
1 

 

世界政治―論評と資料― １９８５年１月下旬号、No.685) 

 

ＣＩＡ（米中央情報局）の破壊活動手引書（下） 

（タヤカン著『ゲリラ戦における心理作戦』） 

 

 五 フロント組織の発展と指揮 

 １ 概要 

 フロント組織（または’看板’組織）の発展と指揮は、反乱を実行するためのゲリラの努

力に不可欠な過程である。これは確かに、都市ゲリラのゲリラ戦の一側面であるが、しかし

農村の軍事行動とも並行して進めなければならない。本章の日的は、ゲリラ戦におけるフロ

ント組織の発展と指揮について、ゲリラ訓練生に理解させることである。 

 ２ 最初の徴集 

 運動への最初の徴集は、もし〔相手に〕意思がなければ、われわれの一員と話していると

いうことを悟られないように、幹部との「私的な」相談を通じておこなわれる。その後、相

手に、すでに運動員となっており、協力しないと政府側の警察にばらしてしまうと通告する。 

 ゲリラが武装宣伝の任務を、また武装宣伝隊の村落への正規の訪問の計画を実行するとき、

これらの接触者は徴集される人物の指揮者、名前、場所をあらかじめ知っておくこと。徴集

は、志願の形式でおこなわれるが、ゲリラの指揮官や政治幹部の訪問を通じておこなわれる。 

 志願者による徴集が発展し、より少数の宣伝派遣隊でこの徴集が達成されて、徴集が信頼

できるようになったあとは、次の手順に従って特定の標的―集団に徴集網を拡大するように

指示が出される。 

 －標的＝集団の知人を通じて、あるいは、標的＝集団、つまり政党、労働組合、青年グル

ープ、農業組織などの観察を通じて、徴集されるべき人物の癖、好き嫌い、弱点を知ってお

く。 

 ―知人を通じて接触し、できればその人物の好みと弱点を利用して関心をもたせ友人とな

る。その人物が好むレストランで昼食に招待してもよいし、好みの飲み屋でＩ杯飲んでもよ

い。あるいはその人物が好む場所で夕食をしてもよい。 

 徴集は、次のモデルのうちの一つでおこなわれる。 

 非公式の会話で、標的がその個人的信条や価値観などにもとづいて志願による徴集に応ず

ると思われるならば、徴集の任務を与えられた政治幹部に連絡する。初めの接触者は、その

幹部に詳細に、予定される徴集者について知っているすべてのこと、また説得方法を指摘し、

二人を紹介する。 

 もし標的が、志願による徴集に応じないと思われるならば、ゲリラ戦の指揮官、あるいは

政治幹部（標的にはそのときまで知られていない）と偶然を装って会わせるようにする。こ

の会合は、標的が会合に出ているのを、あるいは標的が特定の家に到着するのを、またある

バーのテーブルにすわっているのを、あるいは公園のベンチにすわっているのを「別の人物」

が見て知っているという形でおこなわれる。そこで標的に、彼が反乱闘争に参加したという

こと、もしも協力しないか、あるいは今後、命令を実行しないならば、警察や政府の軍事機

構の側の報復行為にさらされると指摘する。 
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 ゲリラ隊に加わることをきらう標的を警察に密告することは、必要な場合、運動に参加し

