
平成 26年度 静岡大学情報学部 学士論文 

  

  

学生向けのプレゼンテーション制作

ガイドの提案 

  

 

 

金ヨンソ（7011-1104） 

 

 

2015 年 2 月 

指導教員:湯浦克彦 
  



 

 

1 

 

  

卒業論文要旨 

情報化時代の変化と共に、情報を伝達し表現することにおいてプレゼンテーションを利用

し、より効果的にコミュニケーションを行う事の必要性が高まっている。特に学生時代に

身につけたプレゼンテーション能力が、卒業後、企業や社会の中で使える重要な能力要素

の一つになっている。しかし、現在の学生のプレゼンテーションではその効果は最大限に

発揮されていない。プレゼンテーションの教育が専門的に行われておらず、学生が自らの

経験に依存しているのが原因として考えられる。そのため学生のプレゼンテーションスキ

ルを向上させる機会を与える必要がある。 

本研究では理想的なプレゼンテーションの 3大要素（メッセージ、視覚的表現、伝達）を

有足し、学生のプレゼンテーションの品質を高めるためのチェックリストを制作する。チ

ェックリストに必要とされる項目は、書籍において紹介されている企業で用いられている

方法論から必要とされるスキルを選定する。その際にプレゼンテーションの流れ 3P(Plot, 

Preparation, Performance)に合わせて項目を並べる。 

制作したチェックリストを学生に与え、彼らが先に発表に用いたプレゼンテーションのパ

ワーポイント資料に適用し、チェックリストによる改善効果を分析する。チェックリスト

使用した前後のパワーポイントの視覚的変化やメッセージの伝達の変化を中心に分析し、

チェックリストの効果を調べる。特に文字以外のコンテンツの数や効果を使った要素とと

もに目次の変化を中心的に分析を行った。 

チェックリストの効果は、使用者の知識内の範囲での改善に限られた。それは、チェック

リストは簡単に必要な基本の要素に気付かせる性質を持っているが専門知識を伝達する性

質を持っていないのことによる結果として見られる。そこで、より専門的な視覚化技術や

説得力に優れた作品集などを含むガイドに近づくための課題についても考察した。 
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第１章 序論 

1.1. 研究の背景      

 情報化時代の変化と共に、情報を伝達し表現することにおいてプレゼンテーションを利

用し、より効果的にコミュニケーションを行う事の必要性が高まっている。近年は企業の

マーケティングとして顧客とのコミュニケーションを取る際にプレゼンテーションを利用

する機会が増加している。また、課題の発表や自己アピールなど学生においても様々なプ

レゼンテーションを経験する時代になった。学生時代に身につけたプレゼンテーション能

力が、卒業後、企業や社会の中で使える重要な能力要素の一つになったということである。 

 プレゼンテーションというのは、与えられた時間内に必要な情報を効果的に伝達し、聴

衆が興味を持って理解をした結果によって判断と意思決定をするようにする双方的なコミ

ュニケーション方法である。図 1.1-1のように限られた時間内に多くの情報を伝え、聞き

手を説得しないといけないため、その構造が論理的で複雑な内容を簡単明瞭に説明し聴衆

から好感を得なければならない。プレゼンテーションは聴衆に最大の効果を与え、読むよ

り見ることを通じて注目度を高めることができる。発表者は聞き手をより効果的に理解さ

せることによって理解度と満足度を最大値まで引き上げることができるため、プレゼンテ

ーションの重要性がますます大きく評価されている。 

図 1.1-1 プレゼンテーションの双方コミュニケーション 
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しかし、現在の学生のプレゼンテーションではその効果が必ずしも最大限に発揮されて

いるとは言えない状態である。プレゼンテーションの教育が専門的に行われているところ

は少なく、学生が自らの経験のみでプレゼンテーションをおこなっているため、プレゼン

テーションの根本的な意義を明確に理解しているとは言えない。そのため自分自信のプレ

ゼンテーション能力を確認し、様々な分野で使えるプレゼンテーションスキルを向上させ

る機会を講じる必要がある。 

 

1.2. 研究の目的     

本研究では、効果的にプレゼンテーションの品質を高めるためのチェックリストを制作

する。チェックリストに必要とされる項目は、ビジネス向けのパワーポイントスキルに関

する文献や書籍を元に必要とされる全般的なスキルを取り出し、学生に必要とされる内容

を選別する。制作したチェックリストを学生に与え、彼らが先に発表に用いたプレゼンテ

ーションに適用し、チェックリストによる改善効果を分析する。 

       

1.3. 論文の構成     

 本論文の構成を説明する。 

第 1章では、本研究における背景を示したうえで、目的を述べる。 

第 2章では、本研究の概要としてプレゼンテーションの歴史と影響力を論じる。さらに目

的によるプレゼンテーションのツールとその特徴を述べる。そこで学生のプレゼンテーシ

ョンで使われているパワーポイントの理想的な流れを述べる。 



 

 

8 

 

  

第 3章では、第 2章で論じた理想的なプレゼンテーションに近づくための方法とそれによ

る期待効果を分析する。分析結果を元に、大学生に効果的な方法であるチェックリストに

入るべき要素を決め作成を行う。 

 第 4章では、作成したチェックリストを改善手法としてその有用性を検証するため、実際

にチェックリストを行う前と後の学生の課題物を比較分析する。この結果による仮説を構

築し、その仮説を実証するため理想的なプレゼンテーションとの比較分析を行う。 

 第５章では、分析の結果による結論とより理想的なプレゼンテーションに近づくための課

題を述べる。 
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第２章 プレゼンテーションの目的と現状 

 

