
 

11 “プレゼンテーション”とは 
なにものか 

 
 
 
 まず，最初の 2 章は『序説編』である。 
 この章では，“プレゼンテーションとは，そもそもなにものか”，“なんのために

存在するのか”，“なぜプレゼンテーションをするのか”，といったことをじっくり

と見ていきたい。ただ，これらを見ても“当たり前のこと”しか見えてこない。 
 しかし，プレゼンテーションが上手くいかないのは，その“当たり前のこと”が分

かっているつもりでも，実は本当は分かっていないことが原因となっていることが多

いのである。 
 この“当たり前のこと”を，完全に自分の中で消化した上で，常に“当たり前の通

りに実践できる”状態になっていなければ，いくらテクニックを身につけても効果は

現れない。 
 本章を『こんな当たり前のことを，今さら…』と流さずに，あなた自身のこれまで

のプレゼンテーションをしっかりと振り返っていただき，“これまでの自分に足りな

かった何か”に気付く第一歩としていただきたい。 
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1. “プレゼンテーション”とはなにものか 

 
 1.1 よくある“プレゼンテーションの間違い” 

 
 図 1.1 を見ていただきたい。あなたはプレゼンテーションを行うときにこのような

状況になっていないだろうか。 
 

　　　こんな内容で，突っ込まれたらどうしよう...
当日は，うまくできるだろうか...

　ちゃんと聞
最後までと

いてくれているだろうか...
ちらずにできるだろうか...

準備段階 プレゼ

“プレゼンテーション”で，このような状況になってい

ンテーション当日

ないか

　　　こんな内容で，突っ込まれたらどうしよう...
当日は，うまくできるだろうか...

　ちゃんと聞
最後までと

いてくれているだろうか...
ちらずにできるだろうか...

準備段階 プレゼ

“プレゼンテーション”で，このような状況になってい

ンテーション当日

ないか

 

図 1.1 よくありがちな状況？ 

 
 筆者はこれまで，小さなものから大きなものまで含めると数え切れないくらいプレ

ゼンテーションを行ってきたつもりであるが，最初の頃は，ほとんどこのような状況

に置かれていた(本当は“置かれていた”のではなく，自分でそうしていたのだが…)。 
 なぜ，このような状況に陥ってしまうのか。それは，“大勢の前で話す”というこ

とが極度の緊張を強いるからである。特に日本人は，子供の頃からこのような訓練の

場が少ないため，この傾向が強いと思われる。その上，もし“自分が行うプレゼンテー

ションの内容に自信がない”ようなときには，プレッシャーはますます大きくなり，

さらに緊張感が高まってくる。 
 このような状況に陥るとどうなるか，想像していただきたい。図で表現したように，

プレゼンテーションの準備段階における構想立案，資料作成の段階では， 

『こんな内容で，突っ込まれないだろうか』 
『他の人(会社)に比べ，引けを取らないだろうか』 

という方向へ思考が働き，本来注力すべきことに持っている能力を発揮できない状況

の中で，準備を進めてしまうことになる。 
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1.1 よくある“プレゼンテーションの間違い” 

 一方で，プレゼンテーションを実施する段階では， 

『失敗はしないだろうか』 
『早く無事に終わりたい』 

といったことにやはり神経が集中してしまい，とてもではないが迫力のあるプレゼン

テーションができる状態ではなくなってしまう。場合によっては，自信のない部分に

対して質問を受けたり，「そこは違うのでは」と指摘されたりすると，気持ちが舞い

上がってしまい“自分でも何を言っているのか分からない！”，といったパニック状

態になってしまう。 
 少し極端な説明をしたが，いくらかでもこのような精神状態であると，結果として，

“プレゼンテーションをすること”自体が目的に変わってしまっているのである。本

来プレゼンテーションというものは，何かの目的のために行うべきものであったはず

だが，『プレゼンテーションを無事に終了したい』という気持ちが強くなると，思考

回路は『無事に終わるためにどうすればいいか』という方向へ働き始めるからである。 
 これが，世の中で最も多く見られる“プレゼンテーションの大きな間違い”である(図
1.2)。 
 

「プレゼンテーションをうまくする」ことに神経が集中していまう「プレゼンテーションをうまくする」ことに神

無意識のうちに，“プレゼンテ
自体が目的となる

経が集中していまう

ーション”無意識のうちに，“プレゼン
自体が目的となる

“プレゼンテーションをする”こと自体が，

テーション”