ていない市民のニセの告発の手紙という手段で容易におこないうる。秘密に徴集された者は、

発見されないように注意しなければならない。 

 運動の秘密の任務の遂行とともに、各徴集者の参加とかかわりあいは、しだいに増大し、

自信が強まる。非常に困難なあるいは危険な任務があまりにも早すぎる時期に与えられて怖

がっている人物が自白するのをさけるために、これは、段階的におこなわれなければならな

い。 

 こうした徴集戦術を利用して、わがゲリラは、敵の組織の内部掌握を改善するために、政

府内のいかなる重要な標的＝集団にも浸透することができる。 

 ３ 有力市民、主体的な内部掌握 

 有力市民－医師、弁護士、商人、大土地所有者、下級国家公務員など―は、これらの人物

が属している、あるいは属することができる集団および協会内の主体的掌握のために、運動

に徴集され、利用される。 

 徴集と参加が実現し、その人物の集団に影響を及ぼしはじめるために、内部幹部に特別の

指示が与えられるまで信頼が発展すれば、以下のことをおこなうための指導がおこなわれる。 

 ―方法は簡単であり、ソクラテスの対話法を基本的に知るだけでよい。つまり、わが徴集

の責任者の説得の目的と関係して、どんなテーマ、ことば、考え方が、他人あるいはある集

団の地位に同有のものかを知ることである。 

 ―幹部は偶然の話題といった形で標的＝集団にたいして、演説あるいは会議でこのテーマ、

ことば、考え方を強調しなければならない。このことにより、これら集団の他のメンバーヘ

の焦点のあてかたも向上することができる。例をのべれば、 

 ―経済的利益集団は、もうけを求めており、一般的には、現在の制度、税金、輸出入関税、

運賃などが、努力を十分に発揮するのを妨げていると感じている。担当幹部は、その後の会

話でこの不満の感情をかきたてる。 

 ―政治的野心家は、とくに成功していない場合は、現在の体制は、自分たちを不当に差別

しており、能力を制限していると感じている。というのは、サンディニスタ政権は選挙をさ

せないからである。幹部は、この不満の方向へ政治的議論を向けていかなければならない。 

 ―批判的社会的知識人（教授、教師、聖職者、伝道師など）は、政府が自分たちの有効な

批判を無視したり、あるいはとくに革命という情勢のなかで自分たちの論評を不当に検閲し

ていると感じている。このことは、ゲリラ幹部が会議や討論で、制度の不当性として容易に

示しうるものである。 

 ―すべての標的＝集団にとって、不満が明確にされると、自分の野望の障害にたいする敵

意は、現在の体制、その抑圧制度に向かっていく。 

 標的＝集団にまじって活動するゲリラ幹部は、つねに目立たぬようにしなければならない。

そうすれば、偽りのサンディニスタ体制への敵対感情は、幹部の示唆によってではなく、標

的＝集団のメンバーによって自然に発展させられる。これが主体的内部掌握である。 

 反政府の敵意は、エスカレートさせられなければならないが、かならずしもわれわれを支

持するものでなくてもよい。標的＝集団がわれわれに好意的な感悄をもつようになれば、そ

れを利用する。しかし最大の目的は、その後、別の活動が成功裏に展開できるようになった
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ときに、大衆組織が作戦に参加できるように標的＝集団の状況を整備することである。 