2.1. プレゼンテーションの概要 

2.1.1 プレゼンテーションの概念と目的 

プレゼンテーションとは何か。「プレゼンテーションとは、情報伝達手段の一種で、聴

衆に対して情報を提示し、理解・納得を得る行為を指す」と専門書籍で記述している（参

考文献[1]）。言葉通りにプレゼンテーションは説得することである（参考文献[2]）。17

世紀イギリスの有名な哲学学者フランシス・ベーコン(Francis Bacon)は彼の著書”学問

の進歩(The Advancement of Learning)”で、説得というのは他人の意地を誘発させるた

め感性に異性を結び付ける手段だと述べている(参考文献[3])。つまり Platoの分断法や

アリストテレスの三段論法みたいな異性的な方法だけで一般大衆の意思を誘発させるのは

難しいので、感性的な方法を加えて彼らの意思を動かす方法だからこそ説得であるという

ことである。したがって、プレゼンテーションは限定された時間内に情報を異性的、感情

的で正確に伝える結果として聴衆の判断と意思決定まで取り出す説得コミュニケーション

の一つの方法だと言える。 

  プレゼンテーションと説得コミュニケーションは、発表者が伝えたい情報に対して

聴衆から関心を受けなければならない。関心を得るためには視聴覚的でシンボル的な刺

激を与える必要がある。その刺激によって聴衆に共感と感動を与え、彼らの行動が変化

するように決心させる段階まで届かなければならない。また、その決心が実際の行動の

変化までもたらしたらプレゼンテーションや説得コミュニケーションが成功したと言え

る。図 2.1-1 は、プレゼンテーションの過程の効果を合わせて示したものである。ここ

で、プレゼンターは聞き手に自分の経験・アイディア・ノウハウ・提案・情報など伝え

たいメッセージを聴衆にプレゼンテーションを通じて伝達する。また、聴衆はそこから

得たプレゼンターのメッセージに対し関心を持ち、理解・意思決定・満足度の決定・判
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断をする。そしてプレゼンターにメッセージに対する決定や判断の表現として、信念・

態度・行動の変化を見せることでプレゼンターと聴衆の体系的な伝達行為が成立するこ

とになる。 

 

図 2.1-1 プレゼンテーションの効果 

 

2.1.2 プレゼンテーションの技術の変化 

 プレゼンテーションを行うことにおいて、コンピューターは一番効果的な道具であり

手段でもある。様々な媒体が発展しつつプレゼンテーションの道具活用も変化してきた。

その変化を図 2.1-2で簡単に要約した。 
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1990年代中半から LCDプロジェクターが広く補給されたことによって、コンピュータ

ーと繋げてプレゼンテーションのツールとして使用するケースが増加した。また、マイク

ロソフト社のパーワポイントプログラムに対する関心も高くなった。パワーポイントは

1987年１.０バージョン（当時パワーポイント１.０バージョンはマッキントッシ用のみ

発売された）を始め２.０・３.０・４.０バージョンをかけて 97バージョンまで登場し、

大衆に注目を集めた。パワーポイントは 2003年バージョンに最高全盛期を迎え、それに

ふさわしい図式化機能を基盤としたチャート、図形、テーマ、アニメーション・ツールな

図 2.1-2 プレゼンテーションの道具の変化 
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ど機能を発展させた。それにより現在のパワーポイントのプレゼンテーションツールとし

ての地位を築いた。(参考文献[4]) 

 2003年アップル社でマックワールド 2003を通じてキーノートを始めて発表した。当

時にはパワーポイントと大きい違いはなかったが、以後に発表された iWorkシリーズが販

売し始めてから３D技術と共に様々な機能を追加され現在のキーノートとして発展して来

た。パワーポイントとキーノートのどちらかが絶対的というよりは、それぞれの長所と特

徴を把握して聴衆を効果的に説得するための目的と方法にあわせて適切に使用するのが望

ましい。(参考文献[5]) 

 

2.2. 理想的なプレゼンテーション  

2.2.1 プレゼンテーションの３大構成要素  

理想的なプレゼンテーションの制作は「３本脚の椅子」にたとえることができるとジ

ム・エンディコットは述べている。メッセージ、ビジュアルストーリー、デリバリーの 3

つが重要な３大要素だと訴える(参考文献[6])。プレゼンターは自分のプレゼンテーショ

ンが上手く進んでいるかということばかりを気にする傾向があり、コンテンツやビジュア

ル、デリバリーが相手にどう映っているかについてはあんまり考えようとしないものなの

で、この３つを常に意識すべきであるとナンシー・デュアルテも述べている。(参考文献

[7]) 

 

１）メッセージ(Message) 

もしくはコンテンツとも呼ばれる。メッセージは伝えようとする内容であり、

様々な面で綿密に分析して聞き手の立場で一目瞭然に論理的な構造として整理、

展開しなければならない。メッセージの要素に充実する方法は、聴衆にメッセー

ジへの確証をもたらすためにメッセージ（主張）の背景、メッセージの内容およ
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びメッセージを適用するアプローチや適用対象の環境をチェックすることであり、

それより先んじてアイデアを出すためのブレインストーミングを行うことでテー

マを設定し構成を立てことである。また、文章化するためにストーリーを立てて

台本や筋書きを作成し、最後に検証を行う。 

２）視覚的表現(Visual) 

どのような形式、どのようなビジュアルで表現するのかを意味する。整理され

たコンテンツをもとにして視覚化する過程であり、様々な技法を効果的に活用し

て伝達内容の核心を浮き彫りにさせるものである。メッセージの視覚化は伝達し

ようとするメッセージをより早く、簡単に理解できるように助けてくれる。 こ

のような視覚的資料は言語や数字による情報よりずっと明確かつ機敏にそれぞれ

の要素の関連性を表す能力がある。(参考文献[8])視覚的表現要素に充実するた

めには、ビジュアル思考を持つため文章を絵コンテンツ・図表・ワードマップな

どの視覚化を行う。また、フォント・配色・背景・テンプレートなどのグラフィ

ック技術とともに資料を動きで見せるアニメーションを身につける必要がある。

最後に、ビジュアル資料を目的・聴衆の反応・統一感などに合わせて検定をおこ

なう。 

３）伝達(Delivery) 

