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「キューバ危機」の発生、展開、回避の過程 

―三十年後の今日からふり返る― 

                                  岡 知和 

  今年はカリブ海危機三十周年に当たる。カリブ海危機は、人類史上最大の核戦争の危

機であったと言われる。ソ連が崩壊し、米ソ超大国の冷戦構造が変化し、核弾頭の大幅な

削減が提案され、核問題の性質が大きく変化したとも言われる。しかし、現実には、核兵

器に固執する勢力は根強く存在し、世界には数年間、依然として数万発の核兵器が存在す

ることになっている。さらに、旧ソ連の諸共和国の核拡散、これまでの核保有国以外の

国々の核保有志向などの問題もあいまって、核問題は依然として、世界人類にとって大き

な問題となっている。人類史上最大の核戦争の危機といわれるカリブ海危機が、どのよう

に発生し、どのように危機が回避されたか、そしてどのような教訓をわれわれに残したか、

危機の三十周年にあたって振り返ってみるのも、意味あることと思われる。近年米国・ソ

連・キューバの間に当事者の参加による三者会議が開催されるとともに、関連資料も公表

され始め、危機の内容は、かなり解明されている。最新の研究成果にも触れながら、以下

危機の発生、発展、回避の過程、その教訓について、現段階でのまとめ述べてみたい。 

 

 一、カリブ海危機、ミサイル危機、十月危機 

 １９６２年１０月、アメリカ・ソ連・キューバをめぐり、世界を核戦争の瀬戸際まで陥

れたこの危機は、アメリカ・ソ連・キューバにおいて、それぞれ呼び方が異なり、また危

機の期間をいつからいつまでと定めるかも異なっている。それぞれの呼び方が、それぞれ

の立場を如実に示している。 

 ソ連では、カリブ海危機と呼ばれ、危機は一九六一年四月のアメリカの支援による亡命

キューバ人によるキューバ中央南部のプラヤ・ヒロンへの侵攻から始まったと一般に見て

いる。ここには、ソ連が、キューバをカリブ海における戦略的重要な地点とみていること

が、背景にあるようである。アメリカでは、キューバ・ミサイル危機と呼ばれ、一般に十

月十六日のミサイル発見の発表からフルシチョフによるミサイル撤去の発表までの十三日

間を危機と呼んでいる。この見解には、アメリカの「裏庭」キューバに、アメリカに脅威



を与えるミサイルが配備されたことに危機感をもったことを反映している。キューバでは、

十月危機と呼ばれ、キューバ革命勝利後、アメリカのキューバ敵視政策が始まった時から

始まり、六二年十月に全国民がアメリカの侵攻と核戦争の危機にさらされたという見方が

示されている。そして、キューバは、危機は回避されたものの、解決されたとは見ていず、

危機の本質は現在まで続いていると見ている。 

 

