ロジカルプレゼンテーション研修
概要
プレゼン
研修の
必要性

BEFORE・AFTER

プログラム

講義内容

アンケート結果

研修の特長

●貴組織、受講者の業務内容（会議資料、報告、お客様への提案書など）を用いて
研修します。
●スタイルや感情ではなく、分析や論理を重視し、論理構築のハウツーを習得
●人が納得するメカニズムなど心理学を活用したプレゼン形式を採用
●参加者のプレゼンをビデオ撮影し、再生しながら良い点、改善点を具体的に指導

課題

汎用課題もしくは、貴社、実務課題そのもの

形式

体験学習
「理論の説明→演習 →フィードバック→演習→ 理解・定着」の繰り返し

日数

2日間
9：00－18：00 昼休

「で、結局、あなたは何が言いたいの？」
「最後まで聞かないとわかんない話だねぇ」
「情報が多すぎて、どういうことかわからないよ。つまり何なの？」
上司やお客様から、こんなことを言われたことはありませんか？
自分では状況を完全に伝えたつもりでも、相手からすれば、聞きたい情報、必要な情報
がなく、結局何がいいたいのか疑問を持たれるような説明では困ります。これでは単に
時間のロスだけでなく、ビジネスチャンスを失ってしまいます。
また結論や意見を最後に示したり、前置きや関係する情報や前提を話の冒頭に羅列し、
情報の多すぎという状況も同様に問題です。こんなプレゼンや説明を繰り返していると
、あなた個人の信頼はもちろん、会社や組織の評価も下がってしまいます。
この問題の原因は、聞き手の立場に立った分析や内容構成が不足です。本研修では、聞
き手の分析から組み立て、そしてプレゼンまでを一貫して学習し、わかりにくい話し方
を改善します。（下図参照）

12：00－13：00

人数

講師1名
4名―８名 ＜一人ひとりのビデオ撮影＆フィードバック付き＞
・大人数の場合でもご相談に応じます。過去最大数:950名超。

また「BEFORE ・AFTER」では、研修を受講する前と受講後の違いを、現場からの声
や受講者の変容をもとに記しました。

応用範囲

ビジネス全般：

「プログラム」では、プレゼンに必要な全ての要素を2日間のタイムテーブルまとめまし
た。またプレゼンの課題についてもサンプルや事例を示してあります。

場所

貴社研修室

ミーティング、商談、コンペ、プレゼン、
コンサルティング、交渉、その他

「講義内容」では、プログラムの詳細内容として、プレゼンのステップごとにどのよう
な説明をしているか、代表的な理論やケーススタディを記しています。

「アンケート」では、これまで受講された方の評価の一部を掲載しました。

ロジカルに考えられる

人を動かす３つの要素

各論

Feature

Advantage

Benefit

Evidence

理論

頭でわかる≠出来る

ロジカルに書ける

目に見える
記録

演習１

理論の有効性
を実感できる

ロジカルに話せる

耳で聞こえる
消える

演習２

活用・応用出来る

根拠の理解
総論

目に見えない
不可視

まとめ

事例の理解
発表＝ビデオ撮影

手順の理解
再生＆コメント
修正
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本テキストの全部または一部を無断で複製・転載することを禁止します。

ロジカルプレゼンテーション研修
概要

BEFORE・AFTER

プログラム

目標分析

講義内容

対話技術

で、何が言いたいの？

なるほど！あなたの言うとおりだ！

あなたの話に勝る睡眠薬はない

結論から話してくれないかなぁ…

もっと詳しく話が聞きたい

退屈だなぁ

依頼した内容と違う話だぞ…

そこが知りたかったぁ！

しっかり質問に答えて欲しい

情報の羅列をされても…

ポイントが整理されていて、わか
りやすかったよ

あーあ、そもそもこの人、内容が
わかってないんだなぁ
できない理由は聞きたくないよ

なるほど、そうだったのかぁ

プレゼンに自信が感じられるなぁ
メリハリがあってわかりやすい

そんなに早口で話されたのでは…

お忙しいところ、ありがとうござい
ます

本日は要務御多忙の折、御臨席
を賜り…

初めて聞いたけど、納得したよ

表現技術
あなたの会社の事情なんか
どうでもいいよ

知らないうちに引き込まれていた
なぁ

聞こえません…

理由が良く分かりました。
専門用語がわかりません…

あなたの話を聞くたびにワクワク
するよ

発声

聴衆分析
多すぎる情報に混乱してます…

アンケート結果

特長
左に掲載した目標、聴衆、表現などの
課題について、各種アドバイス用の
スタンプを用意しております。
▼
一人ひとりに、添削・コメントいたします。
ご自身の課題と対策がすぐわかります。
▼
ここまで細かな指導は他社ではございません。

