
北米,南米スペイン イギリス フランス ドイツ,イタリア 東欧,北欧 ロシア 中東,アフリカ インド,東南アジア ユーラシア 中国,朝鮮
A. D. 大航海時代 チューダー朝 ヴァロワ朝 イタリア諸国家 神聖ローマ帝国 モスクワ大公国 オスマン帝国 ロディー朝 韃靼 明 李氏朝鮮 A. D.
1500 トルデリシャス条約(1494) ヘンリ7世 ルイ12世 マクシミリアン1世 スイス,ハプスブルクより独立 イヴァン3世 サファヴィー朝 1500

ガマ,カリカット到着(1498) 星室庁裁判所設置(1487) セントローレンス湾探検 サン=ピエトロ大聖堂新築 イスマーイール1世
第一次囲い込み 教皇レオ10世 ポルトガル,ゴア占領
ヘンリ8世 贖宥状(免罪符)販売 セリム1世 ポルトガル,マラッカ

スペイン,ハプスブルク朝 囲い込み制限令 アンボイナ占領
カルロス1世(カール5世) トマス=モア「ユートピア」 フランソワ1世 ルター「95カ条の論題」

20 マゼラン船世界一周 (「羊が人間を食う」) カール5世 スレイマン1世 20
コルテス,メキシコ征服 イタリア戦争 ヴォルムス帝国議会 ナーナク,シク教興す

農民戦争 スウェーデン独立 パーニーパッドの戦い
(メヂィチ家) (カルマル同盟崩壊) モハーチの戦い(東欧へ) ムガル帝国

ヘンリ8世キャサリンと離婚し 1stウィーン包囲 (1stウィーン包囲) バーブル
ピサロ,ペルー征服 アン=ブーリンと結婚 シュマルカルデン同盟成立 ロシア帝国
(インカ帝国滅亡) 首長法発布(英国国教会成立) オスマン帝国と同盟 (プロテスタント諸侯,都市) イヴァン4世 (雷帝)

トマス=モア処刑 (対ハプスブルク) (北欧3国,ルター派に)
40 修道院解散 イエズス会公認 (スペイン,ヴェネツィア,ローマ教皇 VS オスマン)プレヴェザの海戦 スール朝 40

(オスマン,地中海制海権) ムガル帝国,一時中絶
ポトシ銀山開発(ボリビア) トリエント公会議 ハンガリー併合 ザビエル,ゴアに至る アルタン=ハン

エドワード6世 アンリ2世 (カトリーヌと結婚) シュマルカルデン戦争 イヴァン,ツァーリの称号を使用
一般祈祷書公布 北京圧迫
メアリ1世

フェリペ王子,メアリと結婚 カトリック復活,新教徒迫害 アウクスブルクの宗教和議 ムガル帝国,デリー回復
フェリペ2世 エリザベス1世 フェルディナント1世 アクバル

60 統一法発布(国教会定着) カトー=カンブレジ条約 60
幣制改革(トマス=グレシャム) シャルル9世 カトリーヌ(母)
(「悪貨が良貨を駆逐する」) ユグノー戦争 遼東に侵入

(ネーデルランド) ロンドン株取引所設置 セリム2世 ジズヤ(異教徒税)廃止
オランダ独立戦争 仏にカピチュレーション認める アルタン=ハンと和す

サンバルテルミの虐殺 (スペイン,ヴェネツィア,ローマ教皇 VS オスマン)レパントの海戦 万暦帝
ポルトガル併合(同君連合) アンリ3世 (オスマン後退) アグラ城完成 張居正の改革

ユトレヒト同盟結成 ネーデルランドと同盟 ベンガル・ビハールを併合 一条鞭法広まる
80 オラニエ公ウィレム (地税と人頭税を一括して銀で納める) 80

ネーデルランド連邦 コサックの首長,イェルマーク (満州)
(オランダ) シベリア進出 (サファヴィー朝) 女真

ブルボン朝 フョードル1世 アッバース1世 ヌルハチ
(スペイン無敵艦隊) アルマダ海戦 アンリ4世 モスクワにギリシャ正教総主教座 (豊臣秀吉,朝鮮出兵)

