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Abstract

Italy is one of the most suffered country by the pandemic of the Covid-19, 
as the first region to which the epidemical explosion reached out of China. By 
the unprecedented emergency has been almost completely changed the social 
life in Italy and it showed that most of Italian people were able to keep the 
regulations ordered by government. Because the pro-China ex-prime minister 
succeeded to get the higher rate of the cabinet approval making an address to 
have the people got the unity and solidarity. While EU had much difficulty to 
support member countries in the pandemic of throughout Europe, China has 
quickly decided to lend a helping hand for Italy because there has been a closed 
bilateral relationship for a long period. In this context, Italy seems to be a very 
particular country in Europe keeping the diplomatic balanced position as a 
gateway to Europe from Asia. The pandemic of Covid-19 makes aware of us such 
a geopolitical specificity of Italy and it would be useful to recognize the power 
balance of the European countries more correctly focusing on Italian diplomatic 
strategy after pandemic.

はじめに

　全世界に拡大した新型コロナウイルスのパンデミックだが、筆者が2021年3月までの3年5カ
月間、朝日新聞ローマ支局長として赴任していたイタリアが、にわかに世界的な注目を集めた。
2020年2月に同国内で集団感染が発生し、当時感染の中心だった中国以外で初めて、感染が爆
発的に拡大したからだ。パンデミックという未曽有の大惨事に向き合う中で、イタリアでは政治
体制や国民の意識、生活スタイルが大きく変化した。また、医療支援などを通じて中国との関係
の深さが改めて確認されたことも注目される。本稿では、感染爆発から約1年半の間に起きた政
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治・社会の変化について、歴史的背景と対中関係への影響を踏まえつつ、現地の状況とあわせて
報告したい。

Ⅰ．イタリアの個人主義と主権制限

　皮肉なことにイタリアでは、新型コロナウイルスが猛威を振るったことで、政権支持率がこれ
までにないほどに高まった。当時のシュゼッペ・コンテ首相は2020年1月31日、世界保健機関
（WHO）が「国際的に懸念される保健衛生上の緊急事態」を宣言した翌日に、他国に先駆けてイ
タリアの「国家非常事態宣言（Lo Stato di Emergenza）」を出し、中国との直行便の運航停止
に踏み切った。この時点でのイタリア国内での感染者は、中国からのツアー旅行者の男女2人だ
け。さすがに「過剰反応だ」という声が上がったが、早い段階から政府の主導で感染対策を取る
姿勢を示したことで、国民全体で感染対策に取り組もうという意識が高まったといえる。
　イタリアでは、国家非常事態宣言が出されると、首相や閣僚が議会の承認や議決を経ることな
く「政令（Decreto）」を出すことができる。コンテ氏は、新型コロナウイルスという未曽有の危
機において、この権限を最大限に活用した。同年3月8日にイタリア北部の3州を対象に、さら
にそのわずか2日後には対象を全土に拡大して、都市封鎖（ロックダウン）を行うための政令を
相次いで発出。コンテ氏はその都度、国営放送の夜8時からのニュース時間帯にテレビ演説をし
て、国民に直接語りかけた。
　国民の行動制限や集会の禁止、小売店舗の閉鎖などはいわゆる「私権制限」に当たり、民主主
義国家の根幹にも関わる。日本であれば実施するための法案を通すこともきわめて難しい、強い
措置と言えるだろう。コンテ氏は、それを国民に理解し、受け入れてもらうために、まず「祖父
母や愛する人の命を守るために、いまは家にいましょう」と演説で熱く呼びかける方法を選んだ。
日本で同じような方法がうまくいくとは限らないが、コンテ氏は、情に訴えるだけでなく、人々
の行動を制限し、経済活動を止める大きな政治的決断に対して「自ら責任を負う」とも明言した
ことで、国民の理解と支持を取り付けたと言える。その後も、6月初旬までのロックダウン期間
中に新たな対策（日用品以外の店舗の閉鎖や工場での生産活動の休止など）を打つたびにテレビ
やインターネット中継による演説を重ね、感染拡大の状況を具体的に示した上で経済対策などに
ついて国民に説明し、信頼を築いていった。実際に、全国紙ラ・レプッブリカ（La Repubblica）
が行った世論調査で、コロナ前には財政再建策がうまくいかず50％を割り込んでじり貧状態だっ
た支持率が、2020年3月には一気に約70％まで急上昇した 1。
　乱暴な言い方かもしれないが、イタリア人は概して個々人が自分自身の意見や主義をはっきり
持っており、たとえ決まりであったとしても自分自身の主義に反してまで従うことはせず、考え
を貫いて行動する傾向がある。このような気質を持つ人々が、日常的にハグやキスによって親し
さを表現し、親族で集まって食事したりおしゃべりをしたりすることが最も大切だとする生活
スタイルを、国からの命令によって変えられるとは、正直思ってもいなかった。だが実際には、
ロックダウンが始まると、ほとんどの国民がコンテ首相の呼びかけに応じ、政令に従った。感染
者数がまだそれほど多くなかった地域でも皆がマスクを着け、スーパーマーケットに入店するた
めに1.5メートル以上空けた長い行列に、我慢して並んだ。これまで車線などお構いなしに、全

