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主張を伝える

イチから学ぶプレゼンテーション技術

1.

を行った（図 1）．首都大・金子氏へのインタビューでは，

はじめに

各委員が自身の研究内容について，短いプレゼンテーショ

プレゼンテーション．
おそらく工学系の学生にとっては，

ンを行い，その資料構成や発表態度を起点として，基本的

研究室に配属され最初にぶつかる壁ではなかろうか．著者

な作法や気をつけるべきポイントについてさまざまなアド

らも経験したが，きれいな資料を作れない，頑張って発表

バイスをいただいた．東京メトロでは，業務の中でのプレ

しても今ひとつ伝わらないという壁である．プレゼンテー

ゼンテーションの機会や，そこでの留意事項，さらには

ションを通じて「主張を伝える」技術は，大学だけでなく

CM やポスターなど別媒体との違いなど，貴重なお話をう

企業でも非常に重要な能力となることは間違いない．どれ

かがった．

だけ面白い研究をしていても，どれだけ優れたアイデアを

本記事では，二つのインタビューによって得られた知見

もっていても，それを他人に伝えることができなければ，

を再構築し，プレゼンテーションの心構え，資料作成，発

正しく評価されることはないのである．その一方で，資料

表の順に，その考え方やコツを解説していく．最後に，プ

作成や発表のノウハウは，それだけを学ぶ機会が少なく，

レゼンテーション前日までにやっておきたいことをチェッ

研究室の先輩の真似をしながら経験的に学習するような場

クリスト形式でまとめる．

合が多い．プレゼンテーション技術について解説する本も

2.

出版されているが，まるまる一冊を読み込んで勉強するの

プレゼンテーションの心構え

2.1 「誰」に「何」を伝えるのか？

は負担が大きいと感じるだろう．
本企画では， 研究室に配属されたばかりの悩める学生

プレゼンテーションをする場面は，ゼミ，学会，共同研

諸君に，そのような「主張を伝える」技術について解説す

究，就職活動，上司への報告，取引先への提案，などさま

る．本企画に当たり大学と企業の視点を織り交ぜるべく，

ざまだ．これらの場面で共通して言えることは，まず「伝

われわれメカライフ学生委員は，首都大学東京（以下，首

えるべき相手」がいて，そして「伝えたい内容」があるこ

都大）システムデザイン研究科・准教授の金子

とである（図 2）．当たり前のようだが，プレゼンテーショ

新氏，東

京地下鉄（株）
（以下，東京メトロ）
・人事部の見城

亨氏，

ンに当たっては，これらを意識することが最も大切である．

広報部の三井達也氏，
黒沢航平氏に，
それぞれインタビュー
─ 38 ─
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金子氏

図2

2.3

プレゼンテーションとは？

キーメッセージを決める

東京メトロでのインタビューでは，とくに，資料を作る
前に「キーメッセージ」を決めるべきだということが強調
されていた．キーメッセージとは，プレゼンテーションの
中で最も伝えたいテーマをわかりやすいひと言で表したも
（b）東京メトロ

