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ハンガリー動乱とソ連外交　
― 介入と撤退の政策決定過程―

金　成浩

序　章

（１）研究の課題と意義

　本稿では、1956 年のハンガリー動乱に対してソ連がどのように政策を決定

したのか（政策決定過程）、また、なぜどのような理由で決定にいたったのか（政

策決定要因）について分析する。言い換えれば、ソ連共産党幹部会（以下、ソ

連党幹部会）の政策決定の瞬間に焦点をおいて考察する。

	具体的には以下の３点である。まず第１は、なぜソ連は最初の介入をおこなっ

たかについてである（ソ連党幹部会会議 10 月 23 日決定、24 日未明介入）。そ

して第２点目は、その５日後すぐにソ連はなぜ撤退を決断したかについてであ

る（同会議 28 日決定、29 日未明撤退開始）。さらに、第 3 点目は、なぜソ連

は再度の介入をおこなったかである（同会議 31 日決定、11 月１日再介入開始）。

とくに 2 番目と 3 番目の問題については、この当時のソ連外交の特色を知る上

で重要である。なぜなら、ソ連が国境を接する地域に直接軍事介入した事例は、

他に 1968 年のチェコスロバキアと 1979 年のアフガニスタンでの介入が挙げら

れるが、どちらもすぐに撤退したわけではなかったからである。

　本稿の特徴は、ソ連共産党幹部会議事録をはじめ、ソ連側やハンガリー側の

政策決定に携わった人物の回想録、そして、この事件のソ連側政策決定に深く

かかわった中国側史料も用いながら分析する。とくに中国要因については、先

行研究では分析が不十分である。そのため、この点は本稿の特徴の１つでもある。
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（２）主な先行研究と研究状況

　ハンガリー動乱におけるソ連側の政策決定についてのロシア側機密解除史料

には、ロシア科学アカデミースラブ学研究所、ハンガリー科学アカデミー歴史

学研究所、ロシア連邦大統領文書館 (APRF）、ロシア連邦連邦文書局、現代文

書保存センター（TsKhSD）、ロシア連邦外交文書館（AVPRF）が共同編集し

た文書集がある1。また、ロシア歴史協会、ロシア科学アカデミー、歴史文献学局、

連邦文書局、ロシア国立現代史文書館（RGANI）が編纂したソ連党幹部会議

事録集 2 にも関連文書がある。

　近年の邦語で書かれた研究として、萩野晃（2004 年）が挙げられる 3。萩野

は主にソ連・ユーゴスラヴィア間でのハンガリーの自律性について扱っている。

ハンガリー動乱に関しても、ソ連側史料も使いソ連の政策動向に言及している

が、ソ連側政策決定についてはその主題ではないため深く言及していない。一

方、石井明（2004 年）は、ハンガリー動乱時の中国の関与に関して荻野の言

及がほぼない点で、その研究を批判している 4。石井の研究は、中国側史料の

捕捉を中心にしながら分析している。そのため、中ソ双方向からの史料分析が

必要であるとしている。中ソ双方向から史料を集めハンガリー動乱に言及した

研究に、和田春樹（2016 年）が挙げられる 5。この研究は、スターリン批判の

研究が中心であるため、ハンガリー動乱に対するソ連側政策決定に関しては必

要最小限の記述にとどめている。政策決定の詳細までは、紙幅の都合からか踏

み込んでいない。

1　V.K.Volkov	et	 al.,Sovetskii	 Soiuz	 i	Vengerskii	Krizis	 1956	 goda	 dokumenty ,	
Moskow,1998.
2　A.A.Fursenko	et	al.,	Prezidium	TsK	KPSS	1954-1964 ,	Moskow,	2015.
3　荻野晃『冷戦期のハンガリー外交：ソ連・ユーゴスラヴィア間での自律性の模索』（彩
流社、2004 年）
4　石井明「中国共産党はハンガリー事件にどう関与したのか？」『国際社会科学』第 54
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　また、欧米の研究では、J.Granville（2004 年）6、J.Haslam(2011 年 )7 等もある。

これらの研究は、ソ連のハンガリー動乱における政策決定を政治学的問題意識

からその要因を分析したもので、本稿と問題意識は共通する。ただ、ロシア側

史料は捕捉されているが、中国側史料を見ていないため、撤退と再介入に関し

て重要な役割を果たした中国についての分析に問題が残る。また、V.Sevestyen

（2006 年）8 の研究はハンガリー側の動向に詳しいが、中国要因に関しての言

及は少ない。

（３）ソ連軍再介入までの概略（1953-1956 年）

　1953 年 3 月のスターリン死後、早くも６月には、ハンガリー代表団が、モ

スクワを極秘訪問した。ソ連側は、党第一書記のフルシチョフ、マレンコフ（首

相）、モロトフ（外相）、ミコヤン（副首相兼商業貿易相）、ベリア（副首相兼

内務相）らが会談に参席し、ハンガリー側からは、ラーコシ（党第 1 書記兼首

相）、ゲレー（党第 2 書記）らが参席した（肩書は当時）。この時、ソ連側は、

ハンガリーにおけるスターリン型の重工業偏重政策が生活消費品供給に支障を

及ぼしていることを指摘、経済政策の他、党組織の選出方法などについて改革

を進めることも要求した。また同時に、ソ連側はハンガリー勤労者党（共産党）

と政府の権限を一人で握るラーコシに対して、首相のポストを捨てナジを後任

号、2004 年。
5　和田春樹『スターリン批判　1953 〜 1956 年』（作品社、2016 年）
6　Johanna	Granville,The	First	Domino:	 International	Decision	Making	during	 the	
Hungarian	Crisis	of	1956 ,	Texas	A&M	University	Press,	2004.
7　Jonathan	Haslam,	Russian’s	Cold	War:	From	the	October	Revolution	to	the	Fall	of	
the	Wall ,	Yale	university	Press,	2011.
8　Victor	Sebestyen,	Twelve	Days:	Revolution	1956	How	the	Hungarians	Tried	 to	
Topple	their	Soviet	Masters ,	London,	2006.	
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に据えることで権力を分散するよう求めた。これは、スターリン主義を踏襲し

て権力を一手に集中させているラーコシに対するソ連新指導部の懸念から来る

措置であった 9。

　また、同じ頃、東ドイツのベルリンでは労働者のデモがおこった。スターリ

ン死去後、最初に直面した東欧での民主化要求運動であった。東ドイツでは戒

厳令が導入され、駐留していたソ連軍が民衆による暴動の動きを封じ込めた。

ソ連指導部は、この民主化運動の背後には米国諜報機関や西ドイツなどの存在

があるという認識を示していた 10。

　この後、ハンガリーでは、同年 7 月、ナジが新首相に就任した。ラーコシは

引き続き勤労者党党首にそのまま座り二頭体制となった。ナジは経済改革等

で「新路線」をとることを約束すると同時に、スターリン主義の行き過ぎを排

除する姿勢を見せたが、勤労者党の組織基盤はそのままにしたままでの改革で

あった。ナジとラーコシは政治犯の釈放問題でも意見があわなかった。

　結局、ソ連は、55 年 1 月、クレムリンにハンガリー代表団を呼び、今度は

ナジの辞任を求めた。ソ連は、ナジの「新路線」の失敗を理由に首相を解任、

後任にヘゲデュシュをつけた。この時、ソ連側はラーコシに対して粛清と個人

崇拝は容認しないと言明した 11。

　5 月、オーストリア平和条約が調印された。ソ連は軍隊をオーストリアから

引き揚げる。その調印前日に、ハンガリーはワルシャワ条約機構加盟国になり、

ソ連軍はハンガリーに 75000 人の兵士を置いた。この時のソ連の動向は注目す

る必要があろう。これは、スターリン主義的外交路線からソ連がそのスタンス

9　 ハンガリー側アーカイブからの指摘。Csaba	Békés,	Malkom	Byrne,	János	M.	
Rainer(ed),	The	1956	Hungarian	Revolution	:	A	History	in	Documents, 	Budapest	&	NY,	
2002,	pp.14-23.	
10　Chrisitan	Ostermann,	“New	Documents	on	the	East	Germany	Uprising	of	1953”,In	
Cold	War	International	History	Project(CWIHP)	Bulletin ,	Issue	5	(Spring	1995)	p.15.		な
お、この事件の処理問題等などを契機にベリアは失脚する。この点の詳細については、
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を変えたことを意味したが、しかし、それも限界があることも露呈してもいた。

つまり、オーストリアから撤退してもハンガリーにはソ連が駐留したからであ

り、その意味で、ソ連が国境を接する地域での安全保障に関しては敏感である

ことを示した証左でもあった。

　ソ連の外交政策の新姿勢は、1956 年 2 月の第 20 回党大会での「スターリン

批判」をきっかけにさらに具体化されていった。これは、いわゆる「小スター

リン」といわれるほどの恐怖政治を敷いたハンガリーのラーコシに対する批判

にもつながった。ラーコシは、成人人口の２割ともいわれる逮捕や粛清を行い、

それとともに、ハンガリー経済も低迷していたからである。

　56 年 3 月 25 日、ハンガリー駐在のソ連大使アンドロポフは、フルシチョフ

の「スターリン批判」に対するハンガリーの反応について報告書を上げた 12。

また、6 月 13 日には、ソ連共産党幹部会のスースロフがブダペストに派遣され、

地方も巡回しその雰囲気を視察、13日には報告書を上げている 13。この時、スー

スロフは、ハンガリーの政権内部の不一致は指摘するが、ハンガリー国内情勢

についてはさほど問題視しなかった。

　しかし、状況の変化が起きる。56 年 6 月末には、ポーランドのボズナンで

暴動が起きた。この動きは、まだラーコシが権力を握るハンガリーにも広がり

を見せ始めた。ハンガリーの党青年組織「ペティーフィ・クラブ」も、ポーラ

ンド情勢に刺激され、ハンガリー勤労者党批判を強めるようになっていった。

7 月 9 日、アンドロポフはハンガリーのゲレー（党第 2 書記）と会見、ハンガリー

での「社会的政治的危機」と題した報告をモスクワに打電した 14。

和田、前掲書、93-126 頁を参照。
11　Békés	et	al., 	op.cit.,	pp.60-65.
12　AVPRF,	F.077	Op.37	P.187	D.6	L.26-29.,	 in	V.K.Volkov	et	 al.,Sovetskii	 Soiuz	 i	
Vengerskii	Krizis	1956	goda	:	Dokumenty, 	Moskow,	1998,	pp.47-49.
13　APRF,	F.3	Op.64	D.483	L.146-149.,	in	Volkov	et	al., 	Ibid.,	pp.85-87.
14　APRF,	F.3	Op.64	D.483	L.151-162.,	in	Volkov	et	al., 	Ibid.,	pp.137-142.
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そして、ソ連指導部は、12	日、ソ連党幹部会（政治局）のミコヤンをブダペ