ロマノフ朝 壬辰の倭乱
アンリ,カトリックに改宗 ミハイル=ロマノフ
　 丁酉の倭乱

1600 フェリペ3世 東インド会社設立 ナントの勅令 (信教の自由) イスファハーン遷都 1600
オランダ東インド会社 救貧法制定 (スコットランド ベーメンで新教徒弾圧

スチュアート朝 王) フランス東インド会社
オランダと休戦 ジェームズ1世 ルイ13世

アムステルダム銀行 王権神授説主張 (スウェーデン) (南インド)
ジェームズ王欽定訳聖書 グスタフ=アドルフ マイソール王国

三部会開催(以後1789年まで ブランデンブルク=プロイセン 八旗制成立(軍事組織)
(国教会強制,ピューリタン弾圧) 招集せず) 同君連合 三十年戦争 (ベーメン反乱) アイシン(金) 朝鮮,清に服属

20 メイフラワー号プリマス到着 議会の大抗議 フェルディナント2世 太祖ヌルハチ 20
西インド会社設置 ポルトガル人をホルムズ
グロティウス チャールズ1世 リシュリュー宰相に より駆逐 アンボイナ事件
「戦争と平和の法」 (イギリス締め出し) 太宗ホンタイジ

ニューアムステルダム植民地 権利の請願 シャー=ジャハーン
(オランダ) 国王,議会解散(無議会政治) (リュッツェンの戦い) グスタフ=アドルフ戦死 タージ=マハル建立 李自成の乱
ボストン建設(英) スコットランド反乱 チャハル平定 チャハル平定

(戦費,賠償金捻出) 三十年戦争に介入 清
40 短期議会,長期議会 太平洋岸到達 40

ピューリタン革命 ルイ14世 順治帝(世祖)
ネイズビーの戦い(独立派優性)マザラン宰相 黒竜江へ到達 李自成,北京占領 清,入関(北京遷都)
チャールズ1世処刑 (チャールズ2世,フランスに亡命) アレクセイ3世 (明滅亡) 辮髪令 (呉三桂清に降る)
クロムウェル独裁 ホッブズ「リヴァイアサン」 ウェストファリア条約 ハバロフ,黒竜江を探検 清

1st英蘭戦争 航海法成立(オランダ締め出し) フロンドの乱 (領邦の国家主権認める 清と衝突
クロムウェル,護国卿に ハプスブルク家は

オーストリア周囲のみ
60 チャールズ2世 (王政復古) 領有) アウラングゼーブ 60

ルイ14世親政 康熙帝(聖祖) 鄭成功,台湾占領
2nd英蘭戦争 東インド会社再建 遷界令 (オランダ駆逐)

ニューアムステルダム 財務総監コルベールの重商主義 ポーランドより東ウクライナ獲得 (台湾孤立化狙う)
ニューヨークに(英領に) 南ネーデルランド継承戦争 ステンカ=ラージンの反乱

英,オランダ支援 オランダ侵略戦争 ハプスブルク,オランダ支援 〈コサックの反乱)
3rd英蘭戦争 審査法成立(公職者国教徒に) マラーター同盟結成 三藩の乱 (呉三桂ら三藩の藩王)

トーリ,ホイッグ2大政党 オスマン帝国と交戦
80 人身保護法成立 ジズヤ復活 80

仏,カナダ,ルイジアナ植民地 ピョートル1世
(英仏植民地戦争へ) ジェームズ2世 ナントの勅令廃止 2ndウィーン包囲 (オスマン軍大敗) 鄭氏台湾を征服

名誉革命 (ジェームズ,フランスに亡命)
権利の章典 ファルツ継承戦争 (墺,ハンガリー奪還) モハーチの戦い ネルチンスク条約 ネルチンスク条約

ウィリアム王 (メアリ,オランダ英蘭同君連合 (独ファルツ選帝侯領の継承権 (清との国境画定) (外興安嶺とアルグン川を清,ロシア国境に)
戦争 総督と結婚) ウィリアム3世 メアリ2世 を主張)

