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現代アラブ世界におけるメディア史年表

千葉　悠志*

Ⅰ．はじめに

　本年表は、アラブ・イスラーム世界におけるメディアの歴史を、とくに日米欧におけるメディア
の歴史と比較し、さらに同時代における政治・社会的動向のなかに位置づけながら、明らかにする
ことを目的としている。これまでのメディア研究（あるいはメディア史研究）は、欧米中心の歴
史観のもとに発達してきたという経緯があり、それゆえ有山が指摘するように、「中国やインドの
メディア、アラブ世界のメディアなどは、脚注的扱いしかうけてこなかった」［有山 2004: 14–15］。
アラブ世界におけるメディアの歴史を、日米欧のメディアの歴史と比較の俎上におきながら、その
全体像を俯瞰することを、本稿のねらいとする。
　1960 年代にＴ . クーンにより提起された「パラダイム」の概念を受けて、とくに 80 年代以降の
英米圏において、従来「自然を貫く客観的な法則」とみなされてきた科学や技術などを、ある歴史的・
社会的な制約のもとに展開したものと考える「科学の社会構成主義」、「科学の解釈学」の議論が盛
り上がりをみせた1）。そうしたなかで、例えばメディアというテクノロジーについても、マーヴィ
ンが論じたように、その誕生や発展を、ある社会の歴史的・社会的な文脈のもとにおいて考えると
いう傾向が顕著である［マーヴィン 2003］。すなわち、「電話にしろ、ラジオにしろ、テレビにしろ、
けっして特定の技術的発明から一方的に導かれて誕生したのではない。……メディアとは、社会が
そのさまざまな欲望や権力の布置のなかで、自らの生きる世界を構成していく関数として物質化さ
れ、制度化された形態」［吉見 1994: 79］なのである。メディアの誕生から発展を、当該社会の歴
史的・社会的な文脈のなかに積極的に位置づけながら、その動態を捉えていこうとする傾向が一般
的となった。
　以上の観点から、本年表ではアラブ・イスラーム世界におけるメディアの歴史を、とくに日米欧
を中心とする「世界のメディア」と、また各時代における政治的・経済的・社会的に重要な「出来
事」の 2 つの軸のなかに位置づけて、辿ることにした。これにより、アラブ・イスラーム世界のメ
ディアが、世界的なメディア技術の流れのなかでいかなる布置をとり、またいかなる歴史的・社会
的な文脈のもとで形成されてきたのかが明らかになるようにした。

Ⅱ．アラブ・メディア研究の研究史概観

　本年表では、とくに 19 世紀初頭以降、とりわけ 20 世紀半ば以降に焦点があてられている。年表
の内容を実際にみていくまえに、いかなる観点から、いかなるポイントを重視しつつ、筆者が本年
表を作成したのかを述べておく必要があるだろう。そこで、以下では（1）アラブ人研究者による
研究動向と、（2）欧米人研究者による研究動向の 2 つの観点から先行研究を概観する。そのうえで、

（3）筆者が以上の先行研究を踏まえてのち、いかなる点を重視して本年表を作成したのかを記す。

*　　京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
1）　こうした議論については、［野家 2007］や、［村上 2002］が詳しい。また、イスラーム世界の事例については、［小

杉 2007］が言及している。
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１．アラブ人研究者によるアラブ・メディア研究史

　まず、アラブ世界におけるメディア研究史を論じる。アラブ世界では、1930 年代にメディア研
究2）が始まった。1937 年にカイロ・アメリカ大学にジャーナリズム学部が設立され、その 2 年後には、
カイロ大学にも同様の学部ができた［Ayish 1998: 34］。とくに、1950 年代以降にアラブ諸国が独立
するに及んで、メディア研究が盛んになった。しかし、当初よりアラブ世界におけるメディア研究
の多くが、米国流のメディア研究の影響下にあったため数量的・経験的な研究（換言すれば、実証
的ではあるが、現状を単に描写するような研究）が大半を占めていた。そうした研究には、自国で
おこなわれている権力のメディア操作に対する批判的な視点や、アラブ世界におけるメディアの独
自性を内在的に捉えていこうとする視点が欠落していた。こうした傾向は、今日まで続いており、
アラブ世界におけるメディア研究の大きな問題点として指摘されている［Ayish 1998: 34］。
　一方、こうした「事実描写的」な研究とは別に、1960 年代以降にはそれまでとは全くことなる
視点をもった研究が現れてきた。20 世紀後半のアラブ世界におけるメディア研究の状況を総括し
たグラスによれば、1960 年代ころから、イスラームの歴史におけるメディアの歴史やクルアーン
における情報・メディアの概念などに着目した、歴史研究をおこなう研究者が増えてきたという

［Glass 2001］。さらに、そうした歴史研究は、歴史から引き出されたパースペクティブを、現在の
メディアや情報のあり方に対する批判原理として積極的に用いていこうとする、70 年代以降の「情
報の再イスラーム化」、あるいは「情報のアラブ化」の動きに、棹差した。60 年代以降のこうした
一連の研究は、20 世紀後半のイスラーム復興の流れとともに生じてきたことは明らかであり、や
やドグマチックな研究が多いものの、同時にアラブ・メディアの歴史的側面をより深く論じた研究
であるとして、少なからず評価できる。ただし、こうした研究は、今日のアラブ・イスラーム世界
におけるメディアの歴史を、「イスラームの誕生」から一貫して論じていくという点で、近代的な
メディアの登場を議論の出発点と考える、今日の主流なメディア史研究とは相容れない点も多い。

２．欧米人研究者によるアラブ・メディア研究史

　欧米諸国における、アラブ世界のメディアを対象とした研究は、古くはマクファッデンの研究が
挙げられる［McFadden 1953］。マクファッデンは、アラブ世界の 5 カ国を取り上げて、それぞれの
国におけるプリント・メディアの発達を論じている。マクファッデンの研究は、とくに新聞に焦点
をあてた、「新聞学研究」のひとつであり、いわば特定のメディアの発達を論じる「個別メディア
研究」であった。その後、まとまった研究が上梓されることは少なかったものの、雑誌も含めたプ
リント・メディア研究［Ayalon 1995］、映画研究［Shafik 1998; Khatib 2006］、ラジオ・テレビ研究［Boyd 

1999］などがおこなわれている。また、1979 年のルー［Rugh 1979］による、アラブ約 20 カ国のメディ
ア・システムの分類研究がおこなわれると、その影響下に欧米語、アラビア語のいずれでも、多数
のアラブ世界を対象とする「メディアの分類研究」がおこなわれるようになった3）。
　しかし、欧米諸国において、アラブ・メディア研究に対する本格的な興味・関心が高まりをみ
せたのは、1990 年代以降に、衛星放送やインターネットなどが現れ、急速な普及をみせるように
なってからのことである。とくに 2000 年以降には、それまでもっぱらメディアと政治にのみ焦点

2）　メディアを対象とする研究名称が、時代によって大きく変化してきたことは、例えば［佐藤 1998］が指摘して
いる。新聞研究、ジャーナリズム研究、マス・コミュニケーション研究、メディア研究など、時代によって研究
名称が大きく変化してきた。しかし、本稿では、煩雑さを避けるため、メディアを対象とするそれぞれの研究を、

「メディア研究」として呼ぶことにする。
3）　そうした一連の研究は、メローが総括している ［Mellor 2005］。
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があてられていたアラブ・メディア研究が、テーマ的に多様な広がりをみせている。それと同時に、
1990 年代から 2000 年代初頭にかけてのアラブ・メディア研究が、その焦点をもっぱら 1990 年代、
あるいは 2000 年代の「ニューメディア」にのみにあてる傾向にあったのを意識して、リンナウィー
の研究［Rinnawi 2006］にみられるように、最近では、1990 年代以降の新たなメディア状況、情報
秩序の到来を、それ以前のメディア状況や情報秩序との連続性を意識して論じていくとう傾向が顕
著である。

３．本年表を作成するにあたって

　メディアの歴史を論じるにあたっては、メディアの起源をどこに求めるかが問われねばなるまい。
もちろん、古代エジプトにおいてパピルスが用いられていたことはよく知られた事実であり、また
メディアを広く「媒介物」の意味で捉えれば、アラビア語こそがアラブ・イスラーム世界における
最大のメディアであった。さらに、そうしたアラビア語を用いて遥か遠くの国々にまで知や富の伝
達をおこなった知識人や商人、加えてモスクや巡礼地などの「場」もメディアに含めて考えられる
だろう。しかし、そうした先例となるメディアを考慮にいれつつも、やはり現代社会を特徴づける
ものが、新聞や雑誌、ラジオやテレビといった、複製技術や電子テクノロジーを核とした「マス・
メディア」であることに大きな異論はあるまい4）。したがって、本年表では、とくにアラブ・イス
ラーム世界において、近代的なメディアとしての、複製技術により可能になったプリント・メディ
アが現れる 18 世紀の終わりから、2009 年度末までの時期を扱う。
　また、本年表を作成するにあたって、とりわけエジプトのメディアとそれをとりまく社会的な出
来事に多くの項目を割り当てている。これは、エジプトがとりわけ 19 世紀半ば以降のアラブ・メディ
ア史のなかで果たしてきた役割が、レバノンと並んで大きかったこと、さらに放送メディアの歴史
までを考慮に入れれば、アラブ世界の放送メディア史の動向にエジプトにおけるメディアの動きが
密接に関わってきたという理由からである。
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18 世紀

【 イ ギ リ ス 】1702 年、 日 刊『 デ
イ リ ー・ ク ラ ン ト 』（The Daily 
Courant）紙が創刊される［松坂 
2004: 2］

【エジプト】1798 年、フランス軍
占領時に、アラブ世界発の新聞と
なる、『エジプト新聞』（Courier 
de L’Égypte）、『エジプトの 10 年』

（La Décade Égyptienne）（いずれも
フランス語）の 2 紙が創刊される 

［泉沢 1990: 1］

【サウディアラビア】1744/45 年、
アラビア半島で、第 1 次サウード
朝が成立

【イギリス】1785 年、イギリスで
『ザ・タイムズ』（The Times）紙が
創刊される［松坂 2004: 2］

【エジプト】1800 年、アラブ世界
初のアラビア語新聞となる『目覚
め』（al-Tanbīh）紙が創刊される 

［Mellor 2005: 27］

【エジプト】1798 年、ナポレオン
がエジプトを占領する（–1801 年） 

19 世紀
前半

【ドイツ】1811 年、ドイツ人、ケ
ーニッヒが蒸気機関によるシリ
ンダー印刷機を発明する［松坂  
2004: 3］

【イラク】1816 年、バグダードで、
政府により『イラク・ジャーナ
ル』（Jurnal al-Iraq）が創刊される 

［Rugh 1987: 6］

【エジプト】1805 年、ムハンマド・
アリー朝（–1953 年）が成立［

【イギリス】1821 年、『ガーディア
ン』紙（The Guardian）が創刊さ
れる［松坂 2004: 2］

【エジプト】1821/22 年、ブーラ
ーク印刷所が創設される［Riḍwān 
1951］

【エジプト】1820 年、アレクサン
ドリアとカイロ間の水路距離を短
縮させる「ムハンマディーヤ運河」

（1817 年着工）が完成する［山口 
2006: 88］

【アメリカ】1833 年、ニューヨー
クで最初の大衆新聞『ザ・サン』

（The Sun） が 発 刊 さ れ る［ 早 川 
2004: 37］

【エジプト】1827 年、『ヘディーブ・
ジ ャ ー ナ ル 』（Jurnal al-Khedive）
が創刊される［Rugh 1987: 6］

【エジプト】1827 年、医学学校が
設立される［横田 2006: 25］

【フランス】1835 年、フランスで
世界初の通信社アヴァス社が創設
される［佐藤 1998: 69］

【エジプト】1828 年、ブーラーク
印刷所から『エジプトの出来事』

（al-Waqā’i‘ al-Miṣrīya）紙（官報）
が 創 刊 さ れ る［Mellor 2005: 27; 
Rugh 1987: 6］

【エジプト】1831 年、化学学校が
設立される［横田 2006: 25］

【アメリカ】1837 年、モールスが
電気信号を発明［早川 2004: 38］

【エジプト】1833 年、『クルアーン』
が印刷される［大塚ほか 2002: 
1095］

【アルジェリア】1832 年、アミール・
アブドゥルカーディルが反仏ジハ
ードで、アミール位を宣言する［大
塚ほか 2002: 1095］

【アメリカ】1848 年、モールス電
信機の利用が公開される［佐藤  
1998: 69］

【アルジェリア】1847 年、政府系（隔
週）の『ムバーシル』（al-Mubāshir）
紙 が 創 刊 さ れ る［Rugh 1987: 6; 
Azzi 1998; Mellor 2005: 27］

【エジプト】1835 年、語学学校が
設立される［横田 2006: 25］

1850 年代

【イギリス】1851 年、イギリスと
ヨーロッパ大陸を結ぶ海底ケーブ
ル（電信回線）がドーバー海峡に
敷設される［早川 2004: 39］

【レバノン】1856 年、ベイルートで、
独立系の『ニュースの庭』（Ḥadīqa 
al-Akhbār）紙が創刊される［Rugh 
1987: 6］

【日本】1853 年、ペリーが浦賀に
来航。

【日本】1854 年 2 月、ペリーが、
モールス電信機を将軍徳川家定に
献上し、実演する［日本放送協会 
2001: 2］

【レバノン】1857 年、ベイルート
にシリア科学アカデミーが設立さ
れ、ナフダ（アラブ文芸復興運動）
が進展する［大塚ほか 2002: 1095］

【インド／イギリス】1858 年、イ
ギリスがインドの直接統治を開始
する

【イギリス】1855 年、印紙税が廃
止され、「ペニー・ペーパー」時
代が幕開けする［早川 2004: 38］

【エジプト】1859 年、カイロ / ス
エズ間に鉄道が開通（1869 年の
スエズ運河開通後、廃業） ［Ishida 
2003］

1860 年代

【ドイツ】1861 年、ライスが、音
声伝送装置を発明し、電話の原型
をつくる［日本放送協会 2001: 2］

【チュニジア】1861 年、チュニジ
アで当局から、『ヘラルド・チュ
ニス』（al-Rā’id al-Tūnisī）が創刊
される［Rugh 1987: 6］

【エジプト】1861 年、アメリカ南
北戦争（1861–1865）が始まりエ
ジプトの綿花輸出額が増える［横
田 2006: 22］

【日本】1862 年、日本初の新聞で
ある『官板バタヒヤ新聞』が創刊
される［佐々木 1999: 27］

【シリア】1862 年、ダマスカス
（シリア）で、政府系の『シリ
ア』（Sūriyā）が創刊される［Rugh 
1987: 6］

【世界】1865 年、万国電信連合が
発足する［日本放送協会 2001: 2］

【リビア】1866 年、トリポリで
政府系の『マグリブのトリポリ』

（Ṭarābulus al-Maghrib）紙が創刊
される［Rugh 1987: 6］

【チュニジア】1861 年、立憲君
主制国家が誕生する ［大塚ほか 
2002: 1095］
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1860 年代

【欧米】1866 年、アメリカとヨー
ロッパのあいだの大西洋に海底ケ
ーブル（電信回線）が敷設される 

［早川 2004: 39］

【エジプト】1866 年、ロイター社
がアレクサンドリアに支局を設け
る［Mellor 2005: 37］

【フランス】1867 年、電動化され
たマリノニ輪転印刷機が発明さ
れ、機械による大量印刷が可能に
なる［早川 2004: 37］

【エジプト】1867 年、最初の独立
系日刊新聞『ワーディ・ニール』

（Wādī al-Nīl）がアレクサンドリ
アで創刊される［泉沢 1990; Rugh 
1987: 6］

【トルコ／ヨーロッパ】1867 年、
新オスマン人の多くがヨーロッパ
に亡命。ナームク・ケマルとズィ
ヤ・パシャは翌年、ロンドンで『ヒ
ュッリイェト』（Hürriyet）紙を創
刊［大塚ほか 2002: 1096］

【エジプト】1868 年、バヌハー
/ ザカーズィク / イスマイリーヤ
/ スエズ間に鉄道が開通［Ishida 
2003］

【日本】1868 年、明治元年

1870 年代

【日本】1870 年、東京と横浜間に、
日本初の公衆通信用の電信業務が
開始される［日本放送協会 2001: 2］

【エジプト】1871 年、初等・中等
学校教師育成を目的とする、教員
学校ダール・アル・ウルームが創
設される［大塚ほか 2002: 1096］

【アメリカ】1876 年、3 月 10 日、
ベルにより電話が発明される［日
本放送協会 2001: 3］

【レバノン／エジプト】1876 年、
アブデュルハミト 2 世のもと、厳
しい検閲がおこなわれ、レバノン
系ジャーナリストのエジプトへの
移住が進む［Rugh 1987: 94］

【オスマン朝】1876 年、アブデュ
ルハミト 2 世がオスマン朝スルタ
ンに就任（–1909 年）

【アメリカ】 1878 年、コネティカ
ット州で世界発の電話交換が開始
される［日本放送協会 2001: 3］

【 エ ジ プ ト 】1876 年、8 月 5
日、独立系新聞『アフラーム』

（al-Ahrām）がアレクサンドリア
で創刊される（1900 年に、カイロ
に移転）［Rugh 1986: 6］

【エジプト】1876 年、エジプトが
財政破綻から英仏の管理下におか
れる［大塚ほか 2002: 1096］

【イエメン】1879 年、サナアで、
政府系の『サナア』（Ṣan‘ā’）紙が
創刊される［Rugh 1987: 6］

1880 年代

【ドイツ】1884 年、ニプコウがテ
レビジョンの走査円盤を考案し、
テレビ時代の幕を開く［日本放送
協会 2001: 3］

【エジプト】1880 年、アレクサン
ドリアで『エジプシャン・ガゼッ
ト』（The Egyptian Gazette）紙（英語）
が創刊される（1938 年に、カイロ
へ移転）［同社ホームページより］

【エジプト】1881 年、アラービー
運動がおこる（–1882 年）

【ドイツ】1888 年、ヘルツが電磁
波を発見［日本放送協会 2001: 3］

【イスラーム世界】1884 年、アフ
ガー二ーが亡命先のパリで、『固
き絆』（al-ʻUrwa al-Wuthqā）誌を
創刊する［佐藤 2009: 91］

【エジプト】1882 年 9 月、イギリ
スがアラービー運動の鎮圧に乗
じて、エジプトに侵略し、同国を
事実上の保護領下におく［伊能  
1993: 282］

【日本】1888 年、日本で時事通信
社が創設される［佐藤 1998: 70］

【エジプト】1886 年、アリー・ム
バーラクの『エジプト新編地誌』

（Khiṭaṭ al-tawfīqīya al-jadīda li-Miṣr 
al-Qāhira wa-mudunihā wa-bilādihā 
al-qadīma wa-al-shahīra）（全 20 巻）
がブーラーク印刷所から発行される

（–1889 年）［大塚ほか 2002: 1096］

【エジプト】1888 年、スエズ運河
の夜間運行が解禁される［Ishida 
2003］

【ドイツ】1889 年、ワイラーの発
明により、テレビの高速走査が可
能になる［日本放送協会 2001: 3］ 

【モロッコ】1889 年、モロッコで
独立系の『マグリブ』（al-Magrib）
紙が創刊される［Rugh 1987: 6］

1890 年代

【イタリア】1895 年 12 月、マルコ
ーニが無線通信の実験を成功させ
る［日本放送協会 2001: 3］

【エジプト】1893 年、『プログレス・
エ ジ プ ト 』（Le Progrés Égyptien）
紙（フランス語）が創刊される［同
社ホームページより］

【イラン】1891 ～ 92 年、カージャ
ール朝下のイランでタバコボイコ
ット運動

【フランス】1895 年 12 月 28 日、
リュミエール兄弟がシネマトグラ
フを公開する［佐藤 1998: 97］

【エジプト】1896 年、映画がアレ
クサンドリア港からエジプト本
土にもちこまれ、一部の特権階級
に属したエジプト人の目に触れる 

［Shafik 1998: 10; Mar‘ī 1996: 29］

【エジプト】1896 年、イギリスの
高等弁務官クローマーによる農業
振興策政策の下で、綿花栽培が奨
励される［横田 2006: 22］



562

イスラーム世界研究　第 4 巻 1-2 号（2011 年 3 月）

年 世界のメディア アラブ世界のメディア 世界の出来事

1890 年代

【イギリス】1897 年 7 月、マル
コーニが世界初の無線電信会
社 を 設 立 す る［ 日 本 放 送 協 会 
2001: 3］

【エジプト】1896 年、カイロでト
ラム（路面電車）が導入される［横
田 2006: 25］

【イスラーム世界】1897 年、アフ
ガーニーがイスタンブールで没

【ドイツ】1897 年 12 月、ブラウン
がブラウン管を発明する［日本放
送協会 2001: 3］

【イスラーム世界】1898 年、ラシ
ード・リダーがカイロで週刊『マ
ナール』（al-Manār）誌を創刊す
る（–1935 年） 

【エジプト／スーダン】1898 年、
スーダン・マフディー国家がイギ
リス軍に滅ぼされ、翌年スーダン
はエジプトとともに、イギリスの
統治下におかれる

【エジプト】1899 年、カースィム・
アミーンが『女性の解放』（Taḥrīr 
al-Marʼa）を著す ［大塚ほか 2002: 
1097］

【クウェート】1899 年、オスマン
朝領のクウェートがイギリス保護
下にはいる

【スーダン】1899 年、スーダンで
政府系の『スーダン人』（al-Sūdānī）
が創刊される［Rugh 1987: 6］

【エジプト】1899 年、ムハンマド・
アブドゥがエジプトで法学最高位
に就く［大塚ほか 2002: 1097］

1900 年

【アメリカ】12 月、フェッセデン
が高周波発電機式無線電話を発
明し、初めて人の声を無線で送る
ことに成功する［日本放送協会 
2001: 4］

【エジプト】ムスタファー・カー
ミルとムハンマアド・ファリード
が『旗』（al-Liwā’）紙を創刊する（89
年の説もあり）［大塚ほか 2002: 
1097］

【イスラーム世界】アブデュルハ
ミト 2 世がヒジャーズ鉄道の建設
を開始

1901 年

【イギリス】12 月 12 日、マルコ
ーニが大西洋横断（英米間）の無
線通信に成功する［日本放送協会 
2001: 4］

1903 年

【デンマーク】パウルゼンが高周
波アークを用いた無線電話機を発
明する［日本放送協会 2001: 4］

【エジプト】自動車がはじめてカ
イロに導入される［横田 2006: 
25］

【スーダン】スーダンで、シリア
系ジャーナリストにより『スーダ
ン』（al-Sūdān）紙が創刊される　

［Rugh 1987: 54］

1906 年

【ドイツ】12 月 12 日、テレフン
ケン社が無線電話実験に成功する 

［日本放送協会 2001: 4］

【シンガポール】7 月、マレー語
の月刊『イマーム』（al-Imām）誌
が創刊される（–1908）［大塚ほか 
2002: 1097］

【エジプト】6 月、デンシャワーイ
事件

【アメリカ】12 月 24 日、フェッセ
デンにより、最初の実験ラジオ放
送がおこなわれ、音楽と朗読がク
リスマスイブ番組として放送され
る［佐々木 1999: 356; 日本放送協
会 2001: 4］

1908 年

【フランス】ド・フォレストがエ
ッフェル塔からラジオ放送実験を
おこなう［日本放送協会 2001: 4］

【サウディアラビア】マッカ（サ
ウ デ ィ ア ラ ビ ア ） で、 オ ス マ
ン朝の使節団が『ヒジャーズ』

（al-Ḥijāz） を 創 刊 す る［Rugh 
1987: 6］

【オスマン朝】7 月、青年トルコ
人革命が起こる［大塚ほか 2002: 
1097］

1909 年

【アメリカ】1 月 1 日、ド・フォレ
ストがニューヨーク・メトロポリ
タン歌劇場からオペラの中継放送
をおこなう［日本放送協会 2001: 
4］

【アラブ世界】青年トルコ人革命
の影響から、オスマン朝（とくに
アブデュルハミト 2 世）のもとで
定められていた禁圧的な出版法が
撤廃され、イラク、シリア、レバ
ノンなどで出版活動が盛んになる 

［Rugh 1987: 53; 94］

【オスマン朝】3 月、アブデュル
ハミト 2 世が退位する［大塚ほか 
2002: 42］

1911 年

【 エ ジ プ ト 】4 月 15 日、 テ レ ビ
説教師のはしりとなる、M. シャ
アラーウィーが生まれる［Fawjī 
2008: 7］
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1914 年

