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要旨 

  ハイパーゲームは、複雑な状況に関与する意思決定者の知覚、主観を考慮すると、ゲームの前提が変わり、

その結果、均衡点が異なってくることを明らかにする、ゲーム理論を基礎に考案された分析枠組みである。通

常のゲームでは、参加者は全て同じゲームを「同じように」見ていると仮定するのに対し、ハイパーゲームで

は、強い相互作用のある同一の意思決定状況を異なって知覚するような場合を取り扱う。これにより現実のコ

ンフリクトの強い錯綜した状況についても、実際的で有効な均衡解を得る意思決定分析が可能になる。 

 本稿では、冷戦時代、キューバへのソ連の核ミサイル配備に端を発するキューバ危機を取り上げ、新たに確

認された資料を基に、核戦争の危機による極度の緊張と不正確な情報から、政策決定者の合理性の機能の幅が

狭められ、主観的判断が意思決定の中心となりがちであった、当時の錯綜した危機管理の状況をハイパーゲー

ムを通して分析する。特に、相互に危機の回避を希求しながら、自らを守ろうとする力の増強が、この行動か

ら自身を守ろうとする相手の力の増強を招き、その結果、逆に自らの力が相対的に低下し、相互に緊張を高め

てしまう、危機管理のジレンマとその形成のメカニズムについて検討する。 

   

 

SUMMARY 

  The system of a hypergame will clearly indicate the differene of Nash Equilibria of the game, according to the d

eision maker's subjective points of view and their recognition of the complexed situation. It is a framework of the 

analysis, derived from the theory of the game. In the normal cirumstance, all the partiipants of the game are playi

ng according to the same standings. However, in the hypergame, the partiipants of the game are playing according

 to each decision maker's recognitions which are reciprocal to each other. Therefore, the system of hypergame will

 enable us to make practical and decision-making analyses at the time of sophistiated actual conflicts.  

  In this paper, I analyze the Cuban Missile Crisis using the data I have newly received after the end of the cold 

war. In this hypergame-analysis, I foucus on the aspect of the actual crisis management which the decision makers

 of that time conducted. During that time, the both decision makers hoped to avoid the crisis of nuclear war, yet t

heir acts of strengthening their defense powers reciprocally affected other's strength. As the result, their relative str

ength had become lowered, and developed the mutual tension. In this paper, I explore the method of how to deal 

with crisis management and how to analyze its dilenma. 

 



１ はじめに 

 

  今日、キューバ・ミサイル危機は、冷戦時代における国際政治の大きな転換点であったことが指摘されてい

る（１)。核兵器の持つ巨大な破壊力は、クラウゼビッツの有名な定義「戦争は政治的行動であり、他の手段を

以てする政治的行動である」(2)にもかかわらず、国家が追求する政治目的と軍事手段との間に極度の不均衡を

もたらし、それ以降、国際安全保障の最重要局面は、核兵器使用の恐れのある全面戦争に拡大する前の危機の

段階に集中し、臨界点に達する国家間の対立や危機の効果的管理が最優先され、危機管理に関する国際協力は、

国際安全保障システムが目的を達成し自らを維持するための最も重要な手段の一つとなった。 

 特に、冷戦後新たに判明した事実から、キューバ・ミサイル危機は、核戦争に拡大する危険性の最も高い「冷

戦時代最大の危機」であったことが、危機当時の政策決定過程に参画した東西政府高官による、将来の危機回

避を目的とした複数の国際会議によって広く認識されるに至った(3)。 

 当時ソ連は、「米国はキューバ再侵攻の企図が有る」と判断し、米中央情報局（CIA)が見積もる核弾頭を持

たない１万人の兵力ではなく、一説によれば、中距離核弾道ミサイルと戦術核を備えた４万３千のソ連軍と、

27万のキューバ軍を既に配備していたことが指摘されている(4)。また、1962年10月28日、ミサイル撤去に関す

るソ連側の公式発表がなければ、翌29日、米側によるキューバへの航空攻撃、水陸両用部隊による攻撃開始勧

告がなされる公算が極めて高かったことも判明した。その結果、当時認識されてはいなかったが、不正確な情

報と誤った判断により、世界が核戦争の瀬戸際に追いつめられ、その意に反して極めて核戦争に接近していた

事実が明らかとなった。 

  ポスト冷戦の今日、180カ国以上の国々が核不拡散条約に調印しているにもかかわらず、核兵器、生物化学

兵器等の大量破壊兵器の拡散は依然として続き、1998年にはインドとパキスタンが核実験を行い、イラク戦争

終結後の現在も、依然として北朝鮮、イラン、シリアのような国々の核兵器の保有が国際問題となっている。

キューバ・ミサイル危機に見られるような国家間の対立や緊張は、時として不正確な情報と誤認に助長され、

いずれも自国を劣勢と判断し相手が優勢に立ち攻勢に転ずることを恐れ、相互に先制・主動を争うエスカレー

ションを起こし、国際社会を大量破壊兵器による破滅の瀬戸際に追いやる危険性を胚胎している。上位政府の

存在しない国際政治の本質は、ある国の安全保障を向上させようとする独自の行動が、周辺国に警戒感を与え

防衛力強化の連鎖反応を引き起こし、その国も含め、他の国全ての安全保障を相対的に低下させる潜在的危険

性を含んでいる。このような状況で紛争や戦争へのエスカレーションを回避し、同時に自国の中核的利益を守

るためには「自らを守ろうとする力の増強が、相手の防衛を損ないその力の増強を促し、その結果、逆に自ら

の力を相対的に低下させ、相互に緊張を高め均衡を破壊する」硬直した危機管理のジレンマの問題(5)を解決し

なければならない。 

 本稿では、キューバ・ミサイル危機のような複雑な政治的状況下、関与するアクターが多様でしかも同一状

況が異なって知覚される場合を想定し、国際政治の状況変化を相互に学習、理解することによって、次第に意

思決定主体の危機的状況の認識が変化してゆく過程をハイパーゲームを通して検討する。特に、ソ連のミサイ

ル配備に至る行動を対象に、米国のミサイル配備に関する情報活動の事例を通して分析し、意思決定主体の知

覚・主観を考慮しながら、その構造を分析するハイパーゲームの手法を応用して、危機管理の意思決定過程に

おけるジレンマとそのメカニズムを分析検討する。 

 