ロック「統治二論」 ピョートル,西欧旅行
1700 イングランド銀行設立 カルロヴィッツ条約 1700

ノーフォーク農法

イギリスで起こる



北米,南米スペイン イギリス フランス ドイツ,イタリア 東欧,北欧 ロシア 中東,アフリカ インド,東南アジア ユーラシア 中国,朝鮮
A. D. アン女王戦争 アン女王 スペイン継承戦争 (スウェーデン) カール12世 北方戦争 アウラングゼーブ死去 1700
1700 (典礼問題)

イングランド,スコットランド合同 イエズス会以外の布教を禁止
ニューコメンの蒸気機関 (プロイセン) (ポルタヴァの戦い) シク教徒の乱 円明園造営

スペインブルボン朝 ハノーヴァー朝 フリードリヒ1世 ペテルブルグ遷都
フェリペ5世 ジョージ1世 ユトレヒト条約 (スペインブルボン朝 ラシュタット条約 (仏,墺) 「康煕字典」完成

(英,仏よりニューファンドランド (英ジブラルタル,ミノルカ島 ルイ15世 の継承権は承認) (墺,南ネーデルランド (露,バルト海東岸を 地丁銀制(税を全て銀で,人頭税廃止)
20 ハドソン湾地方を得る) を獲得) 獲得) 獲得) マラーター王国 広州に公行創設(海上貿易独占) 20

ウォルポール首相 ニスタット条約 シヴァージー 雍正帝(世宗)
デンマーク人ベーリングを 「古今図書集成」完成
東方に派遣 イエズス会布教禁止

ベーリング海峡発見 キャフタ条約 キャフタ条約
(外モンゴルとシベリアとの国境画定)

ジョン=ケイの飛び杼 軍機処設置
(オーストリア) (プロイセン) マラーター同盟,デリー攻撃 乾隆帝(高宗)

40 マリア=テレジア フリードリヒ2世 40
オーストリア継承戦争 エリザベータ

ジョージ王戦争 ワッハーブ王国起る(アラビア) カーナティック戦争
(英,仏,英勝利)

アーヘンの和約マリア=テレジアの継承は認める
外交革命 普,シュレジエン獲得 外国貿易,広州港に限定

フレンチ=インディアン戦争 (ブルボン朝,ハプスブルクの ジュンガル征服
協力関係) 七年戦争 プラッシーの戦い

60 第2次囲い込み起こる (ロシア撤兵,プロイセン勝利) ピョートル3世 回部(ウィグル)平定,新疆と命名 60
(英,仏よりミシシッピ川以東の パリ条約 フベルトゥスブルクの和約 カーナティック戦争,英勝利
ルイジアナ,カナダを獲得) ハーグリーヴズの多軸紡績機 ヨーゼフ2世 エカチェリーナ2世 ビルマ,雲南に侵入
印紙法成立 砂糖法成立 ワットの蒸気機関 マイソール戦争 清,ビルマ征服
「代表なくして課税なし」 アークライト水力紡績機 (英,南インド支配固める)
ボストン茶会事件 (普,墺) 1stポーランド分割 1stロシア=トルコ戦争
アメリカ独立戦争 ルイ16世 ブカチョフの農民反乱 マラーター戦争
トマス=ペイン「コモン=センス」 アダム=スミス「諸国民の富」 テュルゴー→ネッケル蔵相に キュチュク=カイナルジ条約 (デカン高原中西部支配権)