のである．同社では，人数や時間をかけてしっかりとキー

図 1 インタビューの様子

メッセージを決めるという．また学の立場である金子氏か
らも同様の指摘があった．たとえば，成果が 10 あるときに，

ションをよく目にする．たとえば，他分野の方が聴衆であ

それをすべて説明しても，せいぜい 30% 程度しか伝わら

るにもかかわらず，難しい専門用語や複雑な計算式を並べ

ない．それならば，初めからプレゼンテーションに盛り込

て，詳細ばかりを熱く語るような発表や，ゼミの進捗報告

む内容を三つまで絞り，それについて 100% 理解しても

で，行ったことをそのままの順序で延々と報告し，結局の

らった方が，よい印象を与えるということであった．

ところ何を言いたかったのかわからないような発表だ．こ

このように，伝えたい内容を絞って「キーメッセージ」

のような発表に陥らないためには，聞き手に応じたロジッ

に集約することで，後の資料作成時や発表時に，そのひと

クの準備をすること，キーメッセージを決めること，この

言に立ち返ることができるようになる．そうすることで，

二つを押さえておくことが原則となる（図 2）
．

つい付け加えがちな余分な情報を削ぎ落としやすくなる．

2.2 聞き手に応じたロジックを準備する

自分のしたことを隅から隅まで言いたいのは人情ではある

プレゼンテーションには必ず聞き手がいる．どのような

が，このメッセージに結びつかない内容やデータは，バッ

人が聞き手になるかによって，伝えるべきメッセージや発

サリと切り捨てるべきなのだ．そうすることで，結論に至

表のロジックが変わってくる．聞き手の興味がないことを

るまでのロジックをすっきりさせることができ，ポイント

話しても，当然聞いてもらうことはできない．研究室内で

が明確になる．よいプレゼンテーションをするためには，

あれば，指導教員や先輩・同僚などが聞き手になり，彼ら

資料作成に手をつける前に，まずは目的を明確にし，最も

の興味は研究の進捗状況となる．一方で，外に出れば，必

伝えたいメッセージを選定しておくことが必要不可欠だと

ずしも知っている人物が聞き手になるとは限らない．その

いえる．

ような場合は，聞き手の人物像をあらかじめ想定し，どの

3.

ような内容ならば興味をもってくれそうかを予想しておく

資料作成

ことが重要になる．聞き手の専門分野は近いか遠いか，姿

以上に述べた心構えを踏まえて，本章では，資料作成の

勢は能動的か受動的かなど，事前にわかる範囲で人物像を

コツについて解説する．ここでは，基本的にパワーポイン

明確化し，それに応じてどのようなメッセージを，どのよ

トなどによる投影資料を想定するが，最後の節で別媒体の

うなロジックで伝えれば興味を持ってもらえるかをあらか

場合について説明する．

じめ考えておき，それに向けた資料や発表の準備をするべ

3.1

きだろう．

いざ資料を作成するとなったときに，どこから手をつけ
─ 39 ─
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実施して以降，筆者もこの方法を活用しているが全体像を
把握しやすくなり，ストーリーを検討するのが容易になっ
たと実感している．
3.3

スライド作成におけるコツ

全体のストーリーが決まれば，それに従って一つ一つの
スライドを作成していくフェーズに入る．ここで留意して
おくべきこととして，金子氏は，聞き手は，ずっとスライ
ドを見てくれるわけではないことを指摘していた．たとえ
ば，学会で誰かが発表をしている最中も，大半の聴講者は，
図3