 ４ 安全のための細胞組織 

 われわれの運動の内部幹部は三人からなる細胞に組織され、三人のうち一人だけが外部と

接触をもつようにしなければならない。 

 三人からなる細胞は、運動の基本的要素であり、命令を受け、細胞の指導者に悩報を伝え

るために、ひんぱんに会議をおこなう。これらの会議は、細胞のメンバーを相互に励まし、

精神を高めるためにもまたきわめて電要である。主体的掌握についての個人の任務を遂行す

るにあたり、成功か失敗かについて自己批判をおこなわなければならない。 

 三人のメンバーの細胞の調整は、相互の連絡のための安全網を必要とし、各メンバーは一

つの作戦細胞とのみ接触をもつ。メンバーは、細胞の調整会議において、作戦細胞で自分が

接触している者の身元を明らかにはせず、自分の細胞がおこなっている活動の性格（たとえ

ば政党の活動、医師協会の活動など）を明らかにするだけである。 

 細胞に上下関係はない。…… 

 ５ ”看板”組織への合流  

各種の協会や集団など、サンディニスタ政府によって承認された大衆組織が主体的内部掌

握によって合流させられるのは、大衆の会合と密接に関連した作戦の最後の段階である。 

 ゲリラの武装行動が十分に拡大すると、武装宣伝の任務が大規模におこなわれ、宣伝隊が

体制側の諸機関の公然とした支持をはっきりと受けるようになり、敵の制度内に標的＝集団

が十分に浸透し、これらの標的＝集団が大衆的会合をもつほどまでに条件が整備されたとき

は、内部幹部は、諸勢力を一つの組織－この組織はわれわれの運動の”看板”となる－に合

流させるための討論を開始しなければならない。 

 どの標的＝集団も、別の集団が、政府、警察、政府の伝統的な法的基盤にたいして敵意を

大々的に高めていることを知るようになる。その集団のゲリラ幹部（たとえば教師）は、こ

うした意識をもち、つぎのような批評をする。「農民のだれそれは、自分の協同組合のメン

バーは新しい経済政策はばかげており、計画がまずく、農民にとって不当であると考えてい

るといった」。 

 別のグループが体制に敵意をもっているとの自覚が高まると、標的＝集団のなかにおける

議論も公然とおこなわれるようになり、われわれの運動の作戦の大部分は支持を受けている

という報告を、われわれの運動は受けとることができ、政府にたいする敵意が大きく発展し、

合流する条件が生まれる。〝看板″戦線へ合流はつぎのような方法でおこなう。 

―われわれの運動の内部幹部は、各組織の会長や指導者などのような別の組織の指導者と、

われわれの運動の集団責任者によって組織され、主宰された会合で会うこととなる。もし必

要ならば、二、三人のボディーガードがゲリラ幹部につくこともできる。 

―“看板”戦線の結成を通告し、参加者の名前と署名、参加者が代表する組織の名前を発表

し、その会合の共同コミュニケを公表する。 

 このコミュニケを発表したあと、大衆的会合を開始し、その会合では、目標として、サン

ディニスタの支配体制の打倒をめざさなければならない。 

 ６ 結論 

 ゲリラ戦における“看板”「組織の発展と指揮により、大衆組織の改革の条件が与えられ、
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住民のなかで大きな彫響力を作り出すことができる。内部への浸透と内部の主体的掌握が、

ほかのゲリラ活動と並行してすすめられたとき、民主ゲリラの司令官は、文字通り、サンデ

ィニスタ体制を一掃し、それにとって代わることができるのである。 

 

 六 大衆の集会と会合の操縦 

 １ 概要 

 ゲリラ戦の最後の段階において、大衆の集会および会合は、便命を実現するための強力な

心理的手段である。この章の目的は、ゲリラ戦において大衆の集会や会合の操縦の戦術をゲ

リラ訓練生に理解させることである。 

 ２ ゲリラ幹部の浸透 

 ゲリラ幹部（すでにわが運動のメンバーとなっている者であれ、あるいは外部の分子であ

れ）の労働組合、青年グループ、農民組合などへの浸透は、地下運動の形で反乱闘争のため

に同調者を勧誘しなければならない大衆のなかで、これらのゲリラ幹部の行動の条件作りを

するものである。 

 決定的な時期に、標的＝集団が、現体制に踏みにじられている権利を要求して、怒りを暴

力的に爆発させることができるように、われわれの心理戦争部隊は、前もって標的＝集団の

なかで精神的な敵対行為を準備しなければならない。 

 こうした条件作りの作戦は、政党、専門職、学生、労働者の組織、失業者の大衆、少数民

族、および弱い立場にある、あるいは徴集できるあらゆるその他の社会分野のものに照準を

合わせなければならない。このなかには国民大衆、わが運支持者も含まれる。 

 この条件作りの作戦の最も重要な目的は、共通の敵の否定的“イメージ”を次のように作

りだすことである。 

 －政府諸機関の幹部を「奴隷の人夫頭」とみなす。 

 ―共産主義の「ゲシュタボ」と同様に、警察は民衆を虐待している。 

 ―国家再建政府の高官は、ロシア・キューバ帝国主義のかいらいである。 

 ―われわれの心理戦争の幹部は、公共の集会の場所で、一時的性格の強迫観念を作り出し、

特定の、あるいは望まれるテーマを不断に植えつける。集団の会騒、非公式の会話のなかで

も不満を表明し、またパンフレットやビラを配る。ラジオや新聞では、決定的な時期に全面

的な暴力を爆発させるように国民の頭を準備する意図をもって、社説を準備する。 

 －大衆の条件作りをすすめるために、つぎのような文句をひんぱんに使用国民の目を向け

させるようにしなければならない。 

 －国民が政府に納める税金は、なんら国民の役に立っていない。むしろ支配者を豊かにす

るために搾取の形で使用されているにすぎない。 

 －国民は奴隷にされ、政治家や軍人の特権グループに搾取されている。 

 －外国人顧問とその助言による計画は、実際はわが国への「干渉」であり、ロシア・キュ

ーバ帝国主義の目的にそって国家を搾取することを指導している。その目的は、わが国民を

カマとハンマーの奴隷に変えることである。 

 ３ 適切な標語の選択 

 ゲリラ戦の参謀本部は、大規模にまた最高の情熱で大衆を活動に動員する目的で、状況に
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したがって標語を分類する。 