80 独立宣言 サラトガの戦い クロンプトンのミュール紡績機 米の独立承認,対英宣戦 対英海上武装中立同盟 (露,黒海北岸を獲得) 80
農奴解放令 「四庫全書」完成

パリ条約 カートライトの力織機 宗教寛容令 クリム=ハン国併合
(独立承認,米,ミシシッピ以東の ネッケル再び蔵相,三部会招集を決定 グルジア保護国化 2ndロシア=トルコ戦争
ルイジアナ獲得) 国民議会宣言、バスチーユ監獄襲撃 コシューシコの反乱(ポーランド)

ヴァレンヌ逃亡事件,91年憲法,国民公会 ピルニッツ宣言 2ndポーランド分割 英使節マカートニー,北京来朝
1st対仏大同盟 ルイ16世処刑,山岳党独裁 1st対仏大同盟 嘉慶帝(仁宗)

熱月のクーデタ,総裁政府 3rdポーランド分割 (イラン) 白蓮教徒の乱
1800 2nd対仏大同盟 ナポレオン執政政府 2nd対仏大同盟 (普は中立) カージャール朝 ザミンダーリー制施行(ベンガル) 1800

ハイチ独立（ルベルチュール) アミアンの和約 ナポレオン1世 アレクサンドル1世
3rd対仏大同盟 アウステルリッツの戦い3rd対仏大同盟 (普は中立) ムガール帝国,英の保護下に

フルトンの蒸気船 トラファルガーの海戦(仏敗北) 大陸封鎖令(英締め出し) ライン同盟 フィヒテ「ドイツ国民に告ぐ」
ラダイト(機械打ちこわし)運動 ティルジット条約 (仏,普露に屈辱的講和)ティルジット条約 アヘン輸入禁止

ベネズエラ独立(ボリバル) 東インド会社の貿易独占権廃止ロシア遠征に失敗 ライプツィヒの戦い(諸国民戦争) ロシア侵入(ナポレオン) ムハンマド=アリー,ワッハーブ派を討つ
米英戦争 穀物法公布 (仏代表タレーラン) ウィーン会議 (司会メッテルニヒ) (露アレクサンドル1世) ウィーン議定書 英,インド貿易独占権廃止
アルゼンチン独立 スティーブンソン,実用蒸気 ルイ18世 四国同盟 (英,普,墺,露) 神聖同盟提案 (英ケープ,セイロン獲得)(東インド会社の特権廃止) 英使節アマースト,北京へ

20 メキシコ独立 米,フロリダ買収機関車 五国同盟(四国同盟に仏参加) ドイツ連邦 プロイセン オーストリア シンガポール建設(ラッフルズ) 20
ブラジル帝国成立 カールスバート会議(学生組合解散)
ボリビア独立 シャルル10世 ギリシャ独立戦争 ニコライ1世 (オスマン対露英仏) 英蘭協定 アヘン密造禁止
モンロー宣言 蒸気機関車の営業運転 アルジェリア出兵 アドリアノープル条約 ロンドン会議 デカプリストの乱 イエニチェリ廃止 (英マレー半島勢力圏に)
インディアン強制移住法 反穀物法同盟 審査法廃止 7月革命 ベルギー独立 カルボナリ革命 ポーランド反乱 (露鎮圧) (露,イランでの治外法権)トルコマンチャーイ条約

1st選挙法改正 インド統治法 ルイ=フィリップ (露,オスマン支援) 1stエジプト=トルコ戦争 インド統治法 ジャワで強制栽培制度
(腐敗選挙区廃止) ドイツ関税同盟発足 ウンキャル=スケレッシ条約 東インド会社,商業活動停止 林則徐,欽差大臣として広州へ

テキサス共和国独立 ヴィクトリア女王 (露,海峡通航権獲得) 英商人のアヘンを没収
40 チャーチスト運動 2ndエジプト=トルコ戦争ギュルハネ勅令 アヘン戦争 40

