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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

70%

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 憲法9条を生かして、東アジアに

平和を作る外交ビジョンを提案

× 情報量少なめ
2 優しく強い経済を作る5つの提案

あなた側の話量は5分が適切と判定されました

3 反戦平和を貫いた日本共産党への
1票に託してください

一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が少なめです

4 ニホンキョウサン党への1票で実行し
ようではありませんか

5 ゆくゆくは東アジア規模の友好協力条
約を展望

6 軍事対軍事の悪循環に陥ってしまいます

7 賃金が上がっていないからです

8 敵基地攻撃、軍事費2倍、憲法9条を変えろ
という大合唱が起こっている

9 アベノミクスの異次元の金融緩和が、異常円
安と物価高騰を招いています

10
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）

36.2語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
2 CLOSED 軍事一辺倒で平和が作れるでしょうか？

3 OPEN 軍事費2倍といいますが、財源をどうするつもりでしょうか？

3 OPEN 消費税の大増税か、社会保障の大幅削減か？

5 CLOSED
日本が取り組むべきは、ASEANの国々と協力し、東アジアサミットを強化し、東アジアを戦争の
心配のない平和な地域にしていくための、憲法9条を生かした平和外交ではないでしょうか？

5 CLOSED
唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約に参加し、核兵器のない世界を創る先頭に立つことで
はないでしょうか？

6 OPEN なぜ、今、物価がこんなに上がっているのでしょうか？

7 OPEN 物価高騰でどうしてこんなに生活が苦しいのでしょうか？

8 CLOSED
弱肉強食の新自由主義が、日本経済を冷たく弱い経済にしてしまったことが、生活苦の根本にあ
るのではないでしょうか？

9 OPEN 5つの提案、いかがでしょうか？



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　　 2トピック

同じ話題を深堀りし過ぎかもしれません

話題の数　2件
話順 説明の少ない話題　0件 話順 説明のある話題　2件

検出なし、良い傾向です 5
反戦平和を貫いた日本共産党への1票に託してく
ださい

9
ニホンキョウサン党への1票で実行しようではあ
りませんか



【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　　 2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
反戦平和を貫いた日本共産党への1票に
託してください

日本が取り組むべきは、ASEANの国々と協力し、東ア
ジアサミットを強化し、東アジアを戦争の心配のない
平和な地域にしていくための、憲法9条を生かした平
和外交ではないでしょうか？ 唯一の戦争被爆国とし
て、...

↓

4→ 具体的説明
ゆくゆくは東アジア規模の友好協力条約
を展望

今、ASEAN、東南アジア諸国連合は、ASEAN10か国
と、日米中など8か国で作る東アジアサミットを、平
和の枠組みとして強化し、ゆくゆくは東アジア規模の
友好協力条約を展望しようという大構想を提唱してい
ます。...

- -

9 説明のある話題
ニホンキョウサン党への1票で実行しよ
うではありませんか

5つの提案、いかがでしょうか？ ザイカイ＊献金を一
切受け取らない、ニホンキョウサン党への1票で実行
しようではありませんか。 党を作って100年、自由と
平和、まっすぐ貫く、ニホンキョウサン党の躍進で、
平...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

8 → 具体的説明 優しく強い経済を作る5つの提案

弱肉強食の新自由主義が、日本経済を冷たく弱い経済
にしてしまったことが、生活苦の根本にあるのではな
いでしょうか？ 日本共産党は新自由主義を終わりにし
て、優しく強い経済を作る5つの提案をしています。  
第1は、消費税を緊急に5パーセントに減税し、インボ
イスを中止することです。 第2に、大企業の内部留保
への課税で賃上げを促進する、中小企業支援と一体に
最低賃金を1500円に引き上げるなど、賃金が上がる
国に...

- -



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

敵基地攻撃、軍事
費2倍、憲法9条を
変えろという大合
唱が起こっている

【自分】ニホンキョウサン党の志位和夫です。 皆さん、この
参議院選挙は、平和と暮らしがかかった大事な選挙です。 国
連憲章を蹂躙した、ロシアによるウクライナ侵略は絶対に許
せません。 ロシア軍の即時全面撤退を強く求めます。 同時
に、この危機に乗じて敵基地攻撃、軍事費2倍、憲法9条を変
えろという大合唱が起こっていることは重大です。