ストに派遣するという決定を行った 15。ミコヤンはラーコシと面会し政権を手

放すことを要求 16、モスクワで治療をうけることを名目として、ラーコシをモ

スクワに移動させた。そして、ゲレーがハンガリー勤労者党第 1 書記となった。

　しかし、ハンガリーの民主化要求の動きはこれでおさまらなかった。９月に

は、ハンガリー作家同盟は、幹部会員選出総会において、党からの名簿を拒否

し非党員の作家数人を選出した。また、文芸雑誌や新聞には党批判が掲載され

た。10 月６日には、ラーコシ時代に粛清されたライク・ラースローの葬儀が

行われ、20 万人が街頭に参集した。そして、23 日、ブダペストで 20 万とも

25 万人ともいわれる大規模デモが起きたのであった。

　一方、ポーランドでも民主化の動きが大きくなっていた。10 月 19 日には、

フルシチョフらがポーランドを直接訪問し、ポーランド統一労働者党第 1 書記

として新たに選出されたゴムルカと協議した。

第１章　なぜ介入を決定（10 月 23 日）したのか？

＜ハンガリー介入までのソ連側の主な動向（1956 年 10 − 11 月）。ソ連党幹部会での介入
と撤退決定日には下線＞

10 月 19 日　ポーランドでゴムルカが第 1 書記に。フルシチョフらがワルシャワを訪問。
10 月 23 日　ブダペストで大規模民主化要求デモ。ソ連党幹部会は、軍事介入決定と同時
に、ミコヤンとスースロフをハンガリーに派遣することも決定。午後 11 時に軍事介入命
令がハンガリー駐留ソ連軍に下りる。夜：劉少奇（中国共産党代表団）らがモスクワ到着。
10 月 24 日　ハンガリー駐留ソ連軍がブダペストに入る。ミコヤンとスースロフがブダペ
ストに到着。ナジがハンガリー首相につく。
10 月 27 日　ナジが新閣僚を発表、四人の非共産党系大臣を任命。

15　TsKhSD,	F.3	Op.14	D.41	L.2.,	in	Volkov	et	al .,	Ibid.,	pp.150-151.
16　APRF,	F.3	Op.64	D.483	L.165-175.,	in	Volkov	et	al .,	Ibid.,	pp.152-157.
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10 月 28 日　ソ連党幹部会会議でソ連軍撤退を決定。
10 月 29 日　ソ連軍のブダペスト撤退を公表。イスラエルがエジプト侵攻（第二次中東戦
争 / スエズ動乱）
10 月 30 日　ソ連軍、ブダペストから撤退を続ける。ソ連党幹部会会議：平和的方法につ
いての意見が大勢を占める。ソ連政府宣言を出し、社会主義諸国とソ連軍撤退に関して
討議する意向を決定。英仏がエジプトに最後通牒を送付。
10 月 31 日　英仏軍がエジプト攻撃。ミコヤンとスースロフの報告「ハンガリーが社会主
義陣営をはなれるかもしれない」。ソ連党幹部会会議は撤退の判断を再検討し、再介入を
決定。
11 月 1 日　ナジがハンガリーの中立化をラジオで表明。中国代表団がモスクワから中国
に出発。ソ連軍が大規模軍事介入作戦を開始。
11 月 4 日　ソ連軍がブダペストへ再突入。ナジ新政権の崩壊。

（１）10 月 23 日ソ連党幹部会会議

　1953 年 3 月のスターリン死後、ソ連共産党幹部会ではその政策決定過程に

変化があった。ハンガリー動乱の幹部会会議の議事メモを見る限りにおいて、

党第 1 書記のフルシチョフは議論をまとめる役割をしているのがうかがえる。

また、幹部会内部でも構成員が自由な発言しているのが読み取れる。ちなみに、

その変化はスターリン政権期と比較すると理解しやすいだろう。たとえば、ス

ターリンが朝鮮戦争開戦（1950 年）時に行った軍事介入決定過程とハンガリー

動乱時のフルシチョフ期のそれとでは、その政策決定過程は違っている。朝鮮

戦争時には、基本的に現地にいるシュティコフ平壌駐在ソ連大使からの報告に

頼りながらスターリン一人で決定を行っていたのに対して、ハンガリー動乱時

のフルシチョフは、現地のソ連大使アンドロポフから報告を受けると同時に、

情勢が混迷を極めると、幹部会員のミコヤンやスースロフを直接派遣し現地情

勢を報告させ、幹部会会議で議論していた。

　では、政策決定のプロセスを変化させたソ連党幹部会は、1956 年 10 月のハ

ンガリー動乱時には、どのようにその意志決定を行ったのであろうか。
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　10 月 23 日、ハンガリーで大規模なデモが起きた。その要求の「16 項目」の

中にはハンガリーに駐留しているソ連軍の撤退や自由選挙、複数政党制の導入

が含まれていた。ラジオ放送局をデモ隊が占拠しようとする動きも出る中、ブ

ダペストの「英雄の広場」では、スターリン像も破壊された。国会議事堂前の

広場では多数の市民があつまり民主化の要求が行われた。ハンガリー軍の一部

は民衆側につき、ハンガリーの秘密警察と銃撃戦となる場所もあった。まだ要

職についていなかったナジは、この時、演説に担ぎ出され、「党内での交渉を

通じて諸問題を協議する」と述べたが、民衆の暴動は治まらず、デモは武装蜂

起の様相を呈しはじめた 17。ゲレーは、アンドロポフ駐ソ大使に、ソ連軍の投

入について相談した 18。同日 19 時頃には、アンドロポフはハンガリー駐留ソ

連軍特別軍団司令官ラシェンコに電話し、ブダペストの秩序回復のために、軍

を送ることができないか打診した。しかし、ラシェンコは、それはハンガリー

側の役割であって、我々はソ連政府と国防相の命令に基づいてのみ出動すると

返答した 19。

　モスクワのソ連党幹部会は、これらの動きを封じるための対応策を検討した。

この時、幹部会会議では、議事録を詳細には取らなかったようである。そのた

め、介入決定に際する詳しい議論、すなわち、誰がどのような話をしたかにつ

いては、結論のみのメモ程度のものしか発見されていない。

　以下は、ソ連党幹部会がハンガリー介入を決定した会議のメモであり、簡略

に書き留められてる。作成者は、共産党総務部のマーリンである 20。

17　Sebestyen,	op.cit.,	pp.107-125.	
18　Alexandr	M.	Kirov,	“Soviet	Military	Intervention	in	Hungary,1956,”	in	Jenö	Györkei	
and	Miklós	Horváth	 (ed.),	Soviet	Military	 Intervention	 in	Hungary	1956 ,	Central	
European	University	Press,	Budapest,	1999,	p.145.	
19　E.I.Malashenko,	“Osobyi	korpus	v	ogne	Budapeshta”,	Voenno-Istoricheskii	Zhurnal, 	
No.10,	1993,	p.26.
20　TskhSD,	F.3	Op.12	D.1006	L.4-4ob.,	in	Volkov	et	al .,	op.cit.,	pp.356-357.	
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「共産党中央委員会幹部会会議　議事メモ

1956 年 10 月 23 日

出席：ブルガーニン、カガノビッチ、ミコヤン、モロトフ、ペルヴーヒン、サブーロフ、

フルシチョフ、スースロフ、ブレジネフ、ジューコフ、フルツェワ、シェピーロフ 21

ハンガリー全体とブダペストの状況について（ジューコフ、ブルガーニン、フルシチョ

フ同志）

（ジューコフの情報）ブダペストでの 10 万人のデモ。ラジオ局が放火された。デブレツェ
ンにて党地方委員会と内務省の建物が占拠された。

（フルシチョフ）ブダペストへの軍の介入について賛成を述べる
（ブルガーニン）フルシチョフ同志の提案、軍の派遣は正しいと考える。
（ミコヤン）ナジなしでは動きをコントロールできない。我々には、（その方が）より安
上がりだ。軍の派遣には疑念を述べる。我々は何を失うのか。ハンガリー人自身の手によっ
て秩序を回復させる。軍の介入は我々自身にも害を与える。政治的手段をおこない、軍
事介入はそれからだ。

（モロトフ）ナジの手によってハンガリーは不安定になる。軍事介入に賛成。
（カガノビッチ）政府の転覆が進んでいる。ポーランドとは比較にならない。軍事介入に
賛成。

（ペルヴーヒン）軍事介入しなければならない。

21　最高権力機関であるソ連共産党中央委員会は、幹部会（のちの政治局）・書記局・統
制委員会に分かれる。この中でも幹部会と書記局が主要機関だが、中でも、幹部会が最
高意志決定機関であった。幹部会の構成は幹部会委員と委員候補で成り立っている。こ
の頃の幹部会委員は、フルシチョフ、ブルガーニン（首相）、ヴォロシロフ（連邦最高
会議幹部会議長）、カガノヴィチ（副首相）、キリチェンコ、マレンコフ、ミコヤン（副
首相）、モロトフ（副首相）、ペルヴーヒン（副首相）、サブロフ（副首相兼ゴスプラン
議長）、スースロフであった。委員候補は、ジューコフ（国防相）、ブレジネフ、ムヒトディ
ノフ、シェピーロフ（外相）、フルツェワ、シュヴェルニク（党統制委員会議長）であっ
た。書記局はフルシチョフ（第 1 書記）、スースロフ、ブレジネフ、フルツェワ、シェ
ピーロフ（外相）、ポスペロフ、アリストフ、ベリャエフ。（　）内は政府の役職。幹部
会、書記局の構成は 1957 年 2 月時点での記録。ちなみに、第 1 書記（書記長）をソ連
の最高権力者とするのは、幹部会で最も権力を掌握するものが第 1 書記も兼任するから
である。
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（ジューコフ）ポーランドとは違う。軍事介入しなければならない。中央委員会幹部会の
メンバーからひとり送ること。国内（ハンガリー）に戒厳令を宣布し外出禁止時間を導入。