プレゼンテーションは、コミュニケーションである。伝達者の声とビジュアル

資料を、同時性を持って提示するのが重要である。したがって伝達は、一方的な

資料の提示ではなく聞き手が一緒にプレゼンテーションに参加できるように誘導

する双方コミュニケーションを成立させる必要がある。伝達の要素に充実なプレ

ゼンテーションを行うためには、ジェスチャーやアイコンタクトなど対人と自然

なコミュニケーションをとる方法を考案し、使用するメディア・音声・デザイン

などのデバイスをチェックする。また、配布資料やパンフレットなどメッセージ

の伝達を援助する資料を準備する。最後にリハーサルを通じて自分の姿を確認し、
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他人からのフィードバックを受けてより質が高いメッセージ内容を伝えるための

検証を行う。 

ナンシー・デュアルテはさらに３大要素を図 2.2-1 に示すような 12種類の要素に

分解している。(参考文献[7]) 

  

本研究では、以上述べた３大要素と１２の要素を満たすプレゼンテーションの制作

支援を大きな目標とするが、後で述べる学生のニーズに合わせて要素を選択していく。 

 

図 2.2-1 プレゼンテーションの３大要素 

（参考文献[7]を元に作成） 
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2.2.2 理想的なプレゼンテーションの流れ：３P(Plot, Preparation, 

Performance) 

理想的なプレゼンテーションを制作するには、プレゼンテーションの 3つの段階に

よって制作される。この段階を表す英語 Plot、 Preparation、 Performanceの頭文

字を合わせてプレゼンテーションの「流れの３P」と呼んでいる。(参考文献[9]) 

 

１）Plot(具象) 

 目的に合わせてプレゼンテーションのメッセージを決め、プレゼンテーションの

状況を明確にする段階である。この段階を明確に準備しないと、次の段階に異常が発

生する可能性が大きくなるだろう。努力と時間を一番多くかける必要がある段階であ

る。 

 

２）Preparation(準備) 

プレゼンテーションを実施する準備の段階である。メッセージをより効果的に伝え

るためのスライド作成段階である。メッセージをストーリー化した視覚的な要素を制

作することをメインとして行う。 

 

３）Performance(実行) 

プレゼンテーションを実施する段階である。聴衆とのコミュニケーションをとるた

めに行うパフォーマンスを用意する。メッセージの内容や視覚的な要素だけではなく

声や行動、表情など身体的な魅力が影響を与える段階である。また、事前に予想され

る質問などを決めリハーサルを行ったり他人にコメントを聞いたりプレゼンテーショ

ンの後に反省を行う。   
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本研究では学生の作成するプレゼンテーションが、必要な要素を含む理想のプレゼンテ

ーションに近づくことを目的としており、チェックリストも流れの３P を意識し作られる。

流れ３Pを遵守することが理想のプレゼンテーションの根幹となるため、制作の際にも常

に意識する必要がある。 

 

2.3. 学生のプレゼンテーション 

2.3.1 学生プレゼンテーションの特徴 

2.2のようなプレゼンテーションの発展は教育の場にも大きく影響を与えた。教師が授

業を行う時や学生が課題を発表する時など学校内でもプレゼンテーションは活発に行われ

ている。特に大学では小・中・高校より多く学生がプレゼンテーションを行っている。 

 大学生が主に行うプレゼンテーションは、課題の発表や課外活動まで様々な目的で活

発に行われているので、プレゼンテーションスキルを高める機会も多いと思われる。 

報告者（静岡大学情報学部の IDプログラムに所属）の場合は、卒業のために６7科目

を履修し、その中でプレゼンテーションが必要となった科目は、29科目であり計 35回の

プレゼンテーション発表を行った。また、コンテストや合宿、セミナー、面談、論文発表

など授業外の目的として行ったプレゼンテーションはおよそ 21回であった。 

静岡大学情報学部の ISプログラムに所属している友人の場合には、卒業のために６9

科目を履修し、その中でプレゼンテーションが必要となった科目は、26科目であり計 33

回のプレゼンテーション発表を行った。また、コンテストや合宿、セミナー、面談、論文

発表など授業外の目的として行ったプレゼンテーションはおよそ 24回であった。 

つまり、大学生にはプレゼンテーションが勉学に重要であることがわかる。 
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2.3.2 学生のプレゼンテーションに求められるもの 

学生のプレゼンテーションに求められるものについて、報告者は、自分の授業等での経

験から以下の項目が重要だと考えた。 

 

● 論理性 

学生のプレゼンテーションは自分が得た情報を相手に与えることが多い。相手に情

報を伝達するためにはまず自分が情報を把握しておく必要がある。学生はプレゼン

テーションを行うことによって学んだ内容を確認したり、足りない内容を調べたり

することで、プレゼンテーション制作の準備過程でも学習を行うことになる。プレ

ゼンテーションは論理的な学習のひとつの段階でもあるのだ。授業の中でより論理

的な発表を行うために自分の意見を支えてくれる様々な書籍を読み、資料調査を行

う。そして事実に基づいた客観的な主張を行っていく。 

 

● 説得力 

 プレゼンテーションは説得コミュニケーションのツールである。欲しい目標を得

るために説得コミュニケーションを行う。授業で良い成績を得たりサークルの参加

勧誘をしたり自分が計画を他の人から良い評価を受けたりするためのプレゼンテー

ションが多い。学生の目的を達成するための説得力を高めるプレゼンテーションス

キルを身に付ける必要がある。例えば報告者の場合は、研究室配属の選抜の際に現

在の指導教員との面談を行った。そこで、私が研究室に入りたい事を切望した結果、

その熱意が認められ望んだ研究室に入ることができた。その熱意を相手にきちんと

伝えて初めて説得力となる。 
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● 創造力 

 また、プレゼンテーションは視覚的資料を作る必要がある。学生同士にプレゼン

テーションを比べ、多くのプレゼンテーションに接することは学生にプレゼンテー

ションの完成度の基準を立てる感覚的な能力を上げさせる。伝えたい情報を視覚化

する段階で、学生の想像力を高め、より創造的な視覚資料を作成するスキルを向上

させるきっかけとなる。私の身の回りの例を挙げると所属研究室で主催するビジネ

スコンテストがある（参考文献[10]）。このコンテストに出場した報告者らのチー

ムでは、発表ツールをパワーポイントからプレジに変えたことで、オリジナリティ

ーが生まれ、さらに話の要素ごとの一連のつながりがイメージしやすくなったこと

で審査委員から高く評価された。 

 