なるほど、当社にこんな
メリットがもたらされるんだ
この人に任せれば、安心だな
なるほど、そうすればできるんだぁ
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ロジカルプレゼンテーション研修
概要

プログラム

BEFORE・AFTER

1日目

● 設定

2日目

あなたは、ある玩具メーカーのマーケティング部に勤めています。玩具業界では、タカラが先日売り
に出した「バウリンガル」という商品が、15,000円という価格にもかかわらず大ヒットしたという
ニュースが話題となりました。そこで、バウリンガルのヒット理由について、商品企画部からポイン
トをまとめて説明をして欲しいと依頼されました。あなたは、トップバッターとして、バウリンガル
ついて説明することになりました。下記の情報を参考に説明してください。

（発表＆パワーポイント修正）

1.オリエンテーション
2.プレゼンの情報分析
1）目標分析：ニーズを聞き出す4つの質問
2）聴衆分析：AIDMA、用語選択、役職と聞き
たい内容
3）内容分析:目的と聴衆を考えて、話すべき
内容を整理する。
（WhyとWhoを考えてWhatを決める）

4.説得力・表現力
1）発声方法
ボリューム
トーン
スピード

注意

2）ボディランゲージ
プレゼンターのボディランゲージ
聴衆のサイレントメッセージ分析

昼食

一般的に、商品開発にはユーザー情報や市場調査の分析により、新商品の企画が提案されることが多
いが、バウリンガルの場合は違った。開発のきっかけは、日本音響研究所がＴＢＳの番組を通じて
行った、声紋鑑定を応用し犬の鳴き声からその気持ちを分析する試みだった。番組を見ていた携帯電
話のコンテンツ企画・開発会社から商品化を打診されたタカラの佐藤慶太社長の、社運を賭ける勢い
での商品化指示により開発はスタートした。そこには「売れるはずだ！ 絶対に売れる！！」という
答えが先にあり、開発やマーケティングへは、ヒットを生むためにどういった商品を開発するか、そ
してどう売るかが命題であったのだ。

昼食

3.プレゼンの内容構築
1）シナリオの基本形
メンタルモデルで、わかりやすく話す
ナンバリングで、情報を区切る
情報の流れを作り、聞きやすく話す
2）根拠の示し方
ベネフィットに根拠を示す（FAB）
情報を漏れなく整理（マトリクス）
手段と特性で端的に訴求する
3）パワーポイント
図解の技術と説明のポイント
カラーリング
アニメーション効果、文字サイズなど
（パワーポイント修正）

18:00

【発表】プレゼンテーション実習①
・ビデオ撮影＆振り返り

資料の日本語が文法的に正しいという保証はありません。
必要な情報が欠けている場合は、創作してかまいません。
3分で話せるように（1200文字、スライド6枚以内）まとめてください。

●資料（抜粋）

12:00

13:00

アンケート結果

事前課題

2日間集中プログラム

9:00

講義内容

【発表】プレゼンテーション実習②
・ビデオ撮影＆振り返り
（発表＆パワーポイント修正）

バウリンガルは、犬の感情判断の基礎に、犯罪捜査の声紋分析で有名な鈴木松美・日本音響研究所長
らが突き止めた声紋パターンを用いた。パターンは六種類あり、いずれも「楽しい」「悲しい」「威
嚇」「要求」など、犬の特定の感情と結びついている。

3）対話技術（説得力）
発問
質疑応答
あがりを防ぐ方法

「６種類というのは少ないようで、実はそうでもない」と動物行動学の専門家・小暮規夫博士は言う。
犬の祖先のオオカミは、遠ぼえをするくらい。犬ほど表現能力を持たない。犬は人間との約1万
5000年にわたるつきあいの中で、いろいろな鳴き声を取得していったと小暮博士は…（以下略）

【発表】プレゼンテーション実習③
・ビデオ撮影＆振り返り

その他の汎用プレゼン課題
問題解決：
比較利点：
情報伝達：

5.まとめ

パソコン機種選定、ｅラーニングの提案営業
発明者の特許権
バウリンガルヒットの理由、AIBO、ノーベル賞受賞理由
当社の特長、当社の商品・サービスの特長、私の知的発見

各企業でのオリジナル課題

重要なところは

書き込み式で、
修得率アップ

重工業：
自動車：
レストランサービス:
農薬：
投資銀行：
コンサルティング：
専門学校：
IT関連：

302枚の
パワーポイントで、
プレゼンに必要な
全てのノウハウを
学習

自分のプレゼン風景を
ビデオで確認。
講師やメンバーから
改善アドバイスが
もらえる
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当社のアンモニアプラントの優位性を３つ述べよ
新車のアピール、安全性、新型エンジンの特長、デザインの特長、環境対策
社食アウトソーシング提案
農薬の選択基準と散布方法
確定拠出年金のご提案、評価機関向けファンドマネジャの運用報告
BS7799取得のコンサルテーション、自治体への業務提案
学校説明会、オープンキャンパスでのカリキュラム紹介
JAVAとは コールセンターの役割 （新入社員向け）
病院の自動再来受付装置の提案（中堅）
本テキストの全部または一部を無断で複製・転載することを禁止します。