 二、危機の根源 

 キューバ・ミサイル危機の緊張が急遽高まり、危機が顕著となったのは、一九六二年十

月十四日米軍のアンダーソン少佐が操縦するＵ－２機が、キューバ西部のサンクリストバ

ル地区で建設中の中距離ミサイル基地を撮影し、十六日それが発表されてからであるが、

それは、あくまで危機の表面的な現れにすぎない。危機の真因・遠因は、ソ連のキューバ

へのミサイル配備、それを決定する理由となったアメリカのキューバ侵攻の危険性とキュ

ーバの軍備増強の必要性に遡って考えられなければならない。 

 一九五三年七月二六日に端を発したフィデル・カストロを中心とする「七・二六運動」

などによる反バチスタ独裁運動が、一九五九年一月一日最終的に勝利を収めた直後より、

アメリカ政府は、カストロ政権を共産主義政権とみなし、同政権の転覆政策をとりはじめ

た。同政権が、第一次農業改革などの民族・民主的な改革を進めるに従い、アメリカ政府

は、キューバ敵視政策を強化し、すでに、五九年一二月には、アレン・ダレスＣＩＡ長官

が、アイゼンハワー大統領にフィデル・カストロの暗殺を進言した。翌年二月ソ連のミコ

ヤン副首相がキューバを訪問し、両国が貿易協定を締結するや、三月、アイゼンハワー政

権下のＣＩＡ（米中央情報局）とホワイトハウスの特別グループが、「プルト作戦」と呼

ばれるカストロ政権打倒の秘密作戦を作成し、同大統領はこれを承認した。五月キューバ

がソ連との外交関係を樹立すると、六月には米系石油会社は、ソ連製原油の精製を拒否し

た。キューバ革命政府がこれに対抗し、七月石油会社エッソ、シェルを接収するとアメリ

カ政府はキューバ糖の輸入割当を停止した。 

 同年八月及び十月に米系資本の石油精製会社、製糖会社、電話会社を革命政府が国有化

すると、十月アメリカ政府はキューバへの全商品の輸出を禁止し、さらに一九六一年一月

にはアイゼンハワー政権は、キューバとの外交関係を断絶し、両国の関係は緊張を高めた。

同年四月一五日ＣＩＡに指揮された傭兵によってキューバ各地が爆撃されると、翌一六日



カストロ首相は、その犠牲者の追悼集会で、キューバ革命が社会主義革命であることを宣

言した。一七日アメリカのＣＩＡに支援されたキューバ傭兵軍が、キューバ中南部のプラ

ヤ・ヒロンに侵攻するも、これは三日間で撃退され、失敗に終わった。しかし、その後ケ

ネディ政権のもとで、「パティ作戦」「リボリオ作戦」などキューバ政権の指導者の暗殺

計画が進められた。 

 同年十一月になると、ケネディ政権は、ロバート・ケネディ司法長官も参加した「特別

拡大グループ」に命じて、カストロ政権打倒のために亡命キューバ人を最大限利用するが、

最終段階ではアメリカの直接軍事介入も必要だとした「マングース作戦」を策定した。そ

して六十二年初頭にはＣＩＡは、このマングース作戦の実行部隊、「Ｗ－作戦軍」を編成

し、特別拡大グループの指揮のもとで、マイアミのＣＩＡセンターではＪＭ－ＷＡＶＥの

名前で四百名の要員が活動を開始した。さらに、二月にはケネディ大統領は、キューバに

対する経済封鎖を発表した。ケネディ政権の下で、キューバへの空爆攻撃案三一二号、侵

攻案三一四号、戦術核攻撃による直接攻撃案三一六号の三つの事変対処計画（コンティン

ジェンシー・プラン）があった。アメリカ側はこうした計画はあったが、それらはあくま

で事変対処計画であり、空爆・侵攻の意図はなかったと弁明している。しかし、キューバ

側は、アメリカの側には計画も意図もあったと述べており、マングース作戦はそれを証明

するものであると主張している。いずれにせよ、アメリカのキューバ敵視政策は、一段を

強化され、キューバ政府は、キューバの防衛能力を強化する必要を痛感するようになった。

以上のようなアメリカによるキューバの民族自決権の侵害、キューバ敵視政策に起因した

両国間の緊張関係こそ、ミサイル危機を生み出す第一の根源的な原因であった。 

 