２ 先行研究 

2.1 ハイパーゲーム分析 



  ゲーム理論を基礎に、ベネット(6)によって考案されたハイパーゲームは、複雑な決定状況に関与する意思決

定主体の知覚、あるいは主観を考慮しながら、その背後にある構造を分析することを目的とした枠組みである
(7)。通常のゲーム理論と同様に、その基本概念はプレーヤー、戦略、ゲームの結果とその選好順序からなり、

各プレーヤーの決定が独立に行われたとしても影響は他者にも及び、結果的に各プレーヤーは相互依存的と仮

定している。しかし、通常のゲームでは全ての参加者は、各プレーヤーのもつ戦略集合、結果集合、結果に対

する選好を相互に正しく認識している、すなわち同じゲームを「同じように」見ていると仮定するのに対し、

ハイパーゲームでは、現実の危機や紛争のように、強い相互作用のある意思決定の状況が、このようなゲーム

理論で記述できる場合を稀であるとし、各プレーヤ－は独自の行動ルールを持つ自律的存在として、自己及び

環境について主観的解釈モデルを内部に持ち、同じ状況を異なって知覚する場合を想定して予測や選択肢の事

前評価を行い(8)限定合理的に意思決定を行うものと仮定する。 

 すなわち、ハイパーゲームが通常のゲーム理論と本質的に異なる点は、各プレーヤが異なる世界観、価値観

に基づく主観的内部モデルを持ち、互いに相手の持つ戦略集合、結果集合、結果に対する選好を主観的に認識

し、同一状況を異なって知覚しうることを前提としたところにある(9)。 

 その結果ハイパーゲームは、同一行為を異なって認知するような場合、例えば、湾岸戦争のイラクのクウェ

ート侵攻を、イラクは「固有領土の回復」と呼び、米国は「自由への侵略」と主張したように、あるいはサッ

カーのフーリガニズムを、フーリガンは「サッカーを楽しむ」と呼ぶのに対し、当局は「騒乱」として認める

ような場合の、認識の根本的差異の存在を許容する意思決定分析モデル(10)として発展した。 

 このようにゲーム理論を基に発展した、プレーヤーの主観的知覚問題を体系的に扱うハイパーゲーム分析の

有効な分野としては、過去の事象経緯の客観的な分析者の立場からの説明、あるいは複雑な状況における政策

決定者への意思決定支援等が可能であり、特に、木嶋(11)によって考案された、知的ポリエージェント学習モデ

ルではハイパーナッシュ均衡解が定義され、ハイパーゲームが対象とするような複雑な状況を扱う他の手法と

比較して、現実的なコンフリクトの強い錯綜した状況に関しても、実際的で有効な解を得る意思決定分析が可

能となっている(12)。 

 