ロジカルプレゼンテーション研修
概要

BEFORE・AFTER

プログラム

講義内容

アンケート結果

目標分析

総論
各論

Feature

Advantage

解決質問 解決
仮説質問
問題質問
現状質問 理解

Why

Benefit

Evidence

まとめ

本プログラムは、汎用です。
貴組織や現場のニーズに即して
内容、順番を入れ替えるほか、
弊社の他の講座で使用している
理論、演習なども追加できます。

What

ＡＩＤＭＡ

聴衆分析

１．プレゼンテーションとは？
１）研修の目的、方法
２．プレゼンの準備
１）目標分析

Whｏ

プレゼンは技術訓練。練習で誰もが上
達できることを確認

知らない

認知度向上

知っているが、イメージ出
来ない

再生知名度
向上
商品の
評価育成

Interest
（興味）
Desire
（欲求）
Motive
（動機）

興味がない

Action
（行動）

欲しいと思わない

ニーズを喚起

欲しいとは思うが、買おう
としていない

メリット提示
障害除去

買おうか、買うまいか、ど
れにすべきか、迷っている

障害除去

目標分析をし、プレゼンはゴールでは
なく、通過点である。聞き手は、話を
聞いた後に何をしたと考えているのか、
あるいは考えさせるのかを整理する。

２）聴衆分析
３）内容分析

目標

顧客の関心レベル

Attention
（注意）

また４つの質問のテクニックを学び、
聞き手が欲しい情報や確認方法を学ぶ
・現状の理解
・問題の理解
・仮説の確認
・解決策の確認（右上図）

聴衆の知識や関心、役職などを分析す
る。聞き手の現状を把握（ＡＩＤＭＡ
分析など）し、目標分析と連動して、
プレゼン内容を整理する

Why

目
的

現状(and/or)背景
コピー室にあるコピー機のうち、3台は7年前に導入し
たものであるため、

現状の問題点(and/or)必要性
機能不足や故障の多発が問題となっていました。

What

目的
そこで、問題の3台を買い替えるべく、3社12機種から
最適な機種を選定しましたので報告します。

Who
要
約

目標（WHY）と聴衆（WHO）を考慮
し、最適なプレゼン内容を決定する。
特に背景、現状、問題点、必要性を的
確につかみ、提案内容を確認、検討す
る（右下図参照）
-4-

結論、重要な情報A、B、C、D
調査の結果、ABC社のモデルCP9DXを導入するよう提案
します。（A）CP9DXは、要求機能を満足する上、（B)
ランニングコストを最も低く抑えられます。また、モ
デルCP9DXは、（C）再生紙を使用しても故障、紙詰ま
りがおきません。（D）本体価格はやや割高なものの、
長期的にはコスト削減になります。

本テキストの全部または一部を無断で複製・転載することを禁止します。

ロジカルプレゼンテーション研修
概要
Why

BEFORE・AFTER
目
的

プログラム

現状(and/or)背景
コピー室にあるコピー機のうち、3台は7年前に導入
したものであるため、

現状の問題点(and/or)必要性

What
Who

アンケート結果

ニンテンドーDS Lite概要
画面：3インチ（対角）透過型バックライト付きTFTカラー液晶ディスプレイ 2枚、4段階の輝度調
整可能

機能不足や故障の多発が問題となっていました。

入力：十字キー+6ボタン+START/SELECTボタン+タッチスクリーン+マイク

目的

電源：内蔵リチウムイオンバッテリー（3.7V/1000mAh）、付属ACアダプタ（ゲームボーイアドバン
スSP・ニンテンドーDSのACアダプタ使用不可）、パワーマネジメント機能搭載

そこで、問題の3台を買い替えるべく、3社12機種
から最適な機種を選定しましたので報告します。
要
約

講義内容

重量：約218g 基本性能をそのままに、より携帯性を高めて一回り小型軽量化がなされ、デザイン
も一新された。

結論、重要な情報A、B、C、D
調査の結果、ABC社のモデルCP9DXを導入するよう提案
します。（A）CP9DXは、要求機能を満足する上、（B)
ランニングコストを最も低く抑えられます。また、モ
デルCP9DXは、（C）再生紙を使用しても故障、紙詰ま
りがおきません。（D）本体価格はやや割高なものの、
長期的にはコスト削減になります。

