だった。 
それが小泉の時代には、製造業以上まで開いてしまった。 誰
が得している、誰が損してる？ 誰が中抜きしている、誰が中
抜きされている？ 一部の資本家、大企業のために利益を横流
しするための制度設計を数十年の間にわたって行い続けれ
ば、国は衰退します。 1人1人が使えるお金がどんどん減っ
ていけば、この国のパイ、GDPは縮小していくばかり。 当た
り前ですよね。

[17]「そのため
にもやらなきゃ
いけないことが
ある」について
の具体的説明

11
安い労働力が増え
れば、賃金の下降
圧力も増えていく

GDPって何でしたっけ？ みんなの所得を足したものです。 1
人でも所得を減らすようなものがあれば、1人でも仕事を失
うようなものがあれば、1つでも倒れる事業者があるなら
ば、当然この全体のパイ、GDPは縮んでいきます、衰退の一
路。 それが日本の30年じゃないですか。 政治が誤り続けて
きた、資本家にとって、大企業にとってのコストであるあな
た、あなたの働き方を壊す、不安定にする。 頭打ちになれ
ば、海外からさらに安い労働力を大量に流入できるような、
2018年の入管法の改正まで行った。 コロナで足踏みしてい
るから分かってないだけですよ、これ。 コロナの状況が通常
に戻れば、そうい＊な労働力がたくさん入ってくる。 そうな
ると何が起こるか？ 単純労働から置き換わっていきます。 
当然安い労働力が増えれば、賃金の下降圧力も増えていく。 
当然のことでしょ、世界で起こってることじゃないですか。

[10]「GDPは縮
小していくばか
り」についての

具体的説明

12
既に保守ではな
く、保身だからで
す

どうしてわざわざこの国の雇用形態を、この国の労働環境を
破壊するようなことを、保守と名乗るものたちがやるんで
しょうか？ それは既に保守ではなく、保身だからです。 組
織票や企業献金で、自分のバッジを確実にするために、落選
したときには就職先まで斡旋してもらえる。 ある意味で言う
ならば、資本家や大企業は戦略的にこの国をコントロールす
る、そういうことを合法的に行ってきた。 選挙で全てが変わ
るの当たり前じゃないですか。 30年壊されてきたこの国を
見れば分かるでしょ。

[11]「安い労働
力が増えれば、
賃金の下降圧力
も増えていく」
についての具体

的説明

13 間違いですよ、事
実上の民営化です

さらにまだ続きますよ。 この国の在り方、大きく変えてきた
じゃないですか。 例えば何でしょうか？ 例えばですけれど
も、水道、さまざまな公共の施設、そういったものをPFIとい
う手法によって、これは民営化じゃないんだよ、という、こ
＊が、声掛けのもとに、さらに前に進めようとしている。 で
も間違いですよ、事実上の民営化です。  2013年に第2次安
倍政権が始まったとき。  
【自分】アソウタロウさんがわざわざCSISと言う。 これはシ
ンクタンク、アメリカの心中主義的な立場的に立つシンクタ
ンクに、わざわざ出向いて、国民の皆さんに対しての説明は
一切なしに、日本の水道を民営化するということを発表して
います。

[17]「そのため
にもやらなきゃ
いけないことが
ある」について
の具体的説明

14

イギリスの調べに
よって、これがま
ずいものだってこ
とに気づく

PFIって何ですか？ イギリスから始まったことですよ、発祥
の地はイギリス。 でも2018年のイギリスの調べによって、
これがまずいものだってことに気づくわけです。 これはね、
公共の力を使って、色々学校建設したりとか、病院建設と
か、いろんなことをしていくとお金がかかり過ぎるんですよ
ね。 だから、そこに、民間の活力を利用しながら、これを安
くやってもらう。 コストカットするためには民間の力を使わ
なければなりません、みたいなことがイギリスでも言われて
いた。

[13]「間違いで
すよ、事実上の
民営化です」に
ついての具体的

説明



15
民間にPFIで任せ
た場合に、6割高
くついたとか

でも結果どうなったか？ 蓋を開けてみたら、イギリスの会計
検査院が2018年の1月に出した報告書、この中身を見ればわ
かったことは何か？ 公共が造る学校よりも、民間にPFIで任
せた場合に、6割高くついたとか。 病院建設に関しては4割
高になったとか。 そういうことが、数多く起こった。 イギ
リスではどうなったか。 イギリスではP、PFIはもうオワコン
なんです。 これは続けたら、やばいものだっていう扱い。

[14]「イギリス
の調べによっ

て、これがまず
いものだってこ
とに気づく」に
ついての具体的

説明

16
資本主義の悪いも
のを全部煮詰めた
えぐいもの

一方日本は？ 周回遅れ。 さらに進めようとしている。 国の
中で、その一番の旗振りをしている人は誰か？ タケナカヘイ
ゾウ先生でございますよ。 皆さん大好きでしょう？ 金のに
おいのする所、必ずいらっしゃる方です。 こんなことになっ
ちゃって、新しい資本主義という旗を掲げたキシダ総理が、
このPFIという手法をさらに進めていくって言ってる。 つま
り、新しい資本主義って何かって？ 資本主義の悪いものを全
部煮詰めたえぐいものが、新しい資本主義と名乗るものです
よ。 間違った政策をさらにやって行きながら、公共を食いな
がら、民間を儲けさせるってことをさらにやっていく。

[15]「民間にPFI
で任せた場合

に、6割高くつい
たとか」につい
ての具体的説明

17
そのためにもやら
なきゃいけないこ
とがある

おかしいそんなの。 皆さんの財産です。  皆さんの財産を食
いつぶしていきながら、そのような形で一定の者たちだけに
利益を差し上げるような国になってしまったら、国は壊れま
す。 国自体は、存続はつづ、存続される。 国は続く、形だ
けは。 でも、その中に生きる人々は、疲弊する、倒れる。 
これ以上こんなこと続けちゃだめですよ。 そのためにもやら
なきゃいけないことがある。

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

徹底的に、今、お
金出していかな
きゃ駄目なんで
す、政府が

何か？ 25年の不況、そこに加えてコロナ、そこに加えて戦
争の影響も相まって物価上昇。 徹底的に、今、お金出してい
かなきゃ駄目なんです、政府が。 景気を上げていかなきゃ駄
目なんです。 一人一人が使えるお金を増やしていかなきゃ駄
目なんです。 去年より今年、先月より今月、先週より今週。 
あなたが使えるお金を増やしていくことによって、社会に
ちゃんとお金を循環させなきゃいけない。