1  La Repubblica. 2020. “Cala la fiducia nel governo ma 6 su 10 lo appoggiano Salvini giuʼ, Zaia oltre 
il 50%.” May 3, “Sondaggi,nellʼAnno del Covid eʼ il primato eʼ di Conte. Salvini il meno amato.”
December 30.
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員が行きたい方向に突っ込もうとする車で日々大渋滞していた通りから、人と車の影が消えた。
生活必需品や薬局以外の店舗がすべてシャッターを閉ざし、ロックダウンが始まると観光客はゼ
ロになった。唯一許されていたのは、自宅周辺での犬の散歩だけ。集合住宅では外出するため
に、犬の貸し借りをする人まで現れた。
　首相の丁寧な説明と呼びかけがあったとはいえ、権力が個人の自由を制限するような厳しい措
置を、なぜ国民の大半が受け入れることができたのか。考えられる理由はいくつかあるが、まず
第一に言えるのは、今回の政令に基づく措置が罰金（個人の場合は400～3000ユーロ）や拘留と
いった罰則を伴う強制的なもので、警察や軍警察（carabinieri）によるパトロールや取り締まり
が強力に行われたことがある。だが筆者にとって興味深かったのは、この理由について歴史学者
から一般市民までが力説した、19世紀後半のイタリア統一以降の歴史的背景と合わせて読み解
く推論だった。
　前述したように、イタリアは個人主義が強い国でありながら、第二次世界大戦期にはファシズ
ムによる全体主義を経験した。矛盾するようだが、イタリア人は生まれ育った地域に対する「愛
国心（愛郷心）」が強い一方で、イタリア人として結束し合うための「全体としてのアイデンテ
ティ」を求めるところがある。かつてはカトリック教会が、そうした結束をもたらす「支柱」と
しての役割を果たしていたと言えるかもしれない。そしてこの結束を保つために必要な「共通認
識」として、権力者が定めた法や決まりが機能するというのだ。その結果、個人主義の国であり
ながら権力がもたらす縛りに対する抵抗感が少なくなり、大多数の国民が、いわゆる「お上に従
う」ことになるのだという。そんな「世論」の中で、国を挙げての私権制限は民主主義の危機で
あり、憲法にも反すると哲学者のジョルジョ・アガンベンは感染爆発が始まった頃に問いかけた