次の設定を読んで、適した内容を選択ください。30秒で読めるように300文字以内で記述ください。
あなたは、ある玩具メーカーの商品企画部に勤めています。商品企画部では、任天堂が昨年売りに出した
「ニンテンドーDS Lite」が、販売日が平日にも関わらず発売日前日よりユーザーが大型家電量販店などで行
列を成し、即日完売というニュースに衝撃を受けました。そこで、上司から今後の企画の参考にするために、
「ニンテンドーDS Lite」とはどういうものかについて簡単にまとめて欲しいと依頼されました。次の文章を
参考に、報告書をまとめてください。この報告書は企画部長はじめ企画部全員に回覧される予定です。

現状または背景（そもそもこの報告を作成することになった出来事）

発売当初は「ニンテンドーDSの上位機種」として、従来のDSも並行して販売されるという告知がさ
れていたが、同様の経緯で発売されたゲームボーイアドバンスとゲームボーイアドバンスSPと同様
に、実質的には世代交代といって差し支えない状態となっている。
メディアクリエイト発表の週間ゲームハード・セルスルーランキング（2006年12月18日～12月24
日）によれば、DS Liteの販売数が485,584台だったのに対してDSは380台と、その世代交代は確実
に進んでいる。
日本で2006年3月2日に、豪州では6月1日に、米国では6月11日に、欧州では6月23日に、中国では
iQue DS Liteという名称で6月29日に、韓国では2007年1月18日に発売された。メーカー希望定価は
16,800円だが、インターネットオークションでは20,000円を軽く超えている。
ニンテンドーDS Liteが大ヒットの理由は、タッチペンを使う分かりやすい操作性が、ゲームマニ
アではないごく普通のユーザーに受け入れられたこと。第二は、「脳を鍛える大人のDSトレーニン
グ」に代表される「脳を鍛える」ソフトが中高年の、そして「おいでよ 動物の森」などのソフト
が女性の心を掴んだことである。このように、今までゲームに振り向かなかった層を新しい顧客に
引き込むことによって大ヒット商品に成長した。
2006年3月2日にDS Lite（クリスタルホワイトカラー）販売された際に、品不足が以前から報告さ
れていたのを察知したユーザーが大型家電量販店などで販売日が平日にも関わらず発売日前日より
DS Liteを求め行列を成した。次に3月11日に販売されたDS Lite（アイスブルー、エナメルネイ
ビーカラー）については発売日が土曜であった為に3月2日以上の行列が大型家電量販店に出来、販
売時に大きな混乱となった。

現状の問題点または必要性（この報告書は何のため）

任天堂では「3月期のDSLiteの出荷量を45万台とする」と発表、またDSソフトの『Touch!
Generations』シリーズの一部を4月下旬まで延期し、需要の拡大による混乱を防ごうと対策を取っ
た。
販売後、すぐにインターネットオークションなどで大量に出品され、本体の倍程度の価格で転売
する者が多く出てきた。その後、大量に大型家電量販店などにDS Liteを出荷するものの、入荷し
て即完売ということが長く続いている。

目的（○○を～する）
「ニンテンドーDS Lite」とはどういうものかについて簡単にまとめて報告する

品薄に「任天堂は意図的に出荷調整や品薄商法などを行っているのでは」と誤解されることがある
が、任天堂は毎週工場から出荷できる限りの数（週15万台前後ほど）のDS Lite本体を市場に出荷
している。 2007年3月現在、大型家電量販店などでは入荷しても当日に完売するなど未だ日本国内
の需要に追いついておらず、品薄傾向が続いている。

結論、キーポイント

任天堂の社員は「DS Liteを買ってはいけない」と言われている。
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本テキストの全部または一部を無断で複製・転載することを禁止します。

ロジカルプレゼンテーション研修
概要

プログラム

BEFORE・AFTER

講義内容

アンケート結果

ロジックチャート
目的
目的

既知から未知への情報展開

ナンバリング

ラベリング

ポイントに数番号

ポイントの要約

総論

引継)
引継)
文の前半で、前述した既知の情報を引き継ぎ、
文の後半で未知の情報を付加していく

要約
要約

FAB

統一)
統一)
キーワードを主語に、文の後半で未知の
情報を付加していくタイプ

各論１
各論１
各論

各論２
各論２
3.プレゼンの内容構築
ロジックチャート
総論、各論、まとめで構
築する
ナンバリングで、情報を
区切る
情報の流れを作り、聞
きやすく話す

各論３
各論３
ＦＡＢ

最初の30秒程度で理解できるように、情報を整理、
要約する

目的
目的

番号づけで、論点や根拠を明確に区切る。また結論
を番号づけの直後にする。

2.4インチの
インチの
2.4
2.4インチの
大画面液晶
大画面液晶

要約
要約

わかりやすい順番に根拠などを示す方法を学ぶ。

（（30ドットの文字）
30ドットの文字）
30ドットの文字）

まとめ

文字が大き
文字が大き
く、見やすい
く、見やすい

メールが
メールが
使いやすい
使いやすい

Ｆeature

Ａdvantage
dvantage

Ｂenefit
enefit

特徴

優位性

利益

Ｅvidence
Ｅvidence 証拠
証拠
らくらくホンは、○×
×キャンペーンの特別賞を受賞
らくらくホンは、○
らくらくホンは、○×キャンペーンの特別賞を受賞