[17]「そのため
にもやらなきゃ
いけないことが
ある」について
の具体的説明

19 無限ではないです

お金はどうするんですか？ みんなから税金で取ったものを分
配するんですか？ 何をおっしゃってるんですか？ 経済政策
の基本のき。 独自の通貨がある国は、通貨政策自由でしょ？ 
社会にお金が回ってない時には、通貨を発行することができ
る、当たり前のことです。 アメリカにはドルがある、イギリ
スにはポンドがある、日本には円がある。 アメリカご覧くだ
さい。 このコロナ禍において経済の落ち込み、それを防ぐた
めに何をやりましたか？ 800兆円。 800兆円ものお金を出す
ことを決めた。 それによって何が生まれた？ 3回の現金給
付。 徹底的な国民救済計画、そして将来的なインフラへの投
資、そこで新たにまた雇用も作るって。 800兆円ものお金、
どうやって準備するんですか？ みんなから税金で搾り取る
の？ 違いますよ。 通貨発行です。 独自の通貨、それを持つ
ものは、変動相場制の中にあるならば、当然お金は増やせ
る。 無限ではないです。 日本で言うんだったら、一年間の
予算に。

[18]「徹底的
に、今、お金出
していかなきゃ
駄目なんです、
政府が」につい
ての具体的説明

20

100兆円プラスで
出せるとしたら何
やって欲しいです
か

【自分】加えて、もう100兆円であるならば、お金は増やし
て数年単位で皆さんに投資を出来る、当たり前ですよ。 そん
なことやっちゃったら国が破綻するって、冗談はやめて下さ
い。 2020年度新規国債の発行、120兆円超えてますよ。 国
がどうにかなりましたか？ 関係のない話です。 自国通貨、
無限には増やせないが供給能力の範囲、つまりはインフレが
行き過ぎない範囲であるならばお金は出せます。 その限界は
1年の予算に加えて、もう100兆円を数年出せる。 皆さん、
100兆円プラスで出せるとしたら何やって欲しいですか？ 
100兆円プラスで出せるとしたら。

[21]「消費税や
めたら何が起こ
るか、賃金の上
昇が起こる」に
ついての具体的

説明

21
消費税やめたら何
が起こるか、賃金
の上昇が起こる

特に無ければ私から提案して良いですか？ 消費税やめたい、
26兆円で出来る。 消費税をやめたらどうなるか、毎日が10
パーセントオフです、かなり簡単に言いましたけど。 それだ
けじゃない、消費税やめたら何が起こるか、賃金の上昇が起
こるんです。 これはヤマモトが適当に言ってる訳じゃない。

[28]「メイドイ
ンジャパン、政
府調達で買いま
くり」について
の具体的説明



22 大きな間違いです

参議院、衆議院、参議院の参議院、参議院の計量シミュレー
ションによると、消費税をやめた5年後に1人当たりの平均年
収は30万円上昇し、消費税をやめた10年後には1人当たりの
平均年収は58万円になるという、これ、試算結果が今年の5
月に出ました。 これやるしかないですよ。 25年賃金だだ下
がり、その中で物価上昇、あとは知りません、そんな貴族の
生活にそんな視線でこの国を運営されたら次々倒れますよ。 
この国の宝は人間でしょ。 25年間一部の者にしか金が流れ
ないような構造をつくってきたならば、その逆をつくってい
きましょうよ。 つまりは何かヤマモト、この資本家や大企業
に得になるような社会をやめて人々の為の政治をつくるとな
るならば、この資本家や大企業達が倒れることになっても良
いのか、そういう方いらっしゃいます。 大きな間違いです。

[21]「消費税や
めたら何が起こ
るか、賃金の上
昇が起こる」に
ついての具体的

説明

23

売れないものが売
れていく、ってい
うような形に変
わって

資本家、大企業、金儲けしたいんでしょ？ 全体にお金を回し
たら更に金持ちになりますよ、当たり前じゃないですか。 日
本の景気を動かす為にはGDPの6割近くの個人消費、ここを
フル回転させることじゃないんですか？ つまりは、あなたが
使えるお金が増えていけばいくほど、社会にお金が回ってい
きながら売れないものが売れていく、っていうような形に変
わっていきますよね、当たり前です。

[22]「大きな間
違いです」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 税金が高いから、
全くの間違いです

どうして日本の産業が、こ、空洞化したんですか、どうして
海外に逃げるんですか。 税金が高いから、全くの間違いで
す。 経済産業省は毎年これアンケート取ってます、海外で事
業を行う企業に対して。 YOUは何しに海外へ、みたいな話で
すね。 その中で、税金が高いから海外に行くんだっていう企
業は殆どないんですよ。

[23]「売れない
ものが売れてい
く、っていうよ
うな形に変わっ
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。

25

メスを入れろって
話もあるんだけ
ど、私そこには
ちょっと懐疑的

理由として挙げるのは旺盛な需要、物が売れなきゃ意味がな
いって話です。 物が売れなきゃ投資さえ出来ないよね、内部
留保貯め込みます、当たり前の話じゃないですか。 企業が内
部留保を貯めて、けしからんって意見はあります。 そこにメ
スを入れろって話もあるんだけど、私そこにはちょっと懐疑
的なんです。 どうしてか。 だって、合法的に政治をちゃん
と動かした人達が得た、自分達の財産な訳でしょ。

[24]「税金が高
いから、全くの
間違いです」に
ついての理由・

ニーズ

26 法人に累進税化

一方で、人々の側は50パーセント投票する権利を捨てて、搾
取されることに繋がった訳でしょ。 私これ、勝ち負けでいえ
ば人々の側が負けちゃってると思うんです。 だから、こっか
らは違うと、変えさせてもらうよって。 累進制導入ねって。 
儲かってれば儲かってるほど、法人は当然これは課税が上
がっていく、儲かってない時には課税が低くなっていく。 法
人に累進税化、＊。