（スースロフ）ポーランドの状況とは異なる。軍事介入しなければならない。
（サブーロフ）秩序維持のために軍事介入しなければならない。
（シェピーロフ）軍事介入に賛成
（キリチェンコ）軍事介入に賛成。ブダペストにマリーニン同志とセーロフ同志を向かわ
せる。

（フルシチョフ）ナジを政治活動につかせる。しかし、今はまだ首相にはさせれない。ミ
コヤン同志とスースロフ同志をブダペストに向かわせる」

　この会議メモから確認できることは、介入に反対意見が出たことである。反

対意見を述べたのはミコヤンであった。ミコヤンが、軍事介入はまだ時期早尚

というニュアンスで発言しているのがわかる。この会議の翌日にソ連軍が動い

たことから、この会議で実質的に介入が決定されたとみられるが、ただ、介入

が決定されたことはこのメモにはっきり記載されていない。

　会議メモから見る限り、介入賛成理由は、このままではハンガリーは不安定

なままになるというものだった。ミコヤンはナジを政権に戻すように主張する

が、これにモロトフは反論した。しかし、最終的にフルシチョフがナジを政治

活動につかせることに同意した。また、ジューコフやスースロフは、「ポーラ

ンドとの事例とは違う」という過去の事例（ボズナン暴動に端を発する民主化

暴動）との類推から、その相違を指摘する見解も見せている。また、キリチェ

ンコが会議の終盤で、軍事介入に賛成し、マリーニンとセーロフをハンガリー

に向かわせると述べている。これにフルシチョフは反論し、ミコヤンとスース

ロフの派遣に切り替わった。マリーニンは、陸海軍参謀次長（党中央委員会監

察委員）、セーロフは KGB（国家保安委員会）議長兼陸軍上級大将のため、こ

の２人の派遣はそのまま軍事介入に直結するため、反対したと思われる。フル

シチョフは、介入反対のミコヤンと介入に賛成したスースロフという幹部会の

重鎮２人を抱き合わせて派遣することにして、会議での意見調整を図ったもの

とみられる。
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22　例えば、朝鮮戦争（1950 年）でも、アフガニスタン介入（1979 年）でも、詳細な議
事録ではなく、議論の概要を記したメモである。詳しくは以下を参照。金成浩「朝鮮戦
争とアチソン演説」『政策科学・国際関係論集』第 7 号（琉球大学、2005 年）177‐193 頁。
および、金成浩『アフガン戦争の真実―米ソ冷戦下の小国の悲劇』（NHK ブックス、日
本放送出版協会、2002 年）44 頁。
23　コーネフは、ソ連軍元帥、国防相第一代理、ワルシャワ条約機構統一軍総司令官。
24　翌 20 日にポーランドとの会議の模様がソ連党幹部会で報告されている。この 20 日
の会議では、モスクワに東欧諸国（チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、東ド
イツ、ブルガリア）の代表を招いて、ポーランド問題について説明するとされた。また、
中国には、ソ連党中央委員会から人物を派遣して説明するとされた。しかし、実際は、
中国側代表団がモスクワに来た。(TsKhSD,	F.3.	Op.12.	D.1005.	L.49-51,	in	A.A.Fursenko	
et	al .,	op.cit.,	pp.189-190)		また、この 20 日の会議で、すでに、ミコヤンのハンガリー派
遣については検討事項となっていた。

会議メモから言えることはここまでで、メモには意見の根拠となった理由はあ

まり記述されておらず、各委員の結論のみが書かれている。政治決定が重大で

あればあるほど、議事録という形ではっきり残されていないのは他のソ連の介

入事例でもそうである 22。

（２）ポーランド問題

　では、この 23 日の幹部会会議で話された「ポーランドとの違い」とは何で

あろうか。

　この時期、ソ連はポーランドの民主化についても、対応しなければならない

状況にあった。ポーランドのポズナンで６月に発生した暴動では、当初の「パ

ンをよこせ」という労働者の主張から、ソ連軍駐留に対する批判、すなわち「ロ

シア人は出ていけ」へという主張へと変化していった。

　この 23 日の会議の前、19 日に、フルシチョフ、カガノヴィチ、ミコヤン、

モロトフ、コーネフ 23 がワルシャワを訪問し、ポーランド指導部と民主化を

めぐり会談している 24。ソ連側の懸念は、ポーランドで反ソ的指導部が生まれ
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つつあるのではないかというものであった。フルシチョフの回想によれば、こ

の会談で、ポーランドのゴムルカは、ワルシャワに向けてソ連軍の機甲師団が

移動しているので、市内に入らないようフルシチョフに要請した。また、「ソ連

がポーランドとの友好を必要としている以上に、ポーランドはソ連との友好を必

要としている。ソ連なくして、我が国は独立国家として存在することはできない」

と述べ、フルシチョフを説得した。そして、ソ連側はゴムルカを信じ、ワルシャ

ワに集結するため移動しつつあったソ連軍を止めることにしたという 25。

　また、フルシチョフは、ポーランドでは武装蜂起までは起こっていなかった

点、および、ゴムルカやチランキエヴィチなど信頼できる指導部が存在する点

をハンガリーとの違いとして挙げている 26。つまり、23 日のソ連党幹部会で

の「ポーランドとの違い」という発言は、このことを指したとみられる。ポー

ランドの暴動とハンガリーの暴動の質的差異とその指導部の姿勢の違いが 23

日のソ連党幹部会会議の重要論点でもあったとみられる。

（３）最初の介入決定と「抑制的」介入

　また、この他、最初の決定については、その他の文書からも決定要因を補完

できるものもある。この時に関するものとしては、先のフルシチョフの回想と

ハンガリー勤労者党の元第１書記のラーコシによる回想がある。

　フルシチョフの回想では、ブダペストでハンガリー党委員会と秘密警察員へ

の暴虐行為がはじまったこと、若者たちが軍の弾薬庫を襲い武装しはじめたこ

25　N.S.Khrushchev,	Vospominaniia,Vol.3,(Vremia,	Liudi,	Vlast’) ,	Moskow,	1999,	pp.238-
239.	
26　Ibid.,	p.256.
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と、武装した部隊の反革命への合流があったこと、NATO 諸国が事態に介入し

ており内戦をあおっていること等が、介入の主な理由として挙げられている 27。

　また、ソ連に連れて来られモスクワに住んでいたラーコシは、23 日の夜に

クレムリンに呼ばれた時の模様を以下のように証言している 28。

　「…１時間後（訳注：夜９時半に電話で呼ばれているので、夜 10 時半頃とみられる）
幹部会の会議にいた。フルシチョフが私に、ブダペストでは多くの群衆が党と政府に反
対している。はっきりした情報ではないが、国内治安の一個大隊及び軍の一個連隊がデ
モ側に付いたか、もしくは、命令を拒否した。…その話が終わると、フルシチョフは、「私
の意見では軍事介入が必要だと思う」と述べた。フルシチョフがすぐに、私（ラーコシ）
の評価では、介入が必要かどうかについて尋ねた。私はこれについてはすでにフルシチョ
フが話しているときにすでに考えていて、ためらいなく答えた。『無条件に必要だ。しか
もまったく即時にだ。』　…私には、この時間ブダペストで起こっている状況については
明らかではなかったとはいえ、ラジオ局の包囲、スターリン像の破壊、新聞「サボード・
ネプ」編集部への攻撃については知らなかったものの、我々の同志がソ連軍なしで鎮圧
できない反革命運動の話であることは、疑いもなかった。」

　フルシチョフはハンガリー国内情勢に詳しいラーコシに介入が必要かどうか

聞いた。ハンガリー勤労者党内の様子に通じるラーコシは、今のハンガリー指

導部がソ連軍の介入なしでは状況を治めるのは難しいと答えたのであった。ま

た、この後、ミコヤンはラーコシに自分がハンガリーに行くべきかどうかも質

問し、ラーコシは肯定的に答えている。

　結局、ソ連指導部は、二重の手を打ったとみられる。一つは「抑制的な」軍

事介入であり、一つはソ連共産党幹部会員であるミコヤンとスースロフをハン

ガリーに派遣、政治指導をおこなうという両面からの介入であったと推測でき

27　Ibid.,	pp.253-254.
28　APRF,	F.3.	Op.83	D.117.	L.2567-2569.,	in	Volkov	et	al., 	op.cit.,	pp.357-359.
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る。交渉次第では、介入の程度に強弱をつけるという可能性もあったのであろ

う。ソ連がブダペストに最初にソ連軍を送ったのもポーランド同様の「脅し」

であったとみられる。

　次の論点は、最初の介入が「抑制的」だったかどうかという点である。その

ことについては、以下の証言がある。当時、ハンガリーの警視総監であったコ

パチは、首都ブダペストから１時間ほどのバラトン湖畔に駐留していたソ連軍

機甲部隊が、この時（最初の介入時）、ブダペストのソ連大使館、ハンガリー

政治局本部、陸軍省、内務省、秘密警察本部など首都の重要施設周辺に配置さ

れたと証言している。また、彼は、この時の模様を以下のようにも述べる 29。

　「ソ連は大急ぎでブダペストに機甲部隊数個師団を集めた。彼らは歩兵の擁護さえつけ
ていなかった。だから、純軍事的にいえば全くのブラフ（脅し）であった。1953 年混乱
するベルリンでこのソ連機甲部隊が鎧袖一触暴徒を鎮圧したのに味をしめ、それをブダ
ペストで再演しようとたくらんだものであろう。ブダペストでもソ連部隊の動きは力の
誇示、それによる威嚇を目的としていた」

　コパチのこの見方は、先のソ連指導部の政策決定をみても符合する。また、

マラシェンコ（当時、ハンガリー駐在ソ連軍特別軍団参謀部作戦課）は、ハン

ガリー国内駐留ソ連軍にブダペストへの移動命令があった時の模様を述懐して

いる。この時、ハンガリー駐ソ連軍には、治安回復、重要拠点の防衛などを目

的にブダペストへの出動命令が下ったという。ただ、24 日になっても、ブダ

ペストに集結したソ連軍の規模はまだ 1 師団規模に満たないレベルで、200 万

都市の規模の治安回復にはまったく不十分だったとしている 30。

　このことからも、ソ連指導部の意志は、最初の軍事介入は「抑制的」におこ

29　シャンドール・コパチ著、小山房二訳『ブダペストの夜―ハンガリー動乱の悲劇』（日
本工業新聞社、1981 年）208 頁。
30　E.I.Malashenko,	op.cit.,	p.30.	後に、ブダペストのソ連軍には、ルーマニア駐留ソ連軍
基地の機甲師団も加わった。