発表を聞きながら手元の予稿集を読んだり，ノートパソコ

付箋紙を使ったストーリー構成法の例

ンで作業をしたりと，別のところに目線を向けている．そ
のため，しっかり読まないと理解できないようなスライド

るだろうか？

われわれメカライフ学生委員の全員に共通

していたのは，発表時間に応じて全体のストーリーを決め

の構成にするのではなく，ぱっと目線を移したときのわか
りやすさを重視すべきだと言う．
以下では，それを実現するために，両インタビューの中

てから，部分を作り込んでいくという流れであった．だい
たい 1 分につきスライド 1 ページを目安に，どの内容にど

で挙がったスライド作成のコツをまとめる．

のぐらいの時間とページ数を配分するかを先に決定してし
まうのだ．この手順に関しては，今回インタビューした両

●スライドの結論
基本的にスライド 1 ページで伝えたいこと（結論）は一

者からも賛同していただけた．
3.2 付箋紙を使った全体ストーリーの構成法

つとする．結論となるような大事な情報は，スライドの上

全体のストーリーがしっかり組まれており，導入部から

部にあった方が見やすい．東京メトロでは，そのスライド

結論部まで一貫したロジックの流れがあると，聞き手の頭

で言いたいことを，上部 2 行を使って書くそうだ．こうす

の中で各構成要素が自然と繋がり，理解しやすくなる．

ることで，すべてのスライドの上部 2 行を繋げて読めば，

それでは，どのようにすれば全体のストーリーをうまく

その発表で言いたいことを十分理解することができるように
なっている．

組み立てられるようになるだろうか？

●スライド間の繋がり

全体構成を考えるコツとして，金子氏からは

基本的に各スライドは，全体のストーリーの中で役割を

「最初からパワーポイントに向かうな！」
というアドバイスをいただいた．その理由は，最初からパ

果たすべきだが，そのスライド単体で見ても完結している

ワーポイントを立ち上げてしまうと，目の前のスライドの

べきである．そのため，前のスライドをしっかり覚えてい

作り込みに意識が向かい，全体としてのバランスや見通し

ないと意味がわからないような内容を含んでいるのは望ま

が悪くなってしまうためだそうだ．多くの読者にも，同じ

しくない．

ような経験があるのではないだろうか．これを避ける方法

●文字サイズ

として，付箋紙を用いて，全体のストーリーを考える方法

パワーポイントでは，なるべく 20 ポイント以下の文字

を教わった．まず，説明する内容の 1 スライド分を付箋 1

は使わず，基本的には 24 ポイント以上にしておきたい．

枚に見立て，その概要やイメージを付箋紙に書き出して机

会場が広い場合は，なおさら注意する．

に並べておく．それを俯瞰し，過不足を確認しながら並び

●文字の色
文字を強調するためにさまざまな色を使うと，かえって

替えを行い，適切な順序や時間配分を決めるというものだ
（図 3）．

ゴチャゴチャしてしまい読みづらくなる．文字色の数は，

この方法のメリットは，手書きゆえの面倒くささから，

2，3 種類程度に抑えておくとよい（通常：黒，強調：赤

本当に重要な情報しか書き出さないことにある．情報が増

など）．

えれば増えるほど，前後のスライドとの関係が強くなって

●文字の書式

しまい，その位置が固定されてしまうため，
よりよいストー

フォントは統一感がある方がよく，プレゼンテーション

リーを発見する機会を失ってしまうのだ．インタビューを

では視認性のよいゴシック体の方が好まれる．
下線や太字，

─ 40 ─
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図5

図4

図6

ある学生委員の改良前後のスライド

ある学生委員の導入部のスライド

パワーポイントのスライド一覧表示

斜体などの装飾は，文字色と同様に使いすぎてしまうと，

3.4

どこを強調したいのかわからなくなる．

前述したように，聞き手はずっとスライドを見ていてく

●用語や数式

図と写真―インパクトのあるスライド作り

れるわけではない．それゆえ，時には聞き手の注意や関心

専門家以外を聞き手とする場合，略称や専門用語は覚え

を呼び起こすことが必要になる．

てもらえないので，なるべく使わないようにする．数式も

そのために最もよい方法は，図や写真を入れて，見た目

多すぎると，どれを見ればよいのかわからなくなるので，

のインパクトを高めることだ．とくに，高品質な写真は目

1 スライドの中で多用することは控える．

に止まりやすい．東京メトロでは，可能な限り高品質でイ
ンパクトのある写真を最初の 1 ページに用いるそうだ．さ

図 4 は，ある学生委員が，インタビューの結果を受け，

らに，図や写真には，文字や話している内容を補完し，聞

自身のスライド構成を改良したものである．改良前のスラ

き手の理解を促進してくれる効果もある．図 5 に示すス

イド（図 4 上）は，文字数だけでなく，矩形や矢印など

ライドには，伝えたい内容に関して，身近な例を表す写真

のオブジェクトが多く，一見して内容を把握するのが難し

が中段に大きく入っている．とくにプレゼンテーションが

い．対して，改良後のスライド（図 4 下）は，掲載され

始まってすぐの導入部に，インパクトのある写真が入って

ている情報が削減・洗練され，内容を把握しやすくなって

いると，聞き手も発表に注意が向きやすくなる．

いる．それに伴い，難しい用語も減っている．また，本ス

しかしながら，余白があるから図や写真を入れるといっ

ライドの結論である「研究目的」がスライド上部に移動し

た消極的な方法では，かえって逆効果になることもある．

ており，最初にこれを読めば，このスライドで何を話すの

説明をする際に抑揚をつけることが大事であるように，ス

かが理解できるような作りに改良されている．

ライドにもメリハリが必要なのだ．図や写真を使うときに
─ 41 ─
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発表

4.