根拠の整理
ベネフィットに根拠を
示す（FAB）

ＦＡＢを活用し、商品やサービスの優位性、利益をロジカ
ルに説明。演習で分析の技術を確認する。

情報を漏れなく整理
（マトリクス）

上位、下位、目的などを考えて、話すべき情報を漏
れなく、ムラなく取捨選択する。

手段と特性で端的に
訴求する

手段と特性を示し説得する。これを通じて、視点や
主従関係を整理する

論理図解

グラフ・数表
グラフ・数表

①書いてあるままに読む
②書いてあるものは必ず説明
③行間を最初に説明しない

カラーリング
パワポの基本

①何を説明するかを述べる
②縦軸、横軸を説明する
③ポイントを説明する
東部

パワーポイント
図解の種類と説明の
ポイント

物理図解

西部

①部位の説明
②動作・特徴の説明
南部

１月

2.023

5.478

3.002

２月

8.257

9.897

6.580

３月

4.365

6.568

4.258

４月

968

1.560

2.060

図解には、論理図解、グラフ、物理図解の３つがあ
る。それぞれ何を説明しなければならないかを学ぶ

授業を聞いて、
パワポ修正＆リハーサル

基準色の決め方、色彩、強調の仕方を学ぶ
レイアウト、デザイン、文字の大きさ、アニメー
ション効果など「見やすい資料作成」を学ぶ

キーワード化
スクリーンで見せる
資料は、文章で書かない

【演習】パワポ修正
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本テキストの全部または一部を無断で複製・転載することを禁止します。

ロジカルプレゼンテーション研修
概要

BEFORE・AFTER

プログラム

講義内容

アンケート結果

アイリスオオヤマ:洗車フルカバーホースリール
箱状のカバーで覆うことにより、雨・風・直射日光から
ホースを守り、ホースの劣化を防ぎます。また、収納時に
外からホースが見えないので、お庭の美観を損ないません。
また径の大きいドラムを使用していますので、巻き取った
ホースがばらつかず無造作に巻いてもキレイに巻けます。
ステップは折りたたみ式でコンパクトに収納できます。

Feature：
特徴・仕様

Advantage：
優位性・理由

箱状のカバーで覆う

雨・風・直射日光からホースを守
り、ホースの劣化を防ぐ

箱状のカバーで覆う

収納時に外からホースが見えな
い

径の大きいドラムを使用

巻き取ったホースがばらつかず無
造作に巻いてもキレイに巻ける

ステップは折りたたみ式

コンパクトに収納できる

Benefit：ユーザーにもたらさせる
利益、効果、特長

お庭の美観を損ない

※収納時に外からホースが見えないので、お庭の美観を損ないません。

任天堂が昨年売り出した「ニンテンドーDS Lite」が、販売日が平日にも関わらず発売日前日よりユー
ザーが大型家電量販店などで行列を成し、即日完売というニュースに衝撃を受けました。

（必要性のみ）そこで、今後の企画の参考にするために、

ニンテンドーDS Liteについて簡単にまとめて報告します

（結論）大ヒットした理由は、今までゲームに振り向かなかった層を新しい顧客に引き込んだことで
す。具体的な理由は２つあります。（重要な情報A）第１は、タッチペンを使う分かりやすい操作性が、
普通のユーザーに受け入れられたこと。（重要な情報B）そして第２は、「脳を鍛える」ソフトが中高
年の、そして「おいでよ 動物の森」などのソフトが女性の心を掴んだことです。
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本テキストの全部または一部を無断で複製・転載することを禁止します。

ロジカルプレゼンテーション研修
概要

BEFORE・AFTER

プログラム

マトリクスで、情報を漏れなく、ムラなく、重複なく

講義内容

アンケート結果

聞き手のニーズをつかむ質問テクニック

（総論）
日本人は、よく議論が下手だといわれています。これは、単に日本人の多くが、議論
のしかたを学んだことがないのが原因です。議論のしかたを学ぶにはディベートが最
適です。ディベートを学ぶことにより、議論に必要な3つの能力：論理的思考力、傾
聴能力、意思伝達能力が効率よく身につけられます。