目的になっていないか

プレゼンテーション

極度の緊張を強いる極度の緊張を強いる 内容に自信がない内容に自信がない

実施の側面 内容の側面

に内容を聞いてもらう大勢の前で話す 人

「プレゼンテーションをうまくする」ことに神経が集中していまう「プレゼンテーションをうまくする」ことに神

無意識のうちに，“プレゼンテ
自体が目的となる

経が集中していまう

ーション”無意識のうちに，“プレゼン
自体が目的となる

“プレゼンテーションをする”こと自体が，

テーション”

目的になっていないか

プレゼンテーション

極度の緊張を強いる極度の緊張を強いる 内容に自信がない内容に自信がない

実施の側面 内容の側面

に内容を聞いてもらう大勢の前で話す 人

 

図 1.2 “プレゼンテーション”が目的？ 
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1. “プレゼンテーション”とはなにものか 

 
 1.2 何のためにプレゼンテーションを行うのか 

 
 それでは，“何のためにプレゼンテーションを行うのか”ということについて考え

ていきたい。これについて，ほとんどの場合，本人は表面上
．．．

理解している。 
 実際に，例えば受注提案のプレゼンテーションを行う立場の人に， 

「このプレゼンテーションの目的は何ですか？」 

と問いかけてみれば，きっと『この人は突然何を聞くのか，当たり前のことではない

か』という怪訝そうな顔をしながら， 

「この仕事を取ることが目的です」 

と明確な答えが返ってくるであろう。 
 しかし，本当に目的を理解し，その目的に沿ってプレゼンテーションの準備・実施

を行っているケースがどのくらいあるであろうか。言い方を変えると，『最初から最

後まで目的を強く意識しながら，その目的を達成するためにすべての作業を進めた』，

というケースがどのくらいあるだろうか。前述の“プレゼンテーション自体が目的に

なってしまう”こともあり，多くのケースが“どこかで目的を見失ってしまった”よ

うな状況になっている。 
 

...という観点から見ますと，
弊社の提案を実施すると　XXXX　という大き
な改革を実現することが可能となります。

実現によりもたらされる貴社のメリット

何とかこれを，提示
受注する

金額で
ぞ...

目的

当然，プレゼン
も，

果たさな

テーション準備も実施
「目的」を達成するために最善を

ければならない

当然，プレゼンテーション準備も実施
も，「目的」を達成するために最善を

なければならない

“何のためにプレゼンテーションをするのか”は，個々について存在する

果たさ

はずであり，それが“目的＝ゴール”である

...という観点から見ますと，
弊社の提案を実施すると　XXXX　という大き
な改革を実現することが可能となります。

実現によりもたらされる貴社のメリット

何とかこれを，提示
受注する

金額で
ぞ...

目的

当然，プレゼン
も，

果たさな

テーション準備も実施
「目的」を達成するために最善を

ければならない

当然，プレゼンテーション準備も実施
も，「目的」を達成するために最善を

なければならない

“何のためにプレゼンテーションをするのか”は，個々について存在する

果たさ

はずであり，それが“目的＝ゴール”である

 

図 1.3 “プレゼンテーション”の目的 
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1.2 何のためにプレゼンテーションを行うのか 

 当たり前のことではあるが，“個々のプレゼンテーションには，その目的が存在す

る”ということを，しっかりと認識しよう(図 1.3)。 
 では，一般的にどのような目的があるのであろうか。いくつかのプレゼンテーショ

ンの種類ごとに，目的を表 1.1 に示す。 
 

表 1.1 いろいろなプレゼンテーションの目的 

EX.

受注のための提案

種類 目的
競合他社を蹴散らし

しかも提示金
て受注したい
額で...

社内での企画提案
この事業を自分た
それを認めても

ちで立ち上げたい
らいたい...

プロジェクト途中での
トップへの中間報告

現在打ち出している方
次工程へのGOを

向性を認めてもらい，
もらいたい...

会社へのプロジェクト結果報告
自分たちが，いかに

理解してもらい
困難な仕事をこなしたか，

たい...

会社へのトラブル報告
トラブルは避けようがなかっ

対策案を承認して
たことを理解してもらい，
もらいたい...

プロジェクトの
社内キックオフミーティング

プロジェクトの目的
メンバーのモチベ

を共有し，
ーションを高めたい...

中でも，“報告”・“説明”は，それ自体
が目的になりがちである

中でも，“報告”・“説明”は，それ自体
が目的になりがちである “報告”や“説明”にも，その裏には“目的”がある“報告”や“説明”にも

プレゼンテーションにもいろいろな種類があり，種類
目的＝目指すべきゴールは異なってくる

EX.

，その裏には“目的”がある

によって

受注のための提案

種類 目的
競合他社を蹴散らし

しかも提示金
て受注したい
額で...