モールス電信機実用化 (露海峡通航権白紙に) ロンドン会議 タンジマート(恩恵改革) 南京条約
米,テキサス併合 虎門寨追加条約
米墨戦争 穀物法廃止 (ハンガリー) シク戦争
(米,カリフォルニア等獲得) チャーチスト運動の高揚 二月革命 「諸国民の春」 ドイツ三月革命 青年イタリア蜂起 コシュートの反乱 (露,オーストリア支援) バーブ教徒の乱(イラン)(英,パンジャーブ地方併合)
ストウ「アンクル=トムの小屋」 マルクス「共産党宣言」 (第二共和政) フランクフルト国民議会メッテルニヒ失脚 洪秀全蜂起 太平天国の乱
共和党成立 ロンドン万国博覧会 ルイ=ナポレオン カヴール,サルデーニャ首相に アレクサンドル2世 クリミア戦争 (英仏,オスマン支援) シパーヒーの反乱(インド大反乱)
メキシコ内戦 (フアレス) パリ大改造,パリ万博 イタリア統一戦争 パリ条約 東インド会社解散 アロー戦争 天津条約

60 南部,アメリカ連合国結成 (仏支援) ガリバルディ,シチリア征服 アイグン条約(清と極東の国境) 英領インド 北京条約 60
南北戦争 メキシコ出兵 イタリア王国 ヴィルヘルム1世 農奴解放令 北京条約 サイゴン条約 総理各国事務衙門設置洋務運動,同治の中興
ホームステッド法 (宰相ビスマルク) ナロードニキ運動盛んに (仏,阮朝ベトナムと) ヤクブ=ベク 太平天国滅亡(ウォード,ゴードン常勝軍,李鴻章淮軍)
奴隷解放宣言(憲法修正第13条)2nd選挙法改正 (第三共和政) 普墺戦争 イリ事件(露出兵) カシュガル
大陸横断鉄道開通 (都市労働者に選挙権) ボルドー臨時政府 普仏戦争 オーストリア=ハンガリー帝国 ハン国

第1インターナショナル パリ=コミューン フランクフルト講和条約 三帝同盟(独,墺,露) ウズベク3ハン 日清修好条規 (朝鮮)
スエズ運河株式買収 ドイツ帝国 樺太千島交換条約 ミドハト憲法 国,ロシアに 江華島事件

ブーランジェ事件 カトリック弾圧(文化闘争) (正教徒支援) ロシア=トルコ戦争 インド帝国 日朝修好条規
80 (英,キプロス行政権獲得) (仏孤立) ベルリン会議 サン=ステファノ条約 皇帝ヴィクトリア女王 2ndアフガン戦争 80

スタンダード石油トラスト フェビアン協会結成(漸進的社会改革) 社会主義者鎮圧法 (ビスマルク提唱,独,墺,露) 三国同盟 イリ条約 ウラービー運動(エジプト) (阮朝保護国化)ユエ条約 英,アフガン イリ条約 壬午軍乱
3rd選挙法改正 疾病保険法成立 清とイリ条約締結 マフディーの反乱(スーダン) インド国民会議清仏戦争 保護国化 甲申政変

アメリカ労働総同盟(AFL) (農民,鉱業労働者に選挙権) ベルリン会議 (先占権の承認) 再保障条約 (独,露) 天津条約 (清,ベトナム宗主権放棄
(職業別労働組合連合) 第2インターナショナル ヴィルヘルム2世 青年トルコ結成英,縦断政策 仏の保護国化承認)
フロンティア消滅宣言 (修正主義) 露仏同盟 仏,横断政策 フィリピン同盟(ホセ=リサール) 甲午農民戦争

独立労働党結成 ドレフュス事件 ニコライ2世 タバコ=ボイコット運動(イラン) 3rdビルマ戦争 日清戦争 下関条約
三国干渉(独,仏と対日本) ファショダ事件(スーダン) 英,ビルマ併合 孫文,ハワイで興中会組織 大韓帝国