186 政策科学・国際関係論集　第二十号（2020）



ない、同時に、ミコヤンらに外交交渉を行わせ問題を終わらせるつもりであっ

たとみられる。

（４）介入後の動向

　ソ連指導部は、ナジを首相に返り咲かせ政権の一翼を担わせることで民衆の

不満を沈め、ソ連軍は治安の回復のために抑制的にブダペストに介入する方針

をとったわけであった。首相になったナジは23日深夜ラジオ放送でハンガリー

に戒厳令を宣言した。そして、24 日午前 4 時には、駐ハンガリーのソ連軍機

甲部隊が最初にブダペストに入りはじめた 31。

　これで反乱は収まり治安は回復されるはずだった。政治的な方策と抑制的な

軍事的方策、この両面の方策によって、ハンガリーの問題が片付くことをソ連

指導部は期待していたとみられる。

　しかし、事態はそのように展開しなかった。ブダペストに入ったソ連軍は、

当初は、その示威行動のみで発砲の権限は与えられていなかったようである。

しかし、暴動を起こしている民衆側は、ソ連の戦車をゲレー体制と秘密警察の

味方だと考え、戦車に対して火炎瓶を投げて抵抗しはじめた。ソ連の戦車が民

衆の火炎瓶で炎上することをきっかけに、ソ連側も発砲し始めたのであった 32。

ハンガリーに派遣されていたスースロフとミコヤンの 10 月 24 日の電報 33 は、

ソ連軍が反革命勢力とよぶ勢力と局地的に交戦していることを伝えていた。し

かし、まだ全体的には楽観的見通しになっていた。そのため、ソ連指導部は、

これで、ハンガリーでの蜂起は収まるものと見ていたようである。フルシチョ

31　Ibid.,	p.28.
32　ビル・ローマックス著、南塚信吾訳『終わりなき革命―ハンガリー 1956』（彩流社、
2006 年）151 頁。Sebestyen,	op.cit.,	p.139.
33　AVPRF,	F.059a.	Op.4	P.6.	D.5.	L1-7.,	in	Volkov,	op.cit.,	pp.371-374.

187ハンガリー動乱とソ連外交（金　成浩）



フ自身も、新たに政権につけたナジがこの困難に対処できると見ていた 34。し

かし、事態はそのように展開しなかった。

　次の日 25 日、スースロフとミコヤンは、ブダペストの状況が再び複雑化し

ているとモスクワに打電した。また、この電文には、２人の同席のもとハンガ

リー党幹部会会議が開催され、第１書記のゲレーの解任、および後任にカーダー

ルがついたいう内容も含まれていた。さらに、この日 15 時 30 分に放送された

ナジのラジオメッセージに関して、以下のように、電文に補足された 35。

「PS: このテレグラムに署名後、夜遅くイムレ・ナジのラジオ演説の正確な翻訳を受け取っ
た。まったく驚くことに、この演説の中には我々も出席した（ハンガリー勤労者党の）
政治局会議での決定と違う話が演説の中に盛り込まれていた、すなわち、『ハンガリー政
府は、ハンガリー人民共和国とソ連との関係についての交渉実施に主導権を発揮する。
その中にはハンガリーに駐在するソ連軍の撤退も含まれる』…」

　ポーランドの場合、新指導部は、ワルシャワに迫るソ連軍の圧力を受け、ソ

連軍駐留は必要だとフルシチョフに述べた。しかし、ハンガリーでは、ナジの

新指導部は、そのような姿勢をみせなかったのである。つまり、ポーランドで

は、ソ連の脅しが効いたが、ハンガリーではそうでなかった。ナジは、首都ブ

ダペストからの撤退だけでなく、さらにハンガリー全土からのソ連軍の全面撤

退まで要求する兆候を見せ始めていた。

34　Sergei	N.	Khrushchev,	Nikita	Khrushchev	and	 the	Creation	of	 a	Superpower, 	
Pennsylvania	State	University	Press,	2000,	pp.185.　また、当時のモスクワ駐在ユーゴ
スラビア大使は 24 日にフルシチョフと会話した模様を回想している。この時、フルシ
チョフは、政治的解決は可能だと言いつつも確信を持てていない感じだったという。
Veljko	Mićunović,	Moskow	Diary 	(London,	1980)	p.127.	
35　AVPRF,	F.059a.	Op.4	P.6.	D.5.	L8-11.,	in	Volkov,	op.cit.,	pp.386.
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第２章　なぜ撤退を決定（10 月 28 日）したのか？

（１）10 月 26 日、ミコヤンの報告

　そして、26 日、ミコヤン単独の報告がソ連党幹部会にはいった 36。

「…我々の前には二つの可能な道がある。一つは、すべてのこれらの要求を退け、政府の
構成も変えず、ソ連軍部隊をあてにしながら闘争を続けること。しかしこの場合、彼ら（ハ
ンガリー指導部）は平和的な人民、すなわち労働者・学生とのすべての関係と信頼を失う。
新たな犠牲も出るだろう。さらに、政府と人民の間の溝を強める。もしわれわれがこの
道を行くなら、我々が失う。このため、ハンガリーの同志は、第二の道が受け入れ可能
だと考えている。政府の中に、かつてのプチブルジョア政党やインテリゲンツィア、学生、
労働者から一定の様々な民主主義者、人民民主主義の支持者を参加させる。20 − 22 人の
政府の中に 5 − 6 名。…」

　ここでのミコヤンの報告は、ハンガリー勤労者党のみで政権を作るのではな

く、諸勢力を入れた連立政権の樹立を提案していた。また、労働者や学生との

信頼関係、政府と人民の溝についても指摘している。

　そして、同日、今度は、ミコヤンとスースロフの 2 人は、「イムレ・ナジが、

民衆がソ連軍の撤退を要求していると述べている」とし、この要求に対し、ミ

コヤンらは「ソ連軍の撤退は米軍の進入が不可避になるとしてソ連側としては

同意できないと返答した」とした。そしてさらに、「我々はいま重要なのは大

衆をあやつることで、軍事的手段ではないと考える」37 と提言している。つま

り、民衆の要求はソ連軍の撤退であるが、それはできないと回答しつつも、さ

らなる軍事的な手段を使うことには否定的な提言を上げたのであった。

　この電文では、ソ連軍が撤退できない理由として、「米軍の進入」が挙げら

36　APRF,	F.3.	Op.64.	D.484.	L118-121.,	in	Volkov	et	al .,	op.cit.,	pp.387-389.
37　APRF,	F.3.	Op.64.	D.483.	L123-129.,	in	Volkov	et	al .,	op.cit.,	pp.403-406.
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れている。他の事例にも共通して言えることだが、ソ連が国境を接する地域で

の反応は敏感である。それは、国境隣接地域に米軍が駐屯する場合、ソ連の安

全保障を脅かす可能性を持つからである。ミコヤンとスースロフはその懸念を

示しつつ撤退は否定しながらも、しかし、軍事的手段ではなく、大衆を操作す

る方向の提言をしたのであった。

（２）ミコヤンへの批判

　これを受け、モスクワで幹部会会議が開催された。この 26 日の幹部会会議
38 は、ミコヤンの政策の方向性について批判が出ている。また、この会議には、

すでに 23 日に訪ソしていた中国代表団団長の劉少奇も参席していたのは特徴

的である。

　議事メモでは、ポーランドのロコソフスキー将軍問題 39 について劉少奇が

言及したことがわかる。しかし、この時、ハンガリーに関しては、劉少奇がど

のように述べたかまでは議事録には書かれていない。議事録から見る限り、お

そらく、この時、劉少奇はポーランド問題の議論にのみ加わったようである。

補足だが、近年になり、中国側から当時の政策決定に携わった人物からの回想

が出ているので、詳細は後述する。

　留意したいのは、ソ連共産党幹部会に中国共産党代表団の劉少奇が加わっている

点である。これは、この時期のソ連外交の政策決定の大きな特徴ともいえる。他の

軍事介入事例において、この時以外では、幹部会（政治局）会議というソ連の最高

意志決定機関に、他国の代表をいれて議論した事例を発見できないからである。

38　TsKhSD,	F.3.	Op.12.	D.1005.	L.53-53ob,	62-63.,	in	Volkov	et	al .,	op.cit.,	pp.411-413.
39　K・ロコソフスキーは、ワルシャワに生まれだがソ連共産党員でソ連邦元帥。彼は
当時ポーランド国防相兼ポーランド統一労働者党政治局員を務めていた。中国側はこの
人事を問題視した。
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さて、おそらく劉少奇が退出した後と見られるハンガリー問題に関する幹部会

の討議では、ミコヤンに対して批判が集中した。

　まずブルガーニンは、「ミコヤン同志は正しくない、はっきりしない立場に

いて、ハンガリーの同志が二面性に終止符を打つようにしていない。確固たる

方針を持たなければならない」と批判、カガノビッチも「彼らがミコヤン同志

の結論に従っていないというのが現実的な力関係だ。断固たる立場を取ること

だ」と述べた。また、マレンコフは「軍事介入した。そして敵は立ち直り始めた。

ナジに秩序回復を強く要求するようミコヤンが話さなければならない」とミコ

ヤンの弱腰を非難、これに、ジューコフも「ミコヤンは正しく行動していない。

降伏に向かっている。毅然とした立場に賛成」と同意した。さらに、シェピー

ロフも「措置が極端だった。しかし、正しい（軍事介入は）。現実的な力は軍だ。

彼らに譲歩させる」と続け、フルツェワは、「ミコヤン同志は明らかに間違っ

ている」と述べた。

　しかし、フルシチョフはミコヤンをかばい、「ミコヤン同志は（以前）話しあっ

たように行動している（訳注：10 月 23 日会議の時の話とみられる）。ミコヤ

ン同志は、不干渉の立場をとっている。そしてそこには我々の軍がある」と述

べ、ミコヤンをかばいながらも、軍の強化にも理解する立場をとった。

　結局、この会議では、軍事的手段に否定的なミコヤンに対して批判が集中し、

その意見が多勢を占めたのであった。第 1 書記のフルシチョフはミコヤンをか

ばう発言みせながらも、これらの多数意見に配慮し軍事的手段の強化にも傾く

姿勢も見せ始めた。そして、ミコヤン、スースロフだけでは不十分と見たのか、

党幹部会のモロトフ、ジューコフ、マレンコフのハンガリー行きが決定された。

（３）28 日の幹部会会議

　28 日の幹部会会議においても、その会議の途中までは、ミコヤンの路線に
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反対する意見が多数を占めていた 40。