プレゼンテーションのスキルを向上させることは以下のものにも関わる。 

 

● 企業向け対応力 

現在の大学生にはプレゼンテーションは必須能力として認識されている。図 

2.3-1のように実際に企業は大学生のプレゼンテーション能力を重要視している(参

考文献[11])。企業内のビジネスプランの成果や営業の成果はプレゼンテーション能

力に直接つながる。つまり、学生時代に身につけたプレゼンテーション能力が社会

人になってからでも役にたつ場合が多い。また、自己アピールを行うときにもプレ

ゼンテーション能力に関わる。自分がどのぐらい意欲的で専門的・積極的・行動力

があるのかを企業に伝えるときにもプレゼンテーションスキルは必要とされる。 
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図 2.3-1 新卒者を撰考する際、重視されている能力 

(「文部科学省：新卒者についての現状の問題点・期待される能力等」より) 

 

2.3.3 学生プレゼンテーションの目的による分類とその理想的な例 

学生がプレゼンテーションを利用する際には、目的によって大きく２つの種類を区別す

ることができ、その種類は以下のようになる。 

1) 情報提供形プレゼンテーション及び報告形プレゼンテーション 

情報提供形プレゼンテーションは、有益な情報や価値がある知識を伝達するた

めの手段である。教育機関もしくは企業で授業やゼミを行う時に聴衆の理解を助

けることができる。効果的な情報の伝達を達成されるためのプレゼンテーション

を表す。調査や考察を目的とした授業等における課題によく使われている。 

報告形プレゼンテーションは、授業で学習成果を発表し評価されることを目的

とするケースが多い。評価基準に従って、簡潔かつ分かりやすく伝える目的を持
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ったプレゼンテーションである。報告型プレゼンテーションは発表テーマの意図

と状況、結果等を明確かつ具体的に伝える必要がある。そのため場合によって、

追加的に配布資料や添付資料を用意することがある。 

情報提供形プレゼンテーションと報告形プレゼンテーションの理想的な例には

以下のようなものがある。以下の事例には、プレゼンテーションの発表用である

スライド資料のみ掲示している。 

a) ジェフ・ブランマンのプレゼンテーション 

ジェフ・ブランマン(J・Brenman)のプレゼンテーションは、World's Best 

Presentation Contestで 1位を入賞した作品で「グローバル化と 21世紀の

アメリカに未来があるのか」という問題を眺望する内容である。このスライ

ドは、オンライン上で見せる目的で制作したので発表者がいなくても内容を

強調できるストーリー・テーリングを強調している。このプレゼンテーショ

ンの全体スライドの内容はインターネット上（参考文献[12]）で確認できる。

 

図 2.3-2 ジェフ・ブランマンのプレゼンテーション(Shift happens)抜粋 
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b) クリス・ランドリーのプレゼンテーション 

クリス・ランドリー(Chris・Landry)のプレゼンテーションは、講演を

補完するため制作したプレゼンテーションであり、World's Best 

Presentation Contestで 3位を入賞した作品だ。このプレゼンテーショ

ンは彼が勤務する研究所の食料システムの持続可能性のための改善努力

を紹介する内容である。スライドにふさわしいイメージとそれをサポー

トするテキスト、聴衆の理解を助けるためのダイアグラムを適切に活用

したことを考察することができる。プレゼンテーションの全体スライド

はインターネット上で（参考文献[13]）確認することができる。 

 

図 2.3-3 クリス・ランドリーのプレゼンテーション(持続可能性な食量研究所) 抜粋 
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2) 提案形プレゼンテーション及び広告形プレゼンテーション 

提案形プレゼンテーションは、緻密な構成と内容で聴衆により分かりやすい

説明とともに肯定的なイメージを持たす。プレゼンテーションを、説得力をも

って提示することにより、聞き手に興味と共感を誘発させる。主にプロジェク

ト提示やビジネスプランの提案、紹介などに使われている。コンテストやプロ

ジェクト形式の授業に使用される。 

広告形プレゼンテーションは、様々な環境で紹介や広告を目的として行われ

る。発表や配布の形式として作られ、個別的な媒体との相互作用が可能であり

デジタルメディア活用が容易である。サークル、研究室、イベントの広報など

課外活動で活発に利用されている。 

提案形プレゼンテーションと広告形プレゼンテーションの理想的な例には以

下のようなものがある。 

a) ガイ・カワサキのプレゼンテーション 

ガイ・カワサキ(Guy・Kawasaki)は「ウェブ 2.0、ユーザー生成コンテ

ンツ、市民ジャーナリズム、ロングテール、ソーシャルメディアサイト

を$12,107.09で構築した方法」というタイトルでプレゼンテーションを

行った。彼は大きい数字を提示し、その数字が表す意味を説明する独特

な方法のプレゼンテーションを行った。本来に印刷を目的として作った

スライドではなく発表を目的として制作したスライドであるため、スラ

イドだけで話の要点を理解するのは難しいだろう。実際の講演では、単

純明瞭なスライドと発表者の発言が調和を成している。具体的な説明よ

りもキーワードを見せることで、発表者の言葉を補完する程度にしか使

われないスライドだが、聴衆のため簡潔ながらも記憶しやすいプレゼン

テーションの良い事例である。このスライド内容はインターネット上で

（参考文献[14]）確認できる。 
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図 2.3-4 ガイ・カワサキのプレゼンテーション(Truemors)抜粋 