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
途中で間引くとい
う税制を作ってい
く必要

【自分】そして、所得。 所得に関しても、金融に関しては
20パーセント。 これ、労働の所得だけどんどん取られるっ
ておかしいでしょ。 全ての所得で見て、総合課税で取ってい
く。 つまりは、社会にお金がばんばん回った時に、インフレ
がいき過ぎないように、途中で間引くという税制を作ってい
く必要があるってことです。 色んなとこに話が飛んでいるよ
うに思うかもしれませんけれども、すいません、全て一応つ
ながった話で、＊、聞いていただければと思います。

[26]「法人に累
進税化」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。

28
メイドインジャパ
ン、政府調達で買
いまくり

何がやりたいか。 とにかく、景気を良くしたい。 景気を良
くしたいためには、まず追加で100兆円数年出せる。 それが
あるならば、まず消費税は止めたい。 国内から国外に逃げて
いった企業を戻していくためには、国内の産業を活性化させ
なきゃいけない。 そのためにやらなきゃいけない一丁目一番
地は、国の予算で、政府調達で、日本が作ったものどんどん
買っていくってこと。 メイドインジャパン、政府調達で買い
まくるってことです。 これ、無茶苦茶な話じゃない。 アメ
リカはもう既に行っている、バイ、アメリカン政策ですよ。 
国内で作られた製品、コンテンツ、サービス、それらを積極
的に政府が買っていくことによって、当然作られるものの幅
は増えていく。 当たり前ですよね。 それに対して、製造し
たりとかっていうような基盤も、どんどん強化されていく。 
それによって生まれてくるものは、良質の雇用。 当然給料も
上がっていく。 国内で作られたものを、国内が＊、国内で政
府が買っていくっていうことを徹底していく。 これによっ
て、この25年以上、国外に流出していったっていうものを、
呼び戻していく。 まさに、この円安の時にやらなきゃいけな
い政策じゃないですか？ やらしていただきたい。 まずは、
消費税を廃止にすること。 そのような、バイ、アメリカン的
な、メイドインジャパン、政府調達で買いまくりという方向
にも、私たちは、れいわ新選組はやりたいと考えています。

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。



29 教育は無償化にし
たい

他にやりたいこと。 教育は無償化にしたいなと思ってんで
す。 100兆円使えるんだから、やって良いでしょ？ 例えばで
すけれども、大学院卒業まで教育を無償化にしていくらかか
るか。 5兆円程度です。 だったらやるべきですよね？ 日本の
教育どうなってますか？ 高等教育受けようと思っても、こ
れ、借金背負うしかないんでしょ？ 大学生2人に1人が奨学
金。 そのうちの7割ぐらいは、これ、利息払わなきゃいけな
いって。 どうして学びたい人達から利息まで取るの？ 1年間
で380億円懐にしまいたい奴らがいるから、利息取るんで
しょ。 返セ＊なくても良いって。 取り立てっていう仕事が
生まれます。 サービサーですって。 誰がこんなことにした
の？ コイズミの時代から始まったんですよ。 若い人たちを
金融商品化して、それを食いものにするような社会は壊れ
る、いや、もう壊れてます。 これは止めにしなきゃいけな
い。 大学院卒業までは教育無償化、5兆円でできる。

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 被害者の救済を行
いたい

そしてもう一つ、今お話したようなことは、国による失策、
国によるサラ金ということによって、失策、被害者を生んだ
ものです。 被害者の救済を行いたい。 550万人を救うため
に、ワンショット9兆円。 少子化が問題、そう言いながら、
奨学金で首を絞め続けてきたわけでしょ。 利息まで取ってき
たわけでしょ。 パートナーと2人、どちらかが借金背負って
るっていうだけでも、結婚できない条件になりませんか？ 両
方背負ってることだってありますよ。 やらなきゃいけないこ
とは何か。 少子化、これが問題であるって言うんだったら、
少子化が更にシンコク＊するような制度は、これ、止めな
きゃいけない。 そして、間違った政策を打ったならば、救済
していくしかない、そう考えています。

[29]「教育は無
償化にしたい」
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。

31
100兆円の使い
途、様々ございま
す

他にもあります。 例えば、介護、保育。 少子化が問題なん
ですよね？ 高齢化が問題なんですよね？ だったら、どうし
てそこに働く人々に対して、ちゃんとした処遇、払わないん
ですか？  
【自分】民間の善意に頼りまくった結果、そこに人が集まら
ないって当たり前なんですよ。 いつまで民間の善意に頼り続
けるんですか。 全産業平均で見ても、100万円以上給料が少
ないって。 そりゃ、人も集まらんわ。 仕事を続ける人達
の、良心に頼り切るのは、もう止めにしなきゃいけない。 つ
まりは、保育、介護、両方に対して、全産業平均並の給料の
引き上げが必要。 それをやったらいくらになるか、3.7兆円
ですって。 どうしてやらないの、やるべきですよね。 1年間
の予算に加えて、さらに通貨発行100兆円。 これを数年続け
ても問題がない。 そう考えるならば、100兆円の使い途、
様々ございます。 今私が言ったいくつか、消費税26兆、教
育費、大学院卒業まで5兆円。 他にも、ワンショット9兆円
で、奨学金をちゃらにする。 そして今言った、介護、保育に
対して、3.7兆円。 まだまだいけますよ。 100兆円までまだ
ありますから。

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。

32 その先頭に立たせ
ていただきたい

何やってもらいたいですか？ いいことは言う、でも、財源が
よく分からない。 それじゃ、どうにもならないんですよ。 
税でやる。 そんなことやったら、皆サービス、次々に切られ
ていきます。 プライマリーバランス黒字化、収支を合わせ
ろ、冗談じゃないですよ。 そんなことやってる国、どこがあ
るんですか。 そんなことやってる国は破綻してますよ。 ギ
リシャでしょ、アルゼンチンでしょ。 日本には、円があるん
ですよ。 他の国の通貨と紐付いてるわけじゃないんですよ。 
ドロテックセイ＊じゃないんですよ。 それを考えたとするな
らば、当然皆さんのために必要なお金は、出せるだけの体力
はあるってこと。 やらせてほしい。 その先頭に立たせてい
ただきたい。