2.2 キューバ・ミサイルの危機管理 

 一方、本稿の分析ケースとした「キューバ危機」の代表的研究としては、G.アリソンの『決定の本質』(197

1)に代表される、危機の構造と意思決定過程に照準を合わせた理論研究 が上げられる(13)。そこではキューバへ

のミサイル配備、海上封鎖及びミサイル撤去の問題に関して、対外問題を論じる際の意思決定分析の３つの枠

組みが構築され検証が行われた。その結果、(1)安全保障上の国益が支配的で明確な定義が可能であり、合意

に至る共通の価値と意思決定の国家的パターンから、直接的に政府の行動が導かれる場合には合理的行為者モ

デルを、(2)政府の行動が意識的な選択よりも、官僚機構の標準的様式に従う組織の出力として予測できる場

合には組織過程モデルを、また、(3)様々な社会的な利害関係・意見を代表する政府内の指導的アクターの政

治的バーゲニングが強い場合には政府内政治モデルを、各々適用した分析モデルの有効性を示すことにより、

キューバ危機のみならずその後の国際政治学に大きな影響を与えたことが指摘されている。 

 その後、東西冷戦終結をはさむキューバ危機25周年以降行われた、危機当時の政策担当者等を集めた国際会

議で、アリソンも含め西側研究者の間で、従来から分析の前提とされてきた条件のうち、キューバへの配備戦

力量、米側の上陸演習に対するソ連側の反応などに関して新たな事実が確認され、その結果、それが当時の米

ソ間の国際安全保障間環境に対する認識の較差を生み、双方の意思決定に影響を与えていた可能性について、

再検討の余地があることが指摘されるようになった［１］。特に危機的行動の真相解明を目的として、当時の政



策決定者である、元国防長官マクナマラ、安全保障担当補佐官バンディ、大統領特別顧問ソレンセン等に加え、

国際政治学者のジョセフ・ナイ、G.・アリソン、A.・ジョージ、トーマス・シェリング等を交えて行われた会

議(14)を筆頭に、危機当時のソ連政府内で重要な立場にあった元外相グロムイコ、元駐米ソ連大使ドブルィニン

を加えた再検討会議(15)では、マクナマラ元国防長官の「実際の政策は、感情に左右されない、秩序立った分析

的な政策決定過程を経たものではなかった」(16)とする証言にもあるように、核戦争の危機による極度の緊張か

ら政策決定者の状況判断の機能の幅が狭められ、同じ問題状況を異なって知覚し、意思決定を行う危惧のあっ

た、当時の錯綜した危機管理の実相が改めて確認されることとなった。その結果、対外政策理論のケーススタ

ディとして始まったキューバ危機研究は、冷戦後の新たな事実の再検討によって、極度の緊張の下で行われる

意思決定に含まれる、状況認識の根本的差異の存在を許容する分析モデルが必要とされ今日に至っている。 

 本稿では、以上のような再検討会議での結果を踏まえ、米ソ両国政府の行動を、人間、組織・集団など異質

で自律的な複数の意思決定主体が関与した、相互に状況が複雑に影響するシステム(17)の出力として捉え、その

意思決定の構造や相互作用を説明する分析の試みとして、ハイパーゲームによる検討を行う。 
 

３ ハイパーゲームによる分析の枠組み 

3.１ キューバ危機に至るクロノロジー 

  ハイパーゲームによる分析に入る前に、危機への推移を時系列的に概観しておく。1959年１月、キューバに

カストロ政権が成立し、米ソ冷戦の緊張が高まる中、ソ連は、米国の極めて近傍のラテンアメリカに、親ソ連

政権を得る可能性を手にすることが出来た。当時、ソ連指導部は米国の影響力の強いラテン・アメリカでのキ

ューバの将来については悲観的で、一貫性を欠くカストロ政権が米国の勢力に抵抗出来るかを疑い、公然たる

軍事支援を提供することには慎重であった。しかし、新生キューバは、自国の経済・社会に大きな影響を及ぼ

してきた米国に反発し、反米ナショナリズムが盛り上がるなか、ソ連はキューバに軍事顧問団とソ連製兵器を

送り、両国の関係は急速に親密になった。他方、キューバ政権による全企業の国有化、アメリカ人資産の没収

など、米国の国益に直結するキューバの市場経済の基盤が崩壊し、これに抵抗するキューバ国内勢力が存在し

ないなか、米国はキューバの社会主義政権を脅威とみなし、1961年１月、キューバとの外交関係を断絶した。

同年４月、米中央情報局(CIA)は、キューバからの反カストロ派の亡命者を訓練し、1500人程度の小規模な速

成の部隊がキューバ上陸作戦（ビックス湾侵攻作戦）を実施したが、政権についたばかりのケネディ政権内で、

検討と準備が十分ではなく大失敗に終わった。 

 1962年夏頃より、キューバにおけるソ連戦力の橋頭堡は急速に増強され続け、また米政府はソ連がキューバ

にミサイルのコンポーネントらしいものを持ち込んでいる可能性を示す情報を、断片的に入手するようになっ

た。米中央情報局(CIA)は、ソ連が防空用のミサイル陣地を建設している事実は確認していたが、配備された

兵器は、防御用のものに限られると判断した。同年９月、米政府は「ソ連が戦略ミサイル等の攻撃用兵器をキ

ューバへ搬入した証拠はないが、かかる兵器を実際に導入した場合には、重大な結果が生じよう」と警告を発

した。1962年10月、ソ連核弾道ミサイルの発射台が確認された。これにより、米ソ間の緊張は、一気に両核保

有大国の危機的状況にまで高まり、世界を全面核戦争に巻き込みかねない冷戦時代最大の国際的危機を生むこ

ととなった。 

 以下、キューバ核ミサイル危機の米ソ両国の関係において、「目には目を」という行動形態の悪循環が、ど

のようにして危機管理のジレンマを発生・拡大したか、両国とも相手国の妨害的・脅迫的行為に対して、正統

な防衛手段をとっていると主張しているにもかかわらず、悪循環のサイクルが核戦争を予期させる程の、破滅

的な敵対関係を引き起こしてゆく過程を、キューバ核ミサイルの配備を中心に分析する。 



3.2 ハイパーゲームによる分析の枠組み 

 ハイパーゲームは各プレーヤーの意思決定が直接・間接に相互のプレーヤーに影響を及ぼす事を仮定する。

ここでは、米ソの決定がたとえ独立に行われたとしても、影響は他方に及び、結果的に米ソの各政策決定者は、

その意味で相互依存的であると仮定する。その結果、互いの問題状況に対する認知は独立ではなく、自国の行

為を相手国の政策決定者が認識し解釈するという相互作用が発生するものとする。両国は、それぞれ自国のと

りうる戦略Ｘと、他国の取りうる戦略Ｙの集合の組み合わせに対して利得行列を想定する。また各意思決定主

体がもつ主観的内部モデルＧにより、例えば、米ソ両国は、キューバ・ミサイル危機という同一の問題状況に

関与しているが、ソ連は「キューバ・ミサイル配備は米国のキューバ侵攻を抑止する防衛的なもの」と主張し

たのに対し、米国は「米本土近距離に配備された、核恫喝を目的とする攻撃的なもの」と主張したように、同

じ問題状況を異なって知覚・認識し、意思決定を行う場合があることを仮定する(18)。このため危機の拡大とと

もに、危機的状況の把握・解釈によって意思決定主体の問題状況の理解は変化してゆく。このような危機管理

過程を分析する方法として、従来、国際政治学で使われてきた概念モデル(19)に、米ソの主観的内部モデルと、

互いの戦略を識別し解釈する戦略的写像の概念を導入したハイパーゲームを適用する。 

ここで、米ソ両国の国際関係モデルとして、６つ国の像が相互に関係する次の枠組みを設定する。 

  (1)米ソ両国の姿と行動                              

  (2)自国が認識する自国像                                         

  (3)自国が認識する相手国像                                        

を各々区別し、また、主体的な両国が策定する戦略集合を、次のように定義する。 

    Ｘ：米国が策定する戦略集合         ｘ：ソ連が想定する米国の戦略集合    

       Ｙ：ソ連が策定する戦略集合         ｙ：米国が想定するソ連の戦略集合    

さらに前提条件として、上記の分析のフレームワークに加え、ｆを米国の戦略集合Ｘをソ連がどのように解

釈・認識するかを示す戦略写像関数とし、ｇをソ連の戦略集合Ｙに対する米国の戦略写像関数を表すものとす

ると、xi＝ｆ(Xi)、yj＝ｇ(Yj) なる関係が成立する。また米ソ両国の戦略（選択肢）Xj,Yiの有限の組み合わ

せ（i,j=1,…n）に対して、各々、合理的な選好順序が全順序で存在すると仮定し、その効用を利得表で表す。

Gyを戦略の組み合わせ（Yi,xj)におけるソ連が構成する序数的に表現した利得表（Bij,aij)で与えられる内部モ

デルとし、Gxを戦略組み合わせ(yi,Xj)に対し、米国が構成する利得表(bij,Aij)で与えられる内部モデルとする

と、米ソ両国の戦略の組み合わせ（Xj,Yi)に対し、図１に示す、ハイパーゲーム（Gx,Gy,f,g)の関係が成立する。 
 
 
               ソ連の内部モデルGy      戦略写像 

       ｆ
     米国の姿と 

    戦略行動Xj 
   ソ連が認識 

 する自国像 
 と利得 Bij 

 ソ連が認識 
する米国像 
と利得 aij 

 
 
 

 
 

 

 

 
   ソ連の姿と

 米国が認識 
するソ連像

 米国が認識 
する自国像 

 
 