  写真1 マスクなどを買うために、薬局の前で長い行列をつくる市民＝2020年3月10日、
イタリア・ローマ
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が、激しいバッシングを受けることになった。
　歴史の話に戻ると、1960年代から70年代にかけてイタリアは、「鉛の時代」と呼ばれる極左
と極右の両方からのテロが続発する時代を迎えた。テロ組織との闘いは、1978年に当時のアル
ド・モーロ首相が誘拐、暗殺されるという凄惨な事件でピークを迎えるが、こうした国家の非常
事態には「国民が一致団結して非常時を乗り切るべきだ」という意識もまた高まったという。こ
のような暗い時代を経験した現代の中高年層は「非常時には個人より全体が優先される」状況に
慣れており、今回のコロナ禍も「国民全員が立ち向かう国難」として乗り切れた、とする指摘も
あった。
　しかしながら現実的な視点に立ち返ると、イタリア国民が自由の制限に耐えることができた理
由の一つには、感染爆発による被害があまりに大きすぎたから、という状況もあった。特に経済
の中心であるミラノがある同国北部を中心に高齢者施設などでクラスターが相次いで発生。多数
の死者が出て、第二次世界大戦以来で最大の犠牲者を出す大惨事となった。イタリア全土での1

日の新規感染者数は、2020年11月に4万人を超えた。イタリアの人口は日本の約半分であるこ
とを考えると、日本に置き換えて国内で1日に約8万人が感染し、毎日千人以上が死亡する、と
いう事態は、まさに戦争災害に近い状況といえるだろう。筆者が生活していた中部ローマでは、
誰に聞いても親族や知人の誰かが「感染した」と答えるほど感染者が出ていたものの、差し迫っ
た身の危険を感じるほどではなかった。だが、感染爆発の中心となった北部ロンバルディア州ベ
ルガモ（Bergamo）や隣接するネンブロ（Nembro）などの町では、筆者は集団感染の確認から
ちょうど1年がたった2021年2月に訪れたが、そこでは取材した人々が皆、親戚や知人の誰かを
「亡くした」と答えるほど、多くの人が犠牲になっていた。中には親戚11人をすべて新型コロナ
で失ったという人もいた。町の教会は霊安室に変わり、ひつぎで埋め尽くされたという。入院し
たら最後、一度も家族の顔を見ることがないまま命を落とし、親族への感染の危険から葬儀すら
まともにできないような状況だった 2。地域医療も崩壊し、病院などの医療現場も深刻な人材と
人工呼吸器など機材の不足に陥った。政府は全土から最前線で治療に当たるボランティアの医師
や看護師、研修医を募集し、北部を中心に送り込んだ。だが医療従事者にマスクやガウンなどの
個人防護具が足りず、在宅医療を担った家庭医が次々と感染し、医療従事者だけで200人以上が
命を落とすという厳しい状況が続いた。
　こうした中で、外に出る自由を訴えたり、新型コロナウイルスは実は存在しない、といった
「陰謀論」を唱えたりする人は、一部の過激派を除いていなかった。皆、自分や家族を感染のリ
スクから守ることに必死だったともいえる。

Ⅱ．中国との距離感

　誰もが息を潜めてじっと耐え忍んでいたこうした時期に、欧州各国で見られたような中国人、
あるいは日本人を含むアジア人に対する差別や憎悪感が引き起こす問題が、イタリアで頻発しな
かったことは、特筆すべき現象だったと言える。確かに、ローマのサンタチェチーリア音楽院
が、アジア人に対するレッスンを中止したことで「人種差別だ」との批判を浴びたり、ミラノで
中華料理店が敬遠され、全店休業を余儀なくされたりしたこともあった。だが新型コロナの感染
拡大と外国人排斥を結びつけようとしたのは、右派政党「同盟」のマッテオ・サルビーニ元内務