 三、危機の発生 

 キューバ側の提案に基づき、ミコヤンによれば、四月末にフルシチョフ議長は、キュー

バへの核ミサイルの導入を考え、ソ連共産党政治局のミコヤン、コズロフの三名で計画を

秘密裏に進めた。しかし、同党の幹部会員・書記局員全員がミサイル導入に賛成であった

のではなく、ミコヤン副首相、グロムイコ外相は反対であった。ミサイルの導入の真の目

的は現在でも明らかにされていないが、ソ連側がキューバにミサイルのキューバ導入を提

案した際に、ソ連側は、キューバの防衛能力の強化のためであると説明した。しかし、フ

ルシチョフ議長は、それまでにキューバと戦略ミサイルの関係を何度か言及しており、フ



ルシチョフ議長の脳裏には、アメリカがもっていた圧倒的な「ミサイル・ギャップ」をカ

バーすることもあったものと思われる。当時、アメリカの核弾頭五千発にたいし、ソ連は

三百発を所有しているに過ぎず、核兵器バランスは十七対一であった。また、ＩＣＢＭの

保有数では、アメリカの三百七十七基に対し、ソ連は数十基であった。中距離・準中距離

ミサイル六十基をキューバに配備すれば、全米の主要都市がほぼ射程距離内に入り、それ

らはＩＣＢＭの性能以上のものとなり、かなりの程度ソ連の劣勢が挽回できることは明白

であった。 

 グロムイコ外相も、後年キューバの防衛力の強化がすべてであったと述べているが、キ

ューバの防衛能力の強化が目的であれば、通常兵器による強化で十分であった。現在でも

当時のソ連政府の指導部がどのような目的のためにミサイルを導入したかは、ソ連側の意

見でも分かれている。これは、導入の真の目的が政府部内ではっきりと議論されなかった

ことからきている。 

 いずれにせよ、この行為は、フルシチョフ自身が述べたように、「熱核戦争の危険をい

っそう現実的に感じさせる」ことを直接の目的としてキューバに核ミサイルをもちこんだ

冒険主義の誤りであるとともに、ソ連が、この核均衡の不利をキューバへの中距離ミサイ

ルの導入によって挽回しようとしたところに、ミサイル危機の第二の原因があった。 

 六二年五月末ソ連のビリュゾフ元帥、ラシドフ準政治局員、アレクセイエフ新大使がキ

ューバに派遣された。キューバ側は、ソ連の予想に反して、ミサイルの導入を受け入れた。

カストロ首相（当時）は、後年、「もし真の米ソの戦略的力関係が分かっていたならば、

慎重に考えていたであろうが、フルシチョフは、非常に巧妙にミサイル導入を提案したの

で、拒否するのが難しかった」とハバナ会議で述べている。キューバ側は、第一義的には、

ミサイル導入が、社会主義陣営の防衛能力を強化し、帝国主義陣営との力関係の改善に役

立つことと、第二義的にはキューバの防衛能力を強化することに役立つものだと、導入の

意義を理解した。 

 ７月にはキューバ代表団が訪ソし、両国の軍事協定が合意された。キューバ側は、この

協定をキューバの主権の当然の行使であるとして、協定を即時公表するよう主張したが、

ソ連側は、米ソの力関係を十分知っており、アメリカの攻撃を恐れて、同年末のフルシチ

ョフのキューバ訪問時までそれを待つようよう主張し、この軍事協定は発表されなかった。

しかし、この協定を発表しなかったことは、後ほどソ連が秘密裏にキューバに「攻撃用」



兵器を導入しているというアメリカの批判を国際世論が支持する原因となった。 

 ７月末より「アナディール計画」の名のもとに、四万八千人のソ連軍が厳格な秘密のも

とでキューバに派遣されはじめた。これらは、ソ連統合軍に編成され、ソ連政府とソ連国

防相に指揮下に置かれた。 

 最近明らかにされたところでは、キューバに派遣されたソ連軍の兵力は、当時アメリカ

が推測していたよりもはるかに大規模なものであった。当時ＣＩＡは、キューバ駐留ソ連

軍は、一万人と推測していた。しかし、危機のピーク時には、すでに四万三千人の兵力が

キューバに到着していた。ソ連統合軍は、射程距離二千キロメートルの準中距離ミサイル

（Ｒ－12＝ＳＳ－４）三十六基－核弾頭三十六個（発射台二十四台）を装備する３個連隊、

射程距離四千五百キロメートルの中距離ミサイル（Ｒ－14, ＳＳ＝５）二十四基－核弾

頭二十四個（発射台十六台）を装備する２個連隊からなるミサイル一個師団、自動車化歩

兵四個連隊、その内三個連隊は射程距離六十キロメートルの短距離ミサイル（ＬＵＮＡ＝

ＦＲＯＧ））九基－戦術核弾頭九個（発射台６基）、水中ミサイルＲ－13を装備する潜水

艦七ＩＬ－28など保有）、対空砲火師団（ＳＡ－75＝ＳＡＭ－２装備）２個師団などから

なっていた。 

 危機当時、ＣＩＡは、キューバに中距離・準中距離ミサイルの発射台、ミサイル本体及

びミサイル関連設備を発見していたが、核弾頭については、キューバに到着してはいない

と判断していた。また、戦術ミサイル・ルナの存在をアメリカ側は察知していたが、それ

は通常弾頭を装備していると判断しており、よもや核弾頭を装備しているとは、本年のハ

バナ会議まで明らかにされていなかった。しかし、ＣＩＡの情報とはちがって、実際はこ

の内、少なくともＲ－12用核弾頭三十六個と、ＬＵＮＡ用戦術核九個の合計四十五個の核

弾頭が十月二十六日までにキューバに到着していた。Ｒ－12，Ｒ－14，ＳＡＭ－２の使用

はモスクワの指令により使用が許可されることになっていた。しかし、戦術核ミサイル・

ルナの使用はキューバの現地の各連隊司令官の判断に任されていた。アメリカのキューバ

への上陸作戦が実施された場合、核ミサイル・ルナによる反撃が行われるのは必至であっ

た。 

 八月三十一日、キーティング米上院議員は、キューバへのミサイル配備の証拠があると

上院で報告したが、九月四日、ドブルイニン駐米ソ連大使は、「地対地ミサイル、あるい

はいかなる攻撃的ミサイルをキューバに配備する予定もない」というフルシチョフ議長の



メッセージをケネディ司法長官に伝えた。同日ケネディ大統領は、「ソ連がキューバに攻

撃的兵器を配備するのを許さない」と発表した。その後トブルイニン大使は、九月八日、

ソ連はキューバに「防衛的兵器」をキューバに配備しつつあると、スチーブンソン米国連

大使に言明した。ソ連は、それ以降再三にわたって「攻撃的兵器」をキューバに配備する

つもりはないと述べたが、攻撃的であれ、防御的であれ、いかなる兵器であろうとも、キ

ューバがそれらを配備・装備するのは、いわばキューバの主権に属する問題であり、アメ

リカが許可する、しないという問題ではなかった。その意味で、ソ連は、攻撃的か防御的

かというアメリカの巧妙な論法の罠にはまり、結果的には、「攻撃的」ミサイルをキュー

バに配備したことが判明して、国際的に嘘をついていたと非難する口実をアメリカに与え

たのであった。このことは、軍事協定の未公表とともに、ソ連・キューバ両国の当然の主

権の行使であるキューバ防衛力の強化という危機の核心をそらすものであった。そしてそ

の結果、危機を発生させるもう一つの要因となった。 

 九月十三日ケネディ大統領は、「キューバが攻撃的軍事基地となるようなことがあれば、

アメリカは、アメリカの安全を擁護するためにいかなる手段も取る」と言明。さらに十月

四日アメリカ議会はキューバの侵略から西半球を防衛するため、軍事力を使用することを

承認した。 

 

 四、危機の顕在化 

 十月初めまでにアメリカは、キューバへのソ連のミサイル導入について、亡命キューバ

人やＣＩＡのエージェントから五千件にのぼる情報を入手しており、キューバへの査察飛

行（スパイ飛行）を強化することを決定した。十月十四日バンディ安全保障担当大統領補

佐官が、「キューバにソ連の攻撃的兵器の存在を証明する証拠はない」とＡＢＣ放送で発

表した。しかし、まさにその日に、アンダーソン少佐が操縦するＵ－２機が、キューバ西

部で建設中の中距離ミサイルを発見していた。二日後の十月十六日このことはケネディ大

統領に報告され、後ほど国家安全保障会議執行委員会（ＥｘＣｏｍｍ）と呼ばれる閣僚・

補佐官会議が開催され、外交的・軍事的対応策が検討された。ここでは、空爆案、上陸侵

攻案、海上封鎖案などが検討された。ロバート・ケネディ司法長官は、一九八九年の米西

戦争の際にアメリカの参戦の口実としたアメリカが行った謀略事件、「メイン号爆破事

件」の再現も主張した。しかし、この会議では当面キューバの低空査察飛行を強化し、ミ



サイルの存在は発表しないことが決定された。 

 一七日新たに二八基の発射台がＵ－２機によって発見された後、一八日グロムイコ外相

が、ケネディ大統領と会談した。グロムイコ外相は、「ソ連は、キューバの防衛能力を向

上させることを追求しているだけであり、ソ連政府は、決して攻撃的兵器を配備すること

なないであろう」と言明した。後に西側で報道されたのと相反して、ケネディ大統領は、

会談の中で一度も具体的にキューバでのミサイルを問題にしなかった。アメリカ政府内で

は、海上封鎖案有力となったが、国防省は、十月二三日にキューバを空爆する準備を整え

た。 

 二十日アメリカ政府は、キューバに向かうソ連船の海上検問を行うことを決定したが、

空爆案及び上陸侵攻案も検討され、二十一日空爆によってキューバの九十％のミサイルを

破壊できるだけであり、すべてのミサイルを破壊できないというスウィーニー戦術空軍司

令官の報告により海上検問案が再確認された。 

 

