
４２ 冷戦下の国際紛争
〔ヴェトナム∑カンボジア〕 〔その他の地域〕

1945 〔パレスティナ問題〕 〔アラブ諸国∑イラン〕
45 ユダヤ難民のパレスチナ移住が激増 インドシナ戦争 ４６〜５４ ４６〜４９ 中国の国共内戦
４７ 国連， パレスティナ分割案 ４５ ヴェトナム民主共和国独立

１９４８ 第１次中東戦争 宣言 大統領

４８ 共和国独立宣言 ４６ フランスとの独立戦争開始 ４７ 紛争（印・パ間）
アラブ軍の敗退 ヴェトナム独立連盟 〜４９

戦争 ４９ 仏は傀儡政権ヴェトナム国

を建国 主席 バオダイ アジア諸国の独立
１９５０ 大量のパレスティナ難民 ５１ の石油国有化（モサデグ ５０ アメリカの仏援助開始 ５０

５０ （アラブ系住民） ５２ エジプト革命 〜 朝鮮戦争
年 反新植民地主義 ５４ 陥落 ５３

代 イスラエルへの アラブ民族主義 「アラブの大義 フランス敗北

前 米・西欧諸国の軍事・経済支援 ５４ エジプトで 実権掌握 ５４ 協定調印 ５５ 第１回アジア・アフリカ会議

半
１９５５ ５４ アルジェリア独立戦争開始 フランスはヴェトナムより撤退 第三勢力の形成と結集

１９５６ 第２次中東戦争 北緯１７度線で南北分割

後 ５６ イスラエル・ ・ 軍の ５６ ナセルエジプト大統領の 北】ヴェトナム民主共和国支配

半 シナイ半島侵入 ・ 宣言 社会主義体制， ソ中支援 ５７ 独立

戦争 南】 政権 戦後初の黒人国家独立
５８ 革命 アメリカの支援する独裁政権 ５９ キューバ革命 首相
王政廃止，米仏出兵 反米・社会主義路線

対仏 ヴェトナム戦争 ６０〜７５
１９６０ 協定 ６０ 南ヴェトナム 戦 ６０ の年アフリカ諸国独立
６０ ６２ アルジェリア独立実現 線結成 北ヴェトナム支援 ６０ コンゴ紛争〜６５）
年 ６０ ＯＰＥＣ結成 ６２ 米は軍事顧問団を送り込み ６２ キューバ危機

代 本格的な軍事介入を開始 ６２ 中印国境紛争
前 湾岸諸国は世界最大の石油地帯 ６３ クーデターでゴ政権崩壊 ６４ キプロス紛争

半 ６４ （パレスティナ解放機 エネルギー革命（石油へ） 米の支援する軍事政権 ６４ 第１回国連貿易開発会議

１９６５ 構）の結成 ６４ 湾事件 「援助より貿易を」
６５ ＰＬＯファタハ武装闘争開始 ６５ 米軍は全面的軍事介入開始 南北問題

後 １９６７ 第３次中東戦争 開始 ６５ カシミール戦争（印・パ間）

半 ６７ イスラエルの電撃的勝利 解放戦線は農村を支配 ６５ ドミニカ内乱
シナイ半島， ゴラン高原 ６８ アラブ石油輸出国機構の結成 ６８ 解放戦線のテト攻勢 ６５ インドネシア九・三〇事件

西岸地区占領 （ ） ６８ 米軍のソンミ村大虐殺事件 共産党弾圧， 政権

戦争 ６９ リビア革命 共和制へ ６８ 米， 北爆全面停止 ６５ シンガポール独立（マレーシャより）

スエズ運河封鎖 ６８ 和平会談始まる
１９７０ ７２ テル＝ アビブ空港乱射事件 ７０ ナセル急死（・サダト大統領 ７０ 米軍， カンボジア全面介入 ７０ チリに 革新政権
７０ ミュンヘン五輪村襲撃事件 ７２ 人民共和国
年 １９７３ 第４次中東戦争 ７３ ヴェトナム和平協定調印 独立（パキスタンより分離）
代 ７３ ＯＡＰＥＣ石油戦略発動 米軍の撤兵 ７２ 印パ全面戦争

前 戦争 石油危機 ７３ チリ軍部クーデター

半 ７４ 国連，ＰＬＯにオブザーバー資格 石油資源国有化 ７５ サイゴン陥落 戦争終結 アジェンデ革新政権崩壊
１９７５ ＰＬＯ 議長 原油価格の高騰 産油国富裕化

７５〜レバノン内戦 ７５ カ】 政権成立 ７６ アンゴラ内戦
後 急進派 反米親ソ ソ連支援 ７６ ヴェトナム 共和国の成立（統一）

半 ７７ エジプト大統領のイス 穏健派 親米路線 西欧支援 ７８ カ】ヴェトナム軍の介入

ラエル訪問 ７９ ソ連のアフガニスタン介入 ７９ カ】ヘンサムリン政権成立・ ７９〜エルサルバドル内戦 〜８９）
７８ キャンプ＝ デーヴィド合意 ７９ 革命 内戦始まる・

７９ ・イスラエル平和 師指導 ７９ 戦争 軍事衝突・
条約調印

１９８０ ８１ サダトエジプト大統領暗殺 イスラム原理主義 ８１ 第１回南北サミット開催

８０ ８０ イラン＝ イラク戦争
年 ８２ シナイ半島のエジプト返還 イラク 大統領 ８２ カ】民主カンプチア連合政府 ８２〜ニカラグア内戦

代 ８２ イスラエル軍レバノン侵攻 （三派連合政府） シアヌーク ８２ フォークランド紛争

前 ８３ グレナダ紛争

半
１９８５ 経済の停滞

８５ イスラエル， レバノン撤退 ８６「ドイモイ （刷新） 」政策へ ８６ フィリピン革命

後 経済の再建へ アキノ政権成立

半 独裁政権退陣

８７ インティファーダ発生 ８８ イ＝ イ戦争， 安保理

占領地域での大衆蜂起 決議で停戦 ８９ インドシナ難民の増大
８８ パレスティナ国家独立宣言 ８９ ソ連軍アフガニスタン より完全撤退 （ボートピープル）

１９９０ ９０ イラク軍の 侵攻 ９０ カ】カンボジア包括最終和平

提案の合意 国連安保理

９１ 湾岸戦争（多国籍軍）

９３ イスラエル， 相互承認

暫定自治の合意