あなたはE社（本社：N県）のプリンタ事業部に所属しています。普段はプリンタ事業の中で
も化学的な分野を担当しています。このたび、2週間の応援として、家電量販店に来ていま
す。お店のためにも多くの売り上げを上げたいと考えています。当社のラインナップは下記
のとおりです。

（各論）
第一に、論理的思考能力が身につきます。論理的思考能力とは、自分の主張が成立す
る過程を、明確な根拠で抜けなく裏づけられる能力です。ディベートでは、肯定側・
否定側のどちらがより論理的であったかを競います。したがって、論理的に考える力
が自然と養われます。論理的思考能力が高まれば、複雑な状況下でも正しい判断が下
せますし、人を説得しやすくなります。
第二に、傾聴能力が身につきます。傾聴能力とは、相手の主張に耳を傾け、その論点
を見抜く能力です。ディベートでは、相手の主張に対して指定時間内に反論しなけれ
ば、その主張は肯定されたものとされます。したがって、相手の主張をよく聴き、素
早くその論点を見抜く力が自然と養われます。傾聴能力が高まれば、互いの議論を噛
み合わせられますし、それだけ論点も深められます。
第三に、意思伝達能力が身につきます。意思伝達能力とは、自分の考えを相手に効果
的に、正しく伝える能力です。ディベートでは、制限時間内で、第三者のジャッジに、
自分の考えを理解してもらわなければ、勝つことはできません。したがって、自分の
考えを効果的に人に伝える力が自然と養われます。意思伝達能力が高まれば、スムー
ズに議論が進みますし、誤解による問題発生も防止できます。
横並び 優先順位
（入れ替え可）

（
入
れ
替
え
不
可
）

縦
つ
な
が
り

論理的思考能力

傾聴能力

・職業は損害保険の代理店
・現在使用しているインクジェットプリンタが故障した
・事務所でPCを複数台使用しているので、最近のランニングコストの安いプリンター
はいいねぇ…
と話されました。さてあなたはどうしますか？

意思伝達能力

身に付く能力は何か
身に付く能力の説明

因
果
関
係
・
順
番

能力が身に付く理由

身に付いた能力の
有効性
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本テキストの全部または一部を無断で複製・転載することを禁止します。

ロジカルプレゼンテーション研修
概要

BEFORE・AFTER

プログラム

講義内容

ビジネスディベート受講報告

ご報告

会社名：（株）生産性商会
氏名：鈴木 一朗

会社名：生産性商事（株）
氏名：鈴木 一朗

2日間のビジネスディベート研修を受講いたしましたのでご報告します。今回の研修で私が
得たものは、多角的視点、コミュニケーション、時間管理の大切さです。

２日間のディベート研修を受講しました。自社には同期入社が私を含めて２人しか
おらず、多数の同期新入社員の方と議論する機会はなかなかありませんでしたが、今
回様々な業種から集まった多くの方々とグループを通じてさまざまな議論をすること
が出来ました。また他社の状況や業務方法等も伺うことが出来て、大変刺激を受けま
したし、自分の自社・仕事に対する認識・想いを再確認することが出来ました。この
研修ではグループで議論を頻繁に行いますので、自然に意見交換が出来ましたので、
すぐにうち解け人脈を広げることができました。この研修を通じて学んだ重要ことは
コミュニケーションの大切さです。自分ではできる方だと思っていたのですが、グ
ループで議論を行って意見を集約し、意思統一を行う作業は予想以上に大変でした。
実際の業務においてコミュニケーションが不十分で重要事項が伝達されていなかった
り、意思統一がなされていないと大変な事態を招きかねません。タバコがディベート
のテーマだった時などは個人の好悪感情が表出して感情的な議論になり、意見集約に
時間が掛かりました。試合の際にも、連絡の不徹底から発表内容に齟齬をきたしてし
まうことがありました。やはり講師の方が言われた通り報告・連絡・相談が大事だと
思います。ディベートを行う際に最も重要なことは、論理的思考で物事を多角的・多
面的に捉え、短時間でポイントを整理し、感情的にならずに相手（審査員）を説得し
ていくことであるとのことでしたが、演習問題や試合を通じて私はこの論理的思考が
まだ十分に出来ていないということを痛感しました。物事の本質部分まで突き詰めて
考えていかないとどうしてもうわべだけの議論・水掛け論になってしまいます。私は
どうしても自分にとって都合の良い方・簡単な方から物事を考えてしまう傾向がある
ので、もう一方の立場から物事を検討することを今後は徹底していきたいと思います。
また、私は短時間でポイントを整理するのが苦手で試合の際には悪戦苦闘しましたが、
何回か試合を行ううちに「聞きながら考える」コツのようなものを掴むことができた
ので、今後の会議やプレゼンなどの際に積極的に活用していきたいと思いますそして
時間の貴重さを改めて認識しました。ディベート研修自体が非常に濃密で、僅か２日
間でしたが多くのことを学ぶことが出来ましたし、ディベートの試合を通じて２、３
分の短い時間でも多くのことが出来るということを体験しました。また、参加者の皆
さんのオフタイムの利用方法等もつぶさに拝見して、自分ももっと時間を有効に利用
すべきであると反省した次第です。今後は今回の研修で得た経験を活かして今までよ
りもさらに自信を持って仕事を行いたいです。
箱状のカバーで覆う