 五、危機の激化 

 二十二日ケネディ大統領は、テレビ演説で、キューバにおける攻撃的ミサイルの存在を

発表し、「われわれ自身の安全及びすべての西半球の安全を擁護するために、①すべての

キューバへの攻撃的兵器の輸送を厳格に封鎖する、②キューバの空中査察を強化する、③

キューバから西半球のいかなる国に発射されたミサイルもソ連によるアメリカの攻撃とみ

なす、④グアンタナモ基地を強化する、⑤米州機構の招集し、米州相互援助条約（ＴＩＡ

Ｒ）の発動を要請する」と発表した。 

 同時に、第二次大戦以来、初めて米三軍に警戒体制の強化であるＤＥＦＣＯＭ－３が発

令された。キューバのグアンタナモ米海軍基地に米海兵隊三大隊七千名が増強された。米

軍の一六二基の大陸間弾道弾（ＩＣＢＭ）がソ連領の目標に照準を合わせ、六百基の中距

離弾道弾（ＩＲＢＭ）と二五〇基の準中距離弾道弾（ＭＲＢＭ）が、その他の目標に向け

られた。約八〇〇機の核爆撃機Ｂ－47が四十の民間飛行場に分散され、五五〇機の核爆撃

機Ｂ－52が空中で待機することになった。海軍は核空母エンタープライズ号など航空母艦

八隻を含む二三八隻をカリブ海に配備した。こうしたアメリカの行動は、航海の自由とキ

ューバの領空を侵害する二重の民族自決権の侵害であり、これは、危機を一層悪化させる

第三の原因となった。 



 ソ連軍も戦闘体制に入るとともに、ワルシャワ条約軍も警戒体制に入った。四万三千人

にのぼるキューバ駐留ソ連軍にも、フルシチョフ議長より、戦闘準備態勢に入るよう指令

が出された。 

 キューバでは、ケネディ演説の一時間半前に、正規軍二七万人を含む総員四〇万人に

「戦闘警報」が発令され、臨戦態勢に入った。 

 こうしてカリブ海に合計五〇万人以上の兵力が対峙し、一触即発の状態となった。米ソ

の全面核戦争の危険が世界中で憂慮される同時に、世界各地で核戦争反対の世論が高まっ

た。哲学者バートランド・ラッセル卿は、戦争への道を即時に踏み止まるようケネディ大

統領とフルシチョフ議長に電報を発信した。 

 この日から、米ソ両国首脳間で、危機の回避を巡って頻繁に公開・秘密書簡が交換され

るが、これは、危機のもうひとつの当時国であるキューバを含めないで行われた。こうし

た米ソの大国主義的態度は、危機に米ソ二大国の対決という誤った構図を刻し、危機の展

開をより複雑とし、危機の解決自体を不完全なものとするものであった。 

 翌二三日、タス通信は、アメリカの行為を、海賊行為、国際法違反、核戦争に導く挑発

行為として非難した。カストロ首相は、アメリカの海上検問を非難するとともに、キュー

バ国内における兵器の査察を拒否すると発表した。アメリカは、戦略空軍司令部の警戒水

準をＤＥＦＣＯＮ－２に引上げ、一四三六機の爆撃機及び一三四基のＩＣＢＭが常時警戒

体制をとり、臨戦体制にはいった。 

 この日残りの核弾頭がキューバに到着し、Ｒ－12ミサイル用及びルナ用の合計四十五発

の核弾頭が各所属ミサイル連隊に配備された。しかし、まだミサイルは発射準備はできて

いなかった。とはいえ、この時アメリカ側はこの事実を察知しておらず、アメリカは、単

にソ連本土の核ミサイルを考慮しながら、ソ連とのミサイル撤去交渉が行っていたのであ

る。 

 二四日、アメリカは、午前一〇時より駆逐艦一六隻、巡洋艦三隻、対潜哨戒機用空母一

隻、補給艦六隻、その他の艦艇一五〇隻によって、海上検問を実施した。その直後、ソ連

船、ガガーリン号、コミーレス号が、封鎖ラインに接近、空母エセックス号が検問のため、

接近すると、ソ連船は停止した。一方、ケネディ大統領は、米海軍に検問せず、ソ連船の

後を航行するよう指示を出した。米ソ双方とも、一気に全面的対決となることを避けたの

であった。米ソ全面戦争の危険を回避するため、ウ・タント国連事務総長代理は、「武器



の輸送停止と、二―三週間の海上検問停止」を呼びかけた書簡を、両国政府に送った。 

また、同事務総長代理は、交渉期間中は、軍事施設の建設を中止するようキューバにも呼

びかけた。アメリカ国務省は、「アメリカの海上検問の行為は、侵略的で人類を世界核戦

争の淵に追い詰めるもの」だと非難したフルシチョフ議長の書簡を受け取った。 

 二五日ケネディ大統領は、引き続き強硬的な態度を崩さず、フルシチョフ議長宛の書簡

で「キューバへのソ連の攻撃的兵器の導入を非難するとともに、危機の原因がソ連にあ

る」と述べた。またウ・タント国連事務総長の二四日付の書簡も拒否した。一方ソ連及び

キューバはそれぞれ受諾した。こうした緊張の激化を避けるために、第三者の勢力や国際

機関の和解調停の動きも強められ始めた。ウ・タント国連事務総長は、再度米ソに交渉を

呼びかけた。ソ連は、それを受入れ、海上検問区域にソ連船が入らないよう司令が出され、

ソ連船十二隻以上が引き返した。 

 クライスキー・オーストリア外相は、ソ連のミサイル基地撤去とトルコのジュピター基

地の撤去の交換条件を提案し、評論家のウォルター・リップマンは、「ワシントン・ポス

ト」紙にて、キューバのソ連基地を撤去する代わりに、トルコのＮＡＴＯミサイルを撤去

することを提案した。執行委員会においてもキューバとトルコのミサイルの撤去を交換条

件とすることが検討された。 

 二六日になると、アメリカ政府の執行委員会において、キューバへの空爆と侵攻の秘密

計画の作成が開始された。午前中の会合で、大統領は、キューバの侵攻と占領後に設置さ

れる分民政府の計画を用意するよう国務省に指示し、国務省はその準備を行った。 

 一方、ソ連政府は、ケネディ大統領の二五日付けの書簡において、アメリカの態度が