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。



33

30年間、よく食い
つぶしてくれまし
たね、ジミン党の
皆さん

今、レイワシンセングミは、5人しかいない。 5人で何がで
きんの、先頭立ったって、お前達に変えるの無理だろ。 そう
言われる方もいらっしゃる。 でも違いますよ。 2019年、私
達レイワシンセングミが旗揚げされた時には、消費税減税
の、げの字も、永田町の中にはなかったんです。 消費税廃止
の旗を上げた時に、笑われました。 馬鹿なんじゃないのかっ
て。 今どうなってますか。 ジミン党とコウメイ党以外は、
全ての政党のマニュフェストにおいて、消費税減税になって
ますよ。 小さくったって、やれることはある。 かけられる
プレッシャーがある。 前に進むんですよ。 力貸してほし
い。 さらに私達の影響力、大きくさしていただきたい。 皆
の使えるお金を増やす。 当たり前のことですよ。 景気回復
させる。 この国には、それだけのポテンシャルがあるはずで
す。 ジャパンアズナンバーワンて時代があったんでしょ。 
ご存じですよね。 いけてる企業ランキングのうちの、ほとん
どを日本が占めるっていう時代があった。 時価総額ランキン
グトップ50の中に、32社、日本企業が入ってた時代もあった
んですよ。 今は、たった1社ですよ。 衰退国家。 30年間、
よく食いつぶしてくれましたね、ジミン党の皆さん。 そうい
う話です。

[32]「その先頭
に立たせていた
だきたい」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。

34 変えるしかない
じゃないですか

経済の、経済と言えば、やっぱりジミン党かな。 ごめんなさ
い、どんな感覚でお話されてますか、それ。 悪くしかなって
ないんです。 所得の中央値、108万円、25年で下がっちゃっ
てんです。 実質賃金の推移で見ても、下がっちゃってんで
す。 いったい何をどう導いたら、経済はジミン党になるんで
すか。 現状維持だからジミン党、ごめんなさい。 現状維持
なんか、1回もされたことない。 変えるしかないじゃないで
すか。

[33]「30年間、
よく食いつぶし
てくれました

ね、ジミン党の
皆さん」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。

35

経済回復の仕方は
知ってても、言っ
てる額がしょぼ過
ぎる

一方で野党、その中に、確かな経済政策持った人いる？ ごめ
んなさい、ほぼいません。 経済回復の仕方は知ってても、
言ってる額がしょぼ過ぎる。 えー、デフレでアップが20兆
円ぐらいありますのでって、お前そんなせこいこと言ってる
からあかんねんて。 財務ショボウ＊のまま、お前政治やるな
よって、そういう話なんですね。 すいません、マニアックな
こと言いました。 レイワシンセングミ代表、ヤマモトタロウ
と申します。 すいませんね、もう、アツイアツイ＊もう。

[33]「30年間、
よく食いつぶし
てくれました

ね、ジミン党の
皆さん」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。

36

4分間の生放送
で、ええ、喋らし
てくれるってい
う、これ、滅多に
喋らせてもらえな
い

【自分】ね、1人でベラベラ喋っちゃったのは、この後、も
う、あの、行かなきゃいけないですね。 え、NHKが、えっ
と、4分間の生放送で、ええ、喋らしてくれるっていう、こ
れ、滅多に喋らせてもらえないんですよ。 もうね、あの、あ
いつ映すな、流すなの世界なんですね、すみません、はい。 
なので、あ、なんか、存在感薄いよねって、当たり前なんで
すね。 え、放送禁止物体は、どんどん存在が薄くなっていく
んですけど、選挙前は、どの党も扱わなきゃいけなくなるの
で、え、何かしら、よく、最近なんか党首討論とか出てるよ
ねって話になるんですけど、これ、出さざる得ないってこと
なんです。 で、これ早口で喋ってて、ごめんなさいね。 こ
の後の、4分間のNHKに間に合うように、皆さんにお伝えし
なきゃいけないっていうことが、ええ、たくさんあって、早
口でまくし立てるように喋っちゃうから、山本太郎って、い
つも何か喋ってる時、いっちゃってるみたいに見える人よ
ね、みたいな、そういうことになっちゃうんですけど、そう
ではないんです。 ゆっくり喋ろうと思えば喋られるんですけ
れども、ええ、残念です、ほんとに。 ゆっくりと、皆さん
に、わかっていただくために、こう、説得していけるような
ですね、ええ、このような街頭演説ができれば一番いいんで
すけれども。

[37]「通行中の
あなたに、マイ
クを握っていた
だきたい」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。



37
通行中のあなた
に、マイクを握っ
ていただきたい

普段はですね、皆さんからご質問をいただいて、それにお答
えをするってことをやってるんですね。 これ、何分に出なあ
かんの？  
【自分】19時、19時。  
【自分】え？  
【自分】19時。  
【自分】19時、あ、じゃあ、いけるな。 じゃ、ちょっと、
質問受けましょか、すみません。 ね、じゃあ、えっと、3
名、ごめんなさい、先程ね、あの、3名、3名、お願い、も
う。 あの、先程、あの、阿佐ヶ谷ってとこで喋ってきたんで
す、で、10分、10分のね、時間を、えっと、5人の人に質問
回して、10秒で質問してください、30秒で答えますからって
事やったら、トータルで50分喋っちゃったんです。 すみま
せん、一生懸命、説明しすぎたんですね、すみません、申し
訳ない。 ここでは、じゃあ、3名の方、はい、10秒で、え
え、お話、あ、ポイントに言っていただいて、山本が30秒で
お答えすると。 ええ、通行中のあなたに、マイクを握ってい
ただきたいという企画でございます。 どなたか、いらっしゃ
いませんか？ いかがでしょう？ 大丈夫ですか？ なければ、
山本太郎の、空元気みたいなことを、また、お送りすること
になりますけれども。 あ、いらっしゃるじゃないですか。 
あ、じゃ、そちらの、はい、未来の有権者様。  
【自分】わ、忘れた。  
【自分】忘れちゃった、忘れちゃったか。  
【自分】忘れましたか、問題ないですよ、ね。 もう、これだ
け一日中喋ってると、忘れること、しょっちゅうなんです
ね、もう。 なんとか、自分が誰かってことを確認しながら、
先程も中央線で、こ、こ、この場にやって参りました。 あ、
手を挙げてくださってる方、そちらに、いらっしゃった。 
えっと、マイク回りますか？ ワイ＊、パスしようか？ は
い、すみません、お願いします。 れいわ新選組代表山本太郎
と申します。 東京から立候補をしております、どうぞ。  
【自分】はい、ありがとうございます。