 大衆の反乱が発展しつつあるとき、われわれの秘密幹部は、部分的な要求を出さなければ

ならない。たとえば、「われわれは食糧がほしい。信教の自由がほしい。労働組合活動の自由

がほしい」。これらは、われわれの運動の目標―神、祖国と民主主義－の実現に向かう過程

のものである。 

 もし敵の政府に組織と指揮力が欠けており、人びとが興奮状態にあることがわかれば、こ

の状態を利用し、扇動者は、スローガンの調子を高め、より適切なところまでそれをもって

いく。 

 もしも大衆が感動して興奮していないならば、扇動者は「部分的な」スローガンを続け、

要求は、われわれの運動の目標と関連させつつ日常の必要性にもとづいたものとする。 

 単純なスローガンをかかげる必要があるというのは、少数の人びとしか何百万コルドバと

いう単位ではものごとを考えしているからである。運動の目標は、思想的性格のものである

が、扇動者は、食料、「パンやバター」、「トルティーヤ〔トウモロコシパン〕や豆」こそが国

民をひっぱるのだということを知らなければならないし、またそれが主要な任務であること

を理解しなければならない。 

  

４ 中核の創出 

 このためには、その場所にいるゲリラ組織の特定の数の扇動家が必要である。このグルー

プは、不可避的に、冒険や感動をもとめている同じ数の好奇心の強い者、現政府の制度に不

満をもつ者をひきつけるであろう。ゲリラ兵士は、支持者や、現在の体制により抑圧されて

不満をもっている市民をひきつけるであろう。それぞれのゲリラ小隊に実施すべき特別の課

題と任務が与えられる。 

 われわれの幹部は、共産主義独裁制により被害を受けた者、財産を奪われた者、逮捕され

た者、拷問を受けた者、あるいはその他の侵略を受けた者とともに、できるだけ多人数が動

員される。これらの人びとは、サンディニスタ戦線やサンディニスタ防衛委員会の憎むべき

犯罪的分子が住んでいるところに動員される。そのさい、こん棒、鉄棒、プラカードで武装

するか、もし可能ならば小火器を隠しもつようにする。 

 可能ならば、特殊な「仕事」をおこなうために専門の犯罪人と契約する。 

 われわれの扇動者は、失業者があふれている場所、また失業対策事務所を、特定しない「仕

事」を契約するために訪問する。これらの賃金労働者の徴集は必要である。というのは、絶

対的秩序をもった中核を作ることができるからである。 

 指名された幹部は、参加者を集会の場に貸し切り、あるいは乗り合いの車、船その他あら

ゆる愉送手段で送るために、参加者の輸送を事前に準備する。 

 別の幹部は、プラカード、旗、横断幕に、各種のスローガンあるいは標語を、部分的なも

のであれ、一時的なものであれ、あるいはより過激なものであれ書くように指示される。 

 別の幹部は、集会がより視覚的になるよう、ビラ、ポスター、はり紙、パンフレットを準

備する。これらは参加者にたいする指示も含むとともに、現体制に反対するものとしても役

に立つであろう。 

 偶然に「殉教者」を作り出すために、別の者を特定の仕事に任命する。これらの者を反政
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府デモにつれていき、騒動や発砲を挑発し、一人、二人の死者が出るようにする。これらの