を向けてもらえるように心掛けたい．

2015. 3

さて，資料が完成したらいよいよ発表である．本章では，

以上の注意点に留意し，
すべてのスライドが完成したら，

発表のコツについて解説する．

もう一度全体を見直しておこう．チェックポイントは，全

4.1

体のストーリーにヨレがないか，キーメッセージを伝える

資料のストーリーがしっかりと組めていれば，基本的に

ために役立たないスライドや内容，データがないかなどで

は，それに従って話していけばよい．ここでは，そのうえ

ある．またパワーポイントであれば，スライド一覧表示に

で意識すべきことを五つ挙げておく．

すると，各スライドを並べた状態で全体を見ることができ

発表中に意識すべき五つの作法

（1）発表の場に応じた話し方をする

る（図 6）
．この状態のまま少し離れたところから見てみ

聞き手の人数や雰囲気などプレゼンテーションを行う場

ることで，聞き手の立場で見にくいスライドや図表がない

によって，話し方を変える必要がある．たとえば，10 人

かを確認することができる．

程度の少人数を相手にした発表ならば，和やかでくだけた

3.6 投影資料以外の媒体のときには？

雰囲気のプレゼンテーションをしてもよいが，100 人規模

ここまでは，パワーポイントに代表される投影資料の場

の聴衆相手にそれをやってしまうと場がくだけ過ぎて，と

合について詳述してきた．
本節では，
東京メトロでうかがっ

りとめがなくなってしまうため，フォーマルな立ち振る舞

た投影資料以外の媒体の場合について説明する．

いが求められる．このように，発表をする場に応じて，適

学会での研究発表においては，PC を使った口頭発表で
なく，A0 や A1 用紙を使ったポスター発表になる場合も

切な話し方をするように心がけよう．
（2）ドンと構えてゆっくり話す

多い．ポスターの場合は，いかにして歩いている来場者の

発表の中で，早口になってしまうと「本当は聞かれたく

目に止まるかが重要になる．すなわち，メッセージのわか

ない部分なのでは？」と勘ぐられてしまう．どんと構えて

りやすさ，見た目の美しさ，インパクトの強さが，口頭発

ゆっくりした口調で発表をしよう．そのためには，自信を

表よりも重要になるのだ．
立ち止まってもらえさえすれば，

もって発表に臨むことが重要になる．自信をつけるために

口頭発表よりもじっくりと内容を見てもらえ，インタラク

は，何度も練習を重ねておくことが必要だ．可能であれば，

ティブに発表・意見交換ができるという点でも，投影資料

同僚や指導教員に見てもらいながら，本番を想定した練習

を使う場合とは異なった特徴があると言える．

をしよう．

テレビ CM や広告も一種のプレゼンテーションである．

（3）聞き手と同じ視点に立つ

CM では 30 秒という短い時間で情報を伝える必要がある

たとえば，子どもに話しかけるときは子どもの目線で話

ため，詰め込める情報も限られる．場合によっては，キー

をするはずだ．プレゼンテーションにおいても，これは同

メッセージを再設定する必要もある．たとえば，地下鉄を

様である．聞き手と同じ視点に立ち，なるべくわかりやす

使ってもらいたいことが最も伝えたいことであっても，