「原状復帰」以外は受け入れられないと理解されたこと、また戦略空軍司令部の警戒水準

がＤｅｆＣｏｎ三からＤｅｆＣｏｎ２に引き上げられたことから、一定の条件の下でキュ

ーバからミサイルを撤去することが適切であると判断した。その条件とは、①キューバ不

侵攻の約束と、②トルコ及びイタリア配備の時代遅れの旧式ミサイル・ジュピターの撤去

であった。しかし、アメリカのキューバ侵攻がワシントン時間の二五日早朝か二六日夜に

実行されるという情報がモスクワに到着しており、フルシチョフ議長は、この情報を考慮

して、一旦トルコ及びイタリアのミサイル問題に触れずに、キューバ不侵攻の約束のみを

条件として書簡を作成した。 

 モスクワ時間午後４時４３分（ワシントン時間午前８時４３分）アメリカ大使館は、こ



のメッセージを受け取り始めた。フルシチョフ議長は、「ソ連が、キューバにはこれ以上

武器を持ち込まないことを宣言し、アメリカはキューバ不侵攻を宣言する。そうすれば、

キューバにおける軍事特務員の存在は不要となる」という解決案を提案した。この日、こ

うした動きと並行して、スカリＡＢＣ国務省付き記者と駐米ソ連大使館員フォミンとの間

で、「①ソ連は、キューバから攻撃的ミサイルを撤去する。②アメリカは国連を通じそれ

を検証する。③ソ連は、二度とキューバに攻撃的ミサイルを配備しないことを約束する。

④アメリカは、キューバに侵攻しないことを約束する。これらをアメリカが国連で提案す

れば、ソ連は受け入れる。」という線で、交渉が行われた。このフォミンのラインは、正

式の外交ラインではなかったが、フォミンは、ＫＧＢのラインで行動しており、スカリは、

それをラスク国務長官に逐一伝えていた。 

 夜遅く、ドブルイニンとロバート・ケネディ司法長官が会談した。ドブルイニンは、個

人のイニシアティブでキューバのミサイル撤去の条件としてトルコのミサイル撤去を提案

し、ケネディ大統領と相談したケネディ司法長官より、アメリカ側がそれを受諾するとの

回答をえた。トルコのジュピター・ミサイルは既に旧式なものとなっており、アメリカは

撤去する計画を持っていたのであった。これは、即刻フルシチョフ議長に連絡された。こ

れらの一連の両者の会談はアメリカ政府内部でも秘密裏に行われ、執行委員会には報告さ

れなかった。 

 一方、キューバには、キューバ政府にも、キューバ駐在ソ連軍にも、こうした危機の回

避への交渉はまったく連絡されなかった。この日の夜、カストロ首相は、頻繁となったア

メリカの航空機の侵犯に対し、翌日より低空飛行で侵入するアメリカ航空機を砲撃するよ

うキューバ軍高射砲隊に指令を発した。また同時に、カストロ首相は、高空で侵犯する航

空機に対処するため、ソ連軍対空ミサイル部隊（ＳＡ－75）にレーダーを作動させるよう

進言した。キューバ軍、駐留ソ連軍双方とも、二六日から二八日にかけてキューバのミサ

イル基地にアメリカの空爆がありうるとすることで一致し、厳戒態勢に入った。 

 カストロ首相は、深夜から二七日早朝にかけてソ連大使館を訪問し、フルシチョフ宛て

に書簡を作成し、「二四－七二時間以内にアメリカのキューバ攻撃が差し迫っていること、

もしアメリカのキューバ上陸攻撃あるならば、帝国主義者に核先制攻撃を許してはなら 

ない」と進言した。この書簡は、それぞれ電話によって、グロムイコ外相へ、さらにトロ

ヤノフキー補佐官へ、そしてモスクワ郊外のフルシチョフ議長へと伝えられた。同議長は、



この手紙の説明を受け、「カストロ首相が、アメリカに対して直ちに予防核先制攻撃を行

うよう提案している」と誤解した。この誤解生んだ裏には、フルシチョフ議長が、キュー

バには知らせずに、米ソ間で秘密裏に和解交渉を行い、危機の回避に向けて努力している

大国としての自負と、それを理解しない小国キューバの指導者が未熟であると見なす大国

主義的な考え方があったように思われる。しかしながら、カストロ首相は、「アメリカが

キューバに上陸侵攻を行えば、駐留ソ連軍との戦闘となり、そのことからアメリカの核先

制攻撃によって、核戦争になるのは必至である。従ってそのことを考慮して、アメリカの

上陸侵攻があれば、時宜を失せずにアメリカに核攻撃をおこなうべきだ」と主張したので

あった。しかし、この主張は、戦争の展開の現実的判断として、通常兵器による侵攻に対

し、核反撃を唱えるというものであった。危機はまさに核戦争の危機を示していたのであ

る。 

 二七日なると、危機の回避への動きを大きく押し止める事件が起きた。午前一〇時頃、

キューバの東部にスパイ飛行のために領空侵犯したアンダーソン少佐操縦のＵ－２機が、

ソ連軍指揮の地対空ミサイルＳＡ－２により撃墜された事件である。モスクワとワシント

ンの間のミサイル撤去交渉を連絡されなかったキューバ駐留ソ連軍は、Ｕ－二機がキュー

バ領空を侵犯すると、プリーエフ将軍の代理のグレチコ将軍が、同機を撃墜するよう指令

を発し、ボロンコフ中将の直接指令によって同機を撃墜した。危機回避のための米ソの秘

密の交渉を知らされていなかった、キューバ軍、ソ連駐留軍とも、当時独自の軍事的判断

を行ったのであった。こうした秘密裏での首脳間の交渉は、キューバの戦術核の使用を現

地連隊司令官の判断にまかせているという事実からすれば、極めて危険な交渉形態であり、

危機を複雑かつ激化するものであった。 

 折しもこの頃、午前十時過ぎ、フルシチョフ議長の新たな書簡がアメリカに到着した。

この書簡では、二六日の書簡になかった条件、アメリカ・ソ連のキューバ・トルコ不侵攻