【イギリス】マルコーニが真空管
式の無線電話の実験に成功する

（通話距離は 50m）［日本放送協会 
2001: 4］

【アラブ世界】第一次世界大戦の
影響から、イラクとシリアで、宗
主国（それぞれイギリス、フラン
ス）による出版社やジャーナリス
トらへの圧力が強化される［Rugh 
1987: 53］

【世界】第一次世界大戦が勃発（–
1918 年）

1920 年

【イギリス】2 月 23 日、イギリス・
マルコーニ社が初のラジオ放送局
を開設し、実験放送をおこなう［日
本放送協会 2001: 5］

【レバノン】フランス統治下のレ
バノンで、出版物への統制が強め
られたにも関わらず、以後、政治
的なものも含め、新聞が数多く創
刊されはじめる［Rugh 1987: 95］

【レバノン】レバノンがフランス
の委任統治下にはいる（–41 年）

［Rugh 1987: 95］

【アメリカ】12 月、米国ウェスチ
ングハウス社のピッツバーグ放送
局で、最初の公共ラジオ放送がお
こなわれる［佐々木 1999: 356］

【エジプト】タラアト・ハルブに
より、ミスル銀行が設立され、こ
れを中心とした民族資本系企業集
団により輸入代替工業が急速に発
展［横田 2006: 27］

1922 年

【イギリス】2 月 14 日、イギリス・
マルコーニ社のラジオ放送局が
本放送を開始する [ 日本放送協会 
2001: 5]

【エジプト】2 月 28 日、イギリス
の一方的な通告により、エジプ
トが名目的ながらも独立を果たす

［横田 2006: 26; 伊能 1993: 282］

【フランス／ソビエト】ラジオ放
送が開始される［小田 2004: 67］

【トルコ】トルコ大国民会議で、
スルタン制が廃止され、オスマ
ン朝が滅亡する［大塚ほか 2002: 
1098］

1923 年

【ヨーロッパ】オランダやオース
トリア、ベルギーなどでラジオ放
送が開始される［日本放送協会 
2001: 6–7］

【エジプト】憲法により報道の自
由が保証される［Rugh 1987: 60］

【エジプト】憲法が施行される。

【エジプト】アラブ世界に先駆
けて、映画専門誌『活動写真』

（al-Ṣuwar al-Mutaḥarrika） が 刊
行され、同雑誌はシリアやイラ
ク、スーダンなどにも輸出される

［Mar‘ī 1996: 27］

【トルコ】トルコ大国民会議で共
和制が宣言され、トルコ共和国が
成立する［大塚ほか 2002: 1098］

【エジプト】フアード 1 世の監督
下にクルアーン（フアード版クル
アーン）が刊行される［大塚ほか 
2002: 1098］

1924 年

【日本】1 月、大阪朝日・大阪毎日
両紙が発行部数 100 万部を突破し
た旨を社告として出す［日本放送
協会 2001: 9］

【トルコ】3 月、カリフ制が廃止さ
れる

【ソビエト】7 月 28 日、市民にラ
ジオ受信機の設置と利用の許可が
だされる［日本放送協会 2001: 9］

【エジプト】カリフ制廃止にとも
ない、フアード 1 世（在位 1922–
1926）、ファルーク（在位 1936–
1952）がカリフ位の獲得をすべく
アズハル機構に要請［横田 2006: 
23］

1925 年

【日本】3 月、日本でラジオ放送が
開始（この年の受信契約 25 万件、
普及率 2％）［小田 2004: 69］

【エジプト】ラジオ放送が開始さ
れる（26 年の説もあり）［‘Abd, 
A. and ‘Abd, N. 2008: 13］

【イラン】4 月、レザー・ハーン
が即位し、パフラヴィー朝が成立
する（–1979 年）［大塚ほか 2002: 
1098］

【世界】4 月 4 日、ジュネーブで国
際ラジオ連盟が設立され、9 ヶ国
が加盟する［日本放送協会 2001: 
13］

【アルジェリア】ラジオ放送が開
始 さ れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 
2008: 13］

【エジプト】初等教育義務化計画
が実施される［横田 2006: 28］

【アメリカ】全米で 571 のラジオ
局が開局。ラジオ所有世帯は 275
万、 普 及 率 は 10 ％［ 小 田 2004: 
67］

【エジプト】6 月 4 日、映画専門雑
誌『動画』が発行を停止する［Mar‘ī 
1996: 80］

【エジプト】のちにカイロ大学と
なる国立大学が開校。（1908 年の
エジプト大学が前身）



564

イスラーム世界研究　第 4 巻 1-2 号（2011 年 3 月）

年 世界のメディア アラブ世界のメディア 世界の出来事

1925 年

【世界】国際放送連合（UIR）が
設立される。ジュネーブに本部が
設置され、ヨーロッパ 28 カ国と、
それ以外の 12 カ国で構成される

［日本放送協会 2001: 16］

【エジプト】アリー・アブドゥル・
ラーズィクが自著『イスラームと
統 治 の 諸 原 理 』（al-Islām wa-uṣūl 
al-ḥukm）で、カリフ制をイスラー
ムにおける基本要素ではないと主
張したことで、アズハルの大ウラマ
ー組織により裁判にかけられ、ウラ
マーの資格を剥奪・追放される［横
田 2006: 49; 大塚ほか 2002: 86］

1926 年

【ドイツ】1 月 1 日、ラジオ受信登
録数が 100 万台をこす［日本放送
協会 2001: 18］

【エジプト】詩人アフマド・シャ
ウキーが関東大震災を題材とする
詩「東京」を発表する［大塚ほか 
2002: 1098］

【インドネシア】1 月、ナフダトゥ
ル・ウラマが設立される［大塚ほ
か 2002: 1098］

【ソビエト】1 月 9 日、A.S. ポポフ・
ステーションが、ヨーロッパ発の
短波放送を開始する［日本放送協
会 2001: 18］

【エジプト】ターハー・フサイン
が『ジャーヒリーヤの詩につい
て 』（Fī al-shiʿr al-jāhilī） を 発 表
し、保守派の反発を招く ［大塚ほ
か 2002: 1098］

【インド】タブリーギー・ジャマ
ーアトが設立される ［大塚ほか 
2002: 1098］

【日本】8 月 20 日、日本で社団法
人日本放送協会（NHK）が設立さ
れる［早川 2004: 45］

【エジプト】この年までに、ラジ
オ放送が開始され、100 を超える
アマチュア放送局が誕生。（30 年
代末までに、大部分の放送局が
放送停止。理由は、ラジオの受信
者数の伸び悩み）［‘Abd, A. 2008; 
Boyd 1999: 16］

1927 年

【イギリス】1 月 1 日、イギリス放
送協会（BBC）が設立される［日
本放送協会 2001: 22］

【エジプト】ムスリム青年協会（英
語略称 YMMA）が設立される［横
田 2006: 28］

【トルコ】5 月 6 日、ラジオ放送が
開始される［日本放送協会 2001: 
23］

【アメリカ】5 月 21 日、リンドバ
ーグが大西洋無着陸横断飛行に成
功する［日本放送協会 2001: 23］

1928 年

【日本】1 月 12 日、相撲のラジオ
実況中継が開始される［日本放送
協会 2001: 26］

【モロッコ】ラジオ放送が開始さ
れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 
13］

【エジプト】3 月、ハサン・バンナ
ーを中心に、ムスリム同胞団が結
成される［大塚ほか 2002: 1098］

【イギリス】7 月、J.L. ベアードが
世界初のカラーテレビ実験に成功
する［日本放送協会 2001: 27］

【トルコ】11 月、アラビア文字に
変えて、ラテン文字が採用される
ことが決定される（文字改革）［大
塚ほか 2002: 1098］

【日本】2 月 1 日、日本共産党機関
誌『赤旗』が創刊される［日本放
送協会 2001: 26］

1929 年

【イタリア】2 月 28 日、ローマで
テレビの実験放送が開始される

［日本放送協会 2001: 30］

【アラブ世界】8 月、アラブ人とユ
ダヤ人がエルサレム旧市街地で衝
突し、多数の死者が発生する（嘆
きの壁事件）［日本放送協会 2001: 
31; 大塚ほか 2002: 1098］

【ソビエト】11 月 7 日、モスクワ
局が外国向け外国語ラジオ放送を
開始。最初はドイツ語、のちフラ
ンス、英語も追加［日本放送協会 
2001: 32］

【世界】10 月 24 日、ニューヨーク
株式市場で大暴落が発生し、世界
恐慌が始まる

1930 年

【イタリア】7 月 1 日、イタリアが
国際放送を開始する［日本放送協
会 2001: 36］

【世界】7 月 30 日、サッカー第 1
回世界選手権大会が開催される。
この結果、優勝国ウルグアイと、
決勝相手のアルゼンチンの関係が
悪化。国交断絶［日本放送協会 
2001: 36］

1931 年

【フランス】5 月、植民地向け短
波ラジオ放送「ラジオ・コロニア
ル」の定時放送開始［日本放送協
会 2001: 37］

【エジプト】私設ラジオ局が禁じ
られる［‘Abd, A. 2008］

【アメリカ】5 月 1 日、ニューヨー
ク・マンハッタンにエンパイア・
ステート・ビルが完成（73 年まで
世界最高の高さ）［日本放送協会 
2001: 39］

【日本】ラジオの受信契約が 100
万件を超える［小田 2004: 69］

【日本】9 月 18 日、満州事変が勃
発する。
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1932 年

【日本】4 月、東京でトーキー映画
に反対し、弁士・学士らがストラ
イキ、争議活動を激化させ、関西
にまで波及［日本放送協会 2001: 
43］

【エジプト】7 月 15 日、情報省から、
ラジオは政府によって統一される
べきとの書簡が内閣府に送られる

［Boyd 1999: 17］

【イラク】10 月 3 日、イラクが宗
主国イギリスから独立する［Rugh 
1987: 56］

【イギリス】12 月 19 日、海外自治
領、植民地向けの短波放送（エン
パイア・サービス）が開始される

［日本放送協会 2001: 45］

【エジプト】情報省はイギリスの
マルコーニ・カンパニーとラジ
オ放送に関する 10 年契約を結ぶ 

［Boyd 1999: 17］

【エジプト】ムスリム同胞団の
本部がカイロへ移転する［横田  
2006: 33］

【中国】中国で王静斎によりクル
アーンの漢訳『古蘭経』が刊行さ
れる［大塚ほか 2002: 1098］

【チュニジア】チュニスで後の大
統領となるハビーブ・ブルギーバ
が自身の政党紙である『L’Action 
Tunisienne』（フランス語）を創刊
する［Rugh 1987: 72］

1933 年

【ドイツ】4 月 1 日、ラジオ局ド
イチュラント・ゼンダーが短波に
よる初の国外向け短波放送を開始
する。とくに北米向けにドイツ語
と英語で放送する［日本放送協会 
2001: 46］

【チュニジア】チュニジアの宗主
国であるフランスが、『L’Action 
Tunisienne』を含むナショナリス
ト的な新聞の発行を止めさせる

（30 年代後半に再び復刊）［Rugh 
1987: 83］

【ドイツ】1 月 30 日、ヒトラーが
政権を奪取する。

【ドイツ】11 月 10 日、ヒトラー政
権によるドイツ国民の「ラジオ共
同聴取」開始。第 1 回はヒトラー
の演説が中継される［日本放送協
会 2001: 46］

1934 年

【イタリア】イタリアがアラビア
語放送「Radio Bari」を開始する

［Boyd 1999: 292］

【エジプト】5 月 31 日、1932 年の
契約に基づき、マルコーニ・カン
パニーと共同でラジオ放送が開始
される［Boyd 1999: 16］

【トルコ】12 月 15 日、国民議会
で女性の参政権が承認される法的
には男女平等が達成される。翌年
の総選挙で 18 人の女性国会議員
が誕生する［日本放送協会 2001: 
53］

1935 年

【フランス】4 月 27 日、テレビの
定期放送が開始される［日本放送
協会 2001: 54］

【チュニジア】ラジオ放送が開
始 さ れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 
2008: 13］

【エジプト】1923 年憲法の復活と、
対英交渉を求める学生運動が激化
する（1935–36）［横田 2006: 28］

【日本】日本でラジオの契約台数
が 240 万台に達する［吉見 1994: 
196］

1936 年

【ドイツ】1 月 1 日、ラジオ放送を
ナチスの専用プロパガンダ放送と
するため、広告放送が排除される

［日本放送協会 2001: 58］

【エジプト】『Le Journal d’Egypte』
（フランス語、日刊）が創刊され
る［長沢 1995: 304］

【パレスチナ】4 月、パレスチナ大
反乱が始まる［伊能 1993: 282］

【イタリア】2 月 27 日、すべての
電気通信業務が国家統制下におか
れる［日本放送協会 2001: 58］

【イラク】イラクでラジオ放送が
開始される［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 
2008: 13］

【エジプト】パレスチナ大反乱の
発生により、アラブ住民への共感
の声が高まり、各種団体や新聞な
どによる支援活動がおこなわれる

［横田 2006: 29］

【イギリス】11 月、イギリスの
BBC が世界で初めてテレビ放送
を開始する［早川 2004: 39; 日本
放送協会 2001: 60］

【エジプト】5 月、ムスリム青年協
会を中心にアラブ住民支援のため
の会議が開催され、パレスチナ犠
牲者支援高等委員会が設立される

［横田 2006: 29］

1937 年

【ドイツ／イギリス】1 月 1 日、ラ
ジオ受信機数の数が、ドイツ 816
万台で欧州最多、次にイギリス
の 796 万台が続く［日本放送協会 
2001: 62］

【エジプト】カイロ・アメリカ大
学（AUC）にコミュニケーショ
ン研究をする機関が設置される

［Ayish 1998: 34］

【エジプト】同胞団と王宮の間に、
反ワフド的な協定が成立（–39 年）

［Kepel 1984: 265］

【イギリス】2 月 8 日、BBC がテ
レビの方式をマルコーニ EMI 方
式に統一［日本放送協会 2001: 
62］

【サウディアラビア】ジッダで、
日刊『マディーナ』（al-Madīna）
紙が創刊される［Rugh 1987: 73］

【エジプト】エジプトが国際連盟
に加盟［伊能 1993: 282］
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1938 年

【イギリス】1 月 3 日、BBC ラジ
オがアラビア語放送を開始し、ア
ナウンサーとしてエジプト人を起
用する［Boyd 1999: 16; Seib 2008: 
31］

【ドイツ】3 月 13 日、ドイツ軍が
オーストリアを併合する。

【ドイツ】5 月 9 日、第三帝国（ナ
チス）がアラブ圏を対象としてラ
ジオ放送「自由アラブの声」を開
始する。内容は、反ユダヤ的・反
英的な内容が強く、一日あたり
の 放 送 時 間 は 30 分［Boyd 1999: 
294］

【レバノン】フランスの植民地政
府によって、ラジオ局が設置され
る［Rugh 1987: 128］

【サウディアラビア／クウェー
ト】油田が発見される［大塚ほか 
2002: 1099］

【ドイツ／パレスチナ】アミーン・
フサイニーがナチスの放送局の
アドバイザーをつとめる［Boyd 
1999: 294］

【レバノン】ラジオ放送が開始さ
れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 
13］

【パキスタン】国民的詩人・哲学
者であるイクバールが死去する

［大塚ほか 2002: 1099］

【アメリカ】10 月 30 日、オーソ
ン ･ ウェルズのラジオ・ドラマで
流された「火星人襲来」の臨時ニ
ュースが、アメリカ各地でパニッ
クを引き起こす［日本放送協会 
2001: 71］

【ソビエト】ソビエトで多数のイ
スラーム知識人が粛清される［大
塚ほか 2002: 1099］

1939 年

【ソビエト】3 月 10 日、モスクワ
のテレビセンターがテレビの定
時放送を開始する［日本放送協会 
2001: 72］

【エジプト】8 月、ラジオ放送の管
轄が、情報省から社会問題省に移
る［Boyd 1999: 18］

【アメリカ】8 月 2 日、アインシュ
タインがルーズベルト大統領に原
子爆弾の開発を提言する書簡を送
付する［日本放送協会 2001: 75］

【 ア メ リ カ 】4 月 30 日、NBC 放
送がニューヨークでテレビの定
時放送を開始する［日本放送協会 
2001: 73］

【エジプト】カイロ大学にコミュ
ニケーション学を専攻する教育施
設が設立され、アラブ世界の最初
のジャーナリスト教育機関となる

［Mellor 2007: 166］

【世界】9 月 1 日、ドイツ軍がポー
ランドに進攻し、第 2 次世界大戦
が始まる。

【アメリカ】9 月 1 日、BBC は国
防上の理由からテレビ放送を停
止。また、同月フランスでもテレ
ビ放送が停止される［日本放送協
会 2001: 75］

【エジプト】ラジオの受信者が
86,477 人 に 達 す る［Boyd 1999: 
16-17］

【トルコ】アレクサンドレッタ（ハ
タイ）を併合する［日本イスラム
協会ほか 2002: 557］

【ドイツ】9 月 1 日、海外放送の
受信が禁じられる［日本放送協会 
2001: 75］

【リビア】ラジオ放送が開始され
る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 13］

1940 年

【イラン】4 月、ラジオ放送が開始
される［日本放送協会 2001: 79］

【スーダン】日刊『スーダンの声』
（Ṣawt al-Sūdān）紙が創刊される
［Rugh 1987: 55］

【エジプト】個人所有の自動車数
が 14000 台に達する［横田 2006: 
25］

【日本】日本において政府が「一
県一紙」の方針を打ち出し、新聞
統合を進める［前坂 2004: 9］

【スーダン】ラジオ放送が開始さ
れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 
13］

【エジプト】バンナーとサーダー
トの間に、エジプトを英国の支配
から解放させるための合意が結ば
れる［Kepel 1984: 266］

【フランス／ドイツ】6 月、ドイ
ツ軍によりフランスの放送施設が
すべて差し押さえられ、すべての
番組がドイツの監督下におかれる

［日本放送協会 2001: 79］

【フランス／ドイツ】6 月 14 日、
ドイツ軍がパリに無血入場を果た
す。

1941 年

【ソビエト】4 月、独ソ戦（同年 6
月 22 日～）のためテレビ放送が中
止される［日本放送協会 2001: 83］

【シリア】ラジオ放送が開始され
る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 13］

【ドイツ／リビア】2 月、ドイツ
軍がリビアに侵攻する［大塚ほか 
2002: 1099］

【アメリカ】12 月、戦時体制のた
めアマチュアラジオ局が閉鎖され
る［日本放送協会 2001: 87］

【ソビエト】5 月、スターリンが首
相に就任する。

1942 年
【アメリカ】2 月 24 日、対外放送
（Voice of America/ VOA） が 開 始
される［日本放送協会 2001: 88］

【エジプト】4 月、ラジオ放送の管
轄が、社会問題省から内務省へと
移る［Boyd 1999: 18］

【エジプト】2 月、アブディーン宮
殿事件［伊能 1993: 282］
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1942 年
【バハレーン】ラジオ放送が開
始 さ れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 
2008: 13］

【エジプト】アレクサンドリアに
国 立 大 学 が で き る［ 横 田 2006: 
31］

1943 年

【ドイツ】宣伝相ゲッペルスが放
送で総力戦を宣言する［日本放送
協会 2001: 94］

【エジプト】マルコーニ・カンパ
ニーとの契約が更新。（ただし、
契約終了となる 49 年 1 月 31 日を
待たずに、47 年 3 月 4 日にエジプ
ト政府により契約が破棄される）

［‘Abd, A. 2008］

【世界】11 月 22 日 –27 日、ルーズ
ベルト、チャーチル、蒋介石によ
る 3 カ国首脳会議がカイロ（エジ
プト）で開催される。

【イギリス】日本語放送を開始す
る［日本放送協会 2001: 95］

【ソマリア】ラジオ放送が開始さ
れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 
13］

【レバノン】宗主国フランスから
独立する［Rugh 1987: 95］

1944 年

【日本】3 月、戦争による物資の欠
乏、用紙不足などにより、夕刊が
廃止される［前坂 2004: 9］

【モロッコ】日刊『旗』（‘Alam）
紙が創刊される［Rugh 1987: 104］

【エジプト】ワフド政権が終わる
［Kepel 1984: 266］

【日本】ラジオの受信契約が 747
万件となり、普及率が 50％に達す
る［小田 2004: 70］

【エジプト】ムスリム同胞団が月
刊『イスラームの旗』（al-Liwā’ 
al-Islāmī） 誌 を 発 刊 す る［Bayat 
2007: 143］

1945 年
【ソビエト】5 月 7 日、戦時中中断
されていたテレビ放送が再開され
る［日本放送協会 2001: 104］

【日本】8 月 9 日、ポツダム宣言受
諾が決定され、中立国を通して連
合軍に申し入れがなされる。

1946 年

【イギリス】6 月 1 日、BBC がテ
レビ放送を開始する［日本放送協
会 2001: 117］

【サウディアラビア】ジッダで、
日刊『故国』（al-Bilād）誌が創刊
される［Rugh 1987: 73］

【エジプト】政府が、反ワフド、
反共産主義者のために、同胞団の
活動を促す（–47 年）［Kepel 1984: 
266］

【ソビエト】モスクワで FM 放
送が開始される［日本放送協会 
2001: 119］

【レバノン】フランス軍撤退後、
レバノン政府がフランスのラジオ
局の使用を開始する［Rugh 1987: 
128］

【シリア】シリアが独立する［Rugh 
1987: 56］

【スーダン】スーダンで、中東・
アフリカ地域で最初となる通信社
SUNA（Sudan News Agency）が設
立される［Rugh 1987: 141］

【イスラーム世界】トランスヨル
ダンがイギリスから独立し、また
シリア・レバノンはフランス委任
統治領から完全独立を果たす［大
塚ほか 2002: 1099］

1947 年

【イギリス】1 月 1 日、BBC が国
外向けのゼネラルサービスを開始
する［日本放送協会 2001: 120］

【エジプト】政府が、マルコーニ・
カンパニーとのラジオ契約を一方
的に破棄する［Rugh 1987: 116］

【エジプト】都市人口率が 33％に
達する［横田 2006: 30］

【アメリカ】RCA が全電子式コン
パチブルカラーテレビ方式を発表
する［日本放送協会 2001: 124］

【レバノン】ジャーナリストらが、
政府の選挙への不正操作を批判す
る［Rugh 1987: 96］

【エジプト】同胞団内で内部分裂
が生じるとともに、秘密機関が台
頭してくる［Kepel 1984: 266］

【パキスタン】ラジオ・パキスタ
ンが放送を開始する［日本放送協
会 2001: 124］

【イエメン】ラジオ放送が開始さ
れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 
13］

【世界】11 月 29 日、国連総会でパ
レスチナ分割案が採択される。

1948 年

【イスラエル】5 月、独立ととも
に「イスラエルの声」（Kol Israel）
を国営ラジオ放送として開始する

［日本放送協会 2001: 127］

【パレスチナ／イスラエル】イス
ラエルの建国に伴い、パレスチナ
系出版社やジャーナリストが東エ
ルサレムに移る［Rugh 1987: 82］

【イスラエル】5 月 14 日、イギリ
スのパレスチナ委任統治が終結
し、同時にイスラエルが独立を宣
言する。

【レバノン】以前より厳しい報道
法が課せられる［Rugh 1987: 96］

【アラブ世界】5 月 15 日、第一次
中東戦争が勃発する（–1949）。

【ドイツ】10 月 3 日、ドイチュラ
ント・ゼンダーが西欧向け対外
放送を開始する［日本放送協会 
2001: 129］

【レバノン】ジャーナリストが、
政府の報道規制などに対して反対
の意を表明し、政府とジャーナリ
ストや報道機関との間に緊張が高
まる［Rugh 1987: 96］

【エジプト】6 月、反ユダヤ、反欧
米の暴力行為がカイロでおこる（6
–9 月）［Kepel 1984: 267］

【サウディアラビア】最初のラジ
オ 局 が 開 局 さ れ る［Rugh 1987: 
124］（ただし、［‘Abd, A. and ‘Abd, 
N. 2008: 13］では翌年）

【エジプト】10 月、同胞団の秘密
機関の存在を示す証拠が明らかと
なる［Kepel 1984: 267］
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1948 年