　冒頭、フルシチョフは、「状況は複雑になっている。デモが計画されている。

カーダール 41 は抵抗勢力の発生源と交渉する気持ちがあるようだ」と情勢を

説明すると、ヴォロシロフは「…ミコヤンとスースロフは慎重に行動していて、

ちゃんと知らせていない。我々は悪い状況にある。…ミコヤン同志はこの仕事

を成し遂げることはできない。…軍を引き上げるべきでない。きっぱりと行動

しなければならない」とミコヤン達への批判を述べた。

　また、モロトフも「物事が悪く進んでいる。状況は悪くなり降伏にむかって

進んでいる。ナジは実際我々に反対して話している。我々の同志は遠慮がちに

ふるまっている。我々が譲歩できる限界までは妥協できる。…ソ連との友好、

軍の援助、これが最低限だ。ミコヤン同志は彼らをなだめている。もし彼らが

同意しないなら、その時は、軍を使ったら何が起こるか検討しなければならな

い」とした。

　また、カガノビッチも「反革命が進行中だ。ハンガリーの共産党員たちはどっ

ちつかずだ。カーダールは労働者、農民に一定の譲歩をするべきだ。それによっ

て（運動を）中立化させること。中心的な抵抗勢力に決定的な行動が必要だ。

撤退はできない」とし、ブルガーニンも「ハンガリー共産党中央委員会はあい

まいに行動している。カーダールは揺れている。…ミコヤンを電話に呼び出し、

そして言明する。ハンガリー共産党政治局ははっきり行動しなければならない。

そうでなければ、我々はあなた抜きで行動すると言わなければならない。おそ

らく我々は直接、政府を任命しなければならないだろう」とし、ナジ政権の曖

40　TsKhSD,	F.3.	Op.12.	D.1005.	L.54-61ob.,	in	Volkov	et	al .,	op.cit.,	pp.432-435.
41　ラーコシ政権時代に内務相でありながら投獄されていたカーダールは、10月 25日に、
ナジの新政府に加わり、ゲレーと代わり、勤労者党第 1 書記となった。ソ連の再介入時

（11 月１日）にナジを裏切り、ブダペストの反乱鎮圧後、ソ連からハンガリーの指導者
に任命された。
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昧な態度とそれに対して弱腰のミコヤンを批判した。

　ところが、ここで議論が割れた。ミコヤンに理解を示す意見が出た。マレン

コフは、「我々の同志にこの状況に対する責任を負わすべきでない。彼らはしっ

かりと蜂起を鎮圧するような方針をとっている。政府のナジは計画をもって進

んでいる」と述べた。すると、ジューコフもミコヤン批判を諫め、「ミコヤン

同志の役割に関して、いま彼を審議するのは不当だ。我々が軍を送ることを決

めた時と比べて、状況は全く違うようになっている。我々は政治的な融通性を

みせなければならない。我々はもっと柔軟性のある中央委員会を組織しなけれ

ばならない。我々は武装した労働者団体を組織しなければならない。わが軍は

十分な準備をしなければならない。中心抵抗勢力を制圧しなければならない」

と述べ、政治的な融通性を見せるとともに、軍の準備もする両面の政策を主張

した。このジューコフの意見にサブーロフは同意するとした。

　そして、フルシチョフは「答えを出すことがたくさんある。事実から計算し

なければならない。我々側にある政府になるだろうか？もしくは、我々側につ

かない政府になるだろうか、そして軍の撤退を要求するだろうか？その時、何

があるか？」と、対応について深く考えるように述べた。また、ハンガリー情

勢の分析では、「そこには党の中にも政府の中にも確固たる指導部がない。抵

抗は地方にまでも広がっている。ハンガリー軍は反乱者側につくかもしれない」

とも言及した。

　このような議論の途中で、ハンガリーからスースロフが駆けつけた。そして、

スースロフはハンガリーの状況について、以下のように報告した 42。

42　TsKhSD,	F.3.	Op.12.	D.1005.	L.54-61ob.,	in	Volkov	et	al .,	op.cit.,	pp.435-439.
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「ハンガリーの状況について（スースロフ同志）
状況は複雑だ。
　10 月 23 日、我々の軍が入った。
　10 月 25 日、抵抗勢力の一つの拠点のみが残った。我々は 10 月 26 日にそれについて発
見した。それはコルヴィン劇場にいて、ホルティースト大佐によって率いられていたグ
ループだ。単発銃撃が聞こえた（しばしば）。彼らは将校たちを撃っていた。3000 人が
負傷した。350 人が死んだ（ハンガリー人）。我々の損失は 600 人の死者だ。わが軍との
関係は悪い（どんどん悪くなっている）。理由は 56 年 10 月 24 日のデモの加速化である。
銃撃戦が始まった。70 人の市民が殺された。多くの弔意の旗が道路に掲げられた。労働
者は自分の職場を離れている。企業では（都市ごとに）協議会が作られている（継続的に）。
デモには反ソビエトの傾向がある。どのようにして我々はその状況をコントロールでき
るか？もっと強い政府の創設。
…呼びかけの文に、ナジはソ連軍撤退に関する内容を入れた。停戦についても主張され
ている。
　我々の方針は現在：今回、政府が停戦を勧め、そして軍司令官はブダペストからの撤
退を命令しようと計画している。ナジとサントが、執行部からヘゲデュシュ（首相）を
外す問題を提議した。…我々は現政権を、出される声明 43 とともに、支持するのか？支
持する。他に選択肢がない。」

　

　このスースロフの報告とナジによる「声明」を支持するしかないという報告

は、幹部会員達に衝撃を与えたとみられる。ナジの「声明」には、暴動を国民

民主運動と認め、ソ連軍のブダペスト即時撤退とハンガリー全土からの撤退が

盛り込まれていたからである。

　ブルガーニンは、速記者が記録できない形で何かをつぶやき、ヴォロシロフ

は、「我々は軍を派遣した時、正しく行動した。急いで軍を撤退させる必要は

ない。アメリカの秘密機関がスースロフ同志やミコヤン同志よりももっと行動

している」と述べ、軍の撤退に同意せず、ミコヤンとスースロフの仕事につい

43　声明とは、10 月 28 日のナジのラジオメッセージを指す。この声明には、デモを「反
革命」ではなく「国家的民主運動」として解釈を変更する内容が盛り込まれた。また、
停戦とソ連軍の即時ブダペストからの撤退も発表、さらには、ハンガリー全土からのソ
連軍の撤退について交渉に入ることが述べられていた。
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ても批判した。

　だが、この批判に、ブルガーニンは「我々が軍を派遣する時、正しく行動し

た。しかし、ヴォロシロフ同志による評価には同意できない。我々はミコヤン

同志とスースロフ同志による行動を支持するべきだ。我々は正しく結論を下さ

なければならない。ブダペストでは、ナジとカーダールの政府を駆除しようと

する勢力がある。我々は現政府を支持する立場にあるべきだ。もしそうでなけ

れば、占領しなければならないだろう。これは好ましくない冒険に我々を引き

入れる」と反論した。また、カガノビッチは、「彼らに責任を置くのは不公平だ。

もしわれわれが支持しなければ、その国の占領になるだろう。これは我々をは

るかに離れたところに連れていくだろう」と述べた。これにマレンコフもこれ

に同調した。

　また、モロトフもナジ政権を支持すべきとする見解を以下にように示した。

「軍を送る時は正しく行動した。ミコヤンとスースロフからの最初のメッセージは、政府
との関係については、安心させるものだった。大衆に対する党の影響力は弱い。この政
府に関しては、我々は支持すべきだ。しかし、彼らは、ソ連との友好については軍の撤
退と合わせて話した。我々は注意深く行動すべきだ」

　ここで、ジューコフは、「我々はこの政府を支持しなければならない」と述

べる一方で、「ハンガリーからの軍の撤退、この問題は社会主義陣営全体で考

えなければならない」とした。また、「ブダペストでは我々は特定の通りから

軍を引き上げるべきだ。たぶん我々は軍司令官からの声明を出すべきだ。ミコ

ヤンとスースロフ同志の評価に関しては、ヴォロシロフ同志が言ったことは不

適当だ」として、ヴォロシロフに反論した。また、サブーロフも、「我々はこ

の政府を支持しなければならない。政府の権威が人民の中で増大しなければな

らない。我々は、この事件の彼らの評価に抗議すべきでないし、軍の撤退につ

いては反論しないが、しかしすぐの撤退ではない」という見解を示した。

　そして、フルシチョフは、「同志たちに賛成する。我々はこの政府を支持し
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なければならない。我々は戦略を工夫しなければならない。カーダールとナジ