    戦略行動Yi と利得 bij  と 利得Aij  
       ｇ 

 

                                        米国の内部モデルGx   
                            

 図１ 米ソの戦略と内部モデル 



 さらに、米ソ両国の主観的内部モデルにおけるナッシュ均衡解(Yi,xj)，(yi,Xj)が、戦略写像関数f,ｇによって

相互依存的に結合されている場合、すなわち米ソ両国により「問題が異なって知覚されているにもかかわらず、

自らの内部モデル（選好行列）のナッシュ均衡解として成立し、戦略写像関数により相互に結合されている戦

略の組み合わせ」をハイパーナッシュ均衡解(Yi＊,xj＊)，(yi＊,Xj＊)として定義する。 

 またハイパーナッシュ均衡解の定義から、 (Yi＊,xj＊) の利得（Bi＊j＊，ａi＊j＊）及び (yi＊,Xj＊) の利得 

（ｂi＊j＊，Ai＊j＊）には、次の関係が成立する。 

 
                    B i＊j ＊＝ max   Bij＊            ａi＊ j＊ ＝max  ａi＊j   
                             i∈Y                          j ∈x         
                                                                        
                    ｂi＊j ＊＝max  ｂij＊             Ａi＊ j＊ ＝max  Ａi＊j  
                            i∈ｙ                         j ∈Ｘ        
 

 

４ キューバミサイル配備のハイパーゲームによる分析 

 

4.1 キューバ危機発生時の米ソの戦略集合 

 前章の分析枠組みに基づき、キューバ危機発生時の米ソの戦略集合を以下に示す。 

(1) ソ連の戦略集合  

  ソ連側の意思決定者の記録等によれば、国際再検討会議でも指摘された(20)、政策決定上で大きな比重を占め

ていた可能性のあるソ連側の戦略集合は、ビックス湾進攻程度の小規模戦闘を想定した軍事援助Y1から、大

規模なキューバ上陸作戦に対抗出来る程度のキューバ本島を中心とした局地戦を想定した援助Y2、さらには

ソ連も参戦する全面戦争Y3までの３種類が考えられた。 

 Y1：ソ連の小規模軍事援助（小規模戦闘を支援）    

 Y2：ソ連の本格的軍事援助（局地戦を支援） 

 Y3：ソ連の戦争準備支援  （全面戦争を支援） 

 他方これに対して、ソ連が想定した米国の戦略集合ｘは、ソ連側の記録等(21)によれば、米国の直接的な武力

行使によりソ連の軍事援助の阻止を図る直接軍事介入x1と、外交的手段による抗議、経済制裁など、米国の政

治的介入は予期するが、軍事的には不介入x2の２種類が考えられた。 

x1：米国の直接軍事介入 

x2：米国の軍事不介入 

(2) 米国の戦略集合 

 ソ連の戦略に関する米国の評価は、1962年９月まで定まらず、米中央情報局（CIA）内部においても意見の

一致を見ることがなかった［２］。またCIA内部では、状況証拠のみで具体的証拠が提示されない場合、あるい

は写真証拠のない情報の信憑性は、一貫して認められない姿勢が醸成されていた［３］。 

 その結果、国家安全保障会議では、２つの対立する意見が議論された。すなわち、ソ連のキューバでの軍備

増強の継続により、ソ連の活動拠点が完成し防空施設が建設されていることは、やがて戦略核ミサイルの配備

を意図するものであるとする意見と、ソ連の軍事援助はあくまでもキューバ防衛の範疇にあるとし、その一線

を逸脱するような事態の展開には極めて懐疑的な意見であり、特に後者は当時の米政府首脳の見解でもあった。 

 議論の結果、ソ連は、防衛目的を逸脱したキューバの軍備増強が米国を不要に挑発する危険性を十分に認識



しており、自国の安全を賭してまでキューバの防衛に踏み込むことはないであろうと判断された。但し、米国

政府にキューバ進攻の意図はないものの、米国に対する攻撃用兵器の存在は黙認しないとの方針に基づき、上

陸演習の実施などの社会主義キューバに対する警戒と威嚇の必要性は認められた。(22)  

 この結果、1962年９月の段階で決定され、以後、危機発生まで米国の公式見解となった、米国が想定するソ

連の戦略ｙ及び米国の戦略Ｘは、次のとおりであった。 

 まず、米国が解釈したソ連の戦略ｙは、キューバ防衛用として許容できる軍事援助y1と、 防衛用の範疇を

越えた、いわゆる「米国への攻撃能力を有する」許容不能な軍事援助y2の二つに大別された。 

  y1：防衛用として許容できるソ連の軍事援助 

  y2：防衛用の範疇を超えた許容できないソ連の軍事援助 

ここで、ソ連の戦略集合Ｙと、米国が想定する戦略集合ｙをまとめると表１のようになる。 

 
 

ソ連戦略       支援内容 米解釈戦略     米国が解釈した内容 

 Y1 ビックス湾進攻程度の小規模 
戦闘を想定した軍事援助 

 
    y1 

  防空兵器施設、通信電子施設、
 を主体としたキューバ防衛用 
 の局地戦までの軍事援助 

 
  Y2 

大規模なキューバ上陸作戦に 
対抗出来る局地戦を想定した 
戦略ミサイルを含む軍事援助 

 

  Y3 ソ連軍も参戦する全面戦争 
を想定した軍事援助 

 
    y2 

 米国への攻撃能力を有する 
 戦略核ミサイル等の配備と 
 米国への攻撃拠点の構築 

 

 
 

                               表１ ソ連の戦略と米国による解釈 

 

 また国家安全保障会議の記録によれば、米国のとりうる戦略集合Xは、封鎖、空爆、進攻等の武力行使によ

りこれを阻止する軍事的直接介入X1と、外交交渉あるいは経済制裁等の抗議は行うが、軍事的には介入しな

いX2の次の二つに大別されていた。 

 X1：ソ連援助の軍事阻止・破壊 

 X2：ソ連援助の軍事不介入 

 