【アメリカ】黒人聴取者向けの初
のラジオ局が開局される［日本放
送協会 2001: 130］

【ヨルダン】政府が、委任統治下
でイギリスがラマッラーに設置し
たラジオ送信機を引き継ぐ（ただ
し、50 年代に入り、エジプトから
のラジオ放送に対抗する目的で使
用されるまでは、実質的に用いら
れることはなかった）［Rugh 1987: 
123］

【エジプト】12 月、体制転覆、テロ、
殺人の容疑で同胞団に解散が命じ
られる［Kepel 1984: 267］

【エジプト】12 月 28 日、同胞団が、
ヌクラーシー首相を暗殺する［横
田 2006: 36］

1949 年
【アメリカ】1 月 20 日、トルーマ
ン大統領の就任式がテレビで放送
される［日本放送協会 2001: 132］

【エジプト】法 98 条により、ラジ
オ放送が閣僚会議下で、独立機関
となる［Boyd 1999: 19］

【エジプト】2 月 12 日、バンナー
が政府警察に暗殺される［Kepel 
1984: 267］

1950 年

【 ヨ ー ロ ッ パ 】2 月 12 日、 ヨ
ー ロ ッ パ 放 送 連 合（European 
Broadcasting Union/ EBU）が設立
される［日本放送協会 2001: 139］

【チュニジア】チュニスで、日
刊『朝』（al-Ṣabāḥ）が創刊される

［Rugh 1987: 73］

【エジプト】6 月 17 日、エジプト
を含むアラブ 5 カ国で集団安全保
障が結ばれる（実施は 52 年から）。
　

【イギリス】8 月 27 日、BBC がカ
レー（フランス）からロンドンへ
の国際中継テレビ放送をおこなう

［日本放送協会 2001: 143］

【エジプト】アフマド・アミーン
が自伝『我が生涯』（Ḥayātī）を出
版する［大塚ほか 2002: 1099］

【エジプト】アイン・シャムスに
国立大学ができる［横田 2006: 
31］

1951 年

【トルコ】3 月 24 日、イズミル・
ラジオ局が設立される［日本放送
協会 2001: 147］

【クウェート】クウェートでラジ
オ放送が開始される［‘Abd, A. and 
‘Abd, N. 2008: 13］（Rugh［1987: 
124］では 1952 年）

【 イ ラ ン 】3 月 15 日、 石 油 国 有
化法が成立する［日本放送協会 
2001: 146］

【世界】アルゼンチン、デンマーク、
ブラジルでテレビ放送が開始され
る。またアメリカではテレビ局所
在都市で映画館の観客が激減する

［日本放送協会 2001: 153］

【リビア】リビアが独立する［Rugh 
1987: 55］

1952 年

【日本】1 月 19 日、民放連がはじ
めて録音用テープを輸入する［日
本放送協会 2001: 155］

【エジプト】日刊『アフバール』
（al-Akhbār）紙が創刊される［Rugh 

1987: 6］

【エジプト】1 月 4 日、イギリス軍
がスエズ運河を封鎖する［日本放
送協会 2001: 154］

【エジプト】革命後、ラジオ放送
時間が増える［Boyd 1999: 21］

【エジプト】7 月 23 日、自由将校
団を中心に、7 月革命が起こる 

［Rugh 1987: 61; 伊能 1993: 282］

【エジプト】革命政権が、「解放の
家」（Dār al-Taḥrīr）出版社を創設
する [Rugh 1987: 61]

【エジプト】7 月、革命指導評議会
（1952 年 7 月 –1956 年 6 月）が組
織される。

【レバノン】9 月、大統領とジャー
ナリスト／報道機関との間での応
酬が高まりをみせるなかで、当時
のビシャーラ・フーリー大統領が
辞職する［Rugh 1987: 96］

【エジプト】ナギーブが首相に就
任する。

【東ドイツ】9 月、西側の宣伝放
送に対抗するため妨害電波の発射
を開始する［日本放送協会 2001: 
161］

【レバノン】10 月、新たな大統領
のもとで、よりリベラルな報道法
が定められ、報道活動が活発化し、
新聞の数が急増する［Rugh 1987: 
96］

【レバノン】9 月、ビシャーラ・フ
ーリー大統領が辞職し、新たにエ
ミール・エッデが大統領位に就く

［Rugh 1987: 96］

【エジプト】11 月、情報省が設置
される［Glass 2001: 220］

【エジプト】12 月 10 日、1923 年
の立憲君主憲法が廃止される。

1953 年

【日本】日本で、NHK（2 月 1 日）
と日本テレビ（8 月 28 日）が開局。
当初は NHK が 1 日 4 時間、日本
テレビ 5 時間 50 分の放送をおこ
なう。（NHK の開局当日の受信契
約数は 866 件、テレビ事業収支は
その後 4 年間赤字）［松田 2001: 
232; 小田 2004: 73］

【レバノン】4 月、新聞の過多を理
由に、報道協会（プレス・シンジ
ケート）が、新聞数の上限を定め
る［Rugh 1987: 96］

【エジプト】新憲法が制定される。

【エジプト】「解放の家」出版所か
ら、政府系の『ジュムフーリー
ヤ』（al-Jumhūrīya）紙が創刊され
る ［Rugh 1987: 32］

【エジプト】6 月、ナギーブ、首相
兼大統領に就任し、エジプト共和
国の成立を宣言。

【イギリス】6 月 2 日、エリザベ
ス女王戴冠式がテレビ中継される

［日本放送協会 2001: 167］

【エジプト】7 月 4 日、ラジオ番組
「アラブの声」（Ṣawt al-‘Arab）が
開始される。 
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1954 年

【オランダ】1 月 1 日、テレビ放
送が開始される［日本放送協会 
2001: 173］

【エジプト】アレクサンドリアで
ローカル・ラジオ番組が開始［Boyd 
1999: 23］

【エジプト】ガマール・アブドゥン
ナースィル（ナセル）暗殺未遂との
関連から、ナギーブが首相を辞任。

【アメリカ】3 月、RCA 社がカラ
ーテレビの販売を開始する［日本
放送協会 2001: 173］

【スーダン】日刊『広場』（al-Mīdān）
紙が創刊される［Rugh 1987: 32］

【エジプト】4 月 18 日、ナセル政
権が発足。

【イギリス】７月 30 日、テレビジ
ョン法により商業テレビの参入が
許可され、BBC の放送独占が終わ
る［日本放送協会 2001: 177］

【エジプト】革命指導評議会によ
り、当時アラブ世界最大の発行
部数を誇っていた「エジプト」

（al-Miṣr）紙に発行禁止令が下さ
れる［Rugh 1987: 62］

【エジプト】10 月 26 日にアレクサ
ンドリアにて、当時副首相であっ
たナセル暗殺未遂事件が起こり、
これを契機にムスリム同胞団が弾
圧され始める［横田 2006: 36; 小
杉 2006: 254］

【アメリカ】トランジスター・ラ
ジオ受信機が市販されはじめる

［日本放送協会 2001: 181］

【モロッコ】フランスの企業が、
アラブ世界で初となるテレビ放送
局を設置する［‘Abd, A. and ‘Abd, 
N. 2008: 34; Kraidy and Khalil 2009: 
153］

【アルジェリア】独立運動がはじ
まる（–1962 年） ［大塚ほか 2002: 
1099］

1955 年

【オーストリア】2 月、短波放送に
よる国際放送が開始される［日本
放送協会 2001: 183］

【アラブ世界】2 月、バグダード
条約機構が設立される［大塚ほか 
2002: 1099］

【イギリス】5 月 2 日、BBC がロ
ータムに初のFM局を開局する［日
本放送協会 2001: 187］

【バハレーン】最初のラジオ局が
設置される［Rugh 1987: 124］

【世界】4 月、バンドンで第 1 回ア
ジア・アフリカ会議が開催される

［大塚ほか 2002: 1099］

【イギリス】9 月 22 日、ロンドンで、
発の商業テレビ局 ITV が開局され
る［日本放送協会 2001: 189］

【エジプト】9 月、宗教裁判所が廃
止される［伊能 1993: 282］

1956 年

【イギリス】1 月 8 日、初の商業
テレビ ITV が、日曜夜の宗教番組
の放送を開始する［日本放送協会 
2001: 191］

【スーダン】革命後のスーダンで、
政府がラジオの放送を独占しはじ
める ［Rugh 1987: 117］

【スーダン／エジプト】1 月、スー
ダンがエジプトとイギリスから独
立を果たす［Rugh 1987: 117］

【エジプト】2 月 28 日、主要出版
社の援助をうけ、通信社 MENA 

（Middle East News Agency/ 中東通
信社）が設立される［Mellor 2005: 
35-36; Rugh 1987: 141; 142; 195］

【モロッコ】3 月 2 日、モロッコ
が、宗主国フランスから独立を果
たす［Rugh 1987: 106; 日本放送協
会 2001: 190］

【イギリス】4 月 16 日、アメリカ
のアンペックス社が白黒用 VTR
を発表する［日本放送協会 2001: 
193］

【チュニジア】ラジオが政府の監
督下におかれる（ただし、ラジオ
の政治利用は 64 年以降）［Rugh 
1987: 125］

【 チ ュ ニ ジ ア 】3 月 20 日、 チ ュ
ニジアが宗主国フランスから独
立［Rugh 1987: 72; 日本放送協会 
2001: 190］

【イラク】5 月 2 日、政府により
テレビ放送が開始され、アラブ人
の手による初のテレビ放送となる

［Rugh 1987: 118; Kraidy and Khalil 
2009: 153; Rinnawi 2006: 27］

【パキスタン】3 月、パキスタン・
イスラーム共和国憲法が施行され
る［大塚ほか 2002: 1100］

【アルジェリア】テレビ放送開始 
［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 34］

【エジプト】6 月、イギリス軍がス
エズ運河基地からの撤退を完了。

【韓国】 韓国でアメリカの RCA が
運営する初の商業ラジオ局が開局
される［日本放送協会 2001: 195］

【エジプト】カイロで『マサーウ』
（al-Masā’）紙（夕刊）が創刊され
る［Rugh 1987: 32］

【エジプト】6 月 23 日、共和国憲
法が国民投票で採決される。

【エジプト】6 月 25 日、ナセルが
大統領に就任する。

【欧米／アラブ世界】第 2 次中東
戦争後のアラブ諸国では、イギリ
スのロイター通信や、フランスの
AFP 通信から、アメリカの通信社
ではなく、アメリカ系の国際通信
社（AP や UPI）に対する信頼性
が高まる［Rugh 1987: 135］

【アルジェリア】（当初はチュニ
スで刷られ、アルジェリアに密
か に も ち こ ま れ て 流 通。62 年
の独立以降発行の拠点をアルジ
ェにおく）『ムジャーヒド（戦
士）』（El-Moudjahid）紙（フラン
ス語）が民族解放戦線（National 
Liberation Front/ FLN）によって創
刊される［Rugh 1987: 32］

【エジプト】与党名が「解放機構」
から「国民連合（NU）」に変わる

（–1962）。
【エジプト】7 月 26 日、スエズ運
河国有宣言がおこなわれる［伊能 
1993: 282］

【アラブ世界】10 月 29 日、第 2 次
中東戦争が勃発（– 同年 11 月 8 日
まで）。
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1956 年

【 ソ ビ エ ト 】 国 営 通 信 社 TASS
（Telegrafnoie Agentstvo Sovetskovo 

Soiuza）がアラブ世界に向けての
無料の情報提供サービスを拡大さ
せる［Rugh 1987: 136］

【ヨルダン】政府が、エジプトか
らのラジオ放送に対抗するべく、
アンマンに新たなラジオ送信機を
設置する［Rugh 1987: 124］

【エジプト】シャリーア法廷およ
び他の宗教裁判所は、一元的な
法体系に吸収される［伊能 1993: 
204; Dalacoura 2003: 119］

1957 年

【イタリア】2 月 3 日、テレビ広告
放送が開始される［日本放送協会 
2001: 201］

【エジプト】都市のエリートを対
象とした、ラジオ番組が開始され
る。（1990 年代半ばに同番組は放
送を終了）［Boyd 1999: 22］

【エジプト】4 月 9 日、スエズ運
河が再開される［日本放送協会 
2001: 202］

【ソビエト】5 月、文化省から放
送部門を独立させ、ソ連閣僚会議
附属テレビ・ラジオ国家委員会が
創設される［日本放送協会 2001: 
203］

【エジプト】ラジオ放送をおこな
うための訓練施設が設置される

［Mellor 2007: 167］

【ソビエト】10 月 4 日、ソビエト
による初の人工衛星スプートニ
クが打ち上げられる［小田 2004: 
76］

【サウディアラビア】石油会社
Aramco がテレビ放送を開始する

（正式な放送開始は 65 年）［日本
放送協会 2001: 207］

【サウディアラビア】国営企業の
Aramco や王族などに批判的な新
聞への圧力が強められ、『アドワ
ーウ（光）』（al-Aḍwā’）紙などが
閉鎖においこまれる［Rugh 1987: 
86］

【世界】12 月 26 日、カイロで第 1
回アジア・アフリカ人民連帯会議
が開催され、45 カ国が参加する［日
本放送協会 2001: 210］

【スウェーデン】テレビ放送が開
始される［日本放送協会 2001: 
211］

【アルジェリア】アルジェリアの
『戦士』（El-Moudjahid）紙が、一
部アラビア語で刷られはじめる

［Rugh 1987: 54］

【エジプト】7 月 31 日、アフラー
ム新聞の編集長に H. ヘイカルが
就く［Bannā 2004: 35］

【リビア】リビアで国有のラジオ放
送局が開始される［Rugh 1987: 190］

1958 年

【スイス】1 月 1 日、テレビ放送が
開始される［日本放送協会 2001: 
213］

【エジプト】法 162 号により、大
統領に非常事態令の行使権およ
び、国益に反するとされる出版物
への検閲権が与えられる［Mellor 
2005: 33］

【世界】1 月 1 日、カイロの第 1 回
アジア・アフリカ人民連帯会議で、
帝国主義反対・アルジェリア民族
解放闘争支持・経済発展・軍縮要
求を定めた「連帯宣言（カイロ宣
言）」が出される［日本放送協会 
2001: 210］

【イラン】3 月 21 日、イラン・テ
レビ会社がテレビ放送を開始する

［日本放送協会 2001: 215］

【レバノン】政府による報道機関
への圧力が強まるが、ジャーナ
リストらは様々に抵抗を試みる

［Rugh 1987: 96］

【エジプト】2 月 1 日、シリアと合
併し、アラブ連合共和国（–1971）
が成立する。（ただしシリアは 61
年に脱退）［Rugh 1987: 63;  伊能 
1993: 282］

【日本】5 月、テレビ受信機が 100
万台を突破する［松田 2001: 233］

【イラク】革命後、エジプトやシ
リアへの対抗意識から、ラジオ放
送が増やされ［Rugh 1987: 117］

【レバノン】2 月、内戦が激化する
［Rugh 1987: 96］

【日本】テレビの対人口普及率が
14.3%となり、西ドイツ（14%）
を抜き、アメリカ、イギリスに次
ぐ世界 3 位のテレビ保有国になる

［松田 2001: 233］

【イラク】バグダッドで日刊『共
和国』（al-Jumhūrīya）紙が創刊さ
れる ［Rugh 1987: 32］

【 イ ラ ク 】7 月 14 日、 革 命 が お
こり王政が廃止され［Rugh 1987: 
117］

【アメリカ】10 月 1 日、RCA のメ
ンゲルが 2 色の色眼鏡をかけてみ
る立体テレビ方式の実験をおこな
う［日本放送協会 2001: 221］

【サウディアラビア】メッカで、
日 刊『 フ ォ ー ラ ム 』（al-Nadwa）
が創刊される［Rugh 1987: 73］

【スーダン】11 月 17 日、イブラー
ヒーム・アブード将軍がクーデタ
ーにより政権を奪取する（–64 年）

［Rugh 1987: 64］

1959 年

【オーストリア】1 月 1 日、テレ
ビにおける広告放送が開始される

［日本放送協会 2001: 227］

【レバノン】5 月 28 日、私有（レ
バノン人ビジネスマン、一部フ
ランス資本）のレバノン・テレ
ビ 会 社（Compagnie Libanaise de 
Télévision: CLT）がテレビ放送を
開 始 す る［Rugh 1987: 129］。 ア
ラ ブ 世 界 初 の 商 業 放 送 と な る

［Kraidy and Khalil 2009: 153］

【キューバ】1 月 1 日、革命が生じ、
フィデル・カストロが首相に就任
する。
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1959 年

【ソビエト】8 月、モスクワ・テレ
ビセンターからカラーテレビ実験
放送が開始される［日本放送協会 
2001: 235］

【サウディアラビア】ダンマンで、
日刊『今日』（al-Yawm）紙が創刊
される［Rugh 1987: 73］

【チベット】3 月、チベットで反乱
が生じ、同月 31 日にダライ ･ ラ
マがインドへ亡命する 。

【インド】9 月 15 日、ユネスコが
インドのデリーでテレビの実験
放送を開始する［日本放送協会 
2001: 235］

【モロッコ】私設商業用のラジオ
放送局が禁じられ、政府がラジ
オ放送の管理をはじめる［Rugh 
1987: 125］

【日本】4 月、皇太子明仁殿下・正
田美智子結婚式。

【フランス】12 月 10 日、SECAM
方式のカラーテレビ実験放送が
開始される［日本放送協会 2001: 
239］

【 モ ロ ッ コ 】 国 営 通 信 社 MAP
（Maghreb Arab Presse） が 設 立 さ
れる。当初、モロッコ、アルジェ
リア、チュニジア、リビアの 4 カ
国で共同運営をおこなう案がでる
も、政治的な問題により失敗［Rugh 
1987: 141; 146］

【アメリカ】8 月、ハワイがアメリ
カ 50 番目の州となる。

【日本】日本の東京では日本テレ
ビ、ラジオ東京テレビ、日本教育
テレビ、フジテレビの 4 局（テレ
ビ）体制となる［小田 2004: 74］

【イラク】国営通信社 INA（Iraqi 
News Agency） が 設 立 さ れ る

［Rugh1987: 141］

1960 年

【ヨーロッパ】1 月、ハンガリー、
東ドイツ、ポーランド、チェコス
ロバキアの 4 カ国が「インタービ
ジョン」を設立、9 月 1 日に発足。
61 年にはソ連が参加［日本放送協
会 2001: 241］

【スーダン】2 月、アブード政権の
政策に批判的な『ナイル』（al-Nīl）
紙 が 発 行 停 止 処 分 に 処 さ れ る

［Rugh 1987: 64］

【ヨーロッパ】2 月、ユーロビジ
ョンとインタービジョンの相互中
継が開始される［日本放送協会 
2001: 241］

【エジプト】5 月 24 日、法 156 号
により、新たな新聞発行に「国
家連合（NU）」の許可が必要とさ
れ、主要 4 出版社も国営化される

［Rugh 1987: 37］

【エジプト】3 月、エジプトで地方
行政法（法第 129 号）が発布され

［伊能 1993: 282］

【エジプト】ジャーナリストの身
分が国家公務員とされる［Mellor 
2005: 33］

【エジプト】7 月、第 1 次 5 ヵ年
計画（アラブ社会主義化政策）が
開 始［ 伊 能 1993: 282; Dalacoura 
2003: 116］

【エジプト】7 月 21 日、最初のテ
レビ放送（全国放送）が開始され、
ニュースや教育などの番組を放送
される。

【エジプト】7 月、銀行、報道機関
の国有化がされる。

【日本】9 月、カラー放送が開始さ
れる［小田 2004: 77］

【サウディアラビア】政府への行
き過ぎた批判を抑える目的から、
4 人の著名な著作家に対し、新聞
などでの執筆を禁じることが宣告
される［Rugh 1987: 86］

【アラブ世界】9 月 14 日、イラク、
サウディアラビアなど 5 カ国が石
油輸出国機構（OPEC）を発足す
る［日本放送協会 2001: 248］

【日本】テレビ受信機が 400 万台
を突破する［松田 2001: 233］

【シリア】テレビ放送がはじまる
［Rugh 1987: 118; ‘Abd, A. and ‘Abd, 

N. 2008: 34］

【アメリカ】11 月 8 日、アメリカ
大統領選で民主党ジョン・F・ケ
ネディが当選する（就任は翌年か
ら）［日本放送協会 2001: 250］

1961 年

【ソ連／アラブ世界】2 月、TASS
に次ぐ 2 番目の通信社となる APN
通信社（あるいはNovosti通信社とも、
正式名称は Agenstvo Pechati Novosti）
を設立し、アラブ世界への無料のニ
ュース提供をおこなう［Rugh 1987: 
136］（ただし、［日本放送協会 2001: 
253］では設立は 3 月 22 日）

【エジプト】都市の住民を対象と
する、2 番目のテレビ・チャネル（全
国放送）が開始される。

【クウェート】1 月 15 日、テレビ
放送が開始される［‘Abd, A. and 
‘Abd, N. 2008: 34; Kraidy and Khalil 
2009: 153］

【世界】1 月 4 日 – 7 日、アフリ
カ諸国首脳会議が開催され、ガー
ナ・アラブ連合など 8 カ国が参加
する。「カサブランカ・アフリカ
憲章」が採択される［日本放送協
会 2001: 252］

【アメリカ】4 月 27 日、ケネディ
が「国益に反し共産主義の陰謀を
助長するおそれのあるニュース報
道」の自粛をマスコミに要請［日
本放送協会 2001: 255］

【 ア ル ジ ェ リ ア 】 主 要 紙『La 
Depeche Tunisienne』が経済的な理
由により発行が停止される［Rugh 
1987: 84］

【モーリタニア】ラジオ放送が開
始［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 13］

【フランス／アルジェリア】4 月
22 日、アルジェリア民族自決政
策に反対して、首都アルジェで反
ドゴール派の軍部が反乱を起こす

（同月 26 日に失敗に終わる）［日
本放送協会 2001: 254］
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1961 年

【チュニジア】国営通信社 TAP
（Tunis Afrique Press） が 設 立 さ
れる［Rugh 1987: 141］（ただし、 

［Mellor 2005: 36］では 59 年）

【ドイツ】8 月 13 日、東ドイツ政
府が東西ドイツの境界にベルリ
ンの壁を建設する［日本放送協会 
2001: 258］

【アルジェリア／チュニジア】通
信社 APS（Algerie Presse Service）が、
亡命アルジェリア人ジャーナリス
トらによりチュニスで設立される

［Rugh 1987: 141; Mellor 2005: 37］

【シリア】9 月 28 日、クーデター
が発生する。

【 ク ウ ェ ー ト 】 日 刊『 世 論 』
（al-Raʼy al-‘Umm）紙と、『クウェ
ート・タイムズ』（Kuwait Times）
紙（英語）が創刊される［Rugh 
1987: 102］

【エジプト／エジプト】9 月 29 日、
シリアがアラブ連合共和国から離
脱する。

1962 年

【ソビエト】1 月、ラジオ・テレビ
受信機の登録と受信料制度が廃止
される［日本放送協会 2001: 263］

【エジプト】三番目のテレビ・チ
ャネル（大カイロおよびその周辺
が対象）が開始される（67 年休止）

【フランス／アルジェリア】3 月
18 日、フランスとアルジェリアの
休戦協定が結ばれる［日本放送協
会 2001: 258］

【エジプト】通信社 MENA が国有
化される［Rugh 1987: 142］

【エジプト】6 月、『国民行動憲
章』（al-Mīthāq al-Waṭanī）が採択
される［Dalacoura 2003: 117; 伊能 
1993: 282］

【レバノン】6 月 1 日、私有（レバ
ノン人ビジネスマン、および一部
イギリス資本）の「レバノン・中東・
テレビ」（La Télévision du Liban et 
du Proche-Orient: Télé-Orient）がア
ラブ世界で 2 番目の商業放送を開
始。またたくまに放送内容・放送
範囲を拡大する［Rugh 1987: 129; 
Kraidy and Khalil 2009 153］

【エジプト】6 月、与党「アラブ
社会主義連合（ASU）」が創設さ
れ る［Dalacoura 2003: 116; 伊 能 
1993: 282］

【アルジェリア】政府による出版
物の統合が進む［Rugh 1987: 63］

【エジプト】6 月、コプト信徒代
表会議が廃止される ［伊能 1993: 
282］

【アジア】8 月、第 4 回アジア地域
放送会議（クアラルンプール）が
開催され、アジア放送連合（ABU）
の設立が決議される［日本放送協
会 2001: 269］