1900 米西戦争 (米,フィリピン,グアム獲得) 南アフリカ戦争(ボーア戦争) 米西戦争 変法運動,戊戌の政変 1900



北米,南米スペイン イギリス フランス ドイツ,イタリア 東欧,北欧 ロシア〈ソビエト連邦) 中東,アフリカ インド,東南アジア ユーラシア 中国,朝鮮
A. D. U.S.スティール設立 日英同盟 (ロシアけん制) 義和団事件 北京議定書 1900
1900 パナマ独立

米,パナマ運河地帯永久租借 労働党結成 日露戦争 ファン=ボイ=チャウ,維新会結成(ベトナム日露戦争(満州) 韓国保護国化
ポーツマス会議仲介 シン=フェイン党結成 英仏協商 ノルウェー独立 ポーツマス条約 (米仲介) イラン立憲革命 ベンガル分割令〈カーゾン総督) 孫文,中国同盟会結成 2nd日韓協約

(アイルランド独立派) モロッコに介入(英仏協商に対抗) 1stロシア革命(血の日曜日) 1stモロッコ事件(独,仏) 国民会議派カルカッタ大会 科挙の廃止(光緒新政) 統監府設置
英露協商 (三国協商の成立) 英露協商 (イラン占領) 青年トルコ革命 全インドムスリム連盟

墺,ボスニア=ヘルツェゴビナ併合 10月宣言,第一国会開会 南アフリカ連邦成立 憲法大綱
10 (アパルトヘイト実施) 日韓併合 10

メキシコ革命 仏,モロッコ先住民の抵抗を鎮圧独,モロッコに介入 1stバルカン戦争 2ndモロッコ事件(独,仏) サレカット=イスラーム結成(ジャワ) 四川暴動(鉄道国有令反対)
(オスマン,独に接近) 辛亥革命 孫文→袁世凱

アイルランド自治法成立 2ndバルカン戦争 (ブルガリア,独に接近) 第二革命失敗,孫文亡命
対ドイツ宣戦 第一次世界大戦 サライェヴォ事件 フセイン・マクマホン協定 21カ条要求

伊,墺に宣戦(協商国側へ) サイクス・ピコ協定 「新青年」創刊 文学革命
米,協商国側で参戦 イースター蜂起(アイルランド) ソヴィエト組織 ロシア革命 バルフォア宣言

4th選挙法改正 (女性参政権) キール軍港の反乱(独) (ソヴィエト離脱) ブレスト=リトクリフ条約 ローラット法,インド統治法 五・四運動 三・一独立運動
20 サッコ・ヴァンゼッティ事件 パリ講和会議 サン=ジェルマン条約(墺の解体)ヌイイ条約(ブルガリア解体) コミンテルン創立 セーブル条約 (オスマン解体) アムリットサル事件 中国国民党結成 20

ヴェルサイユ条約(独の解体) 新経済政策(ネップ) イランクーデタ(レザー=ハーン) ガンジー,第1次非協力運動 中国共産党結成
ワシントン会議 4カ国条約(米,英,仏,日) ムッソリーニ,ローマ進軍 ラバロ条約 (独,ソを承認) トルコ革命 (ムスタファ=ケマル) 四カ国条約 九カ国条約 (勢力圏撤廃,門戸開放)
ワシントン海軍軍縮条約 アイルランド自由国(自治領) (仏ラインラント非武装地帯侵攻)ルール占領 ミュンヘン一揆 トルコ共和国 第1次国共合作
割当移民法成立 レンテンマルク発行 トロツキー失脚 ローザンヌ条約 北伐開始 五・三〇運動
　 ドーズ案 シュトレーゼマン スターリン「1国社会主義論」

ロカルノ条約 協調外交 インドネシア国民党(スカルノ) 上海クーデタ,南京国民政府成立
ケロッグ・ブリアン条約 (米,仏) 5th選挙法改正 (女子21歳以上)不戦条約(ケロッグ・ブリアン) 独,国際連盟に加入 1st五カ年計画 国民会議派ラホール大会 北伐完成 張作霖爆殺