[3]「憲法9条を
生かして、東ア
ジアに平和を作
る外交ビジョン
を提案」につい
ての具体的説明

2
軍事対軍事の悪循
環に陥ってしまい
ます

軍事一辺倒で平和が作れるでしょうか？ 日本が軍拡で構えれ
ば、相手も軍拡を加速します。 軍事対軍事の悪循環に陥って
しまいます。

[3]「憲法9条を
生かして、東ア
ジアに平和を作
る外交ビジョン
を提案」につい
ての理由・ニー

ズ

◎

国内ビジコン優勝者
もこのような理由付
けで主観的根拠を多
く話すことで、相手
の心を動かしていま
す。

3

憲法9条を生かし
て、東アジアに平
和を作る外交ビ
ジョンを提案

軍事費2倍といいますが、財源をどうするつもりでしょう
か？ 消費税の大増税か、社会保障の大幅削減か？ 暮らしが
押しつぶされてしまいます。 危機に乗じて、憲法9条を改訂
し、日本を軍事対軍事の危険な道に引き込み、暮らしを押し
つぶす、こんな道は力を合わせて止めようではありません
か。 日本共産党は、憲法9条を生かして、東アジアに平和を
作る外交ビジョンを提案しています。

[4]「ゆくゆくは
東アジア規模の
友好協力条約を
展望」について
の具体的説明

4
ゆくゆくは東アジ
ア規模の友好協力
条約を展望

今、ASEAN、東南アジア諸国連合は、ASEAN10か国と、日
米中など8か国で作る東アジアサミットを、平和の枠組みと
して強化し、ゆくゆくは東アジア規模の友好協力条約を展望
しようという大構想を提唱しています。

[5]「反戦平和を
貫いた日本共産
党への1票に託し
てください」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

5

反戦平和を貫いた
日本共産党への1
票に託してくださ
い

日本が取り組むべきは、ASEANの国々と協力し、東アジアサ
ミットを強化し、東アジアを戦争の心配のない平和な地域に
していくための、憲法9条を生かした平和外交ではないで
しょうか？ 唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約に参加
し、核兵器のない世界を創る先頭に立つことではないでしょ
うか？ 平和の願いを、党を作って100年、反戦平和を貫いた
日本共産党への1票に託してください。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？

6

アベノミクスの異
次元の金融緩和
が、異常円安と物
価高騰を招いてい
ます

物価高騰が、庶民の暮らしを襲っています。  なぜ、今、物
価がこんなに上がっているのでしょうか？ 原因はウクライナ
侵略だけではありません。 アベノミクスの異次元の金融緩和
が、異常円安と物価高騰を招いています。 その責任は重大で
す。

[8]「優しく強い
経済を作る5つの
提案」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

7 賃金が上がってい
ないからです

物価高騰でどうしてこんなに生活が苦しいのでしょうか？ 賃
金が上がっていないからです。 年金が下がり続けているから
です。 教育費が重すぎるからです。 消費税の増税が家計を
痛めているからです。

[8]「優しく強い
経済を作る5つの
提案」について
の理由・ニーズ

◎

国内ビジコン優勝者
もこのような理由付
けで主観的根拠を多
く話すことで、相手
の心を動かしていま
す。



8
優しく強い経済を
作る5つの提案

弱肉強食の新自由主義が、日本経済を冷たく弱い経済にして
しまったことが、生活苦の根本にあるのではないでしょう
か？ 日本共産党は新自由主義を終わりにして、優しく強い経
済を作る5つの提案をしています。  第1は、消費税を緊急に5
パーセントに減税し、インボイスを中止することです。 第2
に、大企業の内部留保への課税で賃上げを促進する、中小企
業支援と一体に最低賃金を1500円に引き上げるなど、賃金が
上がる国にします。  第3に、年金削減をストップし、高すぎ
る学費を半分にし、小中学校の給食費を無償にするなど、社
会保障と教育に手厚い予算にします。 第4に、再生可能エネ
ルギーの大規模普及、原発即時ゼロ、石炭火力からの撤退な
ど、気候危機打開に本気で取り組みます。 第5に、男女の賃
金格差をなくす、選択的夫婦別姓、同性婚、LGBT平等法な
ど、ジェンダー平等の日本を作ります。

[9]「ニホンキョ
ウサン党への1票
で実行しようで
はありません

か」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

9

ニホンキョウサン
党への1票で実行
しようではありま
せんか

5つの提案、いかがでしょうか？ ザイカイ＊献金を一切受け
取らない、ニホンキョウサン党への1票で実行しようではあ
りませんか。 党を作って100年、自由と平和、まっすぐ貫
く、ニホンキョウサン党の躍進で、平和でも、暮らしでも、
希望の持てる日本を作ろうではありませんか。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？