【アルジェリア／チュニジア】通
信 社 APS（Algerie Presse Service）
が、本拠地をチュニジアから、ア
ルジェリアへと移す［Rugh1 987: 
142］

【アルジェリア】7 月 3 日、アル
ジェリアがフランスから独立する

［Rugh 1987: 56］

【アルジェリア】アルジェで、日
刊『民衆』（al-Sha‘b）紙が創刊さ
れる［Rugh 1987: 32］

【イエメン】9 月、軍部におるク
ーデタが生じ、ザイド派王制が倒
れ、イエメン・アラブ共和国（北
イエメン）が成立する ［大塚ほか
2002: 1100］

【サウディアラビア】リヤドで、
日刊『ジャジーラ』（al-Jazīra）紙
が創刊される［Rugh 1987: 73］

【イエメン】10 月、エジプトが北
イエメンに軍事介入し、イエメン
内戦が勃発する（–1970 年）［大塚
ほか 2002: 1100］

【アメリカ】10 月 22 日、ケネディ
大統領がキューバ危機についてテ
レビとラジオで国民に訴える［日
本放送協会 2001: 269］

【モロッコ】テレビ局が設置され
る［Rugh 1987: 126］

【米ソ】10 月 22 日、キューバ危機
が生じる。

【日本】ペーパーバック出版が盛
んになる［日本放送協会 2001: 
273］

【レバノン】報道法が出され、これ
により国家機密情報の漏洩等が禁
じられる一方、報道協会やジャーナ
リスト協会の立場が保証され、報道
関係者には内部検閲などが求めら
れるようになる［Rugh 1987: 97］

【レバノン】2 つのテレビ企業（CLT
と Télé-Orient）が、ニュース部門の
合併をおこなう［Rugh 1987: 130］
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1963 年

【トルコ】１月 1 日、外国向けラ
ジオ放送「トルコの声」（Voice of 
Turkey）が開始される［日本放送
協会 2001: 275］

【日本】１月 1 日、フジテレビが
国産第 1 号の連続テレビ・アニメ
となる「鉄腕アトム」を放送する

［日本放送協会 2001: 275］

【サウディアラビア】リヤドと
ジッダで地上波放送が開始され
る［Kraidy and Kahlil 2009: 153］

（［Rugh 1987: 125; ‘Abd, A and ‘Abd, 
N 2008: 34］では 1965 年開始とな
っている）

【イラン】1 月、白色革命が始まる
［大塚ほか 2002: 1100］
【イラク】バアス党によるクー
デタが起こる［大塚ほか 2002: 
1100］

【シンガポール】2 月 15 日、テレ
ビ放送が開始される［日本放送協
会 2001: 275］

【スーダン】テレビ放送が開始さ
れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 
34］

【マレーシア】9 月 16 日、マレー
シア連邦の結成にともない、ラジ
オ・マラヤなどの各局が統合され、
国営ラジオ・マレーシアとなる［日
本放送協会 2001: 279］

【アルジェリア】9 月、ベン・ベ
ラ政権により、ほぼ全ての新聞が
政府の監督下におかれる［Rugh 
1987: 38］

【マレーシア】9 月 16 日、マレー
シア連邦が発足する。

【日米】11 月 23 日、初の日米間テ
レビ衛星中継受信実験でケネディ
大統領暗殺ニュースが受信される 

［日本放送協会 2001: 282］

【アルジェリア】オランで日刊『共
和国』（al-Jumhūrīya）紙が創刊さ
れる［Rugh 1987: 32］

【アメリカ】11 月 22 日、ケネディ
大統領が暗殺される。

【イギリス】映画「アラビアのロレ
ンス」が 62 年度アカデミー賞で 7 部
門を受賞［日本放送協会 2001: 283］

【サウディアラビア】政府が、新聞
の個人所有を控えることを求める新
たな報道法を出す［Rugh 1987: 81］

【キプロス】キプロス戦争が始ま
る。

1964 年

【トルコ】5 月 1 日、TRT が設立
され、ラジオ局は TRT の管理下
におかれる［日本放送協会 2001: 
289］

【エジプト】クルアーン詠唱、宗
教談義、ドキュメンタリーを中心
とした「クルアーン放送」（ラジオ）
が開始される。

【パレスチナ】5 月 28 日、第 1 回
パレスチナ民族評議会がエルサレ
ムで開催され、パレスチナ解放機
構（PLO）が設立される［日本放
送協会 2001: 288］

【日本／アメリカ】東京オリンピ
ックの映像が初の静止通信衛星シ
ンコム 3 号からアメリカに送ら
れ、家庭のテレビに放映される［小
田 2004: 76］

【イエメン】9 月 11 日、イギリス
軍が、テレビ局を設置する［‘Abd, 
A. and ‘Abd, N. 2008: 34; Kraidy and 
Khalil 2009: 153］

【アラブ世界】カイロで第 1 回ア
ラブ首脳会議開催される。

【パキスタン】11 月、テレビ実験
放送が開始される［日本放送協会 
2001: 295］

【レバノン】ベイルートに、ロ
イター社の報道をアラビア語に
翻訳流通させるための「アラブ
地域ニュース・サービス」（Arab 
Regional News Service）が設置さ
れる［Rugh 1987: 137］

【スーダン】10 月、スーダンでア
ブード政権が倒れる［Rugh 1987: 
65］

【スーダン】政党活動が回復し
たため、報道活動が活性化する

（–69 年）［Rugh 1987: 65］

【東京】10 月、第 18 回オリンピッ
ク東京大会が開催される。

【世界】世界的な商業衛星組織イ
ンテルサットが発足される［小田 
2004: 76］

【シリア】ダマスカスで、日刊『革
命』（al-Thawra）紙と、日刊『ル
ネッサンス』（Ba‘ath）紙が創刊さ
れる［Rugh 1987: 32］

【サウディアラビア】サウード国
王を廃し、ファイサル・イブン・
アブドゥルアズィーズが国王に即
位する［大塚ほか 2002: 1100］

【アルジェリア】ブルギバ大統領
が、チュニジア・ラジオ・テレビ

（Radio Television Tunisienne: RTT）
のトップに、与党のメンバーを指
名し、放送への積極的な介入をし
はじめる［Rugh 1987: 125］

【アメリカ】M. マクルーハンによ
る『メディア論』が刊行される［日
本放送協会 2001: 295］

1965 年

【ヨーロッパ】1 月 22 日、ヨーロ
ッパ会議（7 カ国が参加）で海賊
放送禁止法が制定［日本放送協会 
2001: 297］

【モロッコ】2 月、野党系の『アフ
リカの国家』（La Nation Africaine）
紙（フランス語）が発行停止処分
をうける［Rugh 1987: 107］

【インドネシア】1 月 21 日、国連
を脱退する［日本放送協会 2001: 
296］

【イスラエル】6 月、放送法が制
定される。IBA（イスラエル放送
機構）が設立され、国営放送の
全資産を引き継ぐ［日本放送協会 
2001: 303］

【エジプト】10 月 – 12 月、ラジオ
やテレビで、国家転覆を企てたと
され逮捕されたムスリム同胞団員
の公判が放送される［Rugh 1987: 
121］

【シンガポール】8 月、マレーシア
連邦から分離独立する［大塚ほか 
2002: 1100］
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1965 年

【 イ ン ド 】8 月 15 日、 テ レ ビ 放
送が開始される［日本放送協会 
2001: 305］

【 ヨ ル ダ ン 】 国 営 通 信 社 JNA
（Jordanian News Agency） が 設 立
される［Rugh 1987: 141］

【エジプト】9 月、ムスリム同胞団
のメンバーが大量逮捕される［伊
能 1993: 282］

【シリア】国営通信社 SANA（Syrian 
Arab News Agency）が設立される

［Rugh 1987: 141; Mellor 2005: 37］

【インド／パキスタン】9 月 6 日、
インドとパキスタンが戦争状態に
入る。

【パキスタン】テレビ実験放送が
終了し、民間テレビ会社（Television 
Promoters Ltd.）が設立され、テレ
ビ放送が開始される［日本放送協
会 2001: 309］

【シリア】ホムスで、日刊『ウル
ーバ』（‘Urūba）紙が創刊される 

［Rugh 1987: 32］
【 ク ウ ェ ー ト 】 日 刊『 政 治 』
（al-Siyāsa）紙が創刊される［Rugh 

1987: 102］

【 モ ロ ッ コ 】 日 刊『 世 論 』
（LʼOpinion）紙（フランス語）が
創刊される［Rugh 1987: 104］

1966 年

【東南アジア】2 月、カンボジアと
南ベトナムでテレビの本法放送が
開始される［日本放送協会 2001: 
311］

【エジプト】8 月 13 日、大統領令
により、ラジオ、テレビ、放送エ
ンジニアリングをそれぞれ別の部
門として情報省の管轄下におくと
いう法が発布される。

【インドネシア】3 月 11 日、スカ
ルノ大統領がスハルト陸相に政
治権限を委譲する［日本放送協会 
2001: 312］

【イスラエル】3 月、イスラエル
教育財団 (ITT）が教育テレビ放送
を開始する［日本放送協会 2001: 
313］

【UAE】ラジオ放送が開始される 
［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 13］

【ソビエト／フランス】7 月、カラ
ーテレビに SECAM 方式が採用さ
れる［日本放送協会 2001: 317］

【チュニジア】5 月 31 日、テレビ
放送が開始される［‘Abd, A. and 
‘Abd, N. 2008: 34; Kraidy and Khalil 
2009: 153］

【エジプト】サイイド・クトゥブ
が処刑される［大塚ほか 2002: 
1100］

【リビア】国営通信社 LNA（Libyan 
News Agency）が設立される［Rugh 
1987: 141; 144］

【 レ バ ノ ン 】 国 営 通 信 社 LNA
（Lebanese News Agency）が設立さ
れる［Rugh 1987: 141］

【UAE】イギリス統治下の、シャ
ルジャにおいて、最初のラジオ局
が設置される［Rugh 1987: 124］

1967 年

【イラン】3 月、イラン国営テレビ
（NITV）が放送を開始する［日本
放送協会 2001: 323］

【パレスチナ／ヨルダン】第 3 次
中東戦争の影響により、パレスチ
ナ系ジャーナリストのヨルダン側
への移動が進む［Rugh 1987: 82］

【アラブ世界】6 月 5 日、第 3 次中
東戦争（6 日間戦争）が起こる（た
だし、エジプトとヨルダンは 8 日
に停戦を受け入れ、シリアが 10
日に停戦を受け入れる）（6 月 5 日
–6 月 10 日）。

【スイス】4 月、カラーテレビの実
験放送を開始する［日本放送協会 
2001: 325］

【ヨルダン／湾岸諸国】第 3 次中
東戦争の結果、イスラエルがヨルダ
ン川西岸地区を併合し、当時ラマッ
ラーにいたヨルダンの放送関係者が
湾岸などへと流出［Rugh 1987: 124］

【ヨーロッパ】7 月 1 日、ヨーロッ
パ共同体（EC) が成立する。加盟
国はフランス・西ドイツ・イタリ
ア・ベネルクス 3 国の計 6 カ国［日
本放送協会 2001: 326］

【 ア ラ ブ 世 界 】PLO が 通 信 社
WAFA（Palestine Revolutionary 
News Agency; Wakāla Anbā’ Filasṭīn 
al-Thawra）を設立し、支局をいく
つかのアラブ諸国に置く［Rugh 
1987: 143］

【東南アジア】8 月 8 日、東南アジ
ア諸国連合（ASEAN）が結成さ
れる。加盟国はフィリピン・マレ
ーシア・インドネシア・タイ・シ
ンガポール［日本放送協会 2001: 
328］

【エジプト】第三次中東戦争の誤
報により、ラジオ放送「アラブの
声」のアナウンサー、アフマド・
サイードが失脚。また 3 番目のテ
レビ・チャンネルも停止される 

［Boyd 1999: 28］

【エジプト】政府がイギリスおよ
びアメリカとの外交関係を停止す
る。
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1967 年

【ソビエト】10 月 1 日、カラーテ
レビ放送が開始される［日本放送
協会 2001: 329］

【エジプト】英米との外交関係が
途絶え、外国の番組（とりわけ米
国の番組）の放送が減少し、ソ連
からの番組が放送されるようにな
る（–73 年まで）［Amin and Napoli 
2000: 182］

【アルジェリア】学校教育のアラ
ビア語化が始まり、イスラーム復
興の素地作りとなる［大塚ほか 
2002: 1100］

【フランス】10 月、SECAM 方式
でカラーテレビ放送が開始される

［日本放送協会 2001: 329］

【エジプト】第 3 次中東戦争後、
愛国主義的、教育的、宗教的な番
組が増大する［Boyd 1999: 40］

【オランダ】10 月、カラーテレビ
放送が開始される［日本放送協会 
2001: 329］

【イラク】12 月 3 日、ラジオから、
独立系新聞の廃止と、新たな新聞
の発行には許可証を要求する「法
第 155 号」が宣言される［Rugh 
1987: 39］

【エジプト】11 月、南イエメンが
独立する［Rugh 1987: 55］

【イギリス】12 月、BBC 第 2 テレ
ビが前面カラー化を開始する［日
本放送協会 2001: 331］

【イエメン】アデン（南イエメ
ン ） で、 日 刊『10 月 14 日 』（14 
October）紙が創刊される［Rugh 
1987: 32］

【パキスタン】民間テレビ会社が
パキスタンテレビ放送協会に改組
する［日本放送協会 2001: 333］

【イラク】バグダッドで、日刊『バ
グダッド・オブザーバー』（The 
Baghdad Observer）紙（英語）が
創刊される［Rugh 1987: 32］

【エジプト】M. シャアラーウィ
ーが、7 年間過ごしたアルジェリ
アからエジプトへと戻る［Faujī 
2008: 10］

【マレーシア】テレビ放送が開始
される［日本放送協会 2001: 333］

【サウディアラビア】ダンマンに、
東部州の住民に向けたラジオ放送
局が設置される［Rugh 1987: 124］

【アラブ世界】アラブ諸国の情報
大臣が集まり、衛星放送技術の所
有に関する初の懇談がおこなわれ
る［Kraidy and Khalil 2009: 153］

1968 年

【日本】カセット式テープレコー
ダーが普及する［日本放送協会 
2001: 347］

【カタル】ラジオ放送が開始され
る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 13］

【アラブ世界】1 月 9 日、アラブ
石油輸出国機構（OAPEC）結成。
加盟国はサウディアラビア、クウ
ェート、リビアの 3 国）［日本放
送協会 2001: 334］

【日本】『少年ジャンプ』が創刊さ
れる［日本放送協会 2001: 347］

【UAE】ドバイでテレビ放送が開
始 さ れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 
2008: 34; Rugh 1987: 126］

【インドネシア】3 月、スハルト
が大統領に就任［大塚ほか 2002: 
1100］

【ヨルダン】4 月、テレビ放送が開
始される［Rugh 1987: 126; Kraidy 
and Khalil 2009: 153］

【エジプト】3 月 30 日綱領［伊能 
1993: 282］

【イラク】バグダッドで日刊『革命』
（al-Thawra）紙が創刊される［Rugh 

1987: 32］

【イラク】バアス党と軍部がクー
デタを起こし、バアス党独裁体
制が確立される［大塚ほか 2002: 
1100］

【ヨルダン】日刊『防衛』（al-Difā‘）
紙が創刊される［Rugh 1987: 82］

【日本】GDP が西ドイツを抜いて
世界 2 位に浮上する［日本放送協
会 2001: 346］

【イエメン】南イエメンで国営通信
社 ANA（Aden News Agency）が設
立される［Rugh 1987: 141］

1969 年

【パキスタン】3 月 27 日、政府が
報道検閲を開始する［日本放送協
会 2001: 351］

【スーダン】クーデター後、報道
機関への圧力が強化される［Rugh 
1987: xvi］

【パレスチナ】2 月 4 日、パレス
チナ民族評議会がアラファートを
PLO 議長に選出する［大塚ほか 
2002: 1100] 

【世界】6 月 25 日、インテルサッ
トのグローバル・システムが完成

（太平洋・大西洋・インド洋に各 1
機が設置される）［日本放送協会 
2001: 353］

【リビア】革命後、革命指導評議
会がすぐさまラジオ放送に介入し
はじめる［Rugh 1987: 118］

【レバノン】5 月、シーア派イスラ
ーム最高評議会が設立される［大
塚ほか 2002: 1100］
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1969 年

【デンマーク】7 月 1 日、わいせ
つ罪が全廃される［日本放送協会 
2001: 355］

【サウディアラビア】11 月、主要
な 5 つの地域が、テレビ放送網で
カヴァーされる［Rugh 1987: 126］

【スーダン】5 月、クーデターが生
じる［Rugh 1987: xvi］

【UAE】Dubai TV と Abu Dhabi 
TV が テ レ ビ 放 送 を 開 始 す る

［Rugh1987: 126; Kraidy and Khalil 
2009: 153］

【イスラエル】8 月、エルサレムで
アクサー・モスクが放火される［大
塚ほか 2002: 1100］

【日本】低俗化・セックス過剰の
広告に対して批判が高まる［日本
放送協会 2001: 363］

【UAE】アブダビで、政府系の日
刊『連邦』（al-Ittiḥād）紙が創刊
される［Rugh  1987: 73］

【リビア】9 月 1 日、カダフィー率
いる「自由将校団」が、クーデタ
ーをおこしてサヌースィー王朝を
打倒する［Rugh 1987: 64］

【日本】テレビ受信機生産台数が
1269 万台で世界第 1 位となる［日
本放送協会 2001: 363］

【エジプト】政府は、国内のテレ
ビ・セットを 498,000 台と発表す
る［Boyd 1999: 51］

【イスラーム世界】9 月、第 1 回イ
スラーム首脳会議で、イスラーム
諸国会議機構（OIC）の設立が決
定される［大塚ほか 2002: 1100］

【フランス／エジプト】AFP 通信
社が、自社のニュースをアラブ世
界全域に流通させることを目的と
して、AFP のニュースをアラビア
語に訳する契約を、エジプトの通
信 社 MENA と 結 ぶ［Rugh 1987: 
137］

【アラブ世界】先進諸国との情報
格差是正のため、アラブ各国共同
で、共同通信社アラブ諸国放送連
合（Arab States Broadcasting Union; 
ASBU）がカイロに設置される

［Rugh 1987: 145; Kraidy and Khalil 
2009: 153］

1970 年

【アメリカ／日本】2 月 28 日、国
際放送 VOA が日本語放送を打ち
切る［日本放送協会 2001: 365］

【エジプト】ナセルは 1966 年の大
統領令を廃止、ラジオ・テレビ・
エンジニアリング・ファイナンス
の四部門からなる ERTU（エジプ
ト・ラジオ・テレビ連合）を設置
する［Boyd 1999: 41］

【トルコ】1 月、エルバカンを党首
とし、イスラームの伝統復活を掲
げる、国民秩序党が結成される［大
塚ほか 2002: 1100］

【イギリス】7 月 2 日、政府が商
業ローカル・ラジオ局の設置許可
を発表する［日本放送協会 2001: 
371］

【エジプト】8 月 13 日、「ラジオと
テレビは公共の利益のためだけに
使われるものとする」との大統領
令がだされる［Rugh 1987: 190］

【日本】6 月 24 日、日米安保条約
が自動延長される［日本放送協会 
2001: 370］

【アメリカ】7 月、ATT がテレビ
電話の業務を開始する［日本放送
協会 2001: 371］

【スーダン】8 月、ヌマイリー政権
のもと、政府による出版物の独占
傾向が進む［Rugh 1987: 39］

【ヨルダン】9 月、「黒い 9 月事件」
がおこる［大塚ほか 2002: 1100］

【世界】9 月 18 日、ABU 総会（イ
スタンブール）が衛星中継のコー
ディネーションセンターを暫定 1
年 NHK に置くことを決定する［日
本放送協会 2001: 373］

【UAE】 ア ブ ダ ビ で、 政 府 系 の
日刊『エミレーツ・ニュース』

（Emirates News）紙（英語）が創
刊される［Rugh 1987: 73］

【エジプト】9 月 28 日、ナセル急
逝し、サーダートが後任に就く

［Rugh 1987: 44; 伊能 1993: 282］

【世界】12 月 9 日、国連総でジャ
ーナリストなどの戦闘下の人権保
護の決議が採択される［日本放送
協会 2001: 377］

【 カ タ ル 】8 月 15 日、 テ レ ビ 局
が 設 置 さ れ る［Rugh 1987: 126; 
Kraidy and Khalil 2009: 153］

【UAE】シャルジャで、民間系の
日刊『湾岸』（al-Khālijī）紙が創
刊される［Rugh 1987: 73］

【日本】11 月 25 日、三島由紀夫が
東京・市谷の陸上自衛隊で、クー
デターを呼びかけたのち割腹自殺
をおこなう。

【マグリブ】モロッコ、アルジ
ェ リ ア、 チ ュ ニ ジ ア の 共 同 で
Maghrebvision を設置し、テレビ
番組の交換システムを確立する
も、政治的な理由などにより、非
政治的な番組のみが共有される

［Rugh 1987: 146］

【アラブ世界】ASBU 委員会が、
衛星放送計画について討議をおこ
なう［Kraidy and Khalil 2009: 153］

【オマーン】ラジオ放送が開始さ
れ る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 
13］
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1971 年

【イギリス】BBC、ラジオの受信
許可料を廃止し、これによりテレ
ビ受信許可料だけが残る［日本放
送協会 2001: 379］

【サウディアラビア】国営通信社
SPA（Saudi Press Agency）が設立
される［Rugh 1987: 141］

【エジプト】5 月、サーダートは、
アリー・サブリーらの反サーダ
ート派、左派勢力の静粛をはかる

（整風革命 / 修正革命）［Guaaybess 
2005: 124; 伊能 1993: 282］

【世界】インテルサットの管理運
営が国際化され、アメリカの独
占体制が終わる［日本放送協会 
2001: 385］

【 イ エ メ ン 】 国 営 通 信 社 SABA
（SABA News Agency）が設立され
る［Rugh 1987: 141］

【バハレーン】8 月 15 日、バハレ
ーンがイギリスの保護領から独立
国となる。

【世界】11 月 15 日、国際宇宙通
信機構（インタースプートニク）
設立協定に東側 9 カ国が調印する

［日本放送協会 2001: 387］

【バハレーン】バハレーンで、ア
ブドゥッラー・マルディーが週刊

『週刊エコー』（Ṣadā al-Usbūʻ）の
創刊を試みるも、人材不足などの
ために、数ヶ月で失敗する［Rugh 
1987: 82］

【カタル】9 月 3 日、カタルがイギ
リスの保護領から独立国となる。

【ソビエト】11 月 2 ４日、新型通
信衛星「モルニアⅡ型 1 号」が
打ち上げられる［日本放送協会 
2001: 387］

【モロッコ】政府系の『サハラの朝』
（Le Matin du Sahara）紙（フラン
ス語）が創刊される［Rugh 1987: 
104］

【エジプト】9 月、国名が「アラブ
連合共和国」から「エジプト・ア
ラブ共和国」へと変更される［伊
能 1993: 282］

【韓国】11 月 25 日、共産諸国か
らの書籍輸入が大幅に緩和される

［日本放送協会 2001: 387］

【モロッコ】政府系の日刊『モロ
ッ コ の 夜 』（Maroc Soir） 紙（ フ
ランス語）が創刊される［Rugh 
1987: 104］

【エジプト】9 月、憲法が公布され、
シャリーアが立法の主要な源泉の
1 つと定められる。

【アメリカ】カラーテレビの台数
が 3100 万、世帯普及率が 50％を
超える［日本放送協会 2001: 387］

【ヨルダン】アンマンで、政府系
の日刊『世論』（al-Raʼy）紙が創
刊される（74 年に民間系の新聞と
なる） ［Rugh 1987: 73; 74］

【エジプト】9 月、地方政府法（法
律第 57 号）が定められる［伊能 
1993: 282］

【UAE】独立後、保護国イギリス
のラジオ放送局が利用されはじめ
る［Rugh 1987: 124］

【UAE】12 月、UAE が成立する［大
塚ほか 2002: 1100］

【アラブ世界】AUBU が衛星放送
が教育と情報伝達のために打ち上
げられるべきだとの見解を示す

［Kraidy and Khalil 2009: 153］

【エジプト】サーダート、イスラ
ーム主義者への支援を開始する。

1972 年

【オーストリア】１月 1 日、テレ
ビ 2 系統とも、カラーテレビ放送
へと移行される［日本放送協会 
2001: 391］

【レバノン】1962 年の報道法に
一部改正がおこなわれる［Rugh 
1987: 97］

【エジプト】1 月、カイロ大学で学
生ストライキが発生し、キャンパ
スを占拠する［伊能 1993: 282］

【中国】ニクソン大統領が中国を
訪問した際の映像が、衛星中継で
放映される［日本放送協会 2001: 
391］

【リビア】非政府系（民間）の新
聞 が 全 て 廃 さ れ る［Rugh 1987: 
68］

【ブラジル】3 月 31 日、テレビ 7
局がカラーテレビ放送を開始する

［日本放送協会 2001: 393］

【カタル】ドーハで、日刊『アラブ』
（al-‘Arab）紙が創刊される［Rugh 

1987: 73］

【イスラエル／日本】5 月 30 日、
日本人ゲリラ 3 名がイスラエルの
テルアビブ空港で自動小銃を乱射
し、26 人を殺害する［日本放送協
会 2001: 394］