者は、殉教者となる。こうした状況はただちに現政権に反対し、大きな紛争を作りだすため

に利用されなければならない。 

 ５ 大衆の集会で蜂起をおこす方法  

大衆のなかに侵入した小ゲリラーグループによって、これを実行することができる。これ

らの者は、扇動する任務をもっており、自分たちが多数で、また多くの国民の支持を受けて

いるという印象を与える。二百人から三百人の扇動者の戦術を使用すれば、一万人から二万

人が参加するデモをつくることができる。 

 デモにおける大衆の扇動は、社会的、政治的目標を通じて実現することができる。こうし

た行動には、われわれの運動の秘密の要員や大衆の扇動者として高度の訓練を受けた者が参

加しなければならない。これらの者はなにも知らない人びとを巻き込み、一見して自然発生

的な抗議デモを挑発する。これらのことは、集会が終了するまでずっとおこなわれる。 

 外側からの指揮―この活動は、あらゆる活動の外側でおこなうもので、それにより計画さ

れた行事の進展を観察できるようにする。観察場所としては、たとえば、教会の塔、高い建

物、高い木、スタジアムあるいは講堂の最も高いところ、その他最も高い位置を見つけなけ

ればならない。 

 内側の指揮－この活動は、大衆のなかでおこなわれる。これらの要員のリーダーの保護を

きわめて重視しなければならない。指揮所を示し、また小隊を示すものとして、一定の暗号

用のプラカードか横断幕を、使用しなければならない。この要員は、デモが開始されたあと、

けんかや事故が起きるような場所にいることは避けなければならない。 

 これらのカギとなるわれわれの扇動者は、公衆のなかに配置される。この任務の責任者は、

反対分子からプラカードを保護するために、指示されたプラカードの近くに前もって扇動者

を配置しなければならない。こうして指揮官は、どこにわれわれの扇動者がいるかを知るこ

とができ、標語やスローガンを変更したり、あるいは予期せぬできごとについて、また必要

なら突然暴力をそそのかすように命令を下すことができる。 

 －この段階で、ひとたび発砲されると、カギとなる幹部は目につきやすい場所、たとえば

看板、街灯、その他のめだつところに位置しなければならない。 

 －カギとなるわれわれの扇動者は、ひとたび騒乱が確認されると、その場所から去らなけ

ればならない。 

 防衛隊－これらの要員は、責任者の保護のために輪を作り、警察や軍隊から護衛して運動

のボディガードとして活動する。あるいは、必要なら責任者が逃亡するのを助ける。これら

の者は、高度に訓練されていなければならず、責任者の口頭による指令によってのみ行動す

る。 

 －責任者が、宗教上の集会、葬式あるいは、整然として行動しなければならないあらゆる

複数の活動に参加する場合は、ポディーガードは、その責任者、あるいはプラカードや横断

幕をもっている者のすぐ近くの隊列にいて、これらの者をしっかり守らなければならない。 

 この任務の参加者は、市民の服を看たゲリラ戦闘員か、あるいはわれわれのたたかいの支

持者で、現在の抑圧体制に反対する者から徴集し、契約したものでなければならない。 

 ―これらのメンバーは、非常に高い規律性をもち、責任者の口頭の指令によってのみ暴力
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を行使する。 

 連絡員－指導者の近くにとどまり、外部と内部の指揮者の間の指令を連絡しなければなら

ない。ラジオ通信、電話、自転車、オートバイ、自動車を利用し、徒歩あるいは馬で行動し、

距離を短縮するために近道を通る。この任務のためには若い男女が望ましい。 

 衝突要員－これらの要員は（ナイフ、カミソリ、チエーン、棒、くぎつき棒）などの軽い

武器で武装し、なにも知らず注意していない参加者の少しあとを行進しなければならない。

それらの武器は隠しもっていなければならない。もしゲリラ扇動者が警察により攻撃された

ならば、「補強部隊として」のみ行動に入ること。その場合、突然、激しく驚かせる方法をと

り、政府側当局をぼう然自失させ、そのことにより、内部の指揮者が緊急に退出あるいは逃

亡できるようにする。 

 横断幕およびプラカードの携行者－デモや集会で使用される横断幕やプラカードは、住民

の抗議を表す内容とする。しかし、集会で怒りや不満がより高くなれば、大衆のなかにまぎ

れこんだわれわれの要員は、あらかじめ隠しもっていた、われわれの目標を表すスローガン

や標語を書いた反政府のプラカードを使用する。この任務の責任者は、あらゆる反対分子の

プラカードの近くに扇動者をあらかじめ配置する。このようにして、責任者は扇動者がどこ

にいるかを知ることができ、スローガン変更の指令を出したり、必要なときは、突然暴力を

開始するよう指令を出すことができる。 

 標語と拍手の扇動者－決められた標語を使用するように特別の指示を受けている者とす

る。つぎのような句を使用してもよい。「われわれは飢えている。パンがほしい」「共産主義

はいらない」。大衆を扇動する仕事と戦術は、学校のサッカーや野球の試合で拍手やスロー

ガンをリーダーがひきおこす方法によく似ている。目標は、同調者を獲得することであり、

ただ標語を叫ぶことではない。 

 ６ 結論 

 ゲリラ戦の革命運動において、大衆の抗議集会やデモは、敵の体制を打倒するのに不可欠

の原則である。 

  