に言わなければならない：我々はあなた達（カーダールとナジ）を支持する。

声明は、それ以上明らかに適当でないと。我々は休戦を宣言する。我々はブダ

ペストから軍を撤退させる用意がある。我々は中心的抵抗勢力が砲火をやめる

ような状況を作らなければならない」と述べ、議論は撤退の方向に傾いた。

　そして、カガノビッチも「我々はここで譲歩や人民に対する戦争について話

しているのではない。声明が採択されなければならない。首都からの（軍の）

撤退」と述べたが、ヴォロシロフは、当てにする人物がいれば軍を残せると食

い下がった。そこで、再びフルシチョフが、「私は声明を支持する。政治的に

これは我々には利益だ。イギリスやフランスはエジプトで困難な状況にある。

我々は同じ仲間になるべきでない。しかし、幻想を作るべきでない。我々は対

面を保つ。基本的には声明は採択されなければならない。修正をする。都市で

の生活を正常化する」と述べ総括し、最後に「西側と同じ轍を踏まない」と述

べて会議は終わっている。この最後の言葉は、当時緊張していたエジプト情勢

への西側の対応を指すものとみられる。

　この撤退決定時の会議では、議事録が以上のように細かにとられている。先

の介入時と違う点である。また、議論が介入を継続する意見と介入をやめナジ

政権を後押しする意見で、分かれた模様が読み取れる。しかし、最終的にはフ

ルシチョフが撤退を主張し、意見が取りまとめられた。

　その後、ナジは、ラジオで国民に向けて「声明」を発信した 44。ここで、ハ

ンガリー政府は、ソ連軍がブダペストから速やかに撤退し、同時に、ハンガ

リーの新しい軍の配備とともにソ連軍は地域を明け渡すことで合意したと発表

した。さらに、ハンガリー政府はソ連軍のハンガリー駐留自体に対しても「ハ

ンガリーとソ連の友好関係、相互の平等、社会主義国家の国家的独立の精神で」

44　Békés	et	al .,	op.cit.,	pp.284-285.
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交渉を開始するとも述べられた。

　そして、29 日未明にはソ連軍の部隊はブダペストから引き揚げ始めたので

あった。

第３章　なぜ再介入の決定（10 月 31 日）をしたのか？	

（１）30 日ソ連党幹部会会議

　30 日、ナジは、再度ラジオメッセージを出した 45、この中でナジは、一党

独裁を捨て連立政府を樹立するという内容を入れていた。また、同日、ミコヤ

ンとスースロフが現地の状況をモスクワに報告した 46。以前の報告とは違い、

ミコヤンとスースロフの分析は悲観的なものであった。　

　この中では、党組織は崩壊途中にあり、抵抗勢力の活動が活発化しているこ

とが報告されていた。また、党中央の新聞印刷所が抵抗勢力によって抑えられ

たとし、抵抗勢力は、ソ連軍がブダペストから、さらには、ハンガリーから撤

退するまであきらめないと公言しており、平和的にこれらの温床を一掃するこ

とは難しいとも述べられていた。また、ハンガリー軍は状況を静観しており、

ここ数日間ハンガリーとソ連軍の将官たちとの関係は悪化、前ほどの信頼関係

はないとされた。もし抵抗勢力に対して送られたハンガリー部隊が、ハンガリー

人側に加わるということが起きた場合、その時は、ソ連軍はもう一度軍事行動

をする必要があるだろうとも述べられていた。

　また、この報告は、ナジの要請で、駐ハンガリーソ連大使のアンドロポフが

呼ばれて、ソ連国内からハンガリーに入ろうとしている新たなソ連軍の話は真

45　Békés	et	al .,	op.cit.,	pp.290-291.
46　APRF,	F.3.	Op.64.	D.485.	L.22-24.,	in	Volkov	et	al .,	op.cit.,	pp.467-468.
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実かどうか、もしそうなら、その目的は何かと聞かれたことも伝えている。こ

の質疑に対して、アンドロポフはナジ政権が事態に対処しているのを考慮して

さらなる軍を投入するつもりはないと述べたという。そして、アンドロポフは

ソ連・ハンガリー国境に軍を集中し続けるにしても、ハンガリー内に軍を送る

のはやめるよう国防相に指示することを提言した。ハンガリー軍が敵対的な立

場に立たないのであれば、これらの軍で十分だ。もし、状況が悪くなれば、そ

の時は、もちろん、全体的に問題を見直すことは必要だとした。そして、報告

書は、状況について、つまり、どれくらい急激に悪くなっているか最終的な意

見はまだもっていないと述べている。

　そして、モスクワでも、同日、幹部会会議でハンガリー問題が話し合われ

た。特筆すべきは、この日、「ソ連と他の社会主義国家間の友好・協力の進展

と深化の原則に関するソ連政府宣言」（以下、「友好宣言」と略）が幹部会で検

討されている点である。翌 31 日付け「プラウダ」紙は、この 30 日の「友好宣

言」を掲載、ここで「革命的変化の過程の中で他の社会主義国家との関係性に

おいて間違いがあった」と認めた。また、この「友好宣言」はワルシャワ条約

機構の他の社会主義諸国と駐留ソ連軍問題について討議することも表明してい

た 47。

　30 日の幹部会会議には、ブルガーニン、ヴォロシロフ、モロトフ、カガノビッ

チ、サブーロフ、ブレジネフ、ジューコフ、シェピーロフ、シュベルニク、フ

ルツェワ、ポスペロフが参加し、会議が開催された 48。途中から参加したとみ

られるフルシチョフが、中国側代表団との討議の模様について報告した。

　フルシチョフは「我々は、人民民主主義国家からの軍撤退に関する宣言を採

択しなければならない。ワルシャワ条約機構との会議でこれらのことを検討す

47　この「友好宣言」は、31 日付「プラウダ」紙に掲載された。Pravda ,	31	October,1956.
48　TsKhSD,	F.3.	Op.12.	D.1006.	L.6-14.,	in	Volkov	et	al .,	op.cit.,	pp.457-462.
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る。わが軍が配置されている国の観点を考慮する。中国共産党政治局全体はこ

の立場を支持している」と述べた。またこの報告を受けて、ブルガーニンは、「中

国人同志は我々の人民民主主義国家との関係について、間違った印象を持って

いる」と述べるものの、「ハンガリーへの我々のメッセージに関しては、我々

はそれを準備する。宣言は準備されるべきだ」とした。同様に、モロトフも「今

日ハンガリー人民に向けてメッセージが書かれないといけない。彼らが早く軍

の徹底に向けての交渉に入るためだ」と述べた。

　しかし、この議事メモは奇妙なことに、この「友好宣言」について議論した

あと、再度、参加リストが書き留められている点である。先の会議と参加者に

変化があったとみられる。そのため、おそらく、この日、会議は少なくとも 2

度行われたものとみられる。この 2 度目の会議の議事メモは以下のようになっ

ている。

　「参加：ブルガーニン、ヴォロシロフ、カガノビッチ、モロトフ、サブーロフ、フルシチョ
フ、ジューコフ、ブレジネフ、シェピーロフ、シュベルニク、フルツェワ、ポスペロフ、ユー
ジン 49、中国人同志達。

　ハンガリーの状況について（フルシチョフ同志、劉少奇同志）

　軍はハンガリー及びブダペストに留まらなければならないという中国共産党中央委員
会からの言葉を劉少奇同志が伝える。

　フルシチョフ同志：二つの道がある。
　軍事的な道：占領。
　平和：軍の撤退と交渉。

　モロトフ同志：政治的な状況ははっきりした。反革命的政府、過度的移行政府が作ら
れた。宣言を公表する。我々の立場を説明する。新政府との関係において明確性を持つ。
軍撤退について交渉を始める」

49　ユージンは、ソ連の駐北京大使。
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　このように、30 日には少なくとも 2 度の会議が持たれたようである。最初

の会議は、ソ連政府の「友好宣言」について議論し、そして、その後、おそら

く時間を空けて（参加者が代わっていることから）、今度は、中国側の参加者

も含めて、ハンガリー問題をもう一度話し合った。つまり、この日の最初の会

議では、フルシチョフが遅れて参加し、中国側が「友好宣言」を支持している

と報告した。この宣言にはもちろん、ソ連が他の社会主義諸国から軍を撤退す

るという内容が含まれていた。しかし、時間を空けたその後の会議には、こん

どは劉少奇自ら参加した。この時、劉少奇は中国本国の見解を伝えた。それは、

「ソ連はハンガリーに残るべき」というものであった。これに対して、フルシチョ

フは、ハンガリーを軍事的に占領するか、ソ連軍撤退の交渉をするか、2 つの

道があると述べた。そこで、モロトフは、「『友好宣言』を公表し、軍撤退の交

渉をする」と述べた。

　この「友好宣言」の話が急遽出てきた理由は、ソ連側史料からのみではよく

わからない。そのため、前述の先行研究等でも、この「友好宣言」が出てきた

理由についてあまり言及しないか、見解を回避するか、または、後の軍事介入

のための「カモフラージュ」とする見解が呈されている。しかし、ソ連側から

の議事メモからでは断片的にしかわからないが、中国側証言と合わせると、「友

好宣言」にいたる過程がわかる。この頃、中国共産党代表団は、23 日からモ

スクワに滞在していた。ソ連側がポーランド問題 50 を話し合うために中国代

表団を招聘した。

　中国側は、モスクワ滞在中の 10 月 23 日夜に、ハンガリーで大規模暴動がお

こったことを知ったという。中国代表団団長の劉少奇は電話で毛沢東と相談し

たところ、この時の毛沢東の指示は、「ソ連は他の社会主義国を政治的にも経

済的にも手放して、解放し、これらの国を独立させることができるだろうか」

と述べ、劉少奇はこの見解をソ連側に伝えた。さらに、そして、劉少奇は「私は、

毛沢東同志が、社会主義国家間でも『平和五原則』を実行できるというのを聞
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いたことがある」ともソ連側に述べた。最初ソ連側はこれを受け入れなかった

が、最終的に受け入れ、先に言及した 30 日のソ連政府の「友好宣言」につながっ

たという 51。

　つまり、当初、「ポーランド」問題を話すため 23 日からモスクワに滞在して

いた中国代表団は、「友好宣言」の作成に向けてソ連側と話し合っていた。そ

してそれが 30 日にソ連党幹部会会議で検討され正式に決定された。すでに見

てきたように、28 日の幹部会で撤退が決定され、29 日に実際にソ連軍はブダ

ペストから撤退し始めていた。30 日に検討された「友好宣言」は、それまで

のソ連幹部会での議論の流れとも矛盾しないのである。そのため、「友好宣言」

は偽装ではなく、実際にソ連指導部はその方向で政治の舵を切ろうとしていた。

ところが、30 日の 2 度目の会議では、劉少奇らも参加し、「ソ連軍はハンガリー

に留まるべきだ」とその主張を変えた。そして、フルシチョフは、軍事か平和

かの二者択一を会議のメンバーに投げかけたが、モロトフは軍の撤退を主張し

た。この 30 日の会議では二者択一のどちらの選択を決定したかまで書かれて

50　N.S.Khrushchev,	op.cit.,	p.244.	フルシチョフの回想録では「ハンガリー」問題を話し
合うため中国側を呼んだとしているが、おそらくこれは「ポーランド」か、もしくは、「両
方」の問題の記憶違いだろう。ポーランド問題とハンガリー問題は１週間ほどの時差し
かなかったためなのか、ハンガリー問題がより深刻になっていたためなのか、どちらに
しても情勢がより紛糾した「ハンガリー」の方がフルシチョフには印象が強かったため
とみられる。23 日に中国代表団がモスクワに到着していたため、旅行準備や飛行機の
時間（ソ連の専用機を迎えに行かせたという）を考慮すると、少なくともハンガリーで
事態が紛糾した 23 日の前にソ連側の招聘があったと考える方が合理的であろう。
　さらに、中国側回想録では、「ポーランド」問題を話し合うためにモスクワに向かっ
たとされている。参照：石井、前掲論文、6-9 頁。呉冷西の回想では、毛沢東は 22 日夜
にモスクワに代表団を送るのを決めたとしている（『十年論戦　1956 〜 1966	中蘇関係
回憶録』中央文献出版社、2014 年、29 頁）また、師哲の回想では、21 日にソ連側から
招聘があったとされている（師哲口述、李海文整理『中ソ関係見証録』当代中国出版社、
2005 年、221 頁）
51　石井、前掲論文、10 頁。師哲、前掲書、229-231 頁。
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いないため、判断はまだ決まらなかったようである。