     

b) スティーブ・ジョブズのプレゼンテーション 

アップル社のスティーブ・ジョブズ会長のプレゼンテーションテクニ

ックは 21世紀最高の発表者と評価されている。スティーブ・ジョブズの

プレゼンテーションのスライド画面はとても単純である。暗示する絵と

矢印、節制されたテキストで非常に簡潔だ。単語一つだけを載せている

スライドや象徴的な絵を見せてくれる。このような言葉と絵は説明する

内容というよりは言うことを暗示する目的として、聴衆はスライドを読

もうと努力する必要がないため、彼の言葉に傾聴することができる。 



 

 

24 

 

  

 

図 2.3-5 スティーブ・ジョブズのプレゼンテーション(iPhone4) 

（http://www.apple.com/quick-time/qtv/mwsf07 より） 
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第３章 プレゼンテーション能力の向上方法 

3.1. 様々な方法と特徴 

2.2で提示した理想的なプレゼンテーションに近づくためにプレゼンテーションスキルを

向上させる方法を紹介する。また、その特徴と期待効果を提示する。 

 

A. ネットでプレゼンテーションスキルを検索 

ネット上のブログやサイトでプレゼンテーションスキルを向上できるコンテンツ

を接し、学習する。ネットに接続できる環境であれば簡単に学習することができる

し、全世界の様々なプレゼンテーション資料を接することができる。しかしネット

上では、個人的な意見を載せたコンテンツが多く、品質が高いプレゼンテーション

に関する資料は有料であるところが多い。 

 

B. プレゼンテーションに関する書籍を読む 

市販されているプレゼンテーションにかんする書籍は多い。専門的で正確な知識

を得ることができる。しかし、知識の取得に時間がかかる。また書籍の質によって

得られる知識も影響される。得たいプレゼンテーションの分野に合う書籍を探す必

要がある。 

 

C. 他のプレゼンテーションを評価する 

有名なプレゼンテーションや周りのプレゼンテーションを感想し、プレゼンテー

ション質の基準を身につけることができる。また、感想によって良いと感じたプレ

ゼンテーションスキルを応用してみることもできる。様々なプレゼンテーションの

例を接する必要があるため、時間がかかる。  
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D. プレゼンテーションスキルを高める講義を聴く 

教育機関なので行われるプレゼンテーションの講義に参加する。有料で行われて

いる場合が多い。学生の場合は、学校で関連授業を受けることもできる。しかし、

プレゼンテーションスキルだけを講演する施設は少ない。したがって必要な際にプ

レゼンテーションスキルを高めるのは難しい。 

 

E. 他人から評価をしてもらう 

プレゼンテーションスキルが高い人にコメントをしてもらうことで、新しいアイ

デアを得たり、自分のプレゼンテーションレベルを自覚したりしながらプレゼンテ

ーションスキルを向上することができる。直接的にコメントや感想を聞けるのでス

キル向上に良い影響を与えることができる。しかし、相手とコミュニケーションを

とるための時間や場所的な制約がある。 

 

3.2. 学生により効果的なプレゼンテーションスキル向上の方法 

3.2.1 学生のニーズ 

 学生という側面でプレゼンテーションスキル向上の方法を利用する際のニーズ

を考察して述べる。 

 

● 短時間 

学生は、いろんな分野のプレゼンテーションを制作しないといけないので、プレ

ゼンテーションスキル向上の自体に長い時間を割けない。なるべく時間をかけずに

プレゼンテーションスキルを向上させる方法を考察する必要がある。 
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● 単純な 

様々な媒体を通じない単純な形でプレゼンテーションスキルを向上する必要があ

る。講義に参加もしくは有料である方法よりも学生は気軽くスキルを向上させる方

法を求める傾向がある。プレゼンテーションを専門的なものとして考える学生が少

ないため、このような傾向となる。 

 

● 応用可能な 

便利な方法だとしても実際のプレゼンテーションスキルに影響を与えてないとそ

の利用する価値がない。専門性より学生が効率的に応用できるようなプレゼンテー

ションスキルの向上方法を考案しないといけない。 

 

3.2.2 学生のニーズに合わせたプレゼンテーション・チェックリストの提案 

前述した学生のニーズを満たすには、3.1で提示した様々な方法では手間がかかり

効率的ではない。ここで本研究では、学生のニーズに合わせてプレゼンテーション・

チェックリストを提案する。 

 プレゼンテーション・チェックリストは、項目をチェックしながらプレゼンテーシ

ョンを進行する方法である。様式さえあれば簡単に必要な要素を検討しながらプレゼ

ンテーションを進むことが可能である。この論文で提案するチェックリストは、図 

3.2-1のように 2.2で論じた理想的なプレゼンテーションと 3.2.1の学生のニーズを

考慮して学生向けに利用する際に効果的になることを目標とする。 
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3.3. チェックリストの制作   

3.3.1 プレゼンテーション技法の調査 

チェックリストの制作の基盤として使われる技法に関する書籍の比較調査をおこなった。

比較の基準としては、書籍の内容のバランスとともに、流れが具体的に示されているかを

評価した。  

A) プレゼンテーション・パタン‐ 

創造的なプレゼンテーションを行うための伝達力スキルを記載した書籍である。章

の数が多く、それぞれの章は短いが文字が多い。メッセージの伝達を中心として読

者が自信を持つ方法や適切な表現方法を紹介している。しかし全体を構成している

章が多く、マーケティングを目的とした表現の紹介が多いので、学生のプレゼンテ

ーションには適切ではないと判断した。（参考文献[15]） 

図 3.2-1 学生のニーズに合わせたプレゼンテーション・チェックリストの提案 
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B) Slide: ology プレゼンテーション・ビジュアルの革新 