「地

い用語を選びながら物事を話すように心掛けよう．
とくに，

下鉄を使ってください」
という CM では押しつけがましい．

分野が異なる人に話すときには，自分の母親に説明すると

東京メトロの場合，聞き手に東京へ行きたいと思ってもら

思って言葉を選ぶくらいの慎重さを心掛けたい．

えれば自然と地下鉄を使ってくれると見込み，CM では東

（4）聞き手を飽きさせないようにする

京そのものの魅力を伝えるようにしている．一方で，車内

やや高度ではあるが，聞き手が退屈していると感じたら，

限定で放送している CM では，電車の安全について気を

何かアクションを起こすべきだろう．たとえば，聞き手に

つけていることをメッセージとするような試みも行ってい

対して質問を投げかけるなどして飽きさせないようにする

るそうだ．この種のメッセージは電車を使っていない人に

とよい．
（5）メリハリをつける

提示しても意味がないためだ．
以上のように媒体が変わっても，キーメッセージと聞き

聞き手の注意を引くためには，メリハリをつけることが

手の特徴を考えるという原則は変わらない．メッセージと

必要である．声の大きさやトーンを変えたり，間を作った

して打ち出すべき情報や，対象となる聞き手の状況が変化

りすることでメリハリが生まれる．聞き手も，声が大きく

するだけなのだ．

なったり，やや間があったりすると注意を向けてくれるは
ずだ．また，次節以降で紹介するレーザーポインタやアニ
─ 42 ─
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メーションも，メリハリをつけて発表する方法の一つであ

4.4

発表を終えてから

る．

発表が終わったら，それっきりではせっかくの経験が

4.2 意外に難しいレーザーポインタの使いどころ

もったいない．多くの場合，同僚や指導教員が聴講してく

注目してほしいところを聞き手に示す道具として，レー

れていたはずだ．上達するためには，自ら内省するだけで

ザーポインタを用いることが多い．しかし，ポインタの使

なく，彼らから改善すべき点をフィードバックしてもらい，

いどころには注意が必要だ．たとえば，緊張しながら発表

次回以降の発表に活かすという姿勢が必要になる．また，

に臨んでいると，話しているところをポインタでずっと追

他の発表者のプレゼンテーションも参考になる．東京メト

いかけてしまうことがある．そうなると，本当に強調した

ロ・人事部の見城氏も，合同セミナーの際などに，他社の

いところが聞き手に判別してもらえなくなってしまう．さ

企業紹介を聞き，この言葉や言い回しがいいな，と思った

らに言えば，聞き手がスライドを見ていない場合，ポイン

らメモを取るなどしているそうだ．このような姿勢は，発

タだけで強調をしていてもなんの意味もない．お話をうか

表のみならず，資料作成や，キーメッセージの選定，聞き

がった金子氏は，聞き手に注意を向けてほしいときには，

手に応じた準備に関して，その精度を上げていくうえで，

「ここを見てください」と言いながらポインタで指すと言

非常に重要になる．

う．それも発表の中で 1，2 回に限定するのだそうだ．ま

5.