　ちなみに、「友好宣言」については、フルシチョフの息子のセルゲイ・フル

シチョフが証言している。彼によると、もともと、フルシチョフは、そのキャ

リア全体を通じて、「友好宣言」にある基本コンセプトを持っていたという。

フルシチョフ自身は、外国に軍を駐留することには完全に反対であった。もし、

ソ連軍を撤退することができれば、帝国主義の侵略的政策を超えて社会主義者

の外交政策の優越性を示すことができると感じていた。経済的側面においては、

フルシチョフはいつもすべての面で金銭を節約することを考えていて、外国に

ソ連軍を維持することはソ連国内のそれよりも数倍も費用がかかるということ

が気に入らなかった。また、フルシチョフは核兵器の出現が地上軍を前方展開

する重要性を縮小させているとも考えていた。まずルーマニアからソ連軍を撤

退することから計画が作られていた。ハンガリーはその次で、そしてさらには、

ポーランドや東ドイツでの撤退も考えられていたが、全員が賛成しているわけ

ではなかった。特に軍事は簡単ではなかったのである。ハンガリーの蜂起で結

局計画は最初から失敗したが、1958 年にはルーマニアからの撤退を実現でき

たと述べている 52。

　

（２）31 日ソ連党幹部会会議

　

　そして、会議の趨勢は、翌 31 日になると、方向転換するのであった。ソ連

党幹部会会議で、フルシチョフは以下のように述べている 53。

　「われわれは、われわれの評価を再検証し、ハンガリーから我々の軍を撤退すべきでな

52　Sergei	Khrushchev,	op.cit.,	p.190.
53　TsKhSD,	F.3.	Op.12.	D.1006.	L.15-18ob.,	in	Volkov	et	al .,	op.cit.,	pp.479-481.
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い。我々は、ハンガリーの秩序を回復するイニシアチブをとるべきだ。もし、われわれ
がハンガリーから離れるなら、それはアメリカ人、イギリス人、フランス人ら、帝国主
義者らへの大きな後押しになってしまう。彼らはそれをわれわれの側の弱さの表れだと
受け止め、攻撃的になるだろう。我々はその時我々の立場の弱さをさらけ出すことにな
るだろう。私たちがこのようにするなら、われわれの党はそれを受け入れないだろう。
帝国主義者らは、エジプトに、さらにはハンガリーを加えるだろう。我々にはまったく
他の選択肢はない。もし、この考えが支持され承認されるなら、我々が何を為すべきか
考えよう」

　この方向転換は、幹部会でも異論が出た。サブーロフは、「後の祭りでは（昨

日の会議の後では）、まったく意味がない。（我々の決定は）NATO を正当化

する」と述べ、モロトフは、「昨日は中途半端な決定だった」とし、昨日 30 日

の決定のまとめ方を批判した。またジューコフ、ヴォロシロフ、ブルガーニンは、

「我々が自分たちの意見を再検討するのは拒絶する」と述べ、反対している 54。

しかし、フルシチョフの再介入決定に同意する意見も出た。フルツェワは「さ

らにどうすべきか？我々は躊躇している。しかし、いま、事態はかなり進展し

ている。勝利が我々側にくるように行動すべき」とし、ポスペロフも「ハンガ

リーの社会主義を窒息死させないよう議論すべき」、シュベルニクは「フルシ

チョフ同志の提案が正しい」と支持した。結局、ジューコフにハンガリーでの

軍事的作戦を立案させることとなった。

　注目したいのは、ここでエジプト問題にまでも言及されていることである。

スエズ運河国有化の問題で、まさにこの会議の日、31 日、イギリスとフラン

スがエジプトを攻撃したことは、逆に、その時事態が進行していたハンガリー

でも西側諸国から攻勢を受けるかもしれないというフルシチョフの懸念を引き

起こした。介入の決定において、フルシチョフが示したのは、ハンガリーまで

54　この文書は、その左横に、「同意：ジューコフ、ブルガーニン、モロトフ、カガノビッ
チ、ヴォロシロフ、サブーロフ同志」と記載されている。この別掲の署名により、反論
した上記メンバーは、後に、フルシチョフの結論に同意したことがわかる。
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西側の勢力圏に入ることへの脅威認識だったのである。

　後に、フルシチョフはこの時の模様を以下のように振り返っている。

　「それは、歴史的な瞬間だった。われわれは選択を迫られていた。軍隊を市内に戻し、
蜂起を粉砕すべきか、それとも国内勢力がみずから解放をとげ、反革命を阻止するのを
じっとまつべきだろうか？われわれが後者の方針をとることに決めるならば、反革命が
一時的に勝利を収める危険はつねに存在し、…そのうえ、反革命が成功し、NATO が社
会主義諸国のまっただなかに根をおろすことになれば、ソ連邦自体はいうまでもなく、
チェコスロバキア、ユーゴスラヴィア、ルーマニアは深刻な脅威にさらされるのである」

（３）中国側の政策の変化

　このようなソ連指導部の脅威認識に加えて、ソ連に対して社会主義諸国から

の軍の撤退を求めていた中国側が、上述のようにその意見を変化させたという

要因もあわさったとみられる。

　中国側記録によると、30 日の夜、中国側の毛沢東の方針に変化があった。

先に言及したように、30 日には、中国の意向も反映したソ連政府の「友好宣言」

を決定したものの、緊迫化するハンガリー情勢を知り、劉少奇は北京にハンガ

リーの状況を報告した。これを受け、北京にいた毛沢東は議論を重ね方針を変

えた。ポーランド問題とハンガリー問題は質が違うというのがその判断が変

わった理由であった。具体的には、30日の深夜に、ソ連軍は引き続きハンガリー

に駐留する必要があるという内容の電文が北京から劉少奇に届いた。そして、

31 日午後、劉少奇はソ連幹部会に出席し、中国の先の毛沢東の見解を伝えた。

当時、中国代表団に同席していた中国共産党宣伝部長の呉冷西は、この時のソ

連幹部会の雰囲気を以下のように回想している 55。

55　石井、前掲書、８頁。呉冷西、前掲書、34 頁。
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　「…31 日午後、ソ共の最高幹部会メンバーと緊急に会見し、中共中央の見解を伝えた。
…ソ連の最高幹部会のすべてのメンバーは皆、ハンガリーからのソ連軍撤兵はやむを得
ないとみなしていた。当面の状況からみて別の解決方法はなく、撤兵するしかない。劉
少奇は最後に、もしあなた方が本当現在、撤兵し、ハンガリーを手放し、放っておけば、
あなた方は歴史の罪人になるであろう、と述べた。ソ連の幹部会員はこの発言を聞いて、
大いにショックを受けたが、その時は誰もソ連軍はハンガリーに留まるべきといわなかっ
た」

この中国側の証言は、ソ連党幹部会議事録ともおおむね一致する。前述したよ

うに、ソ連側記録によると、30 日の段階で劉少奇はソ連党幹部会に出席しそ

の意向を伝えている。ただし、31 日のソ連側会議議事録には、ソ連側も含め

会議の参席者の記載がないため、劉少奇がそこにいたかは不明である。

　また、フルシチョフ自身もその回想録で中国側と相談した事実を以下のよう

に述べてもいる 56。

　「われわれと中国人たちとの協議はリブキー（スターリンの元別荘）で行われた。…わ
れわれは夜を徹して、われわれがハンガリーに武力を用いるべきかどうかに関する賛否
両論を検討した。最初、劉少奇はその必要はないといった。われわれはハンガリーから
出て行き、労働者階級が自力で立ち上がり、自分の手で反革命と対処するようにしむけ
るべきだ。というのが彼のことばだった。われわれはそれに同意した。
　だが、この合意が成立したところで、われわれはまたも状況について論じはじめ、こ
のような疑念が湧いた。今すでに労働者階級がブダペストの状況を抑えるのはむずかし
いだろう。部分的に彼らは反革命に加わっている。特に、若者たちだ。…われわれは何
度も気持ちを変えて、行きつ戻りつしたか、わからない。何をなすべきか考えを決めた
と思うたびに、劉少奇は毛沢東と（電話で）相談するのであった。…」

　こういった中国側とのやり取りも続け、31 日の会議で、ソ連党幹部会はフ

ルシチョフの先の冒頭の発言をきっかけに、再度の介入に舵を切ったとみられ

る。そして、翌朝 11 月１日、フルシチョフは、中国代表団がモスクワから帰

56　N.S.Khrushchev,	op.cit .,	pp.254-255.
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国する際に空港に出向き、ソ連軍がブダペストに再介入することを話した 57。