30 ウォール街株価大暴落 世界恐慌 ヤング案 (プールナ=スワラージ決定) 30
フーヴァー=モラトリアム ロンドン軍縮会議 塩の行進 インドシナ共産党(ホー=チ=ミン)中華ソヴィエト共和国臨時政府(瑞金)
ニューディール政策 マクドナルド挙国一致内閣 ナチ党第一党に 英印円卓会議 柳条湖事件 (満州事変)
全国産業復興法,農業法 金本位制停止 ヒトラー首相に 全権委任法可決 瑞金陥落,共産党長征,毛沢東の実権確立

スペイン人民戦線内閣 オタワ連邦会議 独,国際連盟脱退 コミンテルン7th大会 新インド統治法 八・一宣言(共産党,人民戦線採択)
フランコ,国家主席に (スターリングブロック) レオン=ブルム人民戦線内閣 独,ラインラント進駐 (人民戦線戦術採用) 西安事件→第2次国共合作へ

エール共和国独立 英独海軍協定 日独防共協定 日中戦争 (盧溝橋事件)
ミュンヘン会議 (独,ズデーデン獲得) 独,チェコ=スロヴァキア解体 国民政府,重慶へ遷都

40 第二次世界大戦 独,ポーランド侵攻 独ソ不可侵条約 日本,仏領インドシナ進駐 汪兆銘,南京政府を樹立 40
大西洋上会談 大西洋憲章 チャーチル内閣成立 ヴィシー政府 独に降伏 日ソ中立条約 ベトナム独立同盟(ベトミン)結成
真珠湾攻撃 アメリカ参戦 ロンドン大空襲 自由フランス国民委員会 独ソ開戦

カイロ会談(米,英,中) ノルマンディー上陸 イタリア降伏 スターリングラードで独軍壊滅 テヘラン会談(米,英,ソ)
ポツダム宣言(米,英,中,ソ) 臨時政府成立(ド=ゴール) 独,無条件降伏 ヤルタ会談(米,英,ソ) カイロ会談 (中国の領土を確認)

インドシナ戦争 国共内戦 大韓民国,朝鮮民主主義
トルーマン宣言 封じ込め政策 ベルリン封鎖 チェコ政変 ユーゴ除名 コミンフォルムを結成 イスラエル建国 印パ分離独立 人民共和国
マーシャル=プラン発表 (ヨーロッパ経済復興計画) (冷戦の開始) 鉄のカーテン(チャーチル) ソ連原爆実験 1st中東戦争 1st印パ戦争 (カシミール紛争) 李承晩大統領

50 ブリュッセル条約(西ヨーロッパ連合(WEU)) (英,仏,ベネルクス3国) ドイツ東西分裂(共産圏の経済協力機構) COMECON結成中ソ友好同盟相互援助条約 インド共和国 ハーグ協定 中華人民共和国(毛沢東主席) 朝鮮戦争 50
(米,カナダ) 北大西洋条約機構(NATO) イラン,石油会社国有化 (インドネシア独立)

エジプト革命 (ナセル)
パリ協定 (西独主権回復) バグダード条約機構(METO) ネルー・周恩来東南アジア条約機構(SEATO) ネルー・周恩来会談(平和五原則)

ジュネーブ4巨頭会談(米,英,仏,ソ) 西独,NATO加盟 ワルシャワ条約機構(軍事同盟) バンドン会議 会談(印,中) ジュネーブ休戦協定 バンドン会議(アジア・アフリカ会議) (第3勢力)
雪どけ ポズナニ暴動(反ソ暴動) スターリン批判(フルシチョフ) 中央条約機構(CENTO) ゴ=ディン=ジエム大統領(ベトナム)