【マレーシア】6 月 19 日、テレビ
教育放送が開始される［日本放送
協会 2001: 395］

【リビア】トリポリで、政府系
日 刊『 新 た な 夜 明 け 』（al-Fajr 
al-Jadīd）紙が創刊される［Rugh 
1987: 32; 68］

【 エ ジ プ ト 】7 月 17 日、 ソ 連
軍 事 顧 問 団 が 国 外 追 放 さ れ る

［Guaaybess 2005: 124］

【イギリス】6 月、商業ローカル
ラジオ導入のためのラジオ放送法
が成立する［日本放送協会 2001: 
397］

【 ク ウ ェ ー ト 】 日 刊『 炬 火 』
（al-Qabas）紙が創刊される［Rugh 

1987: 102］

【ドイツ／イスラエル】9 月 5 日、
ミュンヘン五輪の選手村に、パレ
スティナ・ゲリラが侵入し、イス
ラエル人選手などを殺害［日本放
送協会 2001: 398］

【世界】10 月 14 日、アジア放送連
合（ABU）第 9 回総会（イラン）で、
中国の加盟が決議される［日本放
送協会 2001: 401］

【クウェート】報道法が改正され
る［Rugh 1987: 106］

【エジプト】11 月、カイロ近郊の
ハーンカにて宗派紛争おこる［伊
能 1993: 283］



578

イスラーム世界研究　第 4 巻 1-2 号（2011 年 3 月）

年 世界のメディア アラブ世界のメディア 世界の出来事

1972 年

【パキスタン】国営放送が公共事
業体のパキスタン放送協会（PBC）
へと改組［日本放送協会 2001: 401］

【サウディアラビア】政府が巡礼
の様子を衛星放送経由で放送する

［Kraidy and Khalil 2009: 153］

【エジプト】ザイナブ・ガザーリ
ーが釈放される（投獄は 65 年 – 
71 年）。

【バハレーン】私設商業用のテレ
ビ 局 が 設 置 さ れ る［Rugh 1987: 
126］（［Kraiday and Khalil 2009: 
153］では 1973 年開始）

1973 年

【世界】2 月 12 日、「国際電気通信
衛星機構（インテルサット）に関
する協定」と「運用協定」が発効
される［日本放送協会 2001: 405］

【エジプト】RCA の形式から、フ
ランスの SECAM（アナログ・カラ
ー・テレビの形式）へと、テレビ
方式の変更した［Boyd 1999: 42］

【エジプト】1 月、大学騒動が生じ
る［伊能 1993: 283］

【中国】5 月、北京でカラーテレ
ビ（PAL 方式）の実験放送が開始
される［日本放送協会 2001: 409］

【エジプト】政権に批判的なジャ
ーナリスト 100 人以上の許可証が
剥奪される（6 ヵ月後に、許可証
が返却される）［Rugh 1987: 40］

【アフガニスタン】7 月、共和革命
が起こる［大塚ほか 2002: 1101］

【 フ ラ ン ス 】10 月 1 日、 第 2 テ
レ ビ で カ ラ ー 放 送（SECAM 方
式）が開始される［日本放送協会 
2001: 413］

【エジプト】H. ヘイカルがサーダ
ートの戦争のやり方に批判的見方
を示す［Rugh 1987: 45］

【世界】7 月 20 日、パレスティナ・
ゲリラが日航ジャンボ機をハイジ
ャックする［日本放送協会 2001: 
414］

【世界】11 月 1 日 – 8 日、第 2 回
放送連合世界会議が開催され、通
信衛星問題が討議される。（ただ
し、アラブ諸国放送連合 ASBU や
南北アメリカ放送連合 AIR などは
不参加、ABU はオブザーバーで
参加）［日本放送協会 2001: 415］

【UAE】アブダビで、民間系の日
刊『連帯』（al-Waḥda）紙が創刊
される［Rugh 1987:7 3］

【アラブ世界】10 月、第 4 次中東戦
争（10 月戦争）が起こる（10 月 6
日 – 23 日）［大塚ほか　2002: 1101］

【リビア】トリポリで、政府系の
日刊『世論』（al-Raʼy）紙が創刊
される［Rugh 1987: 32; 68］

【アラブ世界】サウディアラビアな
ど中東諸国が対米原油供給停止を
発表する［日本放送協会 2001: 414］

【欧州】12 月、石油ショックによ
るエネルギー危機のため、西ヨー
ロッパ各国で放送時間が短縮・削
減される［日本放送協会 2001: 417］

【リビア】ベンガジで、政府系の
日刊『ジハード』（al-Jihād）紙が
創刊される［Rugh 1987: 32; 68］

1974 年

【世界】2 月 4 日、ジュネーブでイ
ンテルサット（国際電気通信衛星
機構）の第 1 回締約国総会が開催
される［日本放送協会 2001: 419］

【 エ ジ プ ト 】2 月、H. ヘ イ カ ル
がアフラーム新聞から追われる

［Bannā 2004: 35: 399］

【エジプト】1 月、イスラエルとエ
ジプト間で兵力の引き離し協定が
調印される［伊能 1993: 283］

【アメリカ】4 月 13 日、初の国内
通信衛星「ウエスター 1 号」が
打ちあげられる［日本放送協会 
2001: 421］

【アラブ世界・エジプト】2 月、ア
ラブ情報省会議がカイロで開催さ
れ、最初の衛星放送計画が構想さ
れる［Rugh 1987: 146］

【エジプト】3 月、アメリカとの
外交関係が回復する［伊能 1993: 
283］

【ソビエト】7 月 29 日、初の静止
通信衛星「モルニア I-S」が打ち
上げられる［日本放送協会 2001: 
425］

【エジプト】8 月、情報大臣アフマド・
アブー・マジュド（イスラーム思想
家としても著名）が、カラー・テレ
ビ制作スタジオの開始を宣言する。

【エジプト】4 月、インフィターフ
（経済開放政策）が宣言される［伊
能 1993: 283］

【シンガポール】8 月、カラーテレ
ビ放送が開始される［日本放送協
会 2001: 425］

【エジプト】出版の一部自由化が
進む［Najjar 2008: 226］

【エジプト】4 月、イスラーム開
放組織が陸軍工科大学を襲撃する

［伊能 1993: 283］

【トルコ】9 月 9 日、ラジオ第 1 放
送「TRT1」が 24 時間放送を開始
する［日本放送協会 2001: 427］

【レバノン】にて『サフィール』
（al-Safīr）紙が創刊される［Rugh 

2004: 92］

【イスラエル】5 月 5 日、パレス
ティナ・ゲリラによる立て篭もり
事件が発生する［日本放送協会
2001: 422］

【イラン】9 月、カラーテレビ放
送が開始される［日本放送協会 
2001: 427］

【オマーン】テレビ放送が開始され
る［Rugh1987: 29; 126; Kraidy and 
Khalil 2009: 153］

【エジプト】6 月、アメリカのニク
ソン大統領とキッシンジャー国務
長官がエジプトを訪問する［伊能 
1993: 283］

【アメリカ】11 月 22 日、インテ
ルサット太平洋衛星「Ⅳ号系 F8」
が打ち上げられる［日本放送協会 
2001: 429］

【 ク ウ ェ ー ト 】 日 刊『 祖 国 』
（al-Waṭan）紙が創刊される［Rugh 

1987:102］

【トルコ】7 月、トルコ軍がキプ
ロスへ侵攻する［大塚ほか 2002: 
1101］

【ソビエト】11 月、通信衛星モル
ニア 3 号が打ち上げられる［日本
放送協会 2001: 429］

【カタル】テレビ放送が開始され
る［‘Abd, A. and ‘Abd, N. 2008: 34］
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1975 年

【イギリス】1 月、BBC が経費削
減のためラジオとテレビ放送の
時間を削減する［日本放送協会 
2001: 431］

【 エ ジ プ ト 】3 月、1960 年 の 法
156 号に変更が加えられ、出版社
株の 49%の保有し、出版許可証の
発行を司る高等報道議会（Higher 
Press Council）が設置される［Rugh 
1987: 37］

【エジプト】1 月、賃上げと物価値
下げを要求する労働者の暴動がお
こる［伊能 1993: 283］

【オーストラリア】3 月１日、オー
ストラリア放送委員会（ABC）が
と商業テレビ局が PAL 方式でカ
ラー放送を開始する［日本放送協
会 2001: 431］

【サウディアラビア】サウディア
ラビア政府が、ラマダーン月の
巡礼生中継をおこなう［Rinnawi 
2006: 27］（ た だ し、［Kraidy and 
Khalil 2009: 153］では 72 年）

【レバノン】4 月、レバノン内戦が
はじまる［Rugh 1987: 97］

【バングラデシュ】6 月 16 日、政
府が日刊紙 20 紙中 16 紙を閉鎖し、
残り 4 紙を政府管理下におく［日
本放送協会 2001: 435］

【カタル】国営通信社 QNA（Qatar  
News Agency）が設立される［Rugh 
1987: 141］

【エジプト】6 月、スエズ運河再開
［伊能 1993: 283］

【イタリア】8 月１日、カラーテレ
ビの放送方式として PAL が採用
される［日本放送協会 2001: 437］

【オマーン】国営通信社ONA（Oman 
News Agency）が設立される［Rugh 
1987: 141］

【エジプト】7 月、地方政府法（法
第 42 号 ） が 定 め ら れ る［ 伊 能 
1993: 283］

【ノルウェー】カラーテレビ放
送が開始される［日本放送協会 
2001: 441］

【リビア】国営通信社 LNA（Libyan 
News Agency）が、名称を ARNA

（Arab Revolutionary News Agency）
に変更する（のち、再び名称変更
をおこない、JANA/Jamahiria News 
Agency となる）［Rugh 1987: 141］

【エジプト】9 月、第 2 次シナイ
撤退協定が結ばれる［伊能 1993: 
283］

【アメリカ】マイクロソフト社が
設立される［日本放送協会 2001: 
441］

【ヨルダン】アンマンで、日刊
『ヨルダン・タイムズ』（Jordan 

Times）紙（英語）が創刊される
［Rugh 1987: 73］

【エジプト】10 月、サーダート
が初めて米国を訪問する［伊能 
1993: 283］

【フランス】ポルノ映画が全面解
禁される［日本放送協会 2001: 
441］

【UAE】アブダビで、民間系の日
刊『夜明け』（al-Fajr）紙が創刊
される［Rugh 1987: 73］

【UAE】 ド バ イ・ イ ス ラ ー ム 銀
行が設立される［大塚ほか 2002: 
1101］

【日本】日本における媒体別広告
費で、テレビが新聞を抜いてトッ
プになる［前坂 2004: 13］

【サウディアラビア】ジッダで、
日刊『アラブ・ニュース』（Arab 
News）紙（英語）が創刊される

［Rugh 1987: 73］

【イエメン】北イエメンでテレビ局
が設置される［Rugh 1987: 29; 126］

【イギリス／湾岸】ロンドンから
汎アラブ紙『ハワーディス（出来
事）』（al-Ḥawādith）紙が創刊され
る［Rugh 2004: 173］

1976 年

【南アフリカ】1 月 5 日、テレビ
放送が開始される［日本放送協会 
2001: 443］

【クウェート】報道法が改正され、
国家を騒乱するような新聞・出版
物に対する発行停止権が政府に与
えられる［Rugh 1987: 106］

【エジプト】3 月、ソ連との友好条
約が破棄される［伊能 1993: 283］

【インド】4 月、テレビに広告放
送が導入される［日本放送協会 
2001: 445］

【 ア ラ ブ 世 界 】4 月 14 日、 ア
ラ ブ 衛 星 機 構（Arab Satellite 
Organization/ Arabsat）がリヤド（サ
ウディアラビア）に設置される

［Kraidy and Khalil 2009: 153］

【シリア】5 月、シリアが、レバノ
ンに派兵する［Rugh 1987: 98］

【東南アジア】6 月 9 日、東南アジ
ア諸国連合（ASEAN）の新聞発
行者らが ASEAN 新聞発行者連盟
を結成する［日本放送協会 2001: 
449］

【レバノン／シリア】12 月、アラ
ブ平和維持軍（ADF）内のシリア
軍が、独立系日刊紙『ナハール（白
日）』(al-Nahār) 紙や、親リビア系
日刊紙『サフィール』（al-Safīr）
紙などの事務所を占領して新聞の
発行を停止する［Rugh 1987: 98］

【エジプト】サーダートが大統領
2 期目に入る［伊能 1993: 283］

【中国】7 月 5 日、北京放送が東南
アジア地域向けの中国語放送を開
始する［日本放送協会 2001: 449］

【レバノン】12 月、アラブ平和維持
軍（ADF）が、発行停止された新聞
の再刊を許可する［Rugh 1987: 98］

（ただし、77 年 1 月の可能性もあり）

【レバノン】秋、レバノン内戦の沈
静化を目的として、アラブ平和維
持 軍（Arab Deterrent Forces; ADF）
が組織される［Rugh 1987: 98］
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1976 年

【インドネシア】7 月 8 日、初の国
内通信衛星「パラパ 1 号」をアメ
リカから打ち上げる［日本放送協
会 2001: 449］

【レバノン】12 月、レバノン政府
が、報道物の事前検閲をおこなう
法令を公布し、内務省が国内騒擾
につながるような出版物の禁止を
宣言する［Rugh 1987: 98］（ただし、
77 年 1 月の可能性もあり）

【エジプト】政党組織法により、
エジプトで複数政党制が導入され
る［伊能 1993: 283］

【イラン】9 月 1 日、イラン国放
送が、日本 TBS 系の番組を 2 年
間にわたり放送［日本放送協会 
2001: 451］

【UAE】国営通信社 ENA（Emirates 
News Agency）が設立される［Rugh 
1987: 141］

【バハレーン】バハレーン解放イ
スラーム戦線が結成される［大塚
ほか 2002: 1101］

【世界】10 月 18 日、アジア放送連
合（ABU）がクアラルンプールに
て開催され、名称をアジア太平洋
放送連合（ABU）へと変更する［日
本放送協会 2001: 451］

【バハレーン】国営通信社 KNA
（al-Khalij News Agency）が設立さ
れる［Rugh 1987: 141］

【ソビエト】10 月、モルニア衛星
によりモスクワ／ハバロフスク間
で電子新聞実験がおこなわれ、成
功する［日本放送協会 2001: 453］

【クウェート】国営通信社 KUNA
（Kuwaiti News Agency）が設立さ
れる［Rugh 1987: 141］

【アメリカ】アップル・コンピュ
ーター社が設立される［日本放送
協会 2001: 453］

【イラク】バグダッドで日刊『イ
ラク』（al-Irāq）紙が創刊される

［Rugh 1987: 32］

【パキスタン】テレビ放送がカラ
ー化される［日本放送協会 2001: 
453］

【バハレーン】マナーマでアブ
ドゥッラー・マルディーが、エ
ジプト人ジャーナリストを起用
して、『湾岸ニュース』（Akhbār 
al-Khālijī）紙を創刊して、成功を
おさめる［Rugh 1987: 73; 82］

【エジプト】テレビ説教師として
著名なシャアラーウィーがワク
フ大臣に選出される［‘Aṭā 2007: 
275］

【アルゼンチン】軍事政権による
放送の統制が強まる［日本放送協
会 2001: 453］

【サウディアラビア】ジッダで、
日刊『サウディ・ガゼット』（Saudi 
Gazette）紙（英語）が創刊される

［Rugh 1987: 73］

【第 3 世界】第 5 回非同盟諸国首
脳会議がスリランカのコロンボで
開催され、非同盟諸国通信プール

（Non-Aligned News Agencies Pool,
略称 NANAP）の設置が決定され
る［Rugh 1987］

【チュニジア】チュニスで、日刊『Le 
Temps』（フランス語）が創刊され
る［Rugh 1987: 73］

【クウェート】日刊『ニュース』
（al-Anbā’）紙が創刊される［Rugh 

1987: 102］
【バハレーン】政府がテレビを国
営化する［Aloofy 1998: 41］

1977 年

【世界】1 月 10 日、世界無線通信
主管庁会議がジュネーブにて開
催され、放送衛星の静止軌道と国
別周波数の割り当てが決定される

［日本放送協会 2001: 455］

【エジプト】複数政党制の開始に
ともない、政党系の機関誌や新聞
の発行が許可される［Rugh 1987: 
38］

【エジプト】1 月、食糧の補助金
削減に反対する大規模な食糧暴動
が発生する［Rugh1987: 45; 伊能 
1993: 283］

【 ギ ニ ア 】5 月 14 日、 テ レ ビ 放
送が開始される［日本放送協会 
2001: 459］

【エジプト】6 月 28 日、政府に擁
護的な『Gardit Masr』紙が創刊さ
れる ［Rugh 1987: 46］

【エジプト】6 月、政党法「法４
号」により、複数政党制が開始
される。これにより ASU が①中
道：アラブ社会主義エジプト党
②左派：国民統一進歩党③右派：
自由党の 3 つに分割される［伊
能 1993: 152; 283］

【アメリカ】6 月 27 日、テレビ番
組の「セックス」と「暴力」表現
に対する規制の強化が決定される

［日本放送協会 2001: 459］

【エジプト】10 月 14 日、政府に
批判的な自由党の『アフラール』

（al-Aḥrār）紙（週刊）が創刊され
る［Rugh 1987: 46］

【パキスタン】7 月、ズィヤーウル・
ハックがクーデタで政権を掌握す
る［大塚ほか 2002: 1101］

【アメリカ】カリフォルニアで光
ファイバーによる電話ケーブルが
敷設される［日本放送協会 2001: 
465］

【エジプト】アラブ社会党が『エ
ジプト』（Miṣr）紙を発行開始［長
沢 1995: 304］

【エジプト】11 月、サーダート
がイスラエルを訪問する［伊能 
1993: 283］
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1977 年

【アメリカ】アップル社が、世界
初の 8 ビットパソコンを、1298
ドルで発売する［日本放送協会 
2001: 467］

【クウェート】日刊『アラブ・タ
イムズ』（The Arab Times）紙（英語）
が 創 刊 さ れ る［Rugh 1987: 102; 
Rugh 2004: 100］

【エジプト】タクフィール・ワ・
ヒジュラが、ムハンマド・ザハビ
ー宗教大臣（当時）の誘拐殺害事
件を起こし、同組織のメンバーが
一斉検挙される

【イギリス】ロンドンから汎アラ
ブ紙・誌『タイムズ』（al-Zaman）
と『アラブ』（al-‘Arab）が創刊さ
れる［Rugh 2004: 173］

1978 年

【フランス】1 月 1 日、ラジオの受
信料が廃止される［日本放送協会 
2001: 469］

【エジプト】2 月 1 日、政府に批判
的な国民統一進歩党の『アハーリ
ー』（al-Ahālī）紙（週刊）が創刊
される［Rugh 1987: 46］

【エジプト】2 月、新ワフド党が誕
生する［伊能 1993: 283］

【日本】3 月 1 日、KDD がアメリ
カ RCA 社と提携して日米間のフ
ァクシミリ電報サービスを開始す
る［日本放送協会 2001: 471］

【カタル】ドーハで、日刊『ガルフ・
タイムズ』（Gulf Times）紙（英語）
が創刊される［Rugh 1987: 73］

【エジプト】5 月 21 日、マルクス
主義者や革命前の政治家などの活
動が禁じられる［Rugh 1987: 46］

【韓国】7 月、民間ラジオから外
国色の強いポピュラー音楽が消え
て、韓国人作曲家の歌が多く放送
されるよになる［日本放送協会 
2001: 475］

【エジプト】ERTU、ラジオ放送の
短波・中波用のトランスミッター
を増加させる［Boyd 1999: 34］

【 エ ジ プ ト 】8 月、 国 民 民 主 党
（National Democratic Party: NDP）
が 創 設 さ れ る［Dalacoura 2003: 
122; 伊能 1993: 283］

【スペイン】10 月、カラーテレビ
方式に PAL 方式が採用される［日
本放送協会 2001: 477］

【エジプト】アラブの声、クルア
ーン放送（ラジオ）のトランスミ
ッターがより強力なものへと変更
される［Boyd 1999: 34］

【イラン】9 月、テヘランで「黒い
金曜日事件」が起きる［大塚ほか 
2002: 1101］

【世界】12 月 14 日、アムネスティ・
インターナショナルが、世界で投
獄されているジャーナリストの数
が前年の 3 倍にあたる 279 名と発
表する［日本放送協会 2001: 479］

【アラブ世界／エジプト】10 月、
アラブ連盟会議がバグダッドで開
かれ、エジプトのメディア・コン
テンツの輸入禁止を含めた、エジ
プトへの制裁案が話し合われる

［Rugh 1987: xv］

【エジプト】9 月、アメリカの仲介
で、エジプト・イスラエル間にキ
ャンプ・デービット会談がおこな
われる［伊能 1993: 283］

【イスラエル】テレビでアラビア
語サービスが開始される［日本放
送協会 2001: 479］

【バハレーン】マナマで日刊『ガ
ルフ・デイリー・ニュース』（Gulf 
Daily News）紙（英語）が創刊さ
れる［Rugh 1987: 73］

【トルコ】11 月、オジャランの
指導のもとに、クルディスター
ン（PKK）が成立する［大塚ほか 
2002: 1101］

【中国】全国のテレビ局でカラー
放送が開始される［日本放送協会 
2001: 479］

【UAE】ドバイで、民間系日刊『ハ
ーリジ・タイムズ』（Khalij Times）
紙（英語）が創刊される［Rugh 
1987: 73］

【サウディアラビア／イギリス】
サウディ・リサーチ・アンド・マ
ーケッティング社により、ロン
ドンから汎アラブ新聞『シャル
ク・ ア ウ サ ト 』（Sharq al-Awsaṭ）
紙が創刊される［Rugh 1987: 73; 
Rinnawi 2006: 35］（［Rugh 2004: 
173］では、創刊 1977 年）

【 レ バ ノ ン 】CLT（Compagnie 
Libanaise de Télévision） が、Télé-
Orient を合併し、Télé-Liban とな
る。なお政府は同社株式の 51％を
所有［Kraidy and Khalil 2009: 153］

1979 年

【イギリス】1 月 1 日、ファイナン
シャル・タイムズ社がフランクフ
ルトでファクシミリ送信した海外
版新聞の印刷を開始［日本放送協
会 2001: 481］

【エジプト】政治に関する議論や、
サーダート批判が新聞などで活
発 に な る（79 年 – 81 年 ）［Rugh 
1987: xiii］

【イラン】2 月、イランで王政が打
倒され、イスラーム共和国が樹立
される。

【ソビエト】4 月 25 日、国内通信
衛星「ラドガ 5 号」が打ち上げら
れる［日本放送協会 2001: 483］

【エジプト】『ダアワ』（Da‘wa）誌
が発刊処分をうける［小杉 1994: 
265］

【エジプト】3 月、イスラエルと平
和条約が調印される［伊能 1993: 
283］
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1979 年

【オーストラリア】4 月、SBS が少
数民族向けのテレビ実験放送を開
始する［日本放送協会 2001: 483］

【イラク】70 年代に政府により許
可を得た政党紙『民衆の道』（Ṭarīq 
al-Sha‘b）紙が、発禁処分をうけ
る［Rugh 1987: 39］

【エジプト】6 月、複数政党制のも
とで、初の議会選挙がおこなわれ
る［伊能 1993: 283］

【スリランカ】4 月、商業テレビ放
送が開始されるも、1 ヶ月で倒産

［日本放送協会 2001: 483］

【エジプト】アラブ諸国では、エ
ジプトの出版物、映画、テレビ番
組などの輸入を禁じる（80 年台半
ばまで）［Rugh 1987: xv］

【エジプト】6 月、地方自治の拡大
を目指す「地方自治法 / 地方政府
法」（法第 43 号）が発表される［伊
能 1993: 236, 283］

【日本】5 月 8 日、日本電気がパー
ソナル・コンピューター（PC-8001）
を発売し、パソコンブームの火付
け役となる［日本放送協会 2001: 
485］