[38]「食の安
全、ええ、持久
力、その辺を、
どういうふうに
考えて」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。

38

食の安全、ええ、
持久力、その辺
を、どういうふう
に考えて

あの、私は、国立の市議会議員をしてますオガワと申しま
す。 あの、国立も学校給食がずっと直営だったんですけれど
も、ここでなんと、PFIにして、15年間63億円を、ま、シ
ダックスという会社に任せることになったんです。 地域で、
ほんとに繋がれ、農家を助け、ええ、ほんとに保護者が関わ
り、それを取り上げられるんだなと思うと、ほんとに抵抗し
て参りました。 えっと。  
【自分】10秒。  
【自分】はい、あ、10秒だ、すみません。  あの、山本さん
は、あの、学校給食無償化にするということを、おっしゃっ
てますし、その可能性、そして、食の安全、ええ、持久力、
その辺を、どういうふうに考えてらっしゃるか、もう一度お
願いします。  
【自分】ありがとうございます。 れいわ新選組代表山本太郎
が、皆さんからご質問をお受けするということでございま
す。 ありがとうございます。

[39]「食の安全
ていうのは、非
常に重要です」
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
食の安全ていうの
は、非常に重要で
す

ええ、学校給食、みんなで、ええ、地産地消みたいな形で、
みんなで支え＊あってたのに、それが、PFIということで、会
社が入ってくるような形になっちゃった、これまでの取り組
みが全部取り上げられちゃったってことですね。 本当に、政
治って、あっという間に変えられてしまうものなんですね。 
逆に言えば、あっという間に変えることだってできる、裏返
しの話ですね。 逆に言ったら、それは、ええ、希望をもって
変えていってやれっていうことだと思います。で、食の安全
ていうのは、非常に重要です。 で、なによりも、安全保障と
いう言葉は踊りますけれども、がいこう。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

40
生産者になった方
が儲かるという形
をしなければ

【自分】安全保障については、様々語られるんですけれど
も、食の安全という部分は、結構議論薄いですよね。 で、一
番やらなきゃいけないことは何かつったら、生産者になった
としても、損をしないということが絶対に必要なんです。 逆
に言ったら、生産者になった方が儲かるという形をしなけれ
ば、これ就農する人たちの数は増えてないんですね、就農、
営農っていうところに繋がっていかない、そう考えてます。

[42]「労働力移
転ってものが、
起こるようなこ
とをやっていき
たい」について
の理由・ニーズ



41
やるべきことは何
かって言ったら、
全量買取

で、やる、やるべきことは何かって言ったら、全量買取で
す。 だって1万2千円ぐらいで米売れなきゃ、元取れないの
に、8千円とか7千円でしか売れなみたいなことになったら、
赤抱えなきゃだめ＊、なわけでしょ、生産者は。 例えば米
ね、そうなったとして、じゃあもうこれ以上損するの強いか
ら、これ耕作面積狭めていくわみたいな、話、話になったと
したら、これ供給力、これ余計落ちちゃうわけですね。 何か
つったら、もう耕作＊とかなくなるぐらい、みんながバンバ
ン作っていきながら、それを国が買い支えます、全部カエマ
ス＊。 そういう形にして、余ってる状態だったら、これ食料
支援で回せるんですよ、所得の低い人達に。

[40]「生産者に
なった方が儲か
るという形をし
なければ」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

労働力移転っても
のが、起こるよう
なことをやってい
きたい

これに近いことやってんの、アメリカじゃないですか、アメ
リカの食料が強いっていう理由は何かつったら、そうやって
国家戦略として、武器のひとつとして食料をとらえているっ
ていうこと、それを徹底的にやるべきですね。 生産者になる
ならば、一番安定した生活が送れるんだというようなことを
やっていく、そのようなことで労働力移転ってものが、起こ
るようなことをやっていきたいと私たちは考えています。 も
ちろん給食は無償です、当然だと思います、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。

43 本当に、あの、応
援してます

ええ、今2名、2名で数えていいんかな、えっと、じゃ、他い
らっしゃいますか？ じゃあ、そちらの方、前の方ですね。  
【自分】10秒ぐらいで短めにツタエテ＊。  
【自分】はい、あ、あの、質問じゃないんですけど、あの、
私今マレーシアに住んでて、あの、マレーシアから一時帰国
してて、あの、いつもずっとYouTubeで拝見してるんですけ
ど、あの、やっと本物に会えて嬉しいです。 で、あの消費税
がなくなった時の選挙、マレーシアにいたんですけど、あ
の、本当に80パーセントの人が、あの、投票したんですよ。 
でみんなSNSに投票したよって、みんなで上げて、もうめっ
ちゃ盛り上がって、で、あの、あの、本当に、その、そこで
マハティール首相が返り咲いたんですけど、で、その後、本
当に消費税なくなったんですよ。 だから本当、あの、本当に
変えられるっていうのを、私、じっけん、あの、実感してい
るので、あの、もう本当に、あの、応援してます。  
【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。

44

オーナーは皆さん
なんですもん、そ
の決断ができるの
は皆さんだけ

そうなんですよ、消費税をやめた国もあるんですね、あの、
マレーシア、私も視察に行きました。 でもマレーシアの中に
も、財務省があって、財務省的な存在がいて、でやっぱり彼
らは消費税の復活をやっぱり望んでたりとかですね、いろん
な力関係が蠢いてるっていう事を、なんかいろんな話を現地
に行って聞いたことでがあります。 でも、やっぱりこの国の
オーナーは財務省であったりとか、一部の資本家であったり
とか大企業ではないわけですよ。 この国のオーナーは皆さん
なんですもん、その決断ができるのは皆さんだけなんです。

[43]「本当に、
あの、応援して
ます」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
私たちに票下さ
い、徹底的にやり
ます

政治家のお尻叩けるも皆さんだけ。 期間限定の代理人に対し
て、クビにしたりとか、もう1回送り込んだり出来るのも皆
さん。 でも50パーセントの人たちが捨てちゃう、これも勝
負ありなんですね。 だから乗って欲しい、誰がなっても一緒
でしょ、だったら私たちに票下さい、徹底的にやりますか
ら。 空気読まないんです、読めるんですよ本当は、でも読ま
ないという選択をしてるだけです。 是非、え、その先頭に立
たせていただきたい、消費税なくしたら、景気当然爆上がり
です。 一番助かるのは、中小零細、この国の99.7パーセント
が中小零細なわけでしょ。 消費税が払えません、それで苦し
んでるの中小零細じゃないですか。