社内での企画提案
この事業を自分た
それを認めても

ちで立ち上げたい
らいたい...

プロジェクト途中での
トップへの中間報告

現在打ち出している方
次工程へのGOを

向性を認めてもらい，
もらいたい...

会社へのプロジェクト結果報告
自分たちが，いかに

理解してもらい
困難な仕事をこなしたか，

たい...

会社へのトラブル報告
トラブルは避けようがなかっ

対策案を承認して
たことを理解してもらい，
もらいたい...

プロジェクトの
社内キックオフミーティング

プロジェクトの目的
メンバーのモチベ

を共有し，
ーションを高めたい...

中でも，“報告”・“説明”は，それ自体
が目的になりがちである

中でも，“報告”・“説明”は，それ自体
が目的になりがちである “報告”や“説明”にも，その裏には“目的”がある“報告”や“説明”にも

プレゼンテーションにもいろいろな種類があり，種類
目的＝目指すべきゴールは異なってくる

，その裏には“目的”がある

によって

 
 
 受注のための提案については，誰も目的を間違いようのないものである(ただし，そ

の詳細について本当に事前に押さえているか，が重要なのだが，意外と押さえられて

いないケースも多い)。 
 表の中で，軽く考えられてしまうのが，報告や説明におけるプレゼンテーションで

ある。“報告”，“説明”は，第一義としてそれ自体が目的であるのは確かなのだが，

もう一歩踏み込んだ目的がないケースが多い。 
 また，表には記載していないが，システム構築プロジェクトにおける顧客との打合

せにおいても 1 つ 1 つ目的があるはずである。 
 限られた短いスケジュールを考えた場合， 

『この打合せで自分たちのこの意見を認めてもらう
．．．．．．．．．．．

』 

という目的を達成することは非常に重要であるにもかかわらず，当事者に“何が何で
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1. “プレゼンテーション”とはなにものか 

も認めてもらう”といった強い意思を感じられず，結果としてずるずると何度も打合

せを重ねた上，『自分たちの意見が通らなかった』という結果になるケースをよく見

かける。 
 そのプロジェクトは，“ずるずる引きずった”ことと“意見が通らず開発負荷が増

大した”ことにより，ますます大変な状況になっていくのである。 

「小さい打合せで，“プレゼンテーション”なんて大げさな…」 

と思われる方もいるかもしれないが，小さい打合せであってもプレゼンテーション能

力は必要であり，逆に小さい打合せの積み重ねを考えた場合，その能力の大小により

直接的に仕事の成果，効率に大きな差が出てくることになる(図 1.4)。 
 
 

目的 プレゼンテーションを実施すること（無事に・問題なく）

プレゼンテーションを実施することで...

本来の目的

達成

＝

プレゼンテーション自体
は目的ではない

プレ
は

本来の
強く意識し
見失う

ゼンテーション自体
目的ではない

目的は，
続けなければ
ことが多い

本来の
強く意識し
見失うこ

目的は，
続けなければ
とが多い

目的 プレゼンテーションを実施すること（無事に・問題なく）

プレゼンテーションを実施することで...

本来の目的

達成

＝

プレゼンテーション自体
は目的ではない

プレ
は

本来の
強く意識し
見失う

ゼンテーション自体
目的ではない

目的は，
続けなければ
ことが多い

本来の
強く意識し
見失うこ

目的は，
続けなければ
とが多い

 

図 1.4 プレゼンテーションの本来の目的 
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1.3 プレゼンテーションとは，目的達成のための手段である 

 
 1.3 プレゼンテーションとは，目的達成のための手段である 

 
 プレゼンテーションを成功させる上で，最も重要なのは， 

“プレゼンテーションとは，目的達成のための手段である” 

ということを，本当の意味で理解することである(図 1.5)。 
 

プレゼンテーションの実施

プレゼンテーションとは...プレゼンテーションとは...

目指すゴールに到達するための手段である目指すゴールに到達するための手段で

手段以上でも手段以下でもなく，手段そのものでしかない

手段である以上...

ある

...

手段である以上...

目指すゴールを見
失ってはいけない

目指すゴールを見
失ってはいけない

プレゼンテーション以外の手段で目指すゴール
に到達できるのであれば，他の手段を用いるこ
とも当然選択肢の１つとなる...

聴き手に
よる評価

プレゼンテーションの実施

プレゼンテーションとは...プレゼンテーションとは...

目指すゴールに到達するための手段である目指すゴールに到達するための手段で

手段以上でも手段以下でもなく，手段そのものでしかない

手段である以上...

ある

...

手段である以上...