雨・風・直射日光からホースを守り、
ホースの劣化を防ぐ

長持ちします
末永くご愛用いただけます

径の大きいドラムを使用

巻き取ったホースがばらつかず無
造作に巻いてもキレイに巻ける

巻きなおしが不要です
手を汚しません

コンパクトに収納できる

置き場に困りません
収納時もスッキリしたデザインです

ステップは折りたたみ式

アンケート結果

1点目の多角的視点とは、様々な立場から問題を見ることです。演習問題や試合を通じて、
自分自身この多角的視点がまだ身についていないことを痛感しました。私は自分に都合の良
い方・簡単な方から物ごとを考える傾向があります。物ごとの本質まで突き詰めて考えない
と、うわべだけの議論・水掛け論になります。今後の業務では、賛成論、反対論の根拠を
しっかり受け止め、思考することを徹底したいと思います。
2点目のコミュニケーションとは、組織の中での意思伝達と合意形成です。グループで意見
を集約する作業は予想以上に困難でした。施設内の禁煙についてグループで議論したときは、
論理よりも感情が先走り、意見集約に時間がかかりました。また連絡の不徹底から発表内容
が矛盾することもありました。実際の業務においてコミュニケーションが不十分で重要事項
が伝達されていなかったり、感情的になってしまえば、お客様に十分なサービスを提供でき
ません。今後の業務では、接客や報告・連絡・相談などで、話の内容や求めている本質を理
解できるように、意識したいと思います。
3点目の時間管理とは、時間を効率的に使って作業を進めることです。ディベートの試合を
通じて２、３分の短い時間でも多くのことが出来ることを体験しました。私は短時間でポイ
ントを整理するのが苦手なので、演習では悪戦苦闘しました。しかし何回か演習すると、
「聞きながら考える、ポイントを整理する」コツをつかめるようになりました。今後の業務
では、短時間で集中して思考するノウハウを、日常の業務はもちろん、会議やプレゼンに積
極的に活用したいと思います。
以上、今回のビジネスディベート研修は、多角的視点、
コミュニケーション、時間管理の3点が、仕事をして
いく上での有益なツールとなりました。今後は実務の
中で、研修で学んだ内容を忘れずに、活用したいと思
います。

目的
目的

総論

要約
要約
各論１
各論１
各論２
各論２

各論

各論３
各論３
目的
目的
要約
要約

まとめ

※総論より簡便にしても良い
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本テキストの全部または一部を無断で複製・転載することを禁止します。

ロジカルプレゼンテーション研修
概要

BEFORE・AFTER

プレゼンテーション実習①
【演習】ビデオ撮影＆振返り
＠4分間

発声方法
ボリューム
トーン
スピード

一人ひとり前に出て、パワーポイント
でプレゼン。それをビデオ撮りし、再
生しながら、講師や他の受講者が、良
い点と改善点を内容、構成面を中心に
コメント

プログラム

講義内容

アンケート結果

発問の
発問の方向

プレゼン本番

発問

ダイレクトクエスチョン
ダイレクトクエスチョン
まず指名して、質問する
例：○○さん、△△についてご存知ですか？

対話

インダイレクトクエスチョン
インダイレクトクエスチョン 最初と最後にやる

ボリューム、トーン、スピードを意識
し、プレゼンを棒読みから、強いメッ
セージへと変える視点を学習

質疑応答

まず質問をして、指名する
例：△△についてご存知ですか？
Open
どなたか答えていただけませんか？
Close
では、○○さんいかがですか？

ブーメランクエスチョン
ブーメランクエスチョン

ボディランゲージ

質疑応答――
応答の手順
質疑応答――応答の手順

姿勢、アイコンタクト、ハンドでして
はならないことと、すべきことを対比
で学習。演習で確認

プレゼンタのボディランゲージ

聴衆のサイレントメッセージ

1.質問を受ける
2.質問内容を確認する
質問内容を確認する
2.
2.質問内容を確認する

聞き手の反応を観察し、深層心理を読
み、対策をとる
プレゼンテーション実習②
【演習】ビデオ撮影＆振返り
＠4分間

一人ひとり前に出て、パワーポイント
でプレゼン。それをビデオ撮りし、再
生しながら、講師や他の受講者が、良
い点と改善点を発声、ボディランゲー
ジ面を中心にコメント