【エジプト】Arabsat（衛星放送）
計画から、エジプトが外される。

【エジプト／イスラエル】3 月、エ
ジプトがイスラエルと和平条約を
結ぶ［大塚ほか 2002: 1101］

【アフリカ】アフリカ統一機構
（OAU）が全アフリカ通信社をセ
ネガルの首都ダカールに設立する

［日本放送協会 2001: 487］

【サウディアラビア】メッカ立て
篭もり事件以後のテレビ放送に、
宗教番組の割合が劇的に増やされ
る［Sakr  2001: 9］

【イスラーム世界】4 月、イスラ
ーム諸国会議機構（OIC）でエジ
プトの資格が停止され、連盟本
部はカイロからチュニジアへ移る

（–84 年）［Rugh 1987: xv; 大塚ほか 
2002: 1101］

【世界】7 月、国際海事通信衛星機
構（インマルサット）が発足する

［日本放送協会 2001: 487］

【UAE】ドバイで、民間系の日刊『ガ
ルフ・ニュース』（Gulf News）紙

（英語）が創刊される［Rugh 1987: 
73］

【イラク】7 月、イラク大統領にサ
ッダーム・フサインが就任する［大
塚ほか 2002: 1101］

【イラン】8 月 12 日、イスラーム
指導者への侮辱を禁じる新聞法が
施行され、翌日イギリス、フラン
ス、西ドイツの記者が国外追放さ
れ、計 44 紙が閉鎖［日本放送協
会 2001: 487］

【カタル】ドーハで、日刊『旗』
（al-Rāya）紙が創刊される［Rugh 

1987: 73］

【イラン】11 月、イラン・イス
ラーム憲法が採択される［小杉 
1994: 138］

【中国】11 月 1 日、人民日報が、
北京からファクシミリ送信をもち
いて、香港で現地印刷を開始する

［日本放送協会 2001: 489］

【シリア】ダマスカスで、日刊『シ
リ ア ン・ タ イ ム ズ 』（The Syrian 
Times）紙（英語）が創刊される

［Rugh 1987: 32］

【サウディアラビア】11 月末、サ
ウディアラビアのマッカ（メッカ）
で、ネオ ･ ワッハーブ派によるカ
アバ聖殿占拠事件事件がおこる。

【イラン】NIRT がイラン・イスラ
ーム共和国国営放送（IRIB）と改
称す［日本放送協会 2001: 491］

【エジプト】ビデオ・カセットテ
ープ・レコーダー（VTR）がこの
年以降、一般的普及をみせる［Rugh 
1987: xix］

【アフガニスタン／ソ連】12 月、
ソ連がアフガニスタンに侵攻す
る。

1980 年

【スペイン】1 月、民主化を主眼と
した放送法が改定される［日本放
送協会 2001: 493］

【エジプト】イランのラジオ放送
「イラン自由の声」に対抗する目的
から、アメリカの支援でラジオ送
信機が増設される［Boyd 1999: 34］

【サウディアラビア】2 月、東部州
で民衆暴動がおこる［小杉 1994: 
138］

【アメリカ】3 月 28 日、カーター
大統領が、モスクワオリンピック
に関係するアメリカの製品や技術
の輸出などのすべてを禁じる［日
本放送協会 2001: 495］

【エジプト】SECAM 形式のカラ
ー・テレビ放送の導入が完了する

［Boyd 1999: 45］

【エジプト】3 月、イスラエルと
の国交が樹立される［伊能 1993: 
283］

【アメリカ】5 月 12 日、PBS がサ
ウディアラビア政府の放送中止要
請にも関わらず、ドキュメンタリ
ードラマ『王女の死』（サウディ
アラビア王女とイスラエル青年と
の結婚、および死刑の判決が下さ
れた事件を描いたドラマ）を放送

［日本放送協会 2001: 497］

【エジプト】出版職権法（法 148 号）
が可決される。これにより、出版
社の私有化が促される一方、国家
侮辱罪にあたる出版物の発行が禁
止される［Mellor 2005: 33］

【イラク】シーア派の指導者ウラ
マーである、ムハンマド・バーキ
ル・サドルが、政府によって処刑
される［小杉 1994: 138］

【トルコ】7 月 2 日、TRT テレビ
が全番組をカラー放送化する［日
本放送協会 2001: 499］

【エジプト】5 大出版社をシューラ
ー議会の監督下におくことが可決
される［Rugh 1987: 38］

【エジプト】5 月、内閣の改造がお
こなわれ、サーダートが首相を兼
任する［伊能 1993: 283］

【 オ ー ス ト ラ リ ア 】10 月 24 日、
SBS が少数民族向けの多言語テ
レビ放送を開始［日本放送協会 
2001: 503］

【スーダン】日刊『スーダン人』
（al-Sūdānī）紙が創刊される［Rugh 

1987: 32］

【イスラーム世界】5 月、ロンドン
の国際会議で、世界イスラーム宣
言が採択される［小杉 1994: 138］



583

現代アラブ世界におけるメディア史年表

年 世界のメディア アラブ世界のメディア 世界の出来事

1980 年

【アルゼンチン】新放送法が公布
され、カラーテレビ放送が開始さ
れる［日本放送協会 2001: 503］

【UAE】ドバイ・チャンネル 33 が、
湾岸諸国の英語話者向けテレビ放
送を編成［Kraidy and Khalil 2009: 
154］

【イラン／イラク】9 月、イラン・
イラク戦争がはじまる（–88 年）

1981 年

【イギリス】1 月、タイムズ社が、
傘下にある 3 紙をルパート・マー
ドックに売却することに合意［日
本放送協会 2001: 505］

【エジプト】政府による、政党紙
への圧力が強まる。

【エジプト】民間モスクの数が、
70 年の 2 倍（≒ 4 万）に達する［伊
能 1993: 206］

【ポーランド】1 月、政府と連帯
との交渉により、週 1 回連帯に検
閲なしのテレビ・ラジオ放送権が
与えられる［日本放送協会 2001: 
505］

【エジプト】サフワト・シャリー
フが情報省長官に就任。

【エジプト】サーダートがムスリ
ム同胞団や野党のメンバー、コプ
ト教会指導者などを一斉に逮捕す
るなど、反対派への弾圧を強める 

［横田 2009: 64］

【シンガポール】5 月、SBC が始
めて北京語でバラエティー番組
を放送する［日本放送協会 2001: 
509］

【エジプト】出版法の変更がおこ
なわれる［Mellor 2005: 33］

【エジプト】10 月、ジハード団に
よりサーダートが暗殺され、後任
の大統領にムバーラクが就任する

［Rugh 1987: 49; 小杉 1994: 138］

【イラン】国営パルス通信が、イ
スラム共和国通信と改称する［日
本放送協会 2001: 515］

【ヨルダン】アンマンで、日刊『人
民の声』（Ṣawt al-Sha‘b）紙が創刊
される［Rugh 1987: 73］

【エジプト】10 月、アシュート（上
エジプト）で、イスラーム集団と
警察隊が衝突する［伊能 1993: 284］

1982 年

【ポーランド】1 月、外務省が検閲
の中止を発表する［日本放送協会 
2001: 517］

【エジプト】4 月、イスラエルから
エジプトへと、シナイ半島の返還
が完了する［伊能 1993: 284］

【インド】4 月、初の実用通信気象
衛星インサット 1A が打ち上げら
れる ［日本放送協会 2001: 519］

【エジプト】カイロの上・中流階
級の VTR 所有率が 80%をこえる 

［Rugh 1987: xix］

【エジプト】ハーリド・ムハンマド・
ハーリドが『イスラームにおける
国家』（al-Dawla fī al-Islām）を著
して、イスラーム主義を支持する。

【イギリス／アルゼンチン】5 月、
フォークランド紛争に伴い、イギ
リスとアルゼンチンの間で、プロ
パガンダ合戦が過熱する［日本放
送協会 2001: 521］

【サウディアラビア】リヤドで、
日刊『夕刊アラビア半島』（al-Jazīra 
al-Masā’ī）紙が創刊される［Rugh 
1987: 73］

【イスラエル／レバノン】6 月、イ
スラエルがレバノンに侵攻する。

【インド】8 月、カラーテレビ放
送が開始される［日本放送協会 
2001: 523］

【エジプト】6 月、イスラエルの
レバノン侵攻に抗議し、イスラエ
ルの駐在大使を召還する［伊能 
1993: 284］

【イスラエル】カラーテレビ放送
が開始［日本放送協会 2001: 527］

【レバノン】8 月、レバノンから
PLO が撤退する。

1983 年

【ソビエト】5 月 23 日、モスクワ
放送の海外向け英語ニュースで
アナウンサーが自国のアフガニス
タン侵攻を非難（同月 26 日、ア
ナウンサーの個人責任が追求され
る）［日本放送協会 2001: 533］

【エジプト】84 年の選挙に向けて、
各政党による活発な報道競争がお
こなわれる［Rugh 1987: xiv］

【レバノン／パレスチナ】レバノ
ンの報道機関に対する PLO の圧
力が弱まる。またパレスチナ人
ジャーナリストの避難が始まる 

［Rugh 1987: xiii］

【エジプト】1 月、ムバーラク大
統領がアメリカを訪問する［伊能 
1993: 284］

【レバノン】北部の都市トリポリ
から PLP が撤退［Rugh 1987: xiii］

【アメリカ】10 月 25 日、グレナダ
侵攻で、米軍がジャーナリストの
グレナダ入国を阻止するも、アメ
リカ・マスコミ界がこれに反発し、
同月 30 日に最終的に入国が許可
される［日本放送協会 2001: 537］

【イラク】バグダッドで日刊『カ
ーディシーヤ』（al-Qādisīya）紙が
創刊される［Rugh 1987: 32］

【エジプト】7 月、各選挙区にリ
スト・システムと比例代表制を
導入し、加えて政党の選挙参加に
条件を設ける新選挙法が発表さ
れる。これにより、小規模政党
の参政が難しくなる［伊能 1993: 
157-8］

【アメリカ】12 月 20 日、ルパート・
マードックが『シカゴ・サン・タ
イムズ』紙を買収［日本放送協会 
2001: 539］

【シリア】ハマーで日刊『犠牲』
（al-Fidā’）紙が創刊される［Rugh 

1987: 32］

【エジプト】8 月、行政裁判所の
判決により、新ワフド党が活動を
再 開［Rugh1987: xiv; 伊 能 1993: 
215］

【アメリカ】学生ハッカーがアメ
リカ国防省の機密データを盗む

［日本放送協会 2001: 539］

【モロッコ】日刊『社会主義連合』
（al-Ittiḥād al-Ishtirākī）紙が創刊さ
れる［Rugh 1987: 104］

【エジプト】10 月、非常事態令が
延長される［伊能 1993: 284］
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1983 年

【サウディアラビア】8 月 9 日、英
語の番組を多く放送するテレビ・
チャンネル 2 が開始される［Kraidy 
and Khalil 2009: 154］

【レバノン】10 月、ヒズブ・アッ
ラー（神の党）が現れる［小杉 
1994: 138］

1984 年

【世界】1 月、ABU のニュース交
換組織「アジアビジョン」が発足
する［日本放送協会 2001: 541］

【エジプト】新ワフド党、週刊『ワ
フド』（al-Wafd）紙を発行開始（後
に発行部数 50 万を超え、これは
主要紙に匹敵）（87 年から日刊紙）

【エジプト】3 月、イスラーム諸国
会議機構に復帰する［伊能 1993: 
284］

【スイス】1 月、フランス語圏向け
の衛星放送 TV5 が放送を開始す
る［日本放送協会 2001: 541］

【エジプト】81 年にサーダートが
課した一部の（コプト教徒、お
よびムスリムの）雑誌・新聞など
に対する禁令がとかれる［Rugh 
1987: 49］

【エジプト】5 月、ムバーラク政権
下で初の選挙がおこなわれる［伊
能 1993: 284］

【シンガポール】9 月、日本のテ
レビドラマ『おしん』が海外では
じめて放送される［日本放送協会 
2001: 549］

【エジプト】7 月、ソ連と外交関係
を回復する［伊能 1993: 284］

【トルコ】10 月 17 日、TRT ラジ
オがステレオ放送を開始する［日
本放送協会 2001: 549］

【スーダン】ヌマイリー政権が、
イスラーム路線に転換する［小杉 
1994: 138］

1985 年

【アメリカ】複合メディア企業で
あ る Capital Cities Communications
社が 3 大ネットワークの一角で
ある ABC を買収［日本放送協会 
2001: 553］

【エジプト】第 3 のテレビ・チャ
ネル（地上波）が再開する［‘Abd, 
A. and ‘Abd, N. 2008: 191］

【エジプト】1 月、シャヌーダ総主
教が解放（幽閉は 81 年 9 月から）
され、復権する［伊能 1993: 284］

【日本】4 月、日本で電電改革 3 法
によって、100 年以上にわたって
独占されてきた電気通信事業が民
間へ解放される［早川 2004: 211］

【アラブ世界】2 月 8 日、サウディ
アラビアを筆頭株主（約 7 割の株
式を保有）として、Arabsat1 が打
ち上げられる（ただし、90 年代に
入るまで利用されず）［Rugh 1987: 
146; Kraidy and Khalil 2009: 154］

【トルコ／イラン／パキスタン】1
月、経済開発機構が設立される［大
塚ほか 2002: 1101］

【アメリカ】民間企業による通信
衛星の打ち上げ、商業化を認める
決定が下される［日本放送協会 
2001: 559］

【スーダン】5 月、革命後のスー
ダンで報道の自由化が進む［Rugh 
1987: xvi］

【エジプト／スーダン】5 月、ク
ーデターが起こり、ヌマイリー大
統領がエジプトへ亡命する［Rugh 
1987: xvi］

【アメリカ】CNN がヨーロッパ向
けの 24 時間ニュース・サービス
を開始する［日本放送協会 2001: 
561］

【カタル】ドーハで、日刊『今日
の湾岸』（al-Khālijī al-Yawm）紙が
創刊される［Rugh 1987: 73］

【レバノン／イスラエル】5 月、イ
スラーム抵抗運動が激化したこと
で、イスラエルの占領軍が、南レ
バノンから撤退［小杉 1994: 138］

【欧米】静止衛星打ち上げでアメ
リカとヨーロッパが受注競争・
宇宙商戦を激化［日本放送協会 
2001: 565］

【スーダン】日刊『旗』（al-Rāya）
紙が創刊される［Rugh 1987: 32］

【エジプト】7 月、ハーフィズ・サ
ラーマら、急進派グループの一斉
逮捕がおこなわれる［伊能 1993: 
284］

【日本】「フリーダイヤル」サービ
スが開始される［日本放送協会 
2001: 565］

【アラブ世界】6 月 15 日、Arabisat 
1B が打ち上げられる。（ただし、
90 年代に入るまで利用されず。）

［Kraidy and Khalil 2009: 154］

【エジプト】9 月、アリー・ルト
フィー新内閣が発足する［伊能 
1993: 284］

【アメリカ】DTP（デスクトップ・
パブリッシング）がブームとなる

［日本放送協会 2001: 565］

【レバノン】8 月 23 日、レバノン
放 送 会 社 （Lebanese Broadcasting 
Corporation; LBC）が開始される

［Kraidy and Khalil 2009: 154］

【アラブ世界】10 月、チュニスの
PLO 本部をイスラエルが爆撃する

［伊能 1993: 284］

【エジプト】法 102 号により、ク
ルアーンおよびハディースの出版
規制の権限がアズハルの手にわた
る［Najjar 2008: 223］

【アラブ世界】10 月、アキレ・ラ
ウロ号事件（シー・ジャック事件）
が生じる［伊能 1993: 284］

【UAE】12 月 2 日、ドバイ・スポ
ーツ・チャンネルが地上波に加え、
衛星技術も用いて放送を開始する

［Kraidy and Khalil 2009: 154］

【エジプト】11 月、エジプト航空
機がハイジャックされる［伊能 
1993: 284］
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1986 年

【イラン】1 月、IRIB が通信衛星
利用テレビ・ネットワークの運用
を開始する［日本放送協会 2001: 
567］

【エジプト】1 月、雑誌のインタ
ビューで、ムバーラクが敵対的報
道機関を、「大衆を煽動し、民主
主義を殺す」ものと批判［Rugh 
1987: xv］

【エジプト】1 月、ESCO 繊維労働
者のストライキが発生する［伊能 
1993: 284］

【フランス】2 月、初の商業テレ
ビ「チャンネル 5」が開局する［日
本放送協会 2001: 567］

【スーダン】4 月 – 6 月、報道の
自由を大幅に認める法案が可決さ
れ、多数の出版物が現れる［Rugh 
1987: xvi］

【エジプト】2 月、中央治安部隊の
騒擾・暴動事件が発生する［伊能 
1993: 284］

【ソビエト】5 月 19 日、共産党の
機関紙「プラウダ」がモスクワ放
送のテレビニュースの現状を批判
する［日本放送協会 2001: 569］

【スーダン】7 月、スーダンで、
独立系日刊紙『政治』（al-Siyāsa）
紙が発行開始される［Rugh 1987: 
xvii; 32］

【エジプト】3 月、カイロの国際貿
易見本市でイスラエル係員が殺害
される［伊能 1993: 284］

【レバノン】7 月 3 日、新聞と放送
が全国規模のゼネストに突入する

［日本放送協会 2001: 571］

【クウェート】7 月、より広範なメ
ディアを規制の対象とするような
報道法が定められる［Rugh 1987: 
106］

【エジプト】5 月、ムスリム同胞団
の最高指導者オマル・ティルミサ
ーニーが死去［伊能 1993: 284］

【トルコ】10 月 6 日、TRT テレビ
が第 2 放送を開始する［日本放送
協会 2001: 573］

【スーダン】日刊紙の刊行ラッ
シュが起きる。『週間』（Usbū‘）
紙、『スーダン・タイムズ』（The 
Sudan Times）紙（英語）、『国民の
声』（Ṣawt al-Umma）紙、日刊『目
標』（al-Hadaf）紙、日刊『統一祖
国』（al-Waṭan al-Ittiḥādī）紙［Rugh 
1987: 32］

【エジプト】7 月、鉄道労働者のス
トライキが発生する［伊能 1993: 
284］

【イギリス】10 月 7 日、日刊紙『イ
ンデペンデント』が発刊される［日
本放送協会 2001: 573］

【サウディアラビア】日刊紙の発
行 部 数 が、10 年 前（107,000 部 ）
の 約 7 倍 の 700,000 部 に 達 す る 

［Rugh 1987: xviii］

【エジプト】ムハンマド・タンタ
ーウィー（1928–2010）がムフテ
ィーに就任する。

【中国】10 月、中国教育電視台が
インテルサット衛星による放送
を開始する［日本放送協会 2001: 
573］

【クウェート】日刊紙の発行部数
が、10 年前（104,000 部）の約 2.5
倍 の 175,000 部 に 達 す る［Rugh 
1987: xviii］

【エジプト】10 月、シューラー（諮
問）議会選挙がおこなわれる［伊
能 1993: 284］

【南アフリカ】10 月、ケーブルテ
レビの実験放送がおこなわれる

［日本放送協会 2001: 573］

【バハレーン】日刊紙の発行部
数 が、10 年 前（10,000 部 ） の 約
2.7 倍の 27,000 部に達する［Rugh 
1987:xviii］

【エジプト】アーティフ・スィド
キー内閣が発足する［伊能 1993: 
284］

【アメリカ】GE 社が RCA 社を買
収する［日本放送協会 2001: 575］

【カタル】日刊紙の発行部数が、10
年前（2,000 部）の約 15 倍の 30,000
部に達する［Rugh 1987: xviii］

【エジプト】12 月、選挙法が改正
される［伊能 1993: 284］

【イスラエル】第 2 テレビ放送が
開始される［日本放送協会 2001: 
575］

【UAE】日刊紙の発行部数が、10 年
前（8,000 部）の約 25 倍の 198,000
部に達する［Rugh 1987: xviii］

【サウディアラビア】国王が「二
聖都の守護者」を名乗る［大塚ほ
か 2002: 1101］

【フィリピン】アキノ政権下でマ
スメディアに対する統制が解除さ
れる［日本放送協会 2001: 575］

【サウディアラビア】VTR 普及率
が 60%に達する［Rugh 1987: xix］

【シリア】テレビの受像機数が、
100 万台を越える［Rugh 1987: 119］

1987 年

【イギリス】2 月、政府が全国ネッ
トの商業ラジオの新設や規制緩和
などの方針を表明する［日本放送
協会 2001: 577］

【サウディアラビア】7 月、マッカ
でイラン巡礼団のデモに死傷者が
でる［大塚ほか 2002: 1101］

【西ドイツ】11 月 21 日、ヨーロッ
パ初の直接放送衛星 TV-SAT1 が
打ち上げられる（ただし、故障に
より運用不可となる）［日本放送
協会 2001: 585］

【チュニジア】11 月、ブルギバ政
権が、30 年間来に政権を退陣する

［小杉 1994: 139］

【日本】映画観客総数が 1 億 5000
万人を割る［日本放送協会 2001: 
585］

【パレスチナ】12 月、ガザ地区・
西岸地区で第 1 次インティファー
ダが始まる［伊能 1993: 285］
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1988 年

【 日 本 】1 月 11 日、 ソ ニ ー が、
VHS 方 式 の 家 庭 用 VTR の 販 売
を発表する［日本放送協会 2001: 
587］

【スーダン】日刊『ハルトゥー
ム』（al-Khurṭūm）紙が創刊される

［Rugh 2004: 30］

【エジプト】1 月、インティファー
ダを支持するデモが起こる［伊能 
1993: 285］

【ソビエト】5 月 17 日、テレビに
始めて外国企業（ペプシコーラ、
ソニーなど）の CM が現れる［日
本放送協会 2001: 591］

【エジプト】エジプトの新聞が、
アブー ･ ジハード暗殺の件で、イ
スラエルを一斉に非難する［伊能 
1993: 285］

【アラブ世界】4 月、ファタハの創
設者のひとり、アブー・ジハード
がチュニスでイスラエル軍に暗殺
される［伊能 1993: 285］

【ソビエト】9 月 28 日、アメリカ
VOA 放送のモスクワ支局開設が
許可される［日本放送協会 2001: 
593］

【イギリス／サウディアラビア】
ロンドンから汎アラブ新聞『ハヤ
ート』（al-Hayāt）紙が創刊される

［Rugh 2004: 173; Rinnawi 2006: 35］

【エジプト】9 月、マハッラ・エ
ルクブラで労働者デモが発生する 

［伊能 1993: 285］

【イギリス】10 月 19 日、政府が北
アイルランド紛争をめぐる「テロ
対策」として、テレビやラジオに
おけるテロリストとその関係者へ
のインタビュー放送の禁止を発表
する［日本放送協会 2001: 595］

【エジプト】10 月、第 4 のテレビ・
チャネル（アレクサンドリア、ス
エズ運河周辺地区が対象）が開
始される［Amin and Napoli 2000: 
182］

【エジプト／イスラエル】9 月、国
際司法裁判所の判決により、タバ
の帰属はエジプトと決定される 

［伊能 1993: 285］

1989 年

【スウェーデン】4 月 1 日、直接放
送・通信衛星「Tele-X」を打ち上
げる［日本放送協会 2001: 601］

【 エ ジ プ ト 】 法 223 号 に よ り、
ERTU の放送独占傾向が強まる

【エジプト】1 月、弁護士協会で内
紛が生じる［伊能 1993: 285］

【フランス】5 月、ラ・セットが衛
星放送を開始する［日本放送協会 
2001: 603］

【エジプト】情報相サフワト・シ
ャリーフが、アラブ諸国における
テレビ番組市場のイニシアティブ
の獲得を目指すことを発表［Sakr 
2001: 32］

【エジプト】3 月、ジャーナリス
ト協会選挙が実施される［伊能 
1993: 285］

【ハンガリー】7 月 1 日、ソ連・東
欧圏で初の商業テレビ局が開局さ
れる［日本放送協会 2001: 605］

【イスラーム世界】サルマン・ラ
シュディー事件がおこる

【エジプト】4 月、ファイユーム
で、ジハード団と警察隊が衝突す
る［伊能 1993: 285］

【ソビエト】9 月、最高会議のラジ
オ・テレビ中継が開始される［日
本放送協会 2001: 607］

【バハレーン】マナマにて日刊『毎
日』（al-Ayyām）紙が創刊される

［Rugh 2004: 61］

【エジプト】6 月、シューラー議会
選挙がおこなわれる［伊能 1993: 
285］

【アメリカ】VOA が 6 月の天安門
事件後に閉鎖を命じられていた北
京支局を再開する［日本放送協会 
2001: 609］

【イギリス／パレスティナ】ロン
ドンから汎アラブ新聞『クドゥス・
アラビー』（al-Quds al-‘Arabī）紙
が創刊される［Rugh 2004: 173］