[50]「プレッ
シャーが強まる
ように私たちに
力を貸していた
だきたい」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。



46 まずは消費税やめ
なきゃいけない

税の滞納のうちの6割は消費税ですから、この苦しい税、こ
の悪税から解き放つ、それによって初めて中小企業を元気に
するっていう言葉になるんじゃないですか。 私はそう思うん
です、全雇用者のうちの7割を雇用してくださってる中小企
業。  
【自分】まさに日本の背骨です。 ここに対してしっかりと支
えていくっていうことをやるためには、まずは消費税やめな
きゃいけない。 景気を良くする、毎日が10パーセントオフ
そして先ほどもお話ししましたけれども、参議院の計量シュ
ミレーションでは1人当たりの平均収入は上がります。 消費
税をやめれば5年後には30万円上がる、10年後には58万円上
がる、参議院の計量シュミレーションです。 お金の、お金が
ちゃんと社会の隅々まで回るような政策を打っていかなきゃ
いけない。 それをしないばっかりに25年の不景気、そこに
コロナに戦争による物価上昇、この局面では大胆にやるしか
ないんですね。

[45]「私たちに
票下さい、徹底
的にやります」
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
沖縄に対してしっ
かりと思いを寄せ
ていく

最後の1名の方いかがでしょうか？ どなたかご発言いただけ
る方いらっしゃいますか？ じゃあそちらの方いきましょうか
ね。 あ、ごめんなさい。  
【自分】＊＊＊。 大丈夫です。  
【自分】10秒ぐらいで短めの質問でお願いします。  
【自分】すみません、明日は沖縄の慰霊の日なんですけど、
党として談話は発表されますか？  
【自分】重要ですね。 ありがとうございます。 沖縄の方で
すか？ そういうわけではないですか？  
【自分】はい。  
【自分】ありがとうございます。  あの、ま、今コロナで大
変な状況、ね、あの沖縄も特にかん、観光などで、えー、観
光っていうのは非常に大きな産業ですから。 このコロナで大
変なだいだげ、だい、大打撃っていうものを、えー、くらっ
ちゃってますよね。 で、元々沖縄っていうのはどちらかとい
うと捨て石にされてしまった、ね。 日本、日本の国土の中で
唯一戦闘ね、外国の軍隊が上陸をしてということでの戦闘が
あった場所ですよね。 逆に言ったら、えー、本土に本州に来
ないように沖縄を捨て石にしたという過去があると思いま
す。 やはり沖縄に対してしっかりと思いを寄せていくという
のが、今、日本に生きる人々に求められていることではない
かと。

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。

48

新しい基地を作る
ということに関し
ても、辺野古です
ね

そう考えるとやはり新しい基地を作るということに関して
も、辺野古ですね。 これははっきりしてます。 米軍の関係
者からも精密誘導弾3発もあればもう粉々になってしまうよ
うな、そういう基地はほとんど役に立たないと。 当然マヨ
ネーズ地盤と呼ばれるような上に、これを無理して建てる沖
縄県民の民意が何度も示されたというところにそれをひっく
り返しに、ひっくり返しにかかってるっていうのはもうこれ
利権でしかないですよね。

[47]「沖縄に対
してしっかりと
思いを寄せてい
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。

49
大切なものを見
失っちゃいけない

どうしてそこまでして作りたいんですか、役に立たないもの
を。 これはもう明らかで、これは建設利権以外ないだろって
ことなんですよ。 そういういじめ方すんなよ。 だってコロ
ナが来る前まではハワイを超えたんですよ、沖縄の観光客。 
つまりはそれぐらいのポテンシャル持っているような、財産
があるんですよ。 特に北部、まだまだ観光地としては未開発
なところが多いわけでしょ。 ジュゴンが来る美しい海という
ものは、これものすごい観光資源ですよ。 そこを無理やり建
設利権のために埋め立てるの？ 大損失ですよ、大損失。 大
切なものを見失っちゃいけないな、当然そう思います。 すみ
ません、ありがとうございます。

[48]「新しい基
地を作るという
ことに関して

も、辺野古です
ね」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

プレッシャーが強
まるように私たち
に力を貸していた
だきたい

さあ、というわけでれいわ新選組代表ヤマモトタロウ、そろ
そろですねこの四ツ谷とお別れをしなければいけない時間が
やってまいりました。 私たちれいわ新撰組にどうか消費税廃
止のセントウ＊に立たせていただきたい。 たった5人で何が
できる、いいえ、たった5人でも消費税減税というような言
葉が永田町には一切出てこないころからプレッシャーをかけ
続ければ、今回の選挙の各党のマニフェストの中に消費税減
税が当たり前にのるときが来るんです。 小さくてもかけられ
るプレッシャーはある。 さらにそのプレッシャーが強まるよ
うに私たちに力を貸していただきたい。 徹底した財政出動、
国が通貨発行権を使ってこの国の景気を本気で上げていく。 
日米の金利差が開いてまして、この金利差を埋めるためには
ですね、日本の金利を上げるしかないとかって言ってる人は
ですね、もう本当に、えー、テレビに出しちゃダメですね。 
間違ってるんですよ方法が。 そんなことやっちゃったら。

[52]「消費税、
これは廃止にす
るのが一番」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
金利差を縮めたい
ならば、日本の景
気を上げる

【自分】当然金利が上がってんのにお金借りたいと思う人居
ませんよ。 つまりは、資金需要っていうのが減っちゃうわけ
です。 社会に流入するお金がより減っちゃう。 でも待って
よ、社会には十分お金回ってないんだよ。 今、悪いインフレ
で輸入物価が上がっててインフレになってるという状況なん
だから対処の仕方間違えちゃいけない。 2000年代にも日銀
は、きん、そのようなゼロ金利っていうものを、かい、これ
解除しちゃった、やめちゃったみたいな方向でどうなった、
もう1回不況に逆戻りしたんですよ、世紀の愚策ともいわれ
ている、絶対そんなまちがったことさせちゃいけない。 日米
の金利差が開いているっていうのは、日米の景気回復の差な
んですよ。 つまりは何かっていうと、この金利差を縮めたい
ならば、日本の景気を上げる、つまりはあなたが使えるお金
を増やしていきながら社会にお金を回していくってことを積
極的にやらなきゃいけない。 日本の景気が回復することに
よってこの金利差は縮まっていく。