様々な視覚化効果を説明している。著者の経験や作品を紹介し、他の有名人のプレ

ゼンテーションを例としてプレゼンテーション作成スキルを論じている。しかし、

美術的な要素が多いため学生のプレゼンテーションに引用するには難しいと判断し

た。（参考文献[7]） 

 

C) マッキンゼー流プレゼンテーションの技術 

ビジネスに使えるパワーポイント資料制作を中心にしている書籍である。本の項目

が流れの 3Pに対応した三つの章で分けて構成されている。流れは本研究の目的に

もっとも近いと考えた。（参考文献[8]） 

 

D) パワープレゼンテーション説得の技術 

説得を目的としたパワーポイント技術を紹介している。また、メッセージの決め方

やメッセージの伝達方法が多く記載されている。しかし、学生のプレゼンテーショ

ンでは視覚的に分かりやすく記載することも求められているため、全体の構成とし

ては導入に適さないと判断した。（参考文献[16]） 

 

3.3.2 チェックリストの制作 

3.3.1の比較分析により、チェックリストの制作の手順はマッキンゼー流プレゼン

テーション技術で紹介されているものを規範として採用した。(参考文献[8]) 
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しかし、学生のニーズと論じた理想的なプレゼンテーションの 3大要素をともに充

実させたチェックリストを制作するのでは、要件が多大となり簡便なチェックリスト

とならないと判断し、学生のプレゼンテーションに重要でない項目を省き調整した上

で、学生のニーズに比重をおいたチェックリストを作成するものとする。対象とする

プレゼンテーションの規模は、スライドの枚数にして１０枚程度としてチェックリス

トを用いたプレゼンテーションの改良を１時間程度で行うことができるようにする。 

2．2．1で論じたプレゼンテーションの 3大要素を最小限の範囲で充実させるため

に必要とされる内容として図 3.3-1に示した項目をチェックリストの項目とする。 

メッセージの要素の中のアイデアやテーマ設定のところは、学生の課題から影響を

与えられるため明確に定義できないと判断し、今回のチェックリストには含めない。 

ビジュアル資料要素の視覚化技術やアニメーション・グラフィックの要件は、美

術・デザインなどのセンスと専門的な知識が必要となるため一般的な学生が簡単に使

用するチェックリストとしては扱うことができないと判断した。 

最後にデリバリーの要素のデバイス検定は省略する。チェックリストはプレゼンテ

ーション実施直前までの段階で使われるのを目的としているので、実施後の反省・評

価も省略する。 
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図 3.3-1 チェックリストの要件定義 

 

一方、本論文が提案するチェエクリストでは、理想的なプレゼンテーションの流

れ３Pを全体的な項目構成の基盤とする。このチェックリストは、2．2．2で述べた

理想的なプレゼンテーション流れ 3Pの Plot(具象)の段階で当てはまる「状況の確

認」、Preparation(準備)の段階に当てはまる「プレゼンテーションを設計する」最

後に Performance(実行)段階の内容を含めている「プレゼンテーションを実施する」

の３要素で成り立っている。 

以下はそれぞれの章の中に含めるべき内容を論じる。 

 

A. 「状況の確認」 

  利用者にメッセージの確定可否を確認させる。プレゼンテーション実行の理由

と達成目標を確かめる。また、聴衆とのコミュニケーションをとるために相手を分

析する。そのためには「相手にとって何の役に立つのか(What’s in it for you?)」

と問い続ける必要がある(英語の頭文字をとって WIIFYと呼んでいる（参考文献
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[16]）。WIIFYを満足させるには相手の傾向と特徴を把握するべきだ。聞き手の地

位、持っている情報力、興味とともに聞き手の立場で考えながら分析していく。ま

た与えられた時間と空間的な条件をもとに機材や媒体を選択する。 

 

B. 「プレゼンテーションを設計する」 

 プレゼンテーションのストーリーラインを決める。ストーリーラインを決める

際にオープニング-中身-エンディングの順に考える。オープニングでは、PIPの法

則を使う(目的 Purpose-重要性 Importance-予告 Preview)。相手に興味持ってもら

うため、プレゼンテーションする目的とその理由をはっきり定義する。その後にこ

れから行うプレゼンテーションの予告をして、期待感を持ってもらう。中身は、分

析した相手の特徴に合わせて理解させる。発表内容に対する理解力が高い人に話す

場合は、最初に結論と提言をプレゼンテーションの先に言う。それはより論理的な

説明をするためである。また発表内容に対する理解力が低い人に話す場合は、最初

に結論と提言をプレゼンテーションの章ごとに言うか最後に述べる。メッセージの

強調による説得を行うためである。最後のエンディングでは結論と今後の考察や課

題を論じる。 
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 最後にストーリー・ボードを作り、ストーリーを視覚化する。視覚資料のスライ

ドを作成する際、スライドごとに入る内容を決める。また、資料を制作する際に提

供したい情報の特徴に合わせて視覚化する。プレゼンテーションで使用可能なチャ

ートの分析は以下になる。図 3.3-2の一番上にあるのがテキスト・ビジュアルであ

り、「何が対象」か、また「それはなぜか」ということを解説するのに使用される

言語で構成された資料である。向かって左側は定量的なチャート（データチャート）

であり、右側は概念的なチャート（コンセプトチャート）である。これらの他に、

絵、写真、イメージ、サンプル、ビデオなども、昨今では資料として使われる。 

 

 

図 3.3-2 テキスト・ビジュアル 

（マッキンゼー流プレゼンテーションの技術 より） 
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C. 「プレゼンテーションを実施する」 