七 心理作戦による草の根からの広範な支持 

 １ 概要 

 これまでの各章でのべたことについて、読者にはいくつかの疑問が残っているであろう。

ここで各章を要約し、よりはっきりと理解できるようにしたい。 

 ２ 戦闘宣伝者としての動機づけ 

 闘争の各メンバーは、自分の政治的任務がきわめて重要であり、それが戦術的任務よりも

重要であることを知らなければならない。 

 ３ 武装宣伝 

 農村、都市の小さな集落での武装宣伝は、われわれの武器が国民を支配する権力を行使す

るものではなく、国民を保護するためのもの、サンディニスタ戦線の抑圧政府とたたかう国

民の権力であるという印象を与えなければならない。 

 ４ 武装宣伝隊 

 武装宣伝隊は政治的宣伝と個人的説得のための宣伝をおこなう能力を結びつける。個人的
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説得は住民の間でおこなう。 

 ５ “看板”の組織 

 内部の主体的掌握を通じての政府関係の諸組織と協会の合流は、大衆の集会と密接に連携

した、作戦の最後の段階で起きるものである。 

 ６ 大衆デモの掌握 

 デモ参加者のなかに戦闘員が紛れ込むことにより、デモは指導されたものではない、自然

発生的な形のものとなる。われわれの扇動者はこれを利用して、大衆の行動を掌握する。 

 ７ 結論 

 きわめてしばしば、われわれは戦闘行為という立場からのみゲリラ戦を考えがちである。

この見方は間違っており、非常に危険である。戦闘行為は、ゲリラ戦の勝利のカギではなく、

六つの基本的な行動の一つにすぎない。これらの行動に優先順位はなく、並行して守られな

ければならない。これらの行動のどれか一つを強調したり、排除したりすると、深刻な困難

がもたらされ、最悪の場合は、失敗にいたることさえある。革命戦争の歴史は、こうした事

実を示している。 

 

付記 

 

 １ 概要 

 この付記の目的は、これまでにのべた方針とゲリラ宣伝隊にたいする勧告を補足すること

である。これらは、「会話と演説における説得術」というテーマにおいて説明されたもので

あり、自分の演説技術を向上させたいと望む人びとの、考えを表現する能力と組織の能力を

改善するためのものである。つまるところ、雄弁は、指導力を発揮するうえで最も重要な手

段の一つである。したがって、雄弁術は、特別の政治的道具として利用することができる。 

 ２ 聴衆 

 雄弁術は一致を見いだすすばらしいコミュニケーションの方法である。つまり、同じ時間

と空間を演説者と聴衆とが共有するのである。したがって、それぞれの演説は、聴衆に影響

を与えている 

「そのときの」状況あるいは現在の情勢に応じた別べつの経験でなければならない。聴衆は

「いきいきとした状態」のものとして理解されなければならない。つまり、喜び、悲しみ、

怒り、恐怖などが、聴衆のなかに存在するとわれわれが考えるべき精神状態である。またこ

の雰囲気が、標的＝聴衆に影響を与える。 

 人間は、頭脳と心から成り立っており、思考と愚情にしたがって行動し、思想と感情の刺

激に反応する。したがって、演説も含めて、いかなる主張も両面から焦点を与えることがで

きる。 

 弁士は、既存の集団的感情に入っていくことができなければならないとしても、同時に、

その聴衆の感情を効果的に操作し、掌握することができるためには、冷静な判断力を堅持し

なければならない。演説中に、心と頭脳との間にずれができたときは、指導者らしく、自分

の観点を優先させなければならない。 

 ３ 政治的雄弁術 
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 政治的雄弁術は、各種の雄弁術のうちの一つであり、通常、指示し、説得し、感動させる