4.2 米ソの内部評価モデルにおける選好順序  

  米ソの戦略集合の組み合わせに対する、各内部モデルの選好順序を次に示す。 

(1) ソ連の内部評価モデルの選好順序 

 ソ連側の戦略評価の選好順序Bijは、ソ連側の記録をもとにその優先度の高い順に次の枠組みにより与えら

れる。まず、キューバ周辺における米国との衝突はソ連側に不利であり、米国不介入を重視する（x2米国不介

入＞x1米国介入）。次に、その間隙を縫って米国のキューバ進攻を有効に抑止しうる、可能な限り強力な軍事

援助を優先する（Y2本格的軍事援助＞Y1小規模軍事援助）。最後に、全面核戦争に勝利する力はソ連にはな

く、従って全面戦争準備よりも、介入・衝突が予想される場合の威嚇に必要な小規模な軍事援助や、限定的軍

事力の例示的行使による強制外交を行うための本格的軍事援助を重視する（Y2本格的軍事援助＞Y1小規模な

軍事援助＞Y3全面戦争準備）。但し、介入・衝突が生起した場合は、全面戦争を予期する。 



 他方、ソ連が解釈した米国の戦略評価の選好順序aijは、高い順に次の枠組みによって与えられる。まず、米

国にとり、ソ連の軍事援助は規模が小さいほど有利である（Y1小規模援助＞Y2本格援助＞Y3戦争準備）。 

米政権は遠からずキューバ侵攻を企図するとはいえ、現段階で直ちに軍事介入をすることは避けるであろう（x

2米国不介入＞x1米国介入）。但し、全面戦争を予期させるような大規模なソ連の援助の場合は、米国による

介入が行われる。 

 以上の選好順序に基づくソ連の内部モデルGyは、彼我双方の戦略の組み合わせ(Yi,xj)を評価した、ソ連の主

体的選好順序Bij、ソ連が解釈した米国の選好順序aijによる、選好順序（Bij，aij）の組み合わせとして表２で

与えられる。ゲームの結果は、(Y2本格的軍事援助，x2不介入)が最も選好順位の高いナッシュ均衡点を形成し、

実際にも「ソ連の本格的軍備援助によりキューバを防衛すると共に、即座に核の優位を獲得する」弾道ミサイ

ルの配備を含む戦略Y2が採択された。なお、表中の序数は大きいほど高い望ましさを表している。 

 

 

         Gy   x1（介入)  x2（不介入）

 Y1（小規模軍事援助）    １,５    ５,６ 

 Y2（本格的軍事援助）    ２,３    ６,４ 

 

 Y3（戦争準備支援）    ３,２    ４,１ 

 

 

                                   表２ ソ連内部モデルの選好順序 

 

(2) 米国の内部評価モデルの選好順序                                                       

 同様に米国側の戦略評価の選好順序Aijは、優先度の高い順に次の枠組みから与えられる。米国にとって、

ソ連のキューバ支援は防衛用であることが不可欠である（y1防衛用＞y2攻撃用）。キューバへの支援が防衛用

である場合は、米国は不介入を優先するが（X2不介入＞X1介入）、米国への攻撃能力を備えた場合は、断固

たる対応をとる（X1介入＞X2不介入）。また、米国の解釈するソ連戦略の選好順序bijは、以下のように得ら

れる。ソ連にとって、米国のキューバ介入は明らかに不利である（X2不介入＞X1介入）。従って、ソ連はキ

ューバで米国を不要に挑発することは避けるであろう（y1防衛用＞y2攻撃用）。但し、米国の介入が予想され

れば、ソ連は攻撃用軍事援助を優先する。 

 以上の選好順序に基づく、米国の内部モデルGxは、選好順序の組み合わせ（bij，Aij）により表３で与えら

れる。ゲームの結果は、(y1防衛用軍事援助，X2不介入)が選好順位の高いナッシュ均衡点を形成する。 

 

 

      Gx  X1（介入）  X2（不介入）

    y1 （防衛用）   １,３    ４,４ 

 

    y2 （攻撃用）   ２,２    ３,１ 

 

 

                                    表３  米国内部モデルの選好順序 

 

 また、米ソの戦略集合、戦略間の写像、各内部ﾓﾃﾞﾙの利得表との関係は、表４で与えられる。 

 



 
 
                     ソ連の内部モデルGy          ｆ         米国の内部モデルGx          

 

    ソ連が解釈する                                                米国の戦略 
    米国の戦略          x1        x2                            X1    X2 
                                           米国が解釈する 
        ソ連の戦略                                 ソ連の戦略 
              Y1         (B11,a11)  (B12,a12)          y1      (b11,A11)  (b12,A12) 
              Y2         (B21,a21)   (B22,a22) 
              Y3         (B31,a31)  (B32,a32)          y2      (b21,A21)  (b22,A22） 
                                               g                                  

                                      表４ 戦略写像と利得の関係 

 

4.3 CIA予測時(1962年９月19日）のハイパーナッシュ均衡解 

 ハイパーナッシュ均衡解は、米ソの各プレーヤーが、自らの利得行列におけるナッシュ均衡解と解釈する戦

略の組み合わせであり、各プレーヤーの内部モデルにおいて戦略の確信を覆さないように制限し、確信が整合

的に配置されうる自己実現的な戦略を意味しており、当該戦略が実行されたときに、その背景となった予想と

の関係を説明しうる、合理化可能な戦略と考えることが出来る。ここで、米国がソ連の軍事援助を防衛的と解

釈した場合のハイパーナッシュ均衡解を見ると、ソ連内部モデルでは（本格的軍事援助Y2、不介入x2）が均

衡解となり、これに対し米国の内部モデルでは、（防衛用軍事援助y1、不介入X2）が均衡解となって、この

組み合わせが両者とも選好順位の最も高いハイパーナッシュ均衡解を構成する。他方、ソ連の（戦争準備Y3、

介入x1）と米国の（攻撃用援助y2、介入X1）も同様に、ハイパーナッシュ均衡解を構成する。以上の関係を

まとめると表５のようになる。 

 
                                                                         ｆ 
 
           Gy                                        Gx 
 

       x1      x2            米国の戦略 
     介入     不介入 

        ソ連が解釈する 
        米国の戦略 
 
          ソ連の戦略 
 
        小規模軍事援助Y1 
        本格的軍事援助Y2 
        戦争準備       Y3 

                            米国が解釈する 
                        ソ連の戦略 
    １,５     ５,６             防衛用y1 
    ２,３     ６,４ 
    ３,２     ４,１             攻撃用y2 