[52]「消費税、
これは廃止にす
るのが一番」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。

52 消費税、これは廃
止にするのが一番

一方で円安という部分で影響を受ける部分に関しては国が積
極的に吸収をしていく。 物価が上がるんだったら物価を下げ
るための消費税、これは廃止にするのが一番、当たり前です
よね、処方せんを間違えちゃいけないという話でございまし
た。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

53

あなたの持ってい
る大切なお時間の
30分でもいただけ
ないでしょうか

で、このあとなんですけれども、えー、ヤマモトタロウと一
緒にツーショットという時間を設けたかったんですが、え
え、バツゲームですね、いわゆる、でも時間が無いので設け
られず、えー、このあと、ヤマモトが、こう、順番に、こ
う、皆さんに顔をこういう風にですね、回していきまして、
皆さんの、ええと、と、写真、とられる写真に目線をこうい
う風に配っていくという、えー、ことをやっていきたいんで
すが、その前にインフォメーションさせて下さい、申し訳ご
ざいません。 えー、れいわ新選組頑張れよ、そう思ってくだ
さった優しい方いらっしゃいましたら、あなたの持っている
大切なお時間の30分でもいただけないでしょうか。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

54
ボランティアセン
ターに行っていた
だきたい

ボランティアセンターを開設させていただいております。  
ボランティアセンター東京は、えー、TKP新宿、新宿南口か
ら5分のところにある、えー、ところで、えー、ボランティ
アセンターを開かせていただいております。 詳しい場所はこ
ちらのテントでも聞けますしホームページからもご確認をい
ただけます。 そして大阪、関西地方にお住まいの方にはぜ
ひ、えー、大阪のボランティアセンターに行っていただきた
いと思います。 えー、心斎橋にございます。 大阪ではヤハ
タアイといういい候補者が立っていますのでぜひ勝たせてく
ださい、お願いします、関西の皆さん。

[53]「あなたの
持っている大切
なお時間の30分
でもいただけな
いでしょうか」
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。

55
封筒、ぜひ皆さん
にお持ち帰りいた
だきたい

え、何を一体、どこを見つめて言ってるんだって不思議に思
われた方すいません、えー、ネットでお話をしていました、
ヨツヤに戻ってまいりました、東京から立候補しているヤマ
モトタロウと申します。 えー、話は戻ります、どうかボラン
ティアセンターであなたの30分でもお時間をいただけました
ら大変助かります、ありがとうございます。 そして私が今、
この手にしているハガキ、封筒、ぜひ皆さんにお持ち帰りい
ただきたいんです。 政治家が封筒を持って皆さんにお渡しし
たいと言ったら何の話か分かりますよね。 総理大臣からでご
ざいますということで数十万円の現金がこの封筒の中に入っ
ている、そういう代物ではございません、ごめんなさい。

[53]「あなたの
持っている大切
なお時間の30分
でもいただけな
いでしょうか」
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。



56 どなたかご紹介い
ただけないですか

じゃあ何なのかってことなんですが、中を開いてみると5枚
のハガキが入っています。 この封筒とハガキ、合わせて公選
ハガキのセット、そう呼んでいます。 全ての候補者、全ての
政党が使っていいことにされている選挙のツールなんです
ね。  で、このハガキ、裏を返しますと、名前、住所、そし
て電話番号、一言メッセージの部分が空白になっておりま
す。 趣旨は何か、あなたのお友達、あなたのご親戚、どなた
かご紹介いただけないですか？ あなた1人という存在から2
人、3人、4人と横に広げるための草の根のツールです。 公
職選挙法で許されたツールです。 大政党と肩を並べて戦って
いくためにはこの草の根のツールが私たちにとっては非常に
大きな意味を持ちます。

[57]「ハガキ1
枚でも2枚でも結
構、どうかお力
を貸していただ
きたい」につい
ての理由・ニー

ズ

57

ハガキ1枚でも2枚
でも結構、どうか
お力を貸していた
だきたい

どうか、1人でも結構です、2人でも結構です、ハガキ1枚で
も2枚でも結構、どうかお力を貸していただきたいと思いま
す。 で、このハガキは記入していただいたあとに、このま
ま。

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

手にとっていただ
き、お1人でも、
あなたのお知り合
いをご紹介して

【自分】ま、ポスト投函されますと、無効になってしまいま
す。 ルールが厳しいんです。 書いていただいたもの、書け
なかったもの、書き損じたもの、全て、もう一度封筒に戻し
ていただき、この封筒ごと、ポスト投函をしていただけなけ
れば、使えるハガキになりません。 ルールが厳しいんです。 
どうか、多くの方々に手にとっていただき、お1人でも、あ
なたのお知り合いをご紹介していただけると、横に広げるこ
とにつながります。 よろしくお願いいたします。

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。

59

ポスターがこちら
にありますので、
あなたのお家の壁
に、貼れないで
しょうか

そしてですね、こちら、比例はレイワ。 1枚目の投票用紙は
選挙区です。 ここ東京にお住まいの方は、どうかヤマモトタ
ロウとお書きいただきたい。 そして2枚目の投票用紙は、比
例となります。 2枚目の投票用紙には、ひらがな3文字で、
れいわとお書きいただきたいんです。 そのポスターがこちら
にありますので、あなたのお家の壁に、貼れないでしょう
か。 選挙期間限定、そういうことでございます。 で、テレ
ビ映されても、なかなか放送されないのが、レイワシンセン
グミでございます。 事実上の放送禁止物体としての扱いを受
けております。 あなたのお家の壁に貼られたこのポスターに
よって、そのような選択肢があるのかということにつながり
ます。 残念、うちはマンションなんだ、アパートなんだ、そ
ういう方、心配なさらないでください。  窓の内側から、外
側に向けて貼ることによりまして、これ、外壁に貼るのと同
じような効果をもたらします。 どうか、お持ち帰りいただい
て、貼ってくだされば幸いです。 そちらのテントの方で、お
受けいたします。