という三つの目標のうちの一つを達成する。その方法は、依頼する（頼む）、命令する、質問

する、回答することに限定する。 

 雄弁術は政治指導力と非常に強く結びついた資質であり、政冶的雄弁家の歴史は人類の政

治史であるともいうことができる。キケロ、デモステネス、ダントン、ミラボー、ロベスピ

エール、クレメンソー、レーニン、トロツキー、ムッソリーニ、ヒトラー、ルーズベルトな

どの名前によっても、このことは確認できる。 

 ４ 演説の資質 

 一般的に、演説、とくに武装闘争の心理的動きに向けられた改治演説における最も重要な

資質はつぎのようなものである。 

 短く簡潔であること。  

テーマをしぼる。演説は、一つのテーマにしぼって、さまざまの考えを集めて、それ全体

によって成り立つ。良い演説は、概念をしっかり説明するものであり、言葉だけでおこなう

ものではない。 

 論理的であること。提起される考えは論理的で、簡単に受け入れられるものでなければな

らない。けっして聴衆に強引に理解させようと挑戦してはならない。もしそうすればたちま

ち、もっとも大事なもの、つまりは信頼を失うからである。できればどの演説でも、三段論

法の使用が望ましい。たとえば、「統治して富をなす者は泥棒である。サンディニスタは統

治しつつ富をなしている。ゆえにサンディニスタは泥棒である」などである。 

 ５ 演説の組み立て 

 まったくの即席演説は、雄弁術には存在しない。弁士はすべて、「頭の中の計画」に依拠

し、考えや構想をすばやくまとめあげる。経験をつめば、口から言葉がでてくるのとほとん

ど同時的に、数秒たらずでそれができるようになる。 

 ―導入部あるいは前段－民衆とのかかわりから入る。この最初の数秒問は聴衆にインパク

トを与え、注意をひき、関心を促すうえで大切である。そのため、有名な文句や、あらかじ

め用意したスローガン、あるいは劇的な、またはユーモラスな小話などで切りだすなどの方

法がある。 

 提議ないし表明－とりあげるテーマを明らかにし、全体的にあるいは部分的に説明する。 

 説明あるいは議論―まさにこの段階において議論を展開する。まず、否定的な、つまり受

けいれられるであろう命題に対立する議論をのべる。ついで、肯定的な、つまりわれわれの

論題に都合のよい議綸を展開し、その根拠となる直接的な証明や事実をつけ加える。 

 概括あるいはまとめ―簡単なまとめをおこない、演説の結論をのべる。 

 勧告－民衆の行動を要請する。つまり、民衆があることをするように、あるいは、しない

ように、精力的に訴える。 

 ６ いくつかの文学的手段 

 演説には、独特な形式の言葉づかいがあるが、実は、雄弁術は他の文学的ジャンルから多

くの修辞を採用しており、そのいくつかは、われわれがしばしば無意識的に日常の表現、さ

らに演説において使用している。 

 以下、雄弁術においてひんぱんに用いられる文学的修辞を多数ここに披露するが、興味の
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ある人には、この文学的修辞をほどほどに活用することをおすすめする。使い過ぎると、信