対話技術
発問
質疑応答

聴衆に質問を投げながら、プレゼンす
ると、最も話しに惹きつけれられる

あがりを防ぐ方法

なぜ緊張するのか、どうすれば緊張が
和らぐかを学習

3.応える
4.情報を追加する

聞き手をひきつけ
声もハッキリ
身振り、手振りに好感を

一人ひとり前に出て、パワーポイント
でプレゼン。それをビデオ撮りし、講
師や他の受講者が、良い点と改善点を
対話を中心にコメント

まとめ

研修内容を整理、今後の課題を確認

ボリューム

ボリューム

トーン

ス ピー ド

第一声を一番遠くの人
第一声を一番遠くの人

に向かって
挨拶をし、
声の大きさを決
める

発声

聴衆からの質問にどのように回答すれ
ばよいかのハウツーを学習

プレゼンテーション実習③
【演習】ビデオ撮影＆振返り
＠4分間

自分で質問して自分で答える
例：△△についてご存知ですか？
それは□□ということです。

スピード

姿勢
ボディ
ランゲージ

ハンド
コントロール

トーン ①声の高低

１分間に

300～350語
アイコン
タクト

が目安

②言葉遣い

高くすると、聞き手を興奮・強調させる
低くすると、プレゼンに安定感や信頼感
が持たせられる

本日は、

今日は

1回8名定員の理由
ボディランゲージ…
ボディランゲージ…姿勢 DON`t

●発表（4分間）+再生時間+コメント時間＝15分/1人かかります。
4人で約60分掛かります。8人で120分
●上記発表を2日間で3回実施すると、発表と振り返りだけで
120分×3回で6時間

●パワポの修正や隣とのリハーサル、各授業もぎりぎりまで削り、
2日間で8名、ビデオ撮影3回となります。3回発表しないと上達
できません。

スイング

片足重心

アイコンタクト
手を
ついて話す

ハンドコントロール
ハンドコントロール

１・１の法則
１センテンスを一人の人を見て話す

足を引きずる

腕組み

手をポケット

手を前・
後ろに組む
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ロジカルプレゼンテーション研修
概要

BEFORE・AFTER

プログラム

講座の感想

講義内容

アンケート結果

今後どの場面で役立つか
・相手を納得させる場面、営業提案
・技術発表会などで、聴き手をひきつけるのに役立つと思う
・TPM活動方針の説明
・パワーポイントで改善事例を発表するとき
・自部門での業務説明
・業務報告
・会議、勉強会
・システムの説明をするときに役立つ
・上司への説明
・結果報告
・知識のまとめ方
・他部署への説明
・技術会議
・日々の業務内容を相手に分かるようにまとめるとき

・ビデオを撮って自分を振返ったり、他の人からの意見を聞けた
ことがよかった
・ポイント押さえた話し方が学べた
・わかりやすい作り方を学ぶことができた
・話を聴いてもらうテクニックが身についた
・相手に理解してもらえる資料及びプレゼンが少しでもできる
ようになったと思います
・細かな指導であり感謝している
・パワーポイントの工夫ができてよかった
・プレゼンテーションの基本が理解できて良かった
・プレゼン資料の作成の仕方が理解できた
・構成、話し方、パワーポイントの使い方が分かった
・人前ではなすことについて、免疫がついた
・論理的なまとめ方
・人に伝える能力が伸ばせた
・他人へ説明することが多い仕事なので、ポイントを絞ってロジ
カルに説明する方法を学べたのがよかった
・聴き手を引き込む方法
・相手のほしがっている情報がなにか整理できるようになった
・プレゼンテーションそのものに対して、考え方が変わった
・ストーリーの作り方、話し方のテクニックなど
・プレゼンのいろはを覚えることができた・演習⇒反省⇒改善
⇒再演習が上手くつながっている
・一人ひとりのプレゼンに対し、問題をわかりやすく指摘されて
良かった
・講師のパワーポイントの使い方が上手で分かり易い
・具体例が多く、分かりやすかった
・講師の説明がプレゼンの見本となっている

これらは各種団体・企業などで実施したときの代表例です。
当センターでは以下の業界で多くの導入を頂いております。
国家公務、地方公務、電気業、ガス業、輸送用機械器具製造業
通信業、情報通信機械器具製造業、精密機械器具製造、
電子部品・デバイス製造業、金属製品製造業、証券業、保険業、
情報サービス業、広告業、鉄道業、建設、鉱業、化学工業、医療業
銀行業、飲食料品卸売業、宿泊業、学校教育

最新の情報、更に詳しい情報は、www.bzcom.jpまで
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