【エジプト／イスラエル】9 月、ラ
ビン国防相がエジプトを訪問する

［伊能 1993: 285］

【パキスタン】初の商業テレビ局
が開局する［日本放送協会 2001: 
609］

【チュニジア】政府が、フランス
のテレビ・チャンネル（A2）を 1
日 24 時間再放送することを発表
する［Kraidy and Khalil 2009: 154］

【エジプト】12 月、エジプト・シ
リア間の国交が回復される［伊能 
1993: 285］

【日本】日本で NHK が 2 つの BS
放送を開始する［早川 2004: 203］

【モロッコ】政府が、アラビア語
およびフランス語による私企業の
放送を許可し、2M International（後
に単に 2M）がカサブランカから
放送を開始する［Kraidy and Khalil 
2009: 154］

【イラン】ホメイニー師が死去し、
後継にハーメネイー師が就任する

［小杉 1994: 139］

1990 年

【イギリス】3 月 2 日、BBC が東
欧向けの放送を強化する計画を
発表する［日本放送協会 2001: 
611］

【エジプト】1 月、ザギー・バド
ル内相が更迭される［伊能 1993: 
285］

【アメリカ】3 月 27 日、政府がキ
ューバ向け宣伝放送「テレビマル
チ」をスペイン語で試験放送し、
一方キューバは電波妨害でこれ
に対抗する［日本放送協会 2001: 
611］

【エジプト】2 月、17 歳の少年に
よるムバーラク大統領邸への発砲
事件がおこる［伊能 1993: 285］

【アメリカ】8 月、CNN が湾岸放
送のライブ放送により、一気に視
聴者を獲得する。

【サウディアラビア】8 月、イラク
のクウェート侵攻のニュースが 8
月 2 日から 8 月 6 日までの 4 日間
放送されず［保坂 2005: 62］

【イラク／クウェート】8 月 2 日、
イラクがクウェートに侵攻する

［小杉 1994:138］



587

現代アラブ世界におけるメディア史年表

年 世界のメディア アラブ世界のメディア 世界の出来事

1990 年

【ヨーロッパ】8 月 30 日、テレビ・
ラジオ用通信衛星 Eutelsat2 が打ち
上げられる［日本放送協会 2001: 
617］

【エジプト】日刊『アフラーム・
マサーウ』（Ahrām al-Masā’）紙が
創刊される［Rugh 2004: 123］

【エジプト】9 月、パレスチナ人
とイラク人グループが国内で襲撃
を企てたとして逮捕される［伊能 
1993: 286］

【日本】9 月 11 日、NTT が光ファ
イバーによる広域帯の ISDN 実験
システムを世界で始めて開発する

［日本放送協会 2001: 619］

【アルジェリア】日刊『ニュース』
（al-Khabar）紙が創刊される［Rugh 

2004: 123］

【エジプト】アラブ連邦本部が、
チュニスからカイロに再移転す
る。

【イギリス】11 月 2 日、BSB とス
カイ・テレビジョンが合併に合意
し、ブリティッシュ・スカイ・ブ
ロードキャスティング（BskyB）
が誕生する［日本放送協会 2001: 
621］

【 ア ル ジ ェ リ ア 】 日 刊『 故 国 』
（El-Watan）紙（フランス語）が
創刊される［Rugh 2004: 123］

【イエメン】5 月、南北イエメンが
統一し、イエメン共和国が成立す
る［大塚ほか 2002: 1102］

【トルコ】12 月 3 日、TRT がテレ
テキスト・サービスを開始する［日
本放送協会 2001: 621］

【エジプト】12 月、第 5 テレビ・
チャネル（アレクサンドリアが
対象）が開始される［Amin and 
Napoli 2000: 182］

【アルジェリア】6 月、地方選でイ
スラーム救済戦線（FIS）が圧勝
する［大塚ほか 2002: 1102］

【スウェーデン】12 月、初の地上
波商業テレビ TV4 が認可される

［日本放送協会 2001: 621］

【エジプト】12 月 12 日、アラブ世
界初の国営衛星放送 ESC（Egyptian 
Space Channel） が 開 始 さ れ る

［Kraidy and Khalil 2009: 154］

【エジプト】10 月、リファアト・
マフグーズ人民議会長が、暗殺さ
れる［伊能 1993: 286］

【イスラエル】ケーブルテレビが
発足する［日本放送協会 2001: 
621］

【サウディアラビア】サウディ・
テレビ・チャンネル（チャンネル
１、チャンネル 2）が、Arabsat か
ら衛星技術を利用して放送をおこ
なう［Kraidy and Khalil 2009: 154］

【エジプト】11 月、人民議会選挙
がおこなわれる［伊能 1993: 286］

1991 年

【イラク】1 月 19 日、イラク当局が、
西側報道陣に対してバグダッドか
らの撤退を要求。（たたし CNN の
ピーター・アーネット記者のみ残
留を許可される）［日本放送協会 
2001: 623］

【 イ ラ ク 】 バ グ ダ ッ ド・ テ レ ビ
（Baghdad TV）が、Intelsat 上の satcast
を利用して放送を開始する［Kraidy 
and Khalil 2009: 154］

【世界】1 月 16 日にアメリカ軍を
中心とする多国籍軍がイラクの軍
事拠点への攻撃を開始する（沙漠
の嵐作戦）。

【イラク】1 月 30 日、文化情報省
が西側報道記者の入国を再度許可
し、NHK やフランス A2、イギリ
スの ITV など 5 社 12 人が入国す
る［日本放送協会 2001: 623］

【エジプト】政府が、メディアの
経済構造調整に着手する意思を示
す（ただし、実際に着手される
のは 96 年から）［Amin and Napoli 
2000: 180］

【エジプト】2 月、親イラク過激派
とされるサボタージュ・グループ
が逮捕される［伊能 1993: 286］

【アメリカ】2 月 8 日、超党派の保
守系議員 34 人が、CNN に対して、
バグダット駐在記者によるレポー
トが「イラクよりの変更報道」と
の抗議書簡を送付する［日本放送
協会 2001: 623］

【エジプト】CNN と ERTU のジョ
イント・ベンチャーとして、特に

（在エジプトの）外国人向け放送
を 行 う、CNE（Cable News Egypt
からのちに、Cable Network Egypt
に名称変更） が開始される［Boyd 
1999: 48; Amin and Napoli 2000: 
184］

【イラク】3 月、南部のシーア派住
民（イスラーム革命派）と北部の
クルド人が蜂起するも、政府軍に
より弾圧される［小杉 1994: 139］

【日本】4 月、日本で民法の日本衛
星放送（現 WOWOW）が１チャ
ンネルの BS 放送を開始する［早
川 2004: 203］

【レバノン】ヒズブッラーがベイ
ルートから、マナール放送（地上
波放送）を開始する［Kraidy and 
Khalil 2009: 154］

【中央アジア】中央アジア 5 カ国
とアゼルバイジャンが、あいつい
でソビエトから独立する［大塚ほ
か 2002: 1102］

【 ソ ビ エ ト 】8 月 26 日、 国 営 の
TASS 通信社が従業員が株主の独
立報道機関となる［日本放送協会 
2001: 629］

【サウディアラビア／イギリス】9
月、MBC（サウジアラビア系私
有衛星放送チャネル）がロンドン
から放送を開始する［Rugh 2004: 
219; Kraidy and Khalil 2009: 154; 
‘Abd, N. 2007］

【世界】12 月 3 日、国連総会で事
務総長にエジプトのブトルス・ガ
ーリーが選出される［日本放送協
会 2001: 632］

【香港／中国】8 月 26 日、アジア
サットによる衛星放送「スター
TV」が本放送を開始する［日本
放送協会 2001: 629］

【クウェート】10 月 15 日、クウ
ェート・テレビ（Kuwait TV）が、
イラク占領の終結に伴い、放送
を再開し、ユース・チャンネル
と教育チャンネルが放送される

［Kraidy and Khalil 2009: 154］

【アルジェリア】12 月、総選挙が
おこなわれ、イスラーム救国戦
線（FIS）が圧勝する［小杉 1994: 
139］
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1991 年
【レバノン】キリスト教系の Télé-

Lumiér が地上波放送を開始する
［Kraidy and Khalil 2009: 154］

【ソビエト】12 月 25 日、ゴルバ
チョフ大統領が辞任し、翌 26 日、
ソ連邦が消滅する。

1992 年

【ロシア】1 月 30 日、TASS 通信
がエリツィン大統領令により、ロ
シア国営通信社（ITAR）として
再出発する［日本放送協会 2001: 
637］

【 パ レ ス テ ィ ナ 】 サ ラ ー ム
（al-Salām）TV と、 ナ ブ ル ス
（al-Nablus）TV が 開 始 さ れ る
［Kraidy and Khalil 2009: 154］

【アルジェリア】1 月、イスラー
ム救国戦線の権力掌握を恐れて、
軍部が介入し、軍政化する［小杉 
1994: 139］

【ポルトガル】2 月 6 日、政府が初
の商業テレビの免許を 2 業者に公
布する［日本放送協会 2001: 637］

【エジプト】都市の読者を対象と
して、タブロイド版週刊『ハワー
ディス（出来事）』（al-Ḥawādith）
誌の発行が開始される（版元はア
フバール新聞社）［長沢 1995］

【アルジェリア】2 月、イスラーム
救国戦線が非合法化される［小杉 
1994: 139］

【ドイツ】4 月 1 日、ドイチェ・
ベレが衛星による外国向けのテレ
ビ放送を開始する［日本放送協会 
2001: 639］

【アラブ世界】2 月 26 日、Arabsat 
1C、打ち上げられる。

【エジプト】カイロのアタバ地区
で、若い女性の暴行事件が生じる。

（「アタバの娘」事件）（後に事件
は娘の狂言であることが発覚）［長
沢 1995］

【ドイツ／フランス】5 月 30 日、
独仏共同の公共衛星テレビ「アル
テ」（ヨーロッパ文化チャンネル）
が放送を開始する［日本放送協会 
2001: 641］

【UAE】ドバイで EDTV（UAE 国
営衛星放送チャネル）が開始され
る［Sakr 2001: 15］

【サウディアラビア】3 月 1 日、フ
ァハド国王は、勅令により「統
治基本法」「シューラー議会法」

「地方行政法」を公布する［小杉 
1994: 269］

【イギリス】9 月 9 日、BBC ワー
ルドサービスが中国とインド向け
テレビ放送の開始を発表［日本放
送協会 2001: 645］

【クウェート】7 月 4 日、チャン
ネル 1 が、Arabsat からの衛星放
送を牽引する［Kraidy and Khalil 
2009: 154］

【エジプト】3 月、アシュートや
上エジプトで宗派対立続く［伊能 
1993: 286］

【イギリス】11 月 24 日、政府が受
信許可料による BBC の存続を示
唆する［日本放送協会 2001: 647］

【エジプト】6 月、世俗主義の指
導的思想家ファラグ・フーダがイ
スラーム主義者により暗殺される

［伊能 1993: 286］

【インド】ヨーロッパの衛星チャ
ンネル「TV アジア」でヒンディ
ー語放送が開始される［日本放送
協会 2001: 647］

【UAE】10 月、Abu Dhabi TV（UAE
系テレビ・チャネル）が、Arabsat
を用いて、衛星放送を開始する

［Aloofy 1998: 46］

【エジプト】7 月、反テロリスト法
が内閣で承認される［伊能 1993: 
286］

【ヨーロッパ】欧州合同原子核研
究所が本格的 WWW を発表し、
インターネット時代の幕開けをお
こなう［日本放送協会 2001: 647］

【UAE】12 月 6 日、EDTV がアラ
ブ世界の衛星放送としてはじめて
24 時間放送を開始する［Kraidy 
and Khalil 2009: 154］

【エジプト】9 月、ムスリム同胞団
系候補が法律家組合の代表に選出
される［伊能 1993: 286］

1993 年

【フランス】1 月 1 日、ヨーロッ
パ初の多言語テレビニュースチャ
ンネル「ユーロニュース」が放送
を開始する［日本放送協会 2001: 
649］

【エジプト】欧米人を対象とし
た Nile TV International（ エ ジ プ
ト系衛星放送チャネル）( 英語・
フランス語）が放送を開始する

［Rinnawi 2006: 37］

【エジプト】1 月、アシュート県
ダイルートでの衝突が続く［伊能 
1993: 286］

【ロシア】1 月、モスクワの独立放
送会社 TV6 が放送を開始する［日
本放送協会 2001: 649］

【クウェート】インターネットが
解禁される［保坂 2005: 66］

【エジプト】2 月、政府は専門職
業（労働）組合の選挙法を改正す
る［伊能 1993: 286］

【オーストラリア】2 月、アメリカ
ABC がパラパ衛星でテレビ国際
放送（Australian Television）を開
始する［日本放送協会 2001: 649］

【イギリス】ロンドンから汎アラ
ブ新聞『ムスタキッラ（インデペ
ンデント）』（al-Mustaqilla）が創
刊される［Rugh 2004: 173］

【エジプト】2 月 26 日、タフリー
ル広場のコーヒー店で爆発事件が
おこる［伊能 1993: 286］

【アメリカ】6 月 29 日、ルパート・
マーッドックによるアメリカ最古
の新聞「ニューヨークポスト」の
買収が FCC により承認される［日
本放送協会 2001: 655］

【ヨルダン】JSC（ヨルダン国営
衛星放送チャネル）が開始される

［Sakr 2001: 15］

【アメリカ】2 月 26 日、ニューヨ
ークの世界貿易センタービルで爆
破事件がおこる［大塚ほか 2002: 
1102］

【トルコ】7 月 8 日、国民議会で商
業テレビ・ラジオ局の開設を認め
る憲法修正案が可決される［日本
放送協会 2001: 657］

【UAE】ケーブル放送企業、ドバイ・
ケーブル・ビジョン・ネット（Dubai 
Cable Vision Net）が UAE 全土に放
送を開始［Kraidy and Khalil 2009: 
154］

【エジプト】3 月、カイロのアタ
バ広場で爆破事件がおこる［伊能 
1993: 286］
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1993 年

【インド】8 月 16 日、国営テレビ
がインドの衛星「インサット 2-B」
より衛星放送を開始する［日本放
送協会 2001: 657］

【レバノン】2 月、レバノン系・
テレビ放送、Future TV が地上波
放送を開始する［Kraidy and Khalil 
2009: 154］（［Rugh 2004: 219］ で
は 1995 年）

【エジプト】3 月、カイロの中心部
にある博物館前で爆破事件がおこ
る［伊能 1993: 286］

【トルコ】9 月 13 日、トルコ放送
協会が 24 時間テレビ放送を開始
する［日本放送協会 2001: 659］

【UAE】ドバイ・ケーブル・ビジ
ョ ン（Dubai Cable Vision/ DCV）
が放送を開始する［Aloofy 1998: 
47］

【エジプト】3 月、アシュート県で
イスラーム急進派と警察が銃撃戦
となる［伊能 1993: :286］

【イスラエル】11 月、商業テレビ
（Channel 2）が誕生する［日本放
送協会 2001: 663］

【アメリカ】12 月 21 日、ゴア副大
統領が情報スーパーハイウェー実
現に向けて、通信関連業界の規制
緩和基本方針を発表する［日本放
送協会 2001: 663］

【エジプト】4 月、情報相サフワ
ト・シャリーフの暗殺未遂事件
後、テレビ番組に反急進派的な傾
向が強くなる［Sakr 2001: 32; Abu-
Lughod, L. 2005: 167］

【エジプト】4 月、情報相サフワト・
シェリーフへの暗殺未遂事件がお
こる［伊能 1993: 286］

【パレスチナ／イスラエル】9 月、
オスロ合意が調印される［大塚ほ
か 2002: 1102］

1994 年

【ドイツ】1 月 1 日、全国向け公共
ラジオ放送「ドイチュラント・ラ
ジオ」が放送を開始する［日本放
送協会 2001: 665］

【エジプト】『ルーズ・ユースフ』
（Rūz al-Yūsuf）紙が、警察、すな
わち内務省の幹部に対する公然た
る批判を、彼らの汚職問題の告白
という形をとって雑誌に掲載する

［長沢 1995］

【パレスチナ】5 月、パレスチナ暫
定自治政府が発足する［大塚ほか 
2002: 1102］

【イタリア】1 月、メディア王ベル
ルスコーニが政界進出を発表し、
5 月に首相となる［日本放送協会 
2001: 665］

【サウディアラビア】サウジアラ
ビアで衛星放送禁止法が施行され
る［Aloofy 1998: 49］

【イギリス】1 月、国際衛星テレビ
「BBC ワールドサービスステーシ
ョン」「BBC プライム」が開始さ
れる［日本放送協会 2001: 665］

【エジプト】5 月、6 番目（デルタ
地帯が対象）のテレビ・チャネ
ルが開始される［Amin and Napoli 
2000: 182］

【イラン】3 月、第 3 番目のテレビ
放送が開始される［日本放送協会 
2001: 667］

【エジプト】10 月、7 番目（上エ
ジプトが対象）のテレビ・チャネ
ルが開始される［Amin and Napoli 
2000: 182］

【エジプト】9 月、エジプトで国連
人口議が開催される［長沢 1995: 
179］

【世界】5 月 20 日、アメリカ、ロ
シア、マレーシア、台湾などが
出資する、世界で 6 番目の多国籍
衛星打ち上げ企業であるリムサッ
ト社が誕生する［日本放送協会 
2001: 669］

【サウディアラビア / イタリア】
ART（サウジアラビア系私有衛
星放送チャネル）がイタリアか
ら 開 始 さ れ る［Rugh 2004: 219; 
Sakr 2001: 15］（ただし、［Kraidy and 
Khalil 2009: 154］では、1993 年 10
月 18 日）

【ヨルダン／イスラエル】10 月、
ヨルダンとイスラエルとの間で、
和平条約が調印される［大塚ほか 
2002: 1102］

【アメリカ】Fox のケーブルネッ
トワーク「FX Channel」が発足す
る［日本放送協会 2001: 671］

【サウディアラビア / イタリア】
5 月、世界初のデジタル技術を
用いた Orbit（サウジアラビア系
私有衛星放送チャネル）がイタ
リアから放送を開始する［Rugh 
2004: 219; Sakr 2001: 15; Kraidy and 
Khalil 2009: 154］

【ロシア】12 月、ロシア軍がチェ
チェン共和国に侵攻し、第 1 次
チェチェン戦争（–1996 年 8 月停
戦）が勃発する［大塚ほか 2002: 
1102］

【世界】11 月 1 日、第 31 回 ABU
総会（京都）で、「国境を越える
衛星放送のガイドライン」が採択
される［日本放送協会 2001: 677］

【モロッコ】RTM（モロッコ国営
衛星放送チャネル）が開始される

［Sakr 2001: 15］

【エジプト】イスラームに関連す
る事項については、アズハルが文
化省の参照する唯一の機関として
定められる［Najjar 2008: 223］

【イスラエル】衛星波による第 3
テレビ放送が開始される［日本放
送協会 2001: 677］

【エジプト】エジプト衛星放送
（ESC）が放送時間を 24 時間へと
延長する［Kraidy and Khalil 2009: 
154］

【ブラジル】国内通信衛星ブラジ
ルサット B1 が打ち上げられる 

［日本放送協会 2001: 677］

【パレスティナ】ラマッラーで日
刊『エルサレム・タイムズ』（The 
Jersalem Times）紙が創刊される

［Rugh 2004: 62］

【アフガニスタン】ターリバーン
があらわれる。
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1995 年

【香港】3 月 4 日、スター TV がパ
ラパ 2 号を利用して、東南アジア
向けサービス（インドネシア・フ
ィリピン全域をカヴァー）を開始
する［日本放送協会 2001: 681］

【エジプト】第 8 のテレビ・チャ
ネル（アスワンが対象）が開始さ
れる［Guaaybess 2000: 131］

【アフガニスタン】3 月、ターリバ
ーンと大統領派政府軍が、カーブ
ル南西部などで最初の交戦をおこ
なう［大塚ほか 2002: 1102］

【イラン】3 月、個人による衛星
放送番組の受信を禁止する法律が
制定される［日本放送協会 2001: 
681］

【エジプト】5 月、人民議会は刑
法と刑事訴訟法を改正し、マスコ
ミ報道による名誉棄損等の罰則
強化をおこなう ( 法 93 号）［長沢 
1995: 180］

【イラン／トルクメニスタン】9 月、
イランとトルクメニスタンが、両国
を結ぶ天然ガス・パイプライン建設
と石油探査分野での協力関係強化に
合意する［大塚ほか 2002: 1102］

【ロシア】4 月 1 日、国営オスタン
キノテレビが半官半民の「ロシア
公共テレビ」に改組する［日本放
送協会 2001: 683］

【シリア】STV（シリア国営衛星
放送チャネル）が開始される［Sakr 
2001: 15］

【イスラエル】11 月、ラビン首相
がユダヤ教徒により暗殺される

［大塚ほか 2002: 1102］

【香港】7 月 26 日、ルパート・マ
ードックのニューズ・コーポレ
ーション社がスター TV の株式
100％を取得する［日本放送協会 
2001: 687］

【アラブ世界／イギリス】MED 
TV（クルド系衛星放送チャネル）
がイギリスから放送を開始する

（99 年終了）［Seib 2008: 68］

【バハレーン】シーア派系の反政
府デモが起こる［大塚ほか 2002: 
1102］

【アメリカ】8 月、マイクロソフト
社が、パソコン用 OS「ウィンド
ウズ 95」（英語版）を発売する［日
本放送協会 2001: 689］

【カタル】ドーハにて日刊『祖国』
（al-Waṭan）紙が創刊される［Rugh 

2004: 61］

【アメリカ】9 月 22 日、タイム・
ワーナー社が CNN などを傘下にお
さめるターナー・ブロードキャス
ティング・システム（TBS）社を
買収し、世界最大のメディア企業
となる［日本放送協会 2001: 691］

【パレスティナ】西岸地区で日刊
『ハヤート・ジャディーダ / 新生
活』（al-Ḥayāt al-Jadīda）紙が創刊
される［Rugh 2004: 62］

【トルコ】11 月 10 日、TRT に議
会テレビ専門チャンネルが開設さ
れる［日本放送協会 2001: 693］

【パレスティナ】西岸地区で日刊
『日々』(al-Ayyām) 紙が創刊される
［Rugh 2004: 62］

【中国】11 月 28 日、アジアサット
2 号が打ち上げられる［日本放送
協会 2001: 693］

【サウディアラビア／イギリス】
BBC Arabic が Orbit と放送提携を
おこなうものの、4 月に提携解消

［Kraidy and Khalil 2009: 155］

1996 年

【マレーシア】1 月 13 日、国内初
の通信衛星 Measat を南米の仏領
ギアナから打ち上げる［日本放送
協会 2001: 697］

【エジプト】（BBC の調査による
と）テレビ普及率が 93%に達する

［Sakr 2001: 19］

【カタル】クーデタが生じる。

【イギリス】4 月 1 日、BBC がテ
レビ国際放送「BBC ワールド」
を南アジア・中東向けに拡大し、

「BBC ワールド」は世界 111 カ国
4300 万世帯で視聴可能となる［日
本放送協会 2001: 701］

【カタル】10 月 1 日、ドーハで、
アルジャズィーラ（カタル系独立
衛星放送チャネル）が開始され
る（ただし本格的に活動を始め
るのは 98 年から）［Sakr 2001: 15; 
Kraidy and Khalil 2009: 155; ‘Abd, 
N. 2007: 149］

【カタル】イスラエルの貿易事務
所を開く［酒井 2010: 70］

【アメリカ】7 月 15 日、マイクロ
ソフトと NBC の合弁企業である
MSNBC が、アメリカで 2 番とな
る 24 時間ニュース専門放送を開
始する［日本放送協会 2001: 705］