用度を低め、うそのように聞こえるからである。 

 演説において最も多く用いられる修辞は、演説のなかで一定の間隔で言葉を反復させるや

り方である。たとえば。  

首句反復－各フレーズの最初の同一語句を反復する。たとえば、「自由を貧しき者に、自

由を富める者に、自由をすべての者に」。演説を通して一つの成句（スローガン）を反復す

る。たとえば、「神と愛国心をもってわれわれは共産主義に勝つ。なぜなら……」。 

 これの逆は、各フレーズの終わりに同一語句を反復することである。たとえば、「すべて

の者のうえに君臨するサンディニスタ。すべての者を支配するサンディニスタ。すべての者

を命令するサンディニスタ。そして、すべての者を絶対主義の圧政者のように滅ぼすサンデ

ィニスタ」。 

 この双方を用いた、各文章の始めと終わりにおける反復は効果的である。たとえば「だれ

が、ロシア・キューバの干渉をもたらしたのか。サンディニスタだ。だれが、近隣諸国に武

器を運びこんでいるのか。サンディニスタだ。そしていま、だれが、不干渉の旗をかかげて

いるのか。サンディニスタだ」。 

 前辞反復―フレーズを、前文や行の終わりの語と同じ語で始める。たとえば、「われわれ

は民主主義、民主主義と社会の正義のためにたたかう」。連結－さまざまな重複により形成

される組みあわせ。「共産主義は、子供から青年へ、青年から大人へ、大人から老人へと、う

そを伝えていく」。 

 同一語に違う意味をもたせて機知に富んだ効果をあげる地口。たとえば、「人間の最大の

富はその人自身の自由である。なぜなら奴隷はいつまでも貧しいからである。しかし、貧し

いわれわれは、自分の自由という富をもつことができる」。 

 同一時制の動詞と人称または同じ数と格の名詞の利用による類音語尾（同じ韻律）の使用。

たとえば、「たたかう者は進み追いつく。うまず継続する者は進み、止まる者は残されるか

らである」。 

 同義語の反復。たとえば、「例外なく、一人のこさず、すべての者のためのニカラグアをわ

れわれは要求するに」。 

 雄弁術において最も多く利用される修辞にはつぎのものがある。 

 比較または直喩。二つ、またはそれ以上の人物や事物のなかで類似した関係を規定する。

たとえば、「キリストを愛するがゆえに、司教や牧師を愛する」。「鳥のように自由だ」。 

 対照法、つまり反意語、反対の観念、対句の対置。たとえば、「彼らは自由を約束し、奴隷

制をもたらした。富を分配するといって、貧困をもたらした。平和をもたらすといって、戦

争をまねいた」。 

 論理的修辞にはつぎのものがある。 

 譲歩。不都合なことをさらに強調するために相手になにかを譲歩するというたくみな方法

である。しかし、だが、ではあるが、それにもかかわらず、といっても、などの背反の接統

詞を使用する。たとえば、「ここの市長は正直だ。しかし、国庫の管理をするのは彼ではな

い」。これは、聴衆の意見がわれわれとかならずしも一致していない場合の反ばくに効果的

な方法である。 
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 同意。これは、表面上は同意するが、実際には拒否するときの方法である。たとえば、「抗

議をするな、だがサポタージュせよ」 「小声で話せ、しかし皆にいえ（うわさ）」。 

 予弁法。反対を予期して反ばくしておく方法。たとえば、「ある人はそれをたんなる約束

だと考えるだろう。そしてそのようにいうだろう。すでに同じことをいった人もいる。しか

し、そうではないのだ。われわれは違う。われわれはキリスト教徒であり、神をわれわれの

言葉の証人と考えている」。 

 逆言法。秘密を装いながら、あることをはっきり、ぶしつけにいうトリックである。たと

えば、「私に軍事機密を守る義務がないならば、私は、あなたがたがわれわれの勝利にいっ

そう確信をもつよう、われわれが大量の武器を保有しているというであろう」。 

 コミュニケーション。質問形式をとり自答すること。たとえば、「司象を尊敬しなければ、

一般市民はわれわれを尊敬するだろうか。けっして尊敬はしない」。 

 ためらい。なにかを話すための当惑あるいは不能を示す修辞である。たとえば、「私はた

んなる農民で、いえることは少ない。複雑な政治のことについてはほとんど知らないし、説

明できないから、心で、われわれみんなの農民の心で話すだけだ」。 

 曲言法。少ない言葉で多くの意味を表す形式である。たとえば、「九人の司令官はそんな

に盗みを働いたわけではない、国を盗っただけだ」。 

 ＊ サンディニスタ民族解放戦線全国指導部を構成する九人の「革命司令官」をさして

いる―編集注。 

 皮肉法。いっていることと正反対のことを確実に相手に理解させることである。たとえば、

「脅威を与え、人殺しをしている神の群衆、彼らこそまさにキリスト教徒である」。 

 敷衍。いろいろな角度からある考えを示すものである。たとえば、「政治的意思表示は民

主主義における国民の権限である。経済的意思表示は経済における国民の権限である」。…

… 

 もっともよく使われる修辞にはつぎのようなものがある。 

 よいものを手に入れるための懇願。たとえば、「くびきから解放し、自由を与えたまえ」。 

 不正なもの、取り返しのつかないことにたいする感情を表す、のろい、あるいはおどしの

言葉。たとえば、「みんなのための祖国を、でなければ、だれのための祖国でもない」。 

 同様な、他人を不快にさせるおどし。たとえば、「悪業の報いを受けよ」。 

 宇宙人や無生物にたいして、あたかも生物であるかのごとく呼びかけをおこなう頓呼法。

たとえば、「ニカラグアの山やまよ、自由の種子を育てよ」。 

 表現したことをさらに強調するための自問形式。返答のあるコミュニケーシと区別される。

論理的であり感情的ではない。たとえば、「彼らが私の家族、友人、仲間の農民を殺したとす

れば、私に武器をとる以外の道があろうか」。 

 黙脱法は、考えを故意に全部いわないで、聴衆に頭のなかでまとめさせる方法である。た

とえば、「彼らは政治的複数主義を約束した。そして全体主義をもたらした。彼らは社会正

義を約束した。そして貧困を増大させた。彼らは報道の自由を提案した。そして検閲を実施

している。いま彼らは世界にむけて自由な選挙を約束している……」。 

              （おわり） 