 リハーサルの際に行う事を確認する。リハーサルはプレゼンテーションの実践

準備段階である。第一リハーサルはプレゼンテーションの資料と流れを確かめる。

また台本を作り、読みながら練習をする。自分の声を注意しながらプレゼンテーシ

ョンのリハーサルを行う。自分の声を中心的に確認できる方法は録音である。 

 第二リハーサルはプレゼンテーションを声と資料と共に行動で行う。適切な練

習相手を見つけてプレゼンテーション全体リハーサルを行う。また、順調なコミュ

ニケーションをとるために聞き手の立場で予想される質問も決める。最後に自分の

プレゼンテーションの全体を確認するためビデオを録画し、客観的視点で自分のプ

レゼンテーションをチェックする。 

  最後に、プレゼンテーションを行う際、注意すべきものがある。遅刻をせずに

早めにプレゼンテーション会場に着き、設備を確認する。プレゼンテーションの途

中には緊張せずに自然な行動や声で聴衆とのコミュニケーションをとる。また、聴

衆の集中を邪魔しないように注意する。プレゼンテーションの終了後には、質問の

過程にも相手とのコミュニケーションをとるために質問を注意深く聞きながらアイ

コンタクトを実現する。また、相手が聞きたがっている答えの要点だけを明確に説

明する。また、プレゼンテーションと質問の段階を明確に区別する。 

上に論じたチェックリスト利用の全体の流れを図 3.3-3で示した。 
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3.3.3 チェックリストの期待効果   

作業やメッセージの決定の手順が示されているため制作の効率化が期待される。 

聞き手(聴衆)の分析を行うため、相手に伝えたい内容を相手の特徴に合わせて考え

ることができる。聞き手の状況や与えられた時間・場所と設備に合わせて目的達成

図 3.3-3 チェックリストによるチェックの流れ 
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にメッセージが適切な要素を含めているのかを確認できるので、プレゼンテーショ

ン内容の質を高めることができる。 

また、プレゼンテーションの構成の中身に入るべき項目をチェックしながら自分で

修正箇所を気づき改善に務めることができる。 

プレゼンテーション実施することにおいてリハーサルを行う項目をチェックし、実

行準備をより多く行うようになる。また、緊張や質問などプレゼンテーション実施

中に起こる可能性があることを事前にチェックし、ミスするリスクを減らす。 
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第４章 チェックリストの採用 

4.1. 実験の実施 

4.1.1 実験の目的と手段 

チェックリストを使用前のパワーポイントと使用後のパワーポイントを比較し、

チェックリストの期待効果が反映されたかを検証することを目的とする。プレゼン

テーションの実行する際の態度変化による伝達力改善は、その基準が明確ではない

ため本研究では対象外としている。 

本研究では学生３人を対象に、以前作成したパワーポイントを、チェックリスト

を使用して改善を行ってもらった。使用した時間は、いずれも 40分である。 

4.1.2 実験の評価項目 

1) メッセージ 

資料の順番構成の変化をチェックする。スライド資料の中に目次、結論、主

張、目的など相手を認識した上で伝えたいメッセージが含まれているのかを評

価する。また、変化したところで見られる特徴を確認する。 

2) 視覚的資料の伝達力 

スライドのデザイン構成を確認する。写真やイラスト、資料の配置や種類の

変化を基盤とし、その数を確認して評価する。また、内容の量の変化を文字の

数で明らかにし、メッセージを伝達するために使った文字の効果(文字の色違い

や大きさ)の数量も評価する。最後にその変化による特徴を確認する。 
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4.2. 実験結果分析 

4.1.3 結果の分析 

1. 実験対象 A 

設計したウェブサイトの紹介を目的としたパワーポイント資料である。 

 

a. 全体分析 

実験対象 Aのチェックリスト使用の前後のスライド変化の図 4.2-1に示し

た。 

 目次と結論が追加され、内容をより具体的に説明するための文章が増えた。

また、文章を図式化したり図やイラストを多めに追加したりした。 

図 4.2-1 実態対象 Aの前後 
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b. メッセージ分析 

 スライドの枚数は 11 枚から 13 枚に増え、内容の構成もより細かくなった。

目次と結論を追加し、メッセージの伝達のためパワーポイントの流れの形式

を追加した。 

 

c. 視覚的分析 

 イラストなどの数と文字数が多く増加した。文字に効果を適応した数も増

えた。視覚的な効果を使って伝達しようとする努力を行った。 

表 4.1.3-1 実験対象 Aのメッセージ分析 

表 4.1.3-2 実験体 Aの視覚的分析 
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2. 実験対象Ｂ 

開発を目的とした新しいシステムの紹介するパワーポイント資料である。 

a. 全体分析 

 実験対象 B のチェックリスト使用の前後のスライド変化の図 4.2-2 に示した。 

内容やスライドの流れの構成変化は行っていない。視覚的な変化が多く行われ

た。スライドのフォームを統一させ、フォントの大きさを大きくした。また、文

字の色を変える効果を使った。利用前に使っている表を簡単な形式で変化した。 

 

 

 

 

 

図 4.2-2 実態対象 Bの前後 
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b. メッセージ分析 

スライドの枚数の変化や内容の変化は起こってなかった。 

 

c. 視覚的分析 

 コンテンツは、グラフの単純化によって矢印のコンテンツや説明のために

使われたコンテンツが減少した。また、説明文章を短くてフォントが多き強

調効果を使うことによって効果を使った文字数が増えたが全体の文字は減っ

た。 

表 4.1.3-3 実験対象 Bのメッセージ分析 

表 4.1.3-4 実験対象 Bの視覚的分析   
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3. 実験対象 C 

構想したプログラム構造の紹介とそのアルゴリズムを定義するためのパワーポイン

ト資料である。 

a. 全体分析 

実験対象 C のチェックリスト使用の前後のスライド変化の図 4.2-3 に示した。 

聞き手を意識し、挨拶と結論を強調するページを追加した。また、伝えたい目的

をまとめて説明するページも加えた。流れ的変化は、説明を目的の後で述べ、最

後に結論を述べるなどの変化があった。長い文章を項目化したり文章の代わりに

イメージコンテンツを使ったりすることで、コンテンツを増加させ、文章は減ら

した。 

 