と、キューバのミサイルとトルコのミサイルの取引が提案されていた。これは、フルシチ

ョフの態度の変化ではなく、二六日になると、二七日までにはキューバへの侵攻が行われ

ないという情報をフルシチョフは入手し、トルコのミサイルを交渉する時間的余裕がある

と判断し、二六日の書簡（二七日到着）を作成したのであった。 

 しかし、アメリカは、そのようには解釈しなかった。二七日到着のフルシチョフの書簡

は、前日の書簡で述べられていなかったキューバのミサイル撤去の条件に、アメリカのト



ルコ配備のミサイルの撤去を条件としており、同日のＵ－２機の撃墜事件と合わせて、ソ

連が態度を硬化したと理解した。統合参謀本部は、二九日にキューバを空爆し、それに続

く侵攻を開始して、この事故に報復するよう大統領に提案した。大統領は、これを受け入

れなかったが、全世界の米軍に厳戒体制をとり、第二次世界大戦以後最大の侵攻軍をフロ

リダに集結するよう指令をだした。執行委員会では、午前中、全員が翌日のキューバ空爆

に賛成していたが、午後になり大統領は、最終決定を一日延期することを決定した。 

 午後七時ドブルイニン駐米大使とロバート・ケネディ司法長官が会談し、同長官は、

「Ｕ－２機の撃墜は事態を変えてしまった。最早これ以上ソ連側の回答が遅れれば、ワシ

ントンには攻撃を開始するよう要求する頭が狂った者が大勢いるので、大統領は状況を制

御できない。明日までキューバのミサイルが撤去する約束がなされなければ、アメリカが

キューバ侵攻をせざるをえない。アメリカは、公式にトルコのミサイルを撤去することを

発表はしないが、それを撤去する計画である」と述べて、ソ連側が一刻も早くキューバの

ミサイルの撤去を発表するように要請した。これは、後ほど伝えられたようなケネディ司

法長官の最後通牒ではなく、アメリカ側としても危機の回避のために懸命の要請を行った

のであった。また、ケネディ大統領は、新たにトルコのミサイルの撤去を要求したフルシ

チョフ議長の二七日のメッセージは無視して、フルシチョフ議長宛の書簡で「①ソ連はキ

ューバから問題の兵器体系を撤去し、国連の検証を受け、将来同様の兵器をキューバに配

備しないことを保障する。②アメリカは、(a)現在の海上封鎖を解除する、(b)キューバに

侵攻しないことを保障する、以上を可能とするよう国連をつうじて調整する。」と提案し

た。 

 

 六、危機の回避 

翌二十八日、モスクワ時間の早朝、ソ連共産党中央委員会幹部会が、モスクワ郊外の別荘

で開催された。すでに、「二四－七二時間以内にアメリカの侵攻がある」というカストロ

首相の書簡が到着しており、この情報は大きな不安をソ連側に与えていた。また、キュー

バ不侵攻の約束と引換えにキューバからのミサイルの撤去を提案したケネディ大統領のメ

ッセージも到着していた。さらに会議中に、グロムイコ外相からトロヤノフスキー補佐官

に電話があり、前日のケネディ司法長官との会談を伝えるドブルイニンの電報が報告され

た。会議には深刻な雰囲気が漂った。その上、会議中に国防会議書記、イワノフ将軍に電



話がかかり、同将軍は、会議にもどって、「ケネディ大統領がモスクワ時間の午後５時に

テレビに出演するとの連絡があった」と報告した。全員、キューバ侵攻を通達する演説で

あると理解した。こうして、もはやこれ以上回答を遅らせる猶予がないと幹部会は判断し

た。そして急遽ケネディ宛のメッセージが作成され、イリチョフ中央委員会書記に渡され、

ケネディの演説の五時前にラジオで緊急に放送することが決定された。 

 ワシントン時間の同日午前九時この書簡をモスクワ放送が放送し始めた。 

「紛争を除去し、平和を実現するため、攻撃用武器の撤去を決定した。アメリカもしくは

その他の西半球からのいかなるキューバ攻撃、侵攻もないという貴下の十月二七日付けの

書簡を信頼する。これにより、われわれのキューバへの援助の理由も消滅する。査察も受

け入れる。」 

という内容であった。 

 この放送を受けて、午後、ケネディ大統領は、大統領の二七日付け書簡、フルシチョフ

議長の二八日付け書簡が直ちに実行されるべきであるとして、海上検問の解除を米軍に指

令した。 

 しかし、このソ連側の譲歩は、人類を核戦争の淵から引き戻すものではあったが、キュ

ーバのミサイルの撤去は、そのミサイル導入の根拠となっているソ連・キューバ軍事協力

協定を無視した一方的な決定であるとともに、キューバ領土における国際査察の受諾もキ

ューバの国家主権を踏みにじるものであり、危機の根本的解決を阻むものであった。キュ

ーバ政府は、同日午後、ソ連・キューバ軍事協力協定を無視したこの突然のミサイルの撤

去の決定をモスクワ放送によって初めて知り、驚くと同時に、こうした危機の解決の方法

には不同意であることを表明した。カストロ首相は、アメリカのキューバ不侵攻を保障し、

危機の真に解決するための条件として、次の五項目の提案を行った。 

1. 経済封鎖と、アメリカが、キューバにたいして世界の各地で行っているあらゆる形の

通商・経済的圧力を終わらせること。 

2. アメリカ領から、あるいは他の共犯国から行われる、攪乱活動、空と海からの武器・

爆弾の投下・陸揚げ、傭兵による侵攻の組織、スパイ及び破壊活動分子の侵入を終わ

らせること。 

3. アメリカとプエルトリコの基地から行われる海賊的攻撃を終わらせること。 

4. アメリカの航空機及び戦艦による領空・領海の侵犯を終わらせること。 



5. グアンタナモ海軍基地からの撤退と、アメリカによって占領されたキューバ領土の返

還。 

 