たポインタを使わずとも，スクリーン前まで歩いていき，

おわりに

直接指を指すような動作でも注意を引くことはできる．大

本稿では，産学双方に対するインタビューによって得ら

事なところを強調したいときには，スライドを見ていない

れた知見を再構築し，プレゼンテーションの心構え，資料

人にもわかるようなシグナルを送ることが重要なのだ．

作成，発表の順に，その考え方やコツを解説してきた．原

4.3

アニメーションの是非

則となるプレゼンテーションの心構えとしては，聞き手に

プレゼンテーションツールの機能の一つに，アニメー

応じてロジックの準備をすることと，キーメッセージを決

ションがある．アニメーションを使うことで，資料に動き

めることの重要性を述べた．資料作成の方法としては，ま

をもたせ，視覚的に刺激を与えることができる．このアニ

ず全体のストーリーを構成したうえで部分を作り込むこと

メーションも，使いどころに注意が必要である．

が重要であることを示し，ストーリーの構成法，各スライ

基本的にアニメーションが有効な場面は，聞き手がスラ

ドを作成する際の注意事項，図や写真の活用によるインパ

イドをしっかり見てくれている場合である．その場合は，

クトなどについて紹介した．続いて，発表に関しては，基

聞き手の視点をうまく誘導することができ，文字や図がベ

本的な作法を紹介したのち，ポインタやアニメーションの

タに貼られているよりも，効果的に話を進めることができ

使い方について言及した．

る．また，どうしても密度が濃くなってしまうスライドが

以上の内容に基づくチェックリストを次のページに用意

あるときは，その密度を緩和し，スライドを見やすくする

したので，読者諸君に活用していただけると幸いである．

という意味で効果的である．

最後になったが，ご多忙の中インタビューに応じていた

一方で，アニメーションによって最後に表示されたもの

だいた首都大の金子先生，東京メトロの見城さん，三井さ

は，それだけ聞き手が見ていられる時間が少なくなってし

ん，黒沢さん，荻野さんをはじめとして，本記事の作成に

まうという欠点もある．筆者らのひとりも，スライドの結

ご協力いただいた皆様に深く御礼申し上げる．

論を強調するために，最下に配置した結論部をアニメー
ションで最後に出すという方法を多用していた．しかしな

（メカライフ学生委員

根本裕太郎，酒井康徳，
中野なつみ，

田尻聡太郎，近藤瑠歩，武藤恵太，山下達也，高澤明広）

がら，結論部を見る時間が少なくなってしまうということ
は，その分発表全体に対する理解度を下げてしまう原因に
なりかねない．
以上のようにアニメーションにはメリットとデメリット
が存在する．むやみやたらとアニメーションを使うのでは
なく，上記のメリット・デメリットを考えたうえで，効果
的で意味のある使い方をしたいところだ．
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「主張を伝える」
プレゼンテーション前日までにやっておくべきことリスト
＜心構え編＞
□ プレゼンテーションの聞き手を想定したロジックの準備ができている
□

どのような人物が聞き手になるか想定できている

□

どのようにすれば聞き手の興味を引くことができるか想定できている

□ プレゼンテーションの中で，最も伝えたいメッセージが決まっている
＜資料編＞
□ 資料全体のストーリーが組み上がっている
□

キーメッセージを伝えるためにふさわしいストーリーになっている

□

発表時間とスライドの枚数は合致している（目安：1 ページにつき 1 分）

□

資料作成後に，全体ストーリーがヨレていないかについて確認が済んでいる

□ 一つ一つのスライドが見やすく作成されている
□

1 スライドに結論が一つだけの状態になっている

□

結論はスライドの上部にわかりやすく配置されている

□

各スライドは単体で完結している

□

大切なところには小さな文字が含まれていない（目安：20 ポイント以上）

□

各スライド中の文字色は 3 色以下に抑えられている

□

フォントは視認性が高く，見た目の統一感がある

□

各スライド中において強調表現（太字，下線，斜字）が多用されていない

□

独自の略称や難しい専門用語は含まれていない

□

数式だらけのスライドがない

□

資料作成後に，個別スライドに見づらい箇所がないかについて確認が済んでいる

□ 特に大事なスライドには図や写真を使ってインパクトを持たせている
□

すべての図や写真には意図を持たせている

＜発表編＞
□ どのような環境でプレゼンテーションを行うか想定できている
□ どんと構えてゆっくりと話すことができる
□

自信をもって話せるようになるまで練習している

□ 聞き手と同じ立場にたち，わかりやすい言葉遣いで話すことができる
□ 聞き手を飽きさせないような工夫ができる
□

発表中に聞き手の様子をうかがうことができる

□

発表中に聞き手を飽きさせないようなアクションをとることができる

□ メリハリをつけて話すことができる
□

声の大きさやトーンをコントロールできる

□

間を作るなど話すリズムをコントロールできる

□ ポインタをむやみに使わず，強調する必要があるときにだけ適切に使用できている
□ アニメーションを多用せずに，必要なときにだけ適切に活用できている
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