   X1      X2 
  介入     不介入 
 
 
 
  １,３    ４,４ 
 
  ２,２    ３,１ 

                                                 ｇ                                     

            表５  CIA国家情報評価予測時（1962年９月19日）の均衡解 

 

 実際、国家安全保障会議での大統領の大きな関心は、ソ連の戦略Y2を米国がどのように解釈・認識するか、

特に、そのために必要な防衛用と攻撃用のミサイル基地の識別が可能であるか否かにあったが、CIA、国防の

両長官ともその発見と峻別は技術的に困難であると否定的であった。大統領はこれに満足せず、さらにキュー

バ情勢に関する公式の分析評価を行うよう要請した。これを受けて1962年９月19日大統領に報告されたCIAの

国家情報評価予測では、(1)ソ連の軍事援助はキューバの作戦能力を高めるが、確認されたのは防空兵器や通

信施設を主体とする防衛的なものであり、ソ連部隊の駐留や、キューバ軍単独の大規模な軍事行動能力向上の



公算は極めて考えにくい、(2)戦略ミサイルの配備は平和共存を掲げるソ連の行動と政策に矛盾する、(3)ソ連

が、周辺の衛星国を含め、過去領土外に戦略ミサイルを配備したことがない経験則からもキューバを核ミサイ

ル攻撃能力を有する軍事拠点とすることは、これまでのソ連の政策、戦略と行動の劇的変化を意味しており、

最近の事態の推移を念頭に置いたとしても、その様な変更の行われた形跡はないことなどから、ソ連の軍事援

助Y2はキューバ防衛を保証する軍事的担保であり、米国のキューバ進攻に伴う重大なコストと危険の明示を

目的とした「防衛的性格の強い措置y1である」と結論され、以後、弾道ミサイル基地の建設が確認されるまで、

米国の公式見解となった。 

 またソ連がキューバの防衛誇示を目的とするからには、防衛目的を逸脱したソ連のキューバへの軍事援助Y

3などが、米国を不要に挑発する危険性は十分に認識しており、ソ連が自国の安全を核戦争に賭してまで、キ

ューバ防衛に踏み込む事はないであろうと予測された。その結果、米国は均衡解（攻撃用援助y2、介入X1）

を棄却し、ソ連の軍事援助に政治的な抗議は行うものの、（防衛用軍事援助y1、不介入X2）を採択した。 

 以上の背景には、国際再検討会議でのマクナマラ元国防長官の証言にもあるように「当時、米国にキューバ

進行の意図は全くなかった」とする主体的認識が存在し、かかる米国の要求と威嚇は明確に信憑性をもって、

ソ連側に伝わるとであろうという期待と結びついていた。従って「ソ連は米国の報復を十分に承知し、核戦争

の危険を冒してまで行動を大きく変更させる愚は起こさない」という予測となり、結果的に、「ソ連の軍備増

強Y2はキューバ政権の存続を保証する軍事的担保として、キューバ防衛y1の域を逸脱するものではない」と

いう判断を生み出していた。 

 

4.4 大統領介入決定時時（1962年10月22日）のハイパーナッシュ均衡解  

  1962年10月、ソ連核弾道ミサイルの発射台が確認され、米国がソ連の軍事援助を攻撃的と解釈した時点で［４］、

表６に示すとおり、ソ連の内部モデルでは、依然、（本格的軍事援助Y2、不介入x2）と（戦争準備Y3、介入x

1）の２つの均衡解が存在するが、どちらを採択したとしても、米国の内部モデルでは、（攻撃用軍事援助y2、

介入X1）の唯一の均衡解に結合・吸収されハイパーナッシュ均衡解を形成する。他方、表５における、米国

がソ連の軍事援助を防衛的と解釈した場合の、ソ連の均衡解（本格的軍事援助Y2、不介入x2）と米国の均衡

解（防衛用軍事援助y1、不介入X2）の組み合わせによる、本来、選好順序の高かったハイパーナッシュ均衡

解は消滅する。すなわち、ソ連の軍事援助が攻撃的と判断されたことが米国の介入を促し、ソ連の戦争準備を

誘発し、結果的にこの組み合わせが両国を全面戦争に指向する破局的エスカレーシヨンへ向かう過程が理解で

きる。 
                                                                         ｆ 
 
            Gy                                       Gx 

       x1      x2             米国の戦略 
     介入     不介入 

         ソ連が解釈する 
         米国の戦略 
 
         ソ連の戦略 
 
        小規模軍事援助Y1 
        本格的軍事援助Y2 
        戦争準備      Y3 

                           米国が解釈する 
                       ソ連の戦略 
    １,５     ５,６            防衛用y1 
    ２,３     ６,４ 
   ３,２     ４,１          攻撃用y2

  X1      X2 
  介入     不介入 
 
 
 
 １,３     ４,４ 
 
２,２     ３,１ 

                                                 ｇ                                       
 

                          表６ 大統領介入決定時時（1962年10月22日）の均衡解 



 このように、通常のゲームと異なりハイパーゲーム分析で明瞭になることは、相互の選好順序を誤認した場

合は言うまでもなく、米ソ両国が、キューバ・ミサイル危機という同一の問題状況に関与しているにもかかわ

らず、ソ連は「キューバのミサイル配備は米国のキューバ侵攻を抑止する防衛的なもの」と主張し、米国は「米

本土近距離に配備された、核恫喝を目的とする攻撃的なもの」と主張したように、たとえ平和を希求したとし

ても、核戦争への均衡破壊が生む危機感から、同じ危機的状況を主観的に異なって知覚し、その結果、全面戦

争に向かう破局的エスカレーションに陥るような均衡解が生成・消滅する危機管理のメカニズムを分析出来る

点にある。 

 

4.5 その後の経緯 

 その後、米国は核ミサイル撤去要求と海上封鎖を行い、さらに軍事的手段による強制撤去の通告を行うに至

り、危機は極限にまで高まり、東西世界を巻き込む破局的エスカレーションに向かい始めた。すなわち、ソ連

のキューバでの力の強化は、米国の力の増強を促し、逆にキューバ防衛を巡るソ連の力を相対的に低下させ、

これを補うため東西両陣営の全戦力が対決する臨戦態勢にまで発展した、図２に示すような危機管理のジレン

マを生み出していった。 

 
 