 

図 4.2-3 実態対象 Cの前後 
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b. メッセージ分析 

内容を手順として結論や挨拶が追加されたことによってスライドの枚数が

減少したのを確認できる。また、結論を複数繰り返し手いる。結論を先に論

じてから提案をし、強調するため最後にまた結論を追加した。聞き手を認識

した挨拶を最初に論じたことで聞き手の分析を行ったと思われる。 

 

c. 視覚的分析 

 文章の文字の代わりに写真などのコンテンツを追加した。また、長い文章

の代わりに効果を使った短い文章を増やした。聞き手の興味を引くため大き

い文字効果を使った。 

表 4.1.3-5 実験対象 Cのメッセージ分析 

表 4.1.3-6 実験対象 Cの視覚的分析 
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4.3. チェックリスト利用に対する考察 

 ３人は同じチェックリストによる改善を行ったが、その変化は多様であった。 

実験対象 Aは、内容の手順に目次と結論を加えており説明も詳細となった。結果スライ

ド枚数と文字数はともに増えた。内容構成の明確化という改善は行われたが、１枚のスラ

イドあたりの文字数が増えたことは聴衆の集中力を妨げる原因となることもあるため、文

字の代わりにチャートや視覚化資料を用いて、効率的でコンパクトなスライドにすること

が課題となる。 

次に実験対象 Bは、スライドが簡略化されており文字数が減った。また効果を使った文

字が増えたため、伝えたい内容を聴衆により強調されるようになった。またバラバラだっ

たフォームが統一されたことで、スライドデザインのバランスが向上した。チャートにお

いても、たくさん引かれていた関係図の矢印が、図を循環型にするといった工夫できちん

と整理されたことで見やすくなった。ただ、まだ全体の文字が多く、小さくて見づらいた

め、重複して論じた内容を省略することや文字の代わりにチャートや視覚資料を用いて、

効率的でコンパクトなスライドにすることが実験対象 Aと同様に求められる。 

そして実験対象 Cは、内容の手順の中ですぐに結論を出すことで結論がより印象に残る

スライドとなった。またスライドが増えたにも関わらず、文字数が減少し文字以外のコン

テンツや効果を使った文字が増えたため、スライド１枚１枚のメッセージが分かりやすい

コンパクトなスライドとなった。視覚資料制作の次のステップとして、様々なデザインソ

ースや他のプレゼンテーションを閲覧することでよりデザインの質を高めるスライドを制

作することが課題となる。 

 3つのスライドの変化からチェックリストの作成項目のうち、目的の確認、オープニング

に含むべき事柄（目的）、エンディングの結論、資料の表示に適切な形式を選ぶ、の部分

が三者共通して改善されたため、これらの項目が有効であったことが確認できる。  
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第５章 結論 

5.1. 結論 

4.3で述べた分析結果からチェックリストの利用による改善は見られたが、その改善はミ

スの訂正や内容の補足、イラストの挿入のような利用者の知識の範囲内でのものに留まっ

ていた。したがって、チェックリストでは本研究が目標として掲げた理想的なプレゼンテ

ーションには至らなかった。その原因として、チェックリストが、簡単に必要な基本の要

素に気付かせる性質を持っているが、専門知識を伝達する性質を持っていなかったことが

挙げられる。 

しかし、逆に考えれば学生に有しているプレゼンテーションの専門知識の範囲内でのプレ

ゼンテーションの質の向上は確認できた。そのためチェックリストの効果はあると結論づ

ける。また専門知識をチェックリストの使用前に持った上でこのチェックリストを使用す

ればさらなる効果が期待できると考える。そのための手段を今後の課題とする。 

 

5.2. 今後の課題 

 チェックリストは、手軽くプレゼンテーションスキルの基本を学習できる手段であった。

学生のプレゼンテーション能力をより効果的に向上させるためには、プレゼンテーション

スキルをより多く伝える媒体が必要である。今後の研究活動の方針として、プレゼンテー

ションに必要な要素に対する様々な知識を得ることができる学生向けのプレゼンテーショ

ン制作ガイドサイトを制作することを課題とする。 
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5.2.1 ガイドサイトの提案 

本研究で今後の課題として学生向けプレゼンテーションガイドサイト構想を得た。学生

向けのプレゼンテーションスキルに対する知識を効率的に伝えることができるサイトであ

る。サイトでは理想的なプレゼンテーションを実現するための知識を提供する。具体的に

は理想的なプレゼンテーションになるための３大要素と３Pの流れに対する情報、プレゼン

テーションの制作目標ごとに様々な参考資料、インスピレーションを受けることができる

デザインソースである。また、このサイトではパワーポイントだけではなく「プレジ」や

「インフォグラフィック」、「キーノート」など目的に合わせ使える様々なプレゼンテー

ションツールの利用スキルも提供する。 

 以下の図 5.2-1は、構想したサイトのサイトマップである。トップ画面の次の段階は共

有・イベント案内・PTツール利用スキル・レビューとともに会員ページがある。加入制度

であり、会員を管理するための会員ページである。共有ページの中にはプレゼンテーショ

ンに関する様々なノーハウやアイディア・デザイン資料・テンプレートなどを記載し、利

用者同士に共有することができる。イベント案内ページでは、プレゼンテーションスキル

を向上するための講義やコンテストなどのイベントを紹介する。また、プレゼンテーショ

ンツールの利用スキルを様々なツールごとに向上できるようにネット掲示物で記載する。

最後にプレゼンテーションスキルの向上に役に立てる書籍や講義・サイトなどの利用感想

を記載し、ユーザーに有益な情報を提供する。 
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図 5.2-1 学生向けプレゼンテーションガイドの構想 
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最後に、何不自由ない大学生活を送ることのできたのは、支えてくれた両親のおかげです。

心より感謝申し上げます。 
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