 七、危機の終結 

 米ソが、キューバの頭越しに大筋では危機回避の条件で合意したものの、ミサイル撤去

の検証の方法、「攻撃的兵器」の範囲、ＩＬ－１８爆撃機も撤去せよというアメリカの新

たな要求をめぐって、十一月二十日まで米・ソ・キュー三国の間で激しいやりとりが続い

た。最悪の危機は過ぎ去ったものの、カリブ海には依然として米軍が配備されており、危

機は継続したのである。 

 十月三十日、ウ・タント国連事務総長代理が、キューバ訪問した。ウ・タントは、カス

トロ首相との会談の中で、キューバの民族自決権の尊重と、アメリカの経済・軍事封鎖へ

の反対を明確に表明した。しかし、このウ・タントの見解は米ソ両大国によって尊重され

なかった。またカストロ首相は、キューバ国内におけるいかなるミサイル撤去の検証も受

け入れられないと原則的な態度を強調した。 

 一方この日 フルシチョフ議長は、カストロ首相の二八日付書簡にたいして、「カスト

ロ首相が、二六日書簡でアメリカへの核先制攻撃を提案したが、世界を熱核戦争に巻き込

むわけにはいかない。それなくして、アメリカのキューバ不可侵を約束させ、勝利するこ

とができた」と回答した。 

 また、フルシチョフ議長は、ケネディ大統領宛の書簡で、海上検問の解除を要請すると

ともに、キューバのグアンタナモ基地からの米軍の撤退を提案した。しかし、ケネディ大

統領は、それに対し、グアンタナモ基地の問題にはまったく触れることなく、国際赤十字

委員会がミサイル撤去の査察を行うというフルシチョフ議長の提案に賛成するとともに、

海上検問の停止を確認した。 

 翌三一日カストロ首相は、フルシチョフ首相の三十日付書簡にたいして、「核先制攻撃

を提案したのではなく、キューバ・キューバ駐留ソ連軍への攻撃を加えた時に、潰滅的反

撃を提案したのである」と反論した。 

 十一月一日、アメリカは、ソ連のミサイル撤去作業が進むにつれて、キューバへの海上

封鎖およびスパイ飛行を再開するとともに、新たな条件を提示し、別の「攻撃的兵器」の

キューバからの撤去を要求しはじめた。一方カストロ首相は、キューバは、キューバ領土



内において国連の査察を受け入れないと発表するとともに、キューバに相談のない一方的

撤退の決定について不同意であることを公式に発表した。同日ミサイルの撤去作業が開始

された。 

 十一月二日、二八日の危機回避の合意にはなかった「攻撃用兵器」のリストがアメリカ

側から、キューバ訪問にアメリカを出発するミコヤン副首相宛に渡された。それによると、

中距離・準中距離ミサイル、その弾頭、爆撃機ＩＬ－28、短距離ミサイル、魚雷艇ＫＯＭ

ＡＲが、新たに「攻撃的兵器」とされた。しかし、戦術ミサイル・ルナは、射程距離が短

いため、この中には入れられなかった。米ソの交渉は十一月七、八日まで続いた。最終的

に四十二機のＩＬ－28の撤去は確認されたが、パトロール艇の撤去の要請は撤回された。

アメリカは、ミサイルの撤去作業が開始されたことから、危機回避合意の条件の変更を行

ったのであった。 

 キューバに到着したミコヤン副首相は、カストロ首相と第一回目の会談を四日から開始

した。ミコヤンとキューバ側の話し合いは非常にきびしいもので、ミコヤンは、婦人の葬

儀にも帰国できないほどであった。カストロ首相は、アメリカであれ、国連であれキュー

バ国内のおけるいかなる査察も、キューバの主権を侵害するものであるとして、これを拒

否した。また、ソ連側が窮余の策として出した、ソ連船に査察官を入れる問題も、それは

ソ連の問題であるが、キューバの領海内では許可しないという原則的態度を貫いた。カス

トロ首相は、もし査察の問題でアメリカに少しでも譲歩すれば、アメリカは、一層要求を

吊り上げ、キューバからのソ連部隊の撤退、はてはマイアミ亡命キューバ人政治家のキュ

ーバ政府入閣などまで要求するであろうと主張した。事実会談後の最初の二週間の間にア

メリカは、亡命者の政府入閣の要求を除き、アメリカはすべて要求して来た。 

 十一月三日クズネッツォフソ連外務次官は、スチーブンソン米国連大使及びマコーンＣ

ＩＡ長官との会談で、キューバ導入の準中距離ミサイルの数は四二基であることを表明し、

ミサイルの撤去数についてはアメリカの船舶がソ連船の傍で確認できるようにすると述べ

た。しかし、米統合参謀本部はこの数字を信用せず、四八基と推測し、この提案を拒否し

て、その数が確認されなければならないと主張した。 

 十一月六日、アメリカの要求はさらにエスカレートして、ケネディ大統領は、フルシチ

ョフ議長宛の書簡で、キューバへの不侵攻の条件としてキューバへの潜水艦基地の建設禁

止を追加条件としたほか、ミサイルや爆撃機の継続的査察が、アメリカの約束の明白な条



件と強調した。しかし、もともと危機回避の交渉の経過ではこうした条件は出されていな

かった。ミサイルの撤去とソ連船による搬出についての検証は、最終的にアメリカのケネ

ディ大統領の軍縮問題顧問であるジョン・マックロイによって提案された、「前者につい

ては空から航空機によって、後者については接近したアメリカ船によって」行う方法が、

ウ・タント事務総長代行及びアメリカ側代表者のマックロイ、スチーブンソンと、ミコヤ

ンの間で合意されており、この方法で行われることとなった。 

 撤去されたミサイルを積載したソ連船は、十一月五日よりキューバ港から、出航しはじ

めた。八日米国務省は、「キューバからの核兵器は撤去されつつある。ソ連船の協力によ

って撤去の検証も行われている」と発表した。しかし一方では、アメリカは、執拗に爆撃

機ＩＬ－28の撤去をソ連に要求し、この爆撃機の存在を口実として、その基地の一時的な