 
                          ソ連側                                    米国側                        

 
  

 
 

    米国への脅威     ソ連の行動 
キューバ核ミサイルの配備 核ミサイル先制攻撃の恐れ    

               ｴｽｶﾚｰｼｮﾝへ 
      米国の動機     ソ連の動機 
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米国のキューバ侵攻の恐れ
 

ミサイル撤去要求と海上封鎖 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
                                 図２ キューバ危機のジレンマ 

 

  一般にジレンマが引き起こす「戦争が不可避であるという確信が、戦争を引き起こす主要な要因」であるこ

とは、アテネとスパルタの「ペロポネソス戦争」の時代からツキュディディスによって知られており、アクセ

ルロッドも、そのジレンマ問題の「しっぺ返し」戦略は、ゲームの長期継続の見通しが「将来へ長く影を引く」

場合にのみ有効であることを警告している。戦争が不可避となれば、最早、ゲームは最終回に近いと判断され

緊張が高まり、先制攻撃を抑止しうる互いの信頼性と信憑性のみが問題となる。 

 キューバ危機では「ソ連が手を打たない限り、米国のキューバ侵攻は不可避」と判断したソ連側に、この危

険性が胚胎していた。この危険は、東西ミサイルギャップ、ベルリン問題等の他の要素と複雑に結合し、あら

ゆる戦争を核戦争にまで拡大しうる東西冷戦構造に触発され、核戦争の蓋然性を著しく高めた。しかし、蓋然



性が高いことは決して不可避ということではなかった。米ソ両国とも極度の緊張の中、危機進行の過程で合理

的な戦略と計画が自らの制御から離れることを最も恐れ、国家や民族の壁を超えた複数のルートを通じてコミ

ュニケーションを慎重に行うことにより、次第に相互の主観や立場の理解を深め、一触即発の危機の回避にか

ろうじて成功した。結果的に、キューバのミサイル危機は、相互に敵対者の重要な利益には触れず、要求を自

らの本質的な脅威の解消に限定することにより、動機の非対称性を創出し解決された。すなわち、米側は「キ

ューバ核ミサイルの撤去」に要求を限定し、ソ連側は「米国のキューバ不侵攻の確約」に限定した。この場合、

互いに自国の要求が受け入れれば、その時点で相手側の要求は、いずれも全面核戦争をもって阻止すべき程の

死活的重要性が消滅する点が重要なポイントであった。 

 

５ おわりに  

 