【レバノン／イタリア】イタリア
から、LBCI（LBCnet）（レバノン
系衛星放送チャネル）が放送を開
始する［Rugh 2004: 219; Sakr 2001: 
15; Kraidy and Khalil 2009: 155］

【トルコ】7 月、福祉党のエルバ
カンが首相に就任する［大塚ほか 
2002: 1103］

【ドイツ】7 月 28 日、キルヒ・グ
ループがドイツ発のデジタル衛星
放送「DF1」を開始［日本放送協
会 2001: 705］

【レバノン】Future International（レ
バノン系私有衛星放送チャネル）
が開始される［Sakr 2001: 15］

【アフガニスタン】9 月、ターリ
バーンが首都カーブルを制圧する

［大塚ほか 2002: 1103］

【アメリカ】10 月 7 日、第 3 番目
の 24 時間ニュース専門チャンネ
ルとなる「フォックス・ニューズ・
チャンネル」（FNC）の放送が開始
される［日本放送協会 2001: 709］

【UAE】インターネットが解禁さ
れる［保坂 2005: 66］

【パレスチナ】パレスチナ自治区
で初の選挙がおこなわれ、日本か
らも選挙監視団が参加する［大塚
ほか 2002: 1103］
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1996 年

【ブラジル】10 月 30 日、ルパート・
マードックのニューズ・コーポレ
ーション社などが、ブラジル向け
の放送を開始する［日本放送協会 
2001: 709］

【アラブ世界】10 月 3 日、ART か
ら「シャリーアと生活」（al-Sharī‘a 
wa al-Ḥayāt）の放送が始まる［Galal 
2009: 151］

【アルジェリア】憲法が改正され、
イスラームが国教とされる［大塚
ほか 2002: 1103］

【フランス】12 月 17 日、有料デジ
タル衛星放送 TPS が開始される。
通信衛星 Eutelsat を用い、ニュー
ス、ドキュメンタリーなど 24 チ
ャンネルが放送される［日本放送
協会 2001: 713］

【アラブ世界／イギリス】6 月、
Showtime Arabia がロンドンで設
立される［Kraidy and Khalil 2009: 
155］

【エジプト】法律家組合が閉鎖
さ れ る（–2001 年 ）［Bayat 2007: 
143］

【世界】12 月 21 日、世界知的所
有権機関（WPO）がインターネ
ットなどコンピューター通信網
上での著作権を保護する新国際
条約を採択する［日本放送協会  
2001: 713］

【エジプト】Nilesat が設置される
［Kraidy and Khalil 2009: 155］

1997 年

【アメリカ】3 月 17 日、CNN がス
ペイン語で中南米諸国を対象とし
た放送を開始する［日本放送協会 
2001: 717］

【シリア／イギリス】8 月、Hotbird
を用いて、ロンドンから、ANN

（シリア系衛星放送チャネル）が
開始される［Rugh 2004: 219;  Sakr 
2001: 15; Kraidy and Khalil 2009: 
155］

【アラブ世界】3 月、アラブ連盟が
イスラエルとの関係正常化を凍結
する［大塚ほか 2002: 1103］

【 香 港 】4 月 16 日、 香 港 政 庁 が
スター TV の送信免許を更新す
る（2002 年まで）［日本放送協会 
2001: 717］

【バハレーン】マナーマにて日
刊『バハレーン・トリビューン』

（Bahrain Tribune）紙が創刊される
［Rugh 2004: 61］

【イラン】5 月、穏健改革派のハー
タミーが大統領に選出される［大
塚ほか 2002: 1103］

【アメリカ】6 月 4 日、CNN がデ
ータベースソフト大手のオラクル
と提携し、インターネットで最新
ニュースを無料で提携するサー
ビスを開始する［日本放送協会 
2001: 721］

【アラブ世界】Arabsat 2C が打ち上
げられる［Kraidy and Khalil 2009: 
155］

【エジプト】10 月 18 日、イスラー
ム集団のなかの急進的グループが
多数の観光客を殺害する（ルクソ
ール事件）

【ドイツ】8 月 1 日、世界初の「マ
ルチメディア法」が施行される［日
本放送協会 2001: 725］

【イラク】イラク・テレビ（Iraq 
TV）が Nilesat から衛星放送を開
始したものの、Arabsat へと移る

［Kraidy and Khalil 2009: 155］

【アメリカ】9 月 4 日、ルパート・
マードックの Fox グループが、大
リーグのロサンゼルス・ロジャ
ースを買収する［日本放送協会 
2001: 725］

【アラブ世界】カラダーウィーの
ホームページ（アラビア語）が「イ
ンターネット・ワールド」（アラ
ビア語版）で最優秀個人ページ賞
を受賞する［小杉 2006: 303］

1998 年

【香港】1 月 16 日、政府は外国衛
星放送事業者が国内から撤退する
のを抑制するため、衛星放送事業
への規制緩和を発表する［日本放
送協会 2001: 733］

【エジプト】4 月 26 日、フランス
製で、80 のテレビ放送と 400 のラ
ジオ放送が可能な、Nilesat101 が
仏領ギニア（クールー）より打ち
上げられる［Boyd 1999: 50; Amin 
and Napoli 2000: 183］

【セルビア／コソヴォ】2–5 月、コ
ソヴォ問題が激化し、NATO 軍
がユーゴの軍事施設などに対する
空爆をおこなう［大塚ほか 2002: 
1103］

【ドイツ】1 月、ドイツ・テレコム
が通信網のデジタル化を完了する

［日本放送協会 2001: 733］

【エジプト】ムバーラクは、アラ
ファートとの会談後、パレスチ
ナ放送局（PBC）に無償でトラン
スポンダを提供することを約束

［Boyd 1999: 50］

【インド／パキスタン】5 月、イ
ンドとパキスタンが相次いで核
実験をおこなう［大塚ほか 2002: 
1103］

【イギリス】9 月 23 日、BBC が世
界初の地上波デジタル放送を開始
する［日本放送協会 2001: 745］

【エジプト】一部調査により、エ
ジプト国内の衛星放送の普及率が
テレビ保有家庭の 10%と見積もら
れる［Sakr 2001: 19］

【イラク／アメリカ】国連の大量
破壊兵器に関する視察団の入国を
イラクが拒否し、これにアメリカ
とイギリスがイラクへの大規模
空爆をおこなう［大塚ほか 2002: 
1103］【イギリス】10 月 1 日、衛星放送

BSkyB が 140 チャンネルのデジタ
ル放送 SkyDigital 放送を開始する

［日本放送協会 2001: 745］

【エジプト】10 月、Nile Thematic 
Channels（エジプト国営衛星放送
チャネル）が開始される［Sakr 
2001: 15; Kraidy and Khalil 2009: 
155］
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1998 年

【日本】12 月 10 日、岩波映画製
作所が倒産する［日本放送協会 
2001: 749］

【エジプト】エジプト政府は World 
Space Communication（企業）と契
約を結び、デジタル・ラジオ・サ
テライトの Afristar の使用権を得
る［Amina and Napoli 2000: 182］

【エジプト】テレビ説教師シャ
ー ラ ー ウ ィ ー が 没 す る [Ahram 
Weekly ホームページ ; Fawzī 2008: 
7］

【日本】12 月 25 日、郵政省が地上
デジタル放送のチャンネル計画案
を発表する［日本放送協会 2001: 
749］

【サウディアラビア】10 月 21 日、
ART で、「 誦 め！」（Iqra’） が 放
送開始される［Kraidy and Khalil 
2009: 155; Galal 2009: 177］

1999 年

【ドイツ】1 月 15 日、ドイツテレ
コムと ARD が 89 年から実施して
きた衛星デジタルラジオ放送を終
了する［日本放送協会 2001: 751］

【サウディアラビア】アブハにて
日刊『祖国』（al-Waṭan）紙が創刊
される［Rugh 2004: 61］

【ナイジェリア】5 月 29 日、民選
大統領が就任し、16 年間続いた軍
政に終止符が打たれる［大塚ほか 
2002: 1103］

【アメリカ】1 月 28 日、ワシント
ンポスト、始めてニュース写真
の一部をカラー化［日本放送協会 
2001: 751］

【 ア ラ ブ 世 界 】2 月 26 日、
Arabsat3A が 打 ち 上 げ ら れ る

［Kraidy 2009: 155］

【イラン】7 月、改革派新聞発禁
処分に、テヘランで学生らが大規
模なデモをおこなう［大塚ほか 
2002: 1103］

【アメリカ】2 月 1 日、AT&T とタ
イムワーナーが電話・通信事業で
提携する［日本放送協会 2001: 751］

【サウディアラビア】サウディア
ラビアでインターネットが解禁さ
れる［保坂 2005: 66］

【イラン】7 月 21 日、国営イラン
放送が短波ラジオで日本語放送を
開始する［日本放送協会 2001: 759］

【レバノン】スンナ派系の日刊『ム
スタクバル（未来）』（al-Mustaqbal）
紙が創刊される［Rugh 2004: 92］

【パキスタン】10 月 12 日、クーデ
タにより、ムシャッラフ軍事政権
が成立する［大塚ほか 2002: 1103］

【イギリス】10 月 1 日、衛星デジ
タ ル 放 送 Sky Digital が 放 送 1 年
目でデジタル受信者数が合計 169
万人と発表する［日本放送協会 
2001: 763］

【トルコ】トルコ政府がイギリ
ス政府へとクルド系衛星放送局
MED-TV に関して抗議をおこな
い、同年 MED-TV はイギリスに
おける放送ライセンスが剥奪され
る［Seib 2008: 68］

2000 年

【アメリカ】1 月 20 日、ABC とニ
ューヨークタイムズが、放送やイ
ンターネット・ニュースの編集で
業務提携をおこなうことを発表す
る［日本放送協会 2001: 769］

【エジプト】法 411 号により、ラ
イセンス許可を得た衛星放送局は
メディア・プロダクション・シテ
ィで放送業務が可能となる［Sakr 
2007: 22］

【イラン】2 月、国会議員選挙で、
ハータミー率いる改革派が圧勝す
る［大塚ほか 2002: 1103］

【世界】5 月 8 日、世界無線通信
会議がトルコで開催され、放送衛
星の軌道位置とチャンネル割り当
てが決定される［日本放送協会 
2001: 775］

【エジプト】情報省の決定により、
商業ラジオ・テレビがライセンス
制で許可されるようになる［世界
の放送 2002: 240］

【世界】4 月、アフリカ統一機構
（OAU）と欧州連合（EU）が初の
合同会議をカイロで開催する［大
塚ほか 2002: 1103］

【アメリカ】7 月、AOL が双方向
テレビサービスを開始する［日本
放送協会 2001: 777］

【レバノン】5月25日、ベイルートで、
ヒズブッラー系のマナール放送が、
衛 星 放 送 を 開 始 す る［Rugh 2004: 
219; Kraidy and Khalil 2009: 155］

【シリア】6 月、アサド大統領が死
去し、息子のバッシャール・アサ
ドが翌月 17 日、後任大統領に就
く［大塚ほか 2002: 1103］

【 フ ィ リ ピ ン 】ABS-CBN の テ
レ ビ 国 際 放 送 TFC（The Filipino 
Channel）が中東向けのサービス
を TFC-2 として独立させ、また
中東向けフィリピン映画専門の
TFC-3 を開始する［日本放送協会 
2001: 779］

【 エ ジ プ ト 】8 月、Nilesat102 が
打ち上げられる［伊能 2001: 78; 
Kraidy and Khalil 2009: 155 Rinnawi 
2006: 61］

【パレスティナ】9 月、第 2 次イン
ティファーダが起こる［大塚ほか 
2002: 1103］

【アメリカ】9 月 12 日、ワールド
スペース社が 3 月に打ち上げら
れたアジアスターを用いて、アジ
ア大陸向けのデジタル衛星ラジオ
放送を開始する［日本放送協会 
2001: 781］

【エジプト】ハイダル・ハイダル
事件がおこる［Samia 2008: 18］

【エジプト】サアドゥッディー
ン・イブラーヒームが逮捕される

［Samia 2008: 18］

【中国】9 月 25 日、中央電視台が
24 時間の英語専門チャンネル放送
を開始する［日本放送協会 2001: 
781］

【チュニジア／イギリス】ロンドン
で、ムスタキッラ（al-Mustaqilla）（チ
ュニジア系衛星放送チャネル）が開
始される［Rugh 2004: 219］（［Kraidy 
and Khalil 2009: 155］では 1999 年）

【イラン】ハータミーが、国連で「文
明の対話」を提唱する。
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2000 年

【アメリカ】10 月 24 日、オンライ
ンサービス最大手の AOL、加入者
数が世界で 2500 万人を超えたと発
表する［日本放送協会 2001: 783］

【レバノン】ベイルートで、NBN（レ
バノン系衛星放送チャネル）が開
始される［Rugh 2004: 219］

2001 年

【UAE】ドバイに、税制優遇、放
送規制緩和などを設けるメディア・
シティが開設される［Seib 2008: 
163］（［Kraidy and Khalil 2009: 155］
は、2000 年となっている）

【アメリカ】1 月、大統領にジョー
ジ・Ｗ・ブッシュが就任する。

【レバノン／ UAE】ドバイで、Zayn 
TV（レバノン系衛星放送チャネル）
が開始される［Rugh 2004: 219］

【アメリカ】9 月 11 日、同時多発
テロが発生する。

【サウディアラビア】サウディ
アラビア系の衛星放送 MBC か
ら ア ラ ブ 版 Who Wants to Be a 
Millionaire が放送される［Kraidy 
and Khalil 2009: 155］

【アフガニスタン／アメリカ】10
月 6 日、アメリカがアフガニスタ
ンに空爆を開始し、ターリバーン
政権が崩壊する。

【エジプト】5 月 31 日、カイロで
ミフワール（al-Miḥwār）（エジプ
ト系衛星放送チャネル）が開始さ
れ る［Kraidy and Khalil 2009: 155］

（［Rugh 2004: 219］では2002年開始）

【 イ ラ ン 】10 月 1 日、 イ ラ ン 政
府がテヘランとベイルートから、
アラビア語衛星テレビ放送『旗』

（al-‘Alam） を 開 始 す る［Kraidy 
and Kahlil 2009: 155］

【エジプト】5 月 31 日、カイロで
Dream Channel 1 & 2（エジプト系
私有衛星放送チャネル）が開始さ
れる［Kraidy and Kahlil 2009: 155; 
Rugh 2004: 219］

2002 年

【イスラエル】6 月 25 日、イスラ
エル・テレビが、Hotbird からチ
ャンネル 3 を開始し、アラビア語

（番組によってはアラビア語字幕）
で 放 送 を お こ な う［Kraidy and 
Khalil 2009: 155］

【サウディアラビア】10 月 6 日、
ドバイ、リヤド、アンマンから、
有料宗教専門衛星放送、マジュ
ド（al-Majd Network）（ サ ウ ジ ア
ラビア系衛星放送）が開始される

［Kraidy and Khalil 2009: 155］

【イスラエル／パレスティナ】イ
スラエルがパレスティナ占領地で
入植地の協会に「分離壁」の建設
を始める［酒井 2010: 239］

【アルジェリア／フランス】パリ
で、ハリーファ（al-Kharīfa）（ア
ルジェリア系衛星放送チャネル）
が開始される［Rugh 2004: 219］

【イスラエル／パレスティナ】3 月、
イスラエル軍がアラファート議長
庁舎を空爆し、同議長を監禁する

［酒井 2010: 239］

【エジプト】メロディ・テレビジ
ョン（会社）が、最初の放送チ
ャンネル「メロディ・ヒット」

（Melody Hits）を開始する［Kraidy 
and Khalil 2009: 155］

【パレスティナ／イスラエル】中
東和平プロセスが挫折し、パレス
チナ情勢が一段と悪化する

2003 年

【UAE ／ サ ウ デ ィ ア ラ ビ ア 】2
月 20 日、ドバイからアラビーヤ

（al-‘Arabīya）（サウディアラビア
系衛星放送チャネル）が放送を
開始する［Rugh 2004: 219; Kraidy 
and Khalil 2009: 156; ‘Abd, N. 2007］

【イラク】3 月、イラク戦争が生じ
（–2003 年 5 月）、フセイン政権が
崩壊する

【エジプト】4 月 1 日、エジプト系
音楽テレビチャネル、Mazzika TV
の放送が開始される［Kraidy and 
Khalil 2009: 156］

【アメリカ】4 月、アメリカが新中
東和平構想「ロードマップ」を提
示する

【エジプト】6 月、Good News Group
が、2 つ の ラ ジ オ 局（Nogoum FM, 
Nile FM）を開局する［Sakr 2007: 30］

【サウディアラビア／ヨルダン】
サウディ系企業 Kingdom Holding
が、ベイルートから音楽チャネル
Rotana Music と Rotana Clips の 放
送を開始する［Kraidy and Khalil 
2009: 156］
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2003 年
【アラブ世界】リアリティ番組が
多く放送され、大きな成功をおさ
める［Kraidy and Khalil 2009: 155］

2004 年

【エジプト】ERTU の赤字が 40 億
LE に達する（年 8 億 LE の増加）

［Sakr 2007: 6］

【イラク／日本】イラク日本人人
質事件が起こる。

【アメリカ／イラク】アメリカ政
府が、アラブ世界を対象とした
衛星放送アル・フッラ（al-Hurra）
の 放 送 を 開 始 す る［Kraidy and 
Khalil 2009: 156］

【サウディアラビア】1 月 12 日、
ニュース・チャンネル、アフバー
リ ー ヤ（al-Akhbārīya） と、 ス ポ
ーツ・チャンネル、リヤーディー
ヤ（al-Riyāḍīya）の放送が開始さ
れる［Kraidy and Khalil 2009: 156］

【パレスティナ／イスラエル】3 月、
イスラエルが、ハマースの精神的
指導者であるアフマド・ヤースィ
ーンを暗殺する［Tamimi 2007］

【ヨーロッパ】11 月、ヨーロッパ
46 カ国が仮名する国際機の欧州評
議会が、国境を越えるメディア活
動に関する報告書をまとめ、メデ
ィアの寡占化に対する警鐘をなら
す［NHK 放送文化研究所ホーム
ページ］

【クウェイト】10 月 1 日、『世論』
i 紙が、クウェートで最初の独立
衛星放送であるラアイ（al-Raʼy）
TV を開始する［Kraidy and Khalil 
2009: 156］

【サウディアラビア】宗教系専門
チャネルであるファジュル（al-Fajr）

（サウジアラビア系衛星放送局）が
開始される［Sakr 2007: 152］

【エジプト】6 月、サフワト・シャ
リーフがシューラー議会議長に選
任される。

【インド】ビジネス専門チャンネル
の立ち上げの動きが高まる［NHK
放送文化研究所ホームページ］

【 ア ラ ブ 世 界 】al-‘Aqārīya Group
が al-‘Aqārīya 1 の放送をドバイ・
メディア・シティから開始する

［Kraidy and Khalil 2009: 156］

2005 年

【アラブ世界】デンマークの新聞
に預言者ムハンマドの諷刺画が掲
載されたことに対して、ムスリム
の反発が生じる［酒井 2010: 239］

【イラン】アフマディネジャード
が大統領選で勝利する。

【中国】中国インターネット情報セ
ンターが、同国におけるネット人口
が 1 億人を超えたと発表する［NHK
放送文化研究所ホームページ］

【チュニジア】2 月 13 日、チュニ
ジア初の独立テレビ放送となる
Hannibal TV が開始される［Kraidy 
and Khalil 2009: 156］

【エジプト】情報相にアナス・フ
ィキーが任命される［Sakr 2007: 
22］

【 ロ シ ア 】 ロ シ ア の 国 際 放 送
Russia Today が 放 送 を 開 始 す る

［Seib 2008: 38］

【カタル】9月9日、アルジャジーラ・
チルドレン・チャンネルが開始さ
れる［Kraidy and Khalil 2009: 156］

2006 年

【アラブ世界】2 月、Arabsat4A の
打ち上げが失敗する［Sakr 2007: 
12］

【パレスティナ】1 月、ハマースが
パレスティナ自治評議会選挙で圧
勝する［酒井 2010: 239］

【インド】インド向け放送をおこ
なう、65 の外国衛星チャンネルが
登録を申請する［NHK 放送文化
研究所ホームページ］

【サウディアラビア】3 月、宗教
系専門チャネルであるリサーラ

（al-Risāla）（サウジアラビア系衛
星放送チャンネル）が開始される

［Sakr 2007: 9］

【イラク】2 月、イラクで宗派対立
が激化する［酒井 2010: 239］

【フランス】12 月、国際ニュース
放送 France24 の放送が開始される

［同社ホームページより］

【エジプト】アナス・フィキーが
国営メディアの改革を開始する

［Sakr 2007: 22-23］

【イスラエル／レバノン】7 月、イ
スラエルがレバノンを空爆する。

【エジプト】ERTU のジャーナリ
ス ト ら 2000 人 が、 ジ ャ ー ナ リ
スト組合の設置を情報相に要請

［Sakr 2007: 66］

【イラン／世界】国連安保理事会
でイランの核開発に対して制裁勧
告が決議される。

【 サ ウ デ ィ ア ラ ビ ア 】11 月、
Arabsat4B が打ち上げられる［Sakr 
2007: 12］

【イラク】12 月、フセイン元大統
領への死刑が執行される。

2007 年

【フランス】France24 がアラビア
語放送を開始する［Seib 2008: 37］

【アラブ世界】8 月、アラブの無料
衛星放送局数が 370 に達し、2004
年 1 月と比較し 270%の増加［ア
ラブ・アドバイサー・グループ・
ホームページ（2007 年 10 月 7 日
の記事より）］

【イラン】2 月、平和目的で核開発
を継続するとの発表がおこなわれ
る［酒井 2010: 239］
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2007 年

【ロシア】Russia Today がアラビ
ア語放送を開始する［Kraidy and 
Khalil 2009: 156］

【シリア】10 月、シリアの独立系
放 送 ド ゥ ン ヤ ー（al-Dunyā: The 
World）がダマスカス・フリー・
ゾーンから放送を開始［Kraidy 
and Khalil 2009: 156］

2008 年

【 ア ラ ブ 世 界 】2 月 12 日、 ア ラ
ブ情報相会議にて、「アラブ衛星
放 送 テ レ ビ 憲 章（Arab Satellite 
Television Charter; ASTC）」 が 採
択される［Kraidy and Khalil 2009: 
156］

【世界】9 月、リーマン・ブラザー
ズ社の破綻をきっかけに、世界的
な金融危機が生じる。

【 イ ギ リ ス 】3 月 11 日、BBC が
アラビア語によるテレビ・ニュ
ー ス・ チ ャ ン ネ ル、BBC Arabic 
Television を 開 始 す る。Arabsat, 
Eutelsat, Nilesat を利用［NHK 放送
文化研究所ホームページ］

【 ア ラ ブ 世 界 】Fox International 
Channels と Kingdom Holding が 提
携し、無料映画チャンネル Fox 
Movie Channel を中東地域で放送
開始［Kraidy and Khalil 2009: 156］

【イスラエル／パレスティナ】12
月、イスラエルがガザを攻撃する。

2009 年

【アラブ世界】4 月、アラブ世界の
衛星放送チャンネル数が 470 に達
する［Kraidy and Khalil 2009:  156］

【アメリカ】1 月、バラク・オバマ
が第 44 代アメリカ大統領に就任
する。

【イラン】Nilesat と Arabsat から放
送ができなくなった『旗』は、急
遽アトランティック・バード 4A 衛
星から伝送をおこなうことで、中
東地域向けの放送を開始する［NHK
放送文化研究所ホームページ］

【アラブ世界】11 月、Nilesat およ
び Arabsat が、イランのアラビア
語放送『旗』の伝送を予告なしに
停止（Arabsat のみ同年 12 月１１
月に伝送を再開）［NHK 放送文化
研究所ホームページ］

【イラン】6 月、アフマディ・ネ
ジャードが大統領選で再選を果た
す。

【イラン】12 月 31 日、国営放送局
IRIB が、テレビ国際放送強化を目
的に新チャンネル Sahar Universal 
Network 2（Sahar 2 TV）を開局［NHK
放送文化研究所ホームページ］

【 ア ラ ブ 世 界 】 衛 星 放 送 企 業
Showtime と Orbit が合併を発表す
る［Kraidy and Khalil 2009: 156］
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