空襲を計画し、キューバへの海上封鎖を維持した。このため、引き続き陸軍１０万人、海

兵隊４万人、空挺部隊１万４５００人、戦闘機５５０機、艦船１８０隻が動員された。 

 アメリカは、ソ連が十二日にミサイルの撤去作業が完了した旨アメリカに報告してきた

のを待って、十五日ケネディ大統領のフルシチョフ議長宛の秘密書簡で、「合計四二基の

ミサイルのキューバからの撤去は確認するが、国連による査察が行われなかったので、ほ

かにミサイルが洞窟などに隠されているという多くの報告に対しては満足すべき反論がで

きない、国際的査察が実施されなければ、キューバ不侵攻は約束できない」と主張した。

しかし、実際は本年公開された秘密文書によると、アメリカの国防相は、十一月十一日、

ソ連船９隻の海上査察を終了し、キューバから４２基のミサイルが撤去されたことを確認

していたの。アメリカは、この事実を隠してキューバのスパイ飛行に固執したのであった。

さらにまた、アメリカは、海上封鎖の条件をエスカレートし、ＩＬ－28の撤去、国際的査

察、攻撃的兵器の再導入の防止策が実施されなければ、海上封鎖とスパイ飛行を解除しな

いと主張した。その上、もしキューバが査察飛行機に対して攻撃するようなことがあれば、

必要な反撃手段を取ると述べた。これは、キューバの領空主権をまったく無視した主張で

あった。 

  キューバは、キューバへの低空スパイ飛行は依然として継続されていることに対し、

アメリカのスパイ飛行を阻止すると国連に通告した。すると翌十六日日アメリカ政府は、

はじめてこの低空スパイ飛行の中止を決定した。 

 しかし、依然としてＩＬ－28のキューバからの撤去は合意されておらず、十一月十九日



米執行委員会は、ＩＬ－28の撤去をめぐり、空爆を検討した。ケネディ大統領は、緊急に

再度危機が勃発するかもしれない、また再度海上封鎖を行うのが適切であり、さらにキュ

ーバの大量爆撃が必要である旨の書簡をイギリス、フランス、西ドイツなどの同盟国の首

脳宛に準備した。またその旨ＮＡＴＯの首脳に示唆した。しかし、同日、カストロ首相は、

キューバはＩＬ－28の撤去に不同意ではあるが、それを妨害しないとの書簡を国連に送付

し、このＩＬ－28の撤去問題も、最終的に解決することとなった。これを受けて翌十一月

二十日フルシチョフ議長は、キューバのイリューシン２８型爆撃機の一か月以内の撤去を

発表した。同日午後６時ケネディ大統領は、キューバにおける低空スパイ飛行は停止し、

四二基のミサイルの撤去及びＩＬ－28の撤去約束を公式に確認して、海上封鎖の終了を発

表した。 

 翌二十一日ソ連は、全軍への警戒指令を解除し、また二十二日キューバ軍も動員を、解

除した。 

 こうして中距離・準中距離ミサイルのキューバ配備をめぐって、表面化し、激化したキ

ューバ危機は、十月二十八日のソ連によるキューバからのミサイルの撤去の決定によって、

人類を全面核戦争の淵から救って、最悪の危機は回避された。アメリカのキューバ上陸侵

攻、それに続くこの侵攻軍に対するキューバ駐留ソ連軍の戦術核ミサイルの使用、それに

対抗するアメリカ軍及びＮＡＴＯ軍による戦略核ミサイルのキューバ・ソ連・東欧への使

用、キューバ駐留ソ連軍及びソ連国内からのまたワルシャワ条約軍からの戦略核の使用に

よって、世界が全面的核戦争に巻き込まれる恐れがあったことは否定できない。そのよう

な危機を決定的なものとした核兵器の存在は、その後比較にならないほど増加し、現在で

は数万発を数えるほどとなっている。そして核兵器の廃絶こそ、核戦争を防ぐ最大の方法

であり、人類を核戦争から回避する道であることを示している。 

 

(注：出展は、紙幅の関係で割愛せざるをえなかった。ご了承願いたい。) 



資料 

  キューバ側発表による核ミサイル・爆撃機の種類と核弾頭数 

  ミサイルの種類    ミサイルのモデル   射程距離km  威力  核弾頭数 

準中距離弾道ミサイル       R-12      2,000 km     1  mgt    36 

中距離弾道ミサイル*       R-14      4,600    1.65 mgt   24 

地対地戦術ミサイル         LUNA       60    3    klt   12 

潜水艦搭載ミサイル         R-13       540    1.5 mgt   21 

軽爆撃機             IL-28    半径 540 km   12   klt    6 

地対海戦術ミサイル        SOPKA       80 km     ?     34以下 

  地対地翼付戦術ミサイル  FKR        150 km  12 & 5.6 klt  80 

  核魚雷          ---        ---     8-10 klt   28 

   合計                        108   mgt   207-241 

注: *核弾頭は到着するもミサイルは到着せず、使用不可。 

・危機当時キューバにあった使用可能の核弾頭の威力は約６８．５メガトンであり、広島

型原爆（１３キロトン）の約５３００発分の相当する膨大な数であった。 

 

キューバ到着の核弾頭数 

キューバ到着 船内 荷揚済 出典 

戦略核 戦術核 戦略核 戦術核 戦略核 戦術核 

ハバナ会議 ３６ １２     

キューバ発表 ６０ 147-181     

マクナマラ回顧録 ７２ ９０     

４０周年会議 １６２ ６４ ９８ 

 

 