 キューバ危機の国際検討会議で特徴的に現れたことは、核戦争の危機による極度の緊張と、正確な情報の確

認が困難なコンフリクトの強い危機的環境における、錯綜した危機管理の実相であった。特に、誤った情報と

同一状況の異なる認知など、一見、非合理的に見える状況の中で、危機管理のジレンマに起因する問題を解決

するためには、相互の外交関係を整序し、互いの認識の較差を把握し是正する、意思決定主体の知覚、主観を

考慮した合理的分析が極めて重要になる。 

 このことは、ミサイル配備に関してボール元国務次官が「我々にはフルシチョフの行動は予測不能で、非合

理的だとしか思えなかった」と述べ、ソレンセン元大統領特別補佐官、マクナマラ元国防長官の「その時も解

らなかったし、今も解らない」という言葉(23)に象徴されている[5]。また再検討会議でのソ連側意見として、キ

ューバ核ミサイル配備の最大の目的は、米国の第２次キューバ侵攻を危惧したキューバの防衛と侵攻抑止にあ

り、実際、核ミサイル配備後の影響に関する考慮は皆無で、戦略的配慮は二次的であった事が明らかにされ、

米国関係者を非常に驚愕させた(24)。従来、西側研究者の間では、ソ連のミサイル配備の説明理由としてキュー

バ防衛論は、合理的に判断する限り根拠が最も弱いと考えられていた［6］。マクナマラ元国防長官も「米国に

キューバ再進攻の意図はなかった」と証言した。しかし当時、米国は、キューバに対するソ連の急速な政治的

接近と、軍事援助強化を牽制する目的から、カリブ海で一連の上陸演習を実施していた[7]。 

モスクワ会議でマクナマラ元国防長官は、米国進攻の意図が無かったことを再度言及しつつも「もし自分がキ

ューバ人であれば、これらの軍事行動を米国の進攻企図と見たであろう」(25)と述懐しており、東西が秘密のベ

ールに包まれ、互いに正確な情報の確認が困難な冷戦期の危機管理の場においては、一方の力の強化が他方の

脅威となって、相互に緊張を高める典型的な危機管理のジレンマに米ソ両国とも陥っていたことが、図らずも

浮き彫りとなった。 

 一般に、国家が戦争に移行するような危機的状況に置かれた場合、例えば、国家の安全に致命的打撃を与え、

死活的な生存価値を損なう重大な脅威に直面するような場合に、法秩序は非常例外の措置を認め通常法規を超

えることを緊急権として扱い、その非常措置を法内在的に構成していることが少なくない。危機管理の法的根

拠の中核を構成するこの緊急権は、危急の際の法秩序の制御装置として、常に法的に行使される限り合法性の

領域に止まりうる。しかし、危機における緊急措置は、たとえ法の認める範囲内に止まる場合においても、必

然的に極めて強い政治的・権力的性格を有する、コンフリクトの強い状態に入ることは避け難い事実であり、

これを深刻に捉えたカール・シュミットは「主権者とは、緊急状態について決定を下す者である」という有名

な定義(26)を与えている。特に危機的状態における意思決定の中心的な関心は、危機の緊張を解除し戦争回避を

希求する側面と、有利な政策展開を求め相手から譲歩獲得を期待する側面の境界にある。危機に際し創造的に



国益を再定義し、拘束力を生む統一された国家的合意を生み出すためには、政治的力の事実関係に従い、明示

又は黙示の合意に基づく国家深層部の意思決定を行うことが必要となる。 

 この点、従前から国際政治学において適用されてきた合理的行為者モデルは、抑止、強制外交いずれの政策

決定場面においても、選択の危険、損害が期待効果と価値を上回るならば、当該選択を思いとどまる合理的行

為者による合理的行動の概念に基づき、達成目標に関する複数の単純な前提に拠って、大量の経験的事実を説

明できるため、多くの場合非常に強力な説明原則として認められてきた。モーゲンソーも意思決定の合理性が

「行為に合理的規律を与え、各国の対外政策をして、歴代の政治家の動機、選好、知的・道徳的資質が異なる

にもかかわらず、理解できる合理的連続体たらしめる、対外政策における驚くべき連続性を創り出す」ことを

指摘している(27)。アリソンも、情報量が比較的限られる場合でも、政府行動に関する一定の結論を、合理性の

基準に照らし明瞭に読みとれることから、合理的行為者モデルを「政府は如何なる目的を追求したか、国家目

的に照らして当該行動は合理的であったか、国際事件を解明し、国際的出来事を統一された政府の合目的行為

として理解するもの」として適用している。本論では、このような現実のコンフリクトの強い錯綜した危機的

状況に対して、合理的行為者モデルを基礎に互いのゲームを認識し解釈する仕方を導入したハイパーゲーム分

析を応用した。これにより、従来、観念的に捉えられる傾向が強かった、危機管理の意思決定の論理的裏付け

のような問題に関して，第三者的な分析者の立場から、各プレーヤーの認識するゲームを定式化し、プレーヤ

ー間の認識の較差を比較考量するハイパーゲームの基本構造から説明することが可能となる。その結果、意思

決定者が国際政治の状況変化を次第に学習・理解することにより、相互に危機に対する意識が一つに収斂し、

やがて均衡解に至る合理的意思決定過程のより深い考察が可能になる。 

 

注 

［１］   特にキューバ危機から25年後、1987年3月、米国フロリダ州でホークス・キィ会議が、また同年10月にはハーバード大学

でソ連関係者も交えケンブリッジ会議が開催され、1989年１月にはモスクワで、さらに1992年にはキューバのハバナで、カスト

ロ首相も参加し再検討会議が開催された。しかし危機後30年近い年月を経たこれら会議での、当事の政策決定者者の口頭陳述を

論拠とする議論には相互に矛盾する点も多く、証言の恣意性、発言者の記憶の明瞭性など多くの問題が残されている。本来、一

次史料により厳密に確認された事実でない限り、政府の公式の政策決定過程に準拠した議論とこれら回想を基にする議論とでは、

本質的に性格が異なる点が峻別されなければならない。しかし会議の結果、新たな史料と証言から、従来の解釈の修正を迫る事

実が少なからず提示され、以前とは相当に異なる政策決定過程の姿が浮上したことも指摘されており、むしろ解釈の幅は広がり、

核ミサイル危機の複雑な構造と、その問題点が改めて認識された結果となっている。 

［2］  ソ連の戦略に関する評価を巡っては、CIA内部でも政治的直感を重視するマコーン長官と、客観的な情報分析能力に基礎

をおく組織過程の出力を重視したカーター副長官、クライン情報局長、ケント評価予測部長等のCIA首脳の間で少なからぬ確執

を生んでいた。評価結果に満足しない長官の要請により、CIAスタッフによる再検討が行われたが「ソ連政府は米国による報復

を十分に承知している」との判断は揺るがなかった。根底には「フルシチョフは合理的で思慮深い政治家であり、従来の行動を

大きく変更する愚は起こさないであろう」という評価が存在していたといわれる。 

［3］ CIAによる情報活動は、地上の目撃情報の報告と、U2型偵察機による月２回の偵察飛行により行われていた。 地上からの

情報は、キューバ難民などを対象にフロリダの合同尋問センターで行われ､62年5月頃より、ソ連の兵器と要員の活動に関する情

報が増加し、CIA写真解析センターで偵察写真による検証が義務づけられた。同年７月、ソ連の軍事援助は増加の一途をたどり、

さらに黒海沿岸からソ連輸送船38隻のキューバ向け出航も確認されていた。またソ連の技術者及び軍事顧問４～６千人の到着が

推測されており、陸揚げされた積み荷の中には、ミサイルコンポーネント梱包用の木枠や、電子レーダ装置の存在が報告されて

いた。8月U2型偵察機により建設中の防空ミサイルサイト８カ所が発見され、ミサイル艇、ミグ戦闘機などの増強が確認された。



特にキューバ の防空網が整備され始めたことは、偵察機撃墜の危険性を生み、それは領空侵犯による国際法違反として､緊張  

を高め政治問題化し政府を窮地に置く可能性があった。このため偵察飛行ルート、目標とも制限が設けられた。 

［４］   ９月下旬から10月上旬にかけ、MRBM存在の確証はなかったが、「大型ミサイル」のような積載物を搭載したトレーラー

目撃情報など、キューバ人による複数のミサイル関連情報を得るようになり、偵察写真による確認が急がれたが、偵察飛行の制

約が大きかった。また米政府内にも「国際的影響を考えれば、ソ連はそこまではやらない」という先入観があり、10月中旬、U

2型機によってMRBMの存在が確認されるまで、軍とCIAの一部を除きキューバ情勢に関する危機感は乏しかったといわれる。 

［5］  米国情報機関においても確証の欠如が先行する諸予測と複雑に交錯し、ソ連の攻撃用ミサイル導入の可能性について、政

府首脳とCIA指導部は共にある種の期待帯びた先入観念が存在していた。他方ソ連によるミサイル配備は、米国の戦略的優位性

とソ連も米国と同様の配備ができるという国際法上の観点から、政治的にある程度許容できるもので、米国は過剰反応をしたの

ではないかという議論に対しては、国家安全保障会議（ExComm）では理由を検討すること無しに「ミサイル配備は容認できな

い」という同意が、自然に形成されたことが指摘されている。 

[6] 従来、西側の研究者の間ではミサイル配備の目的は不明とされてきた。論点は、キューバの防衛、東西ミサイルギャップ

への対抗、ベルリン問題等の解決の概ね３点に集約され、そのうち「核のインバランスにより引き起こされた心理的問題」と見

る、ソ連によるミサイル・ギャップ対抗論が主流であった。 

[7]  米国は、1961年１月マングース上陸作戦を承認し、62年４月、プエルトリコでの上陸演習、同年５月参加艦艇79隻、兵員

４万人の規模で行われたクィックキック演習作戦、さらに同年８月プエルトリコにおいてオートサック上陸演習を実施していた。 
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