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。

60

寄付してやっても
いいよ、そういう
方がいらっしゃい
ましたら、是非

そして最後に、もし皆さんの中で、レイワ頑張れよ、そう
思ってくださった方がいらっしゃって、ワンコインだった
ら、寄付してやってもいいよ、そういう方がいらっしゃいま
したら、是非お願いいたします。  選挙には莫大なお金がか
かります。 例えば、東京選挙区から立候補するヤマモトタロ
ウ、入場料のみ、入場料のみで、300万円取られるんです
ね。 で、2枚目の投票用紙比例、こちらで立候補する者は、
1人あたり、600万円の入場料です。 今回、私たちレイワシ
ンセングミがこの選挙に、入場料として支払うものは、7000
万円ぐらいになるんですね、これ入場料のみです。 他にもさ
まざま、お金がかかる、数億円レベルです。  もし、皆さん
の中で、1000万だったら、今すぐポンっと出してやるよって
方、いらっしゃいますか？ 助かります。 いらっしゃらな
い、1人もいらっしゃらないのは、どこに行っても一緒で
す。 はい、1人に負荷がかかりすぎるよりかは、1コインで
みんなで積み上げていく方が、これ実現可能性高まるんです
ね。 もし、無理をしない形で、そういうご支援、していただ
ける方、いらっしゃいましたら、是非お願いいたします。

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。

61

レイワシンセング
ミと繋がっていた
だけるだけでも、
十分です

お金の話をして、申し訳ございません。 お金が全てではござ
いません。 お金ではなく、レイワシンセングミと繋がってい
ただけるだけでも、十分です。 レイワフレンズという取り組
みがございます。  これはサポーター制度みたいなものなん
ですけれども、入会金など一切ございません。 私たちからマ
ニフェストであったりだとか、たまに、私たちがこういう活
動しますっていうことを、ご迷惑にならない程度に、お届け
するような内容になっています。

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。



62

レイワフレンズに
入っていただく
と、投票権が付与
されます

で、レイワフレンズに入っていただくと、投票権が付与され
ます。 これは今年の冬に、レイワシンセングミ代表の、ええ
代表選挙、開かれるんですね。 それに対して、投票していた
だけます。 これ、お金も払ってないのに投票さすって、永田
町では私たちだけなんですね。 で、ヤマモトタロウ大っ嫌
いって方にも、入っていただきたいんです。 つまりは何か、
ヤマモトタロウに、代表選では投票せずに、別の人に投票す
るっていう行動に出れば、ヤマモトタロウ体制が崩される可
能性もあるんですね、はい。 そういう邪悪な気持ちを抱いた
まま、レイワフレンズに加入していただくことも、歓迎いた
します。 どうかよろしくお願いいたします。 ありがとうご
ざいます。

[61]「レイワシ
ンセングミと繋
がっていただけ
るだけでも、十
分です」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。

63

好きなように写真
を撮って、好きな
ように、ええネッ
トに上げて

さあ、それでは、皆さんに対して、目線を配っていくという
ことをやりたいんですけれども、ええ、肖像権ほぼないの
が、ヤマモトタロウですので、ええ好きなように写真を撮っ
て、好きなように、ええネットに上げていただければ、幸い
です。 ええネットに上げる際に、お願いがあります。  
【自分】ヤマモトタロウやれいわ新選組への忖度は必要あり
ません。 つまりはヤマモトタロウやれいわ新選組を笑ってく
ださったり、それだけではなくディスっていただくことさえ
も歓迎したいと思います。

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。

64

もの言っていいわ
けという空気を、
ぜひあなた発で広
げて

狙いは何か。 社会の中で政治の話がしづらい、そんな世の中
ならば社会を変えることが難しいんですね。 だからこそあな
たの発信によってあなたとつながってる人たちが、ああ何、
政治ってこんな簡単に何かもの言っていいわけという空気
を、ぜひあなた発で広げていただきたい、そう思います。

[65]「ご自由に
表現をしていた
だければ」につ
いての理由・

ニーズ

65 ご自由に表現をし
ていただければ

で、何を変えたらいいか分からない、そういう方もいらっ
しゃると思うんですけれども、そういう方は、えー、ヤマモ
トタロウが四ツ谷駅にいて、東京から選挙に出るって言って
たwみたいなことでも結構でございます、はい。 ご自由に表
現をしていただければというふうに思います。 ありがとうご
ざいます、はい。 目線を配っていきますからねっていったの
に、しゃべることに一生懸命にまたなってしまいました、申
し訳ございません。 本当にご迷惑をおかけいたしておりま
す。 ありがとうございます。 ありがとうございます。 は
い、ありがとうございます。  社会は変えられます。 だって
そういうルールになってるから。 50パーセントの投票を諦
めた人たちとも力を合わせていきたい。

[63]「好きなよ
うに写真を撮っ
て、好きなよう
に、ええネット
に上げて」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。

66
一緒に変えてくだ
さい

どうしてかって、高齢者になっても死ぬ寸前まで働き続けな
きゃいけないような国はやめにしたいんです。 やめにした
い。 学びたい若者たちが利息まで取られて、そして首が締ま
る。 社会に出ても結婚することさえも贅沢とされるような社
会はもう終わりにしたい。  10代から30代まで死ぬ原因の1
位が自殺っていうような、地獄な国はもう終わりにしたいん
ですよ。 そんな社会をつくった、そういう国をつくったのが
政治ならば、それを変えられるのも政治です。 その鍵はあな
たの手の中に握られてる。 一緒に変えてください。 一緒に
やらせてください。 その先頭に立たせてください。 れいわ
新選組代表、ヤマモトタロウでした。 ありがとうございまし
た。  
【自分】皆様、長時間にわたりましてお時間をいただき本当
にありがとうございました。

[65]「ご自由に
表現をしていた
だければ」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。

67

ヤマモトタロウ、
2枚目の投票用紙
はひらがな3文字
でれいわとお書き
ください

ただいまお聞きいただきましたとおりの、ヤマモトタロウの
国政にかける熱い思い、皆様のお心にしっかりと届きました
ならば、ぜひ今回、1枚目の投票用紙はヤマモトタロウ、2枚
目の投票用紙はひらがな3文字でれいわとお書きくださいま
すよう、よろしくお願いを申し上げます。 改めてご案内を申
し上げます。 本日、みな。

[59]「ポスター
がこちらにあり
ますので、あな
たのお家の壁

に、貼れないで
しょうか」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。