　そして、ソ連軍は、11 月 1 日から、ソ連国内からハンガリー国境を越え始め、

本格的な大規模軍事作戦を開始しはじめた。フルシチョフらソ連指導部は、ま

ず１日、ブレストでポーランドのゴムルカにハンガリーへの軍事介入について

説明した。また、２日には、ブカレストでルーマニア、チェコスロバキア指導

部と会談し、その時ブルガリアへの説明の伝達も依頼した。また、同日、フル

シチョフとマレンコフはユーゴスラビアにも飛び、チトーと会談、ハンガリー

介入に支持を取り付けた。また、この日、カーダール 58 らは、ナジを裏切り

モスクワに到着している。そして、4 日、ソ連軍はブダペストに再突入したの

であった。

終章　決定の本質

　ソ連外交政策の決定の本質について、こんどは論点別に整理しながら考察し

てみたい。

（１）最初の介入の「限定性」

　ハンガリー動乱へのソ連介入については、「第一次介入」・「第二次介入」と

並列的に概説されることが多いため、最初の介入の「限定性」については、や

やもすると、見過ごされがちである。

　最初の介入決定は、政治的解決を目指す方法と軍事介入の手法の二重決定で

57　Ibid.,p.255.	その後、ソ連はユーゴスラビアを含む東欧諸国に対してハンガリー介入
の通達に入った。
58　カーダールは、反乱鎮圧後、ソ連からハンガリーの政権を任された。

206 政策科学・国際関係論集　第二十号（2020）



あった。クレムリンは、ソ連党幹部会のミコヤンを送り政治的解決の道を探る

一方で、ブダペストの治安回復のために、ハンガリー駐留ソ連軍をまずブダペ

ストに移動させた。

　直前に起きたポーランド問題において同様の対処法がうまくいったため、ソ

連指導部はハンガリーでもこのような手段を取ったとみられる。つまり、限定

的に軍事的圧力を加えながら、政治的に話し合うという手法である。そのため、

ブダペストの治安回復のために、ソ連は軍を移動させることを決定はしたもの

の、当初の介入は抑制的にハンガリー軍と協力し治安維持を任務とするという

限定的なものであった。そのため、当初発砲許可を得ていなかったソ連軍はブ

ダペストで民衆からの武力抵抗にあい、混乱し、状況は泥沼化していくのであっ

た。これはまさにソ連指導部の誤算であった。同時に政治的解決を模索してい

たミコヤンは、ナジを復権させ指導部に入れることにより、民衆をなだめる方

策を探った。しかし、ナジはポーランドとは違い、ソ連軍の駐留を望んだわけ

でなく、逆に民衆の要求に呼応しソ連軍の撤退を求め始めた。そのため、軍事

的方策も、政治的方策も、迷走したまま時間が経つのであった。

（２）ソ連外交のイデオロギー的側面と中国共産党

　では、硬軟両面の手法がうまくいかない中で、なぜソ連は撤退し、そして、「友

好宣言」まで出したのであろうか。

　この点は、ソ連外交における「イデオロギー性」について考慮しなければな

らないだろう。具体的に言えば、第 20 回ソ連共産党大会における「スターリ

ン批判」の影響、および、フルシチョフ自身の「新思考」である。「スターリ

ン批判」でスターリンの独裁政治について批判したフルシチョフらの新指導部

は、東欧の民主化を求める暴動に直面した時、ジレンマに陥った。ソ連が従来

通りに軍を外国に駐在させ、その影響力を行使し続けることが、「スターリン
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批判」をした自らの立場と矛盾するからである。このジレンマの中にあったフ

ルシチョフは、中国共産党とも相談した。離れた立場にいる中国共産党は、問

題を客観的に見れるからというのが、その理由であった。当初、中国共産党は

ポーランドに対するソ連への対応を批判した。それは、ポーランド自身でも民

主化ができるという理由からであった。とくに、中国側は、ソ連軍元帥でもあ

るラコソフスキーが、ポーランド国防相になっていることを問題視し、社会主

義国間の平等の原則を主張した。そして、中国側はソ連と交渉を重ね、10 月

30 日の「友好宣言」となったのであった。

　また中国側の影響もそうだが、実は、フルシチョフ自身も、外国での軍駐留

に対して問題であるとする「新思考」をすでに持っていたのというはすでに述

べたとおりである。ハンガリー動乱のソ連の対応を見る限り、抑制的介入から

撤退にいたる政策までは、フルシチョフの「新思考」の跡がうかがえるのであ

る。その意味では、10 月 30 日に示した幹部会の結論、すなわち、社会主義諸

国間での主権の平等について「友好宣言」を出すという結論はその到達点とも

言える瞬間であったといえるかもしれない。

　しかし、ハンガリー情勢を再検討した毛沢東は、考えを変えた。ハンガリー

の社会主義政権の崩壊を座視するのも、「プロレタリア国際主義の原則」に反

するという、イデオロギー的解釈の変更であった。そして、フルシチョフらソ

連指導部は、中国共産党代表団と長時間の会合を持つのであった。

（３）政策決定としての集団指導体制

　さらに、フルシチョフ個人のリーダシップと幹部会会議、ミコヤンの存在、

集団指導体制下での自由な議論についても指摘しておかなければならない。集

団指導体制はハンガリー動乱時におけるソ連の外交政策決定の大きな特徴であ

る。政治局内であまり自由な議論がなされず、意見の対立がない中で決定され
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ていったブレジネフ期のチェコスロバキ介入やアフガニスタン侵攻事例とは明

らかな違いがある。スターリン期とブレジネフ期の政策決定と比較することに

よって、56 年当時の政策決定スタイルが、どれだけ、幹部会（政治局）内で

自由な議論がなされていたのか判明する。

　フルシチョフは、ハンガリー問題を扱う中、議論の調整役に回っていた。他

の構成員も幹部会員・幹部会員候補の区別なく自由に議論していたのは、特徴

的であった。そして、フルシチョフ指導部は、中国共産党の意見にも耳を傾け

ていた。一般的には、軍事介入決定にかかわる重要会議（幹部会会議）という

場は、国家の最高機密を扱う機関であり、そこに他国から議論に加わるという

ことは、共同での介入でないかぎり、ありえないだろう。劉少奇がソ連党幹部

会に出席していたという事実は、この時の中ソ関係を分析する上で十分留意し

なければならない点であろう。

　こういった多くの意見を聞き議論を重ねる決定方法は、それこそ「スターリ

ン批判」で独裁政治を否定した彼らにとって必要な方法であったともいえるだ

ろう。しかし、こういった方法は逆にその決定にぶれを生じさせることにつな

がった。介入・撤退・再介入と、わずか 10 日間ほどで決定は揺れたのであった。

（４）ソ連の脅威認識と米国外交

　では、そんなフルシチョフの「新思考」路線を阻んだ要因は何だったのだろ

うか。それが次の論点である。ここで考えられるのは、ナジの政策、及びスエ

ズ動乱に起因するソ連自体の安全保障に対する脅威認識である。ハンガリー

のナジは、ソ連軍の撤退のみならず、ワルシャワ条約からの脱退、中立化宣言、

国連での提議、まで踏み込んだ。そして、同時期に、英仏のエジプトへの攻撃

（スエズ動乱）が勃発する中、フルシチョフの「新思考」も揺れ動くのであった。

ハンガリーの問題は、もはや、ソ連自体の安全保障を脅かす可能性もあったの
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である。

　実は、ソ連が国境隣接地域で軍事介入した事例であるチェコスロバキア事件

（1968 年）およびアフガニスタン侵攻（1979 年）においても、ソ連指導部は同

様の認識を示している 59。米国や NATO に対する彼らの脅威認識は、ブレジ

ネフ期にも共通していたということは指摘しておきたい。

　では、ソ連が脅威認識を持ったその相手側の米国は、当時、ソ連をどのよう

に見ていたのだろうか。

　1956 年 7 月 18 日の米国の国家安全保障会議（NSC）は、「東欧のソ連衛星

国に対する米国の政策」と題するレポートを作成している 60。このレポートは、

先に 7 月６日に専門家によって作成されたものを土台にして、12 日の NSC 会

合でそれが修正され作成された。12 日の修正会合では、アリソン大統領特別

補佐官（安全保障問題担当）、ハンフリー財務長官、ダレス国務長官、ニクソ

ン副大統領、ウイルソン国防長官らが参席していた。18 日のこの文書では、

まず、以下のように情勢を分析している。

　まず、ソ連の東欧へのコントロールは、ヨーロッパと米国への脅威になって

いるという前提をおく。そして、ソ連の衛星国では反共産主義的態度やナショ

ナリズムが表れており、さらに、別の社会主義建設の道を目指すユーゴスラビ

アをモスクワが受けいれたこと、及びスターリン批判は、衛星国にも影響を与

えているとした。ユーゴスラビアの独自の位置は、将来、ソ連・衛星国関係に

変化を促進する可能性もあるとみたのであった。その上で、米国の対応として

は、ソ連の支配を除去するために戦争や、内部の革命的手段によってこの目標

を達成することはないだろうし、それが可能でもないとした。それゆえ、たと

え、突然の変化は来なくても、衛星国の国家的独立とソ連のコントロール弱化

59　チェコスロバキアとアフガニスタン事件に関するソ連外交の政策決定に関しては以
下を参照。金成浩、前掲『アフガン戦争の真実』、23-84 頁、及び 149-178 頁。
60　Békés	et	al .,	op.cit.,	pp.152-156.
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に繋がるような改革的変化を及ぼす手段を用いるとした。より具体的には、衛

星国の民衆にソビエト支配体制への抵抗を励ますこと、ソ連支配を弱めるため

に衛星国のナショナリズムを高揚させることなどが指摘された。さらに、東欧

でユーゴスラビアの独特な立場をソ連と東欧諸国との繋がりを弱めることに利

用することも提言されていた。さらに、亡命者の利用、プロパガンダ、公式・

非公式のオペレーション（諜報活動）を使うことにも言及されている。

　このような工作については具体的には定かではないが、少なくとも言えるこ

とは、ソ連党幹部会会議やフルシチョフの回想でも、たびたび、西側の工作に

ついて言及されていたことである。このことが、ハンガリー問題への懸念をソ

連に高めさせたのは、ソ連側史料からも読み取れる。

　双方の公文書から見えるものは、すなわち、米ソ双方が互いに脅威認識を抱

く構造下の中にあった点である。アメリカの公文書を見る限り、米国は東欧へ

の軍事介入ははっきりと否定している。しかし、鉄のカーテンの向こうのソ連

指導者は、アメリカがどこまで干渉してくるかわからず、スエズ動乱でのエジ

プトへの英仏の攻撃にも直面し、その脅威認識をいっそう高めたのであった。

そしてそれが、ハンガリーへの再度の軍事介入にもつながる一つの要因になっ

たともいえるのである。
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