ハンガリー事件(ナジ=イムレ) スプートニク打上げ,ICBM開発 2nd中東戦争 (スエズ戦争)
フルシチョフ訪米 大躍進計画 人民公社 4月革命

60 キューバ革命(カストロ) 中ソ論争表面化 ダライ=ラマ,インドへ亡命 李承晩辞任 60
ベルリンの壁建設 アフリカの年(17カ国独立) 朴正煕大統領

キューバ危機 (,キューバにミサイル輸送) 中印国境紛争 中印国境紛争
公民権法成立 部分的核実験停止条約/PTBT(米,英,ソ) (,PTBTに調印) パレスチナ解放機構(PLO)組織 トンキン湾事件
北ベトナム爆撃,南ベトナム派兵 ド=ゴール,PTBT調印拒否 アフリカ統一機構(OAU)結成 ベトナム戦争 (米,北爆開始) 原爆実験に成功 日韓基本条約

仏,NATO脱退 シンガポール独立 文化大革命
ムルロア環礁核実験 多極化 3rd中東戦争 九・三〇事件 (スカルノ失脚)

核拡散防止条約(NPT) (核保有5大国のみ) チェコ事件,「プラハの春」弾圧 アラブ石油輸出国機構(OAPEC)結成
70 武力不行使条約(西独,ソ) ポーランド訪問(西独ブラント) 中ソ国境紛争 中ソ国境紛争 (ダマンスキー島事件) 70

戦略兵器制限交渉/SALT(米,ソ) デタント(緊張緩和) (SALT調印) 3rd印パ戦争 シハヌーク失脚(カンボジア)
金・ドル交換停止(ニクソン) バングラデシュ 1stカンボジア内戦
ニクソン訪中 米,ベトナム撤退 東西ドイツ基本条約 (国連同時加盟) 第4次中東戦争 独立 パリ和平協定 (米軍撤退) ニクソン訪中 金大中事件
ウォーターゲート事件(ニクソン辞任) スタグフレーション(景気停滞インフレ) (NATO加盟国) ヘルシンキ宣言 (ワルシャワ条約機構加盟国) 第1次石油危機 サイゴン陥落

石油価格高騰によるインフレ 「四人組」失脚(文化大革命終了)

イラン革命 (ホメイニ) 2ndカンボジア内戦 中越戦争 朴正煕暗殺→軍事クーデタ
80 スリーマイル島原発事故 サッチャー保守党内閣 ソ連,アフガン侵攻 イラン・イラク戦争 ソ,アフガン侵攻「4つの現代化」発表 改革開放政策 光州事件 80

レーガン「強いアメリカ」 ポーランド「連帯」結成 エジプト・イスラエル和平条約 鄧小平,胡耀邦体制 全斗煥大統領
フォークランド紛争(アルゼンチン) (自主管理労組,ワレサ議長)

ゴルバチョフ書記長に
チェルノブイリ原発事故 マルコス失脚(フィリピン)
ペレストロイカ,グラスノスチ 大統領直接選挙

中距離核戦略(INF)全廃条約(米,ソ) ポーランド自由選挙 INF全廃条約調印 盧泰愚大統領
90 マルタ会談 (冷戦終結宣言) ベルリンの壁崩壊 ビロード革命(チェコ) マルタ会談 (冷戦終結宣言)イラク,クウェート侵攻 ソ,アフガン撤退天安門事件 ソウル五輪 90

(多国籍軍,イラク空爆) 共産党解体(エリツィン) 湾岸戦争
CIS,ロシア連邦 バルト3国独立 ルワンダ内戦

パレスチナ暫定自治協定(クリントン仲介) パレスチナ暫定自治協定
南米南部共同市場(MERCOSUR)発足 チェチェン紛争 マンデラ,南ア大統領就任

コンゴ内戦
ブレア労働党政権 アジア通貨危機 香港返還 アジア通貨危機

印パ,地下核実験 金大中大統領
2000 太陽政策 2000