目指すゴールを見
失ってはいけない

目指すゴールを見
失ってはいけない

プレゼンテーション以外の手段で目指すゴール
に到達できるのであれば，他の手段を用いるこ
とも当然選択肢の１つとなる...

聴き手に
よる評価

 

目指すゴール目指すゴール

図 1.5 “プレゼンテーション”は手段である 

 
 1.1 節で見たように，“プレゼンテーションが目的”にならないようにしなければ

ならない。また，1.2 節で見たように，“プレゼンテーションの本来の目的”をしっ

かり認識し，常に強く意識することが重要である。 
 プレゼンテーションはあくまでも“本来の目的を達成するための手段

．．
”でしかなく，

目的を達成するために様々な知恵や工夫を絞り出し，それをプレゼンテーションの中

に盛り込んでいきながら，目的達成を策略していくものである。 
 したがって，手段である以上，プレゼンテーションよりも勝る手段が他にある場合

は，別にプレゼンテーションによる目的達成を図らずとも，他の手段を選択してもよ

いことになる。プレゼンテーション自体には，最終的な意味はないのである。 
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1. “プレゼンテーション”とはなにものか 

 戦いの場にあてはめると，プレゼンテーションは戦いに勝つ(＝目的を達成する)た
めの武器(＝手段)であり，“戦いに勝つためには，この武器をどう使うべきか”を充

分に考えなければならない。 
 そのためには，“武器を知り，武器の使い方をマスターする”ことが必要条件とな

る。プレゼンテーションを“強力な武器”としていただくために，次章以降，説明し

ていきたい。 
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雑学 1 
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慣れないうちは，必要以上に緊張するため，自分が本来持っている力を出すことさえできずに終わっ
てしまうことが多い。

まずは，「今自分が持っている力を出し切る」ことが必要であり，それができれば経験するごとに“プ
レゼン能力”は向上する。

そのためには，数多くこなし，“必要以上に緊張しなくなる”ことが第一歩である。

次には，“自分を知り，自分の特長を活かし，自分のマイナスを隠す”こと

その上で，「自分の特長，自分のマイナス面」を知り，それらをプレゼンテーションにどう活かすか隠
すか，あるいは今ないものをどう身につけるか，を積み重ねていけば，回数を重ねるごとに力を付
けていける。

慣れないうちは，必要以上に緊張するため，自分が本来持っている力を出すことさえできずに終わっ
てしまうことが多い。

まずは，「今自分が持っている力を出し切る」ことが必要であり，それができれば経験するごとに“プ
レゼン能力”は向上する。

そのためには，数多くこなし，“必要以上に緊張しなくなる”ことが第一歩である。

次には，“自分を知り，自分の特長を活かし，自分のマイナスを隠す”こと

その上で，「自分の特長，自分のマイナス面」を知り，それらをプレゼンテーションにどう活かすか隠
すか，あるいは今ないものをどう身につけるか，を積み重ねていけば，回数を重ねるごとに力を付
けていける。

現在

第1ｽﾃｯﾌﾟ

第2ｽﾃｯﾌﾟ

まずは，「必要以上に緊
張しない」ようになるま
で慣れることが目標

場数を踏むことが大事であるが，
単に場数を踏むだけでは非効率

次に，毎回いろいろな
工夫をし，身につけるた
めに数をこなす

１

２

現在

第1ｽﾃｯﾌﾟ

第2ｽﾃｯﾌﾟ

まずは，「必要以上に緊
張しない」ようになるま
で慣れることが目標

場数を踏むことが大事であるが，
単に場数を踏むだけでは非効率

次に，毎回いろいろな
工夫をし，身につけるた
めに数をこなす

１

２

 

《プレゼン上達に秘訣はなく，“とにかく場数を踏む”ことが重要である》 
 

 

プレゼン上達に秘訣はなく，“とにかく場数を踏む”ことが重要である

“これを知れば誰もがプレゼン上手となる”といったものはない。
それは人により性格・持っている雰囲気等が異なるため，ある人に
有効なものが別の人には逆効果，といったことがあるためである。
とにかく，プレゼンテーションを多くこなし，自分で工夫をしながら

上達していくしか方法はない。 経験が力となる

プレゼン上達に秘訣はなく，“とにかく場数を踏む”ことが重要である

“これを知れば誰もがプレゼン上手となる”といったものはない。
それは人により性格・持っている雰囲気等が異なるため，ある人に
有効なものが別の人には逆効果，といったことがあるためである。
とにかく，プレゼンテーションを多くこなし，自分で工夫をしながら

上達していくしか方法はない。 経験が力となる

まずは，“必要以上の緊張”がなくなることが，第一まずは，“必要以上の緊張”がなくなることが，第一

 
 

 
 
 