2 『朝日新聞デジタル』2021年「死者急増、止まった教会の鐘　コロナ1年よみがえる記憶」2月23日。
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相や一部の極右政党ぐらいで、ほかの欧州諸国で起きたようなアジア人に対する暴行・中傷事件
が社会問題化するような事態は避けられた。
　その理由に挙げられるのが、イタリアと中国との間の歴史的な親密さだ。イタリアはフランス
やドイツと同様に、中国が重要な貿易相手国となっている。中国出身者が多数住み、主に繊維産
業を発展させてきた北部プラート（Prato）などは有名だ。近年では電気通信技術やロボット技
術、IT関連などで中国からの投資が盛んになっている。貿易総額ではドイツやフランスの方が
大きいが、イタリアは新型コロナの感染拡大前の2019年3月に、G7加盟国で初めて、中国の習
近平国家主席が提唱する大規模経済圏構想「一帯一路」に参画する覚書に署名することで、中国
との関係の深さを全世界に印象づけた。当時のコンテ政権にとっては、北東部トリエステやジェ
ノヴァなどの港湾整備や、携帯電話の通信規格「5G」の本格導入をめぐって、中国資本を積極
的に呼び込みたい、という思惑があった。輸出の面でも、ブランド品や農産物を中国市場に進出
させれば、大量の需要が見込めるという狙いもあった。
　一方で中国は、欧州への進出を拡大させる上での地政学的な観点から、玄関口に位置するイタ
リアを再評価したと言えそうだ。中国は「一帯一路」における欧州ルートの玄関口として、国営
企業がギリシャ最大のピレウス港への投資を進めてコンテナターミナルを建設するなど、物流の
拠点としてきた 3。だがアドリア海をイタリア北東部のトリエステまで進入し、そこから陸路で
東欧を縦断してドイツなどの目的地に至るルートを確立できれば、輸送にかかる日数やコストの
面で有利になる。両国のこうした思惑を具体化させる構想が、両国の急激な接近を後押しした 4。
中国は、覚書の署名のために習近平国家主席が自らローマとシチリアを訪問する力の入れよう
で、イタリア国内でも対中関係のさらなる深化に踏み出す歴史的な節目として、盛んに報じられ
た 5。その翌月に安倍晋三首相（当時）がイタリアを訪問したものの、イタリアメディアの報道
がごくわずかだったのとは対照的だった。
　もちろん、中国の投資を積極的に受け入れることに対しては、イタリア議会でも警戒する意
見が相次いだ。特に5Gについては、通信インフラに中国資本が参入することに安全保障上、懸
念する意見が右派政党を中心に根強く上がった。当時は、米国のトランプ前大統領が、5Gをめ
ぐって中国の進出をとどめるよう欧州各国に「警告」したこともあり、各国が二の足を踏んでい
た。しかしそうした懸念の声を振り切るかのように、コンテ政権は対中関係の進展に積極的に乗
り出した。その背景には、連立与党の第一党となった「五つ星運動（Movimento 5 Stelle）」の
存在と、歴史的に左派及び中道左派の中で根強くあった「親中」の政治的スタンスがあったと言
える。
　「五つ星運動」はもともと、反既存政党を掲げる市民運動としてスタートした。2013年に人気
コメディアンのベッペ・グリッロ氏が党の顔となり、環境問題や持続可能な発展などを基本政策
として支持を集めた。インターネットで議員の候補者を公募し、政治をプロの政治家ではなく市
民の手に取り戻そうという運動は、中道左派の民主党（Partito Democratico）やシルヴィオ・
ベルルスコーニ元首相が率いる中道右派「フォルツア・イタリア（Forza Italia）」などの「既得
権益」となっている政治に不信感を募らせていた層にとって、新たな受け皿となった。五つ星
運動は当初、ポピュリズムの市民運動として左右両派から支持を集めたが、徐々に中道左派に近
い考えを持つ層がその中心を占めていった。その理由として挙げられるのが、北部の地域政党

3 『朝日新聞』2018年「幅を利かす中国的価値観」5月1日。
4 『朝日新聞デジタル』2019年「イタリア、一帯一路参画へ　対中国でEUの足並みに乱れ」3月21日。
5  La Repubblica.2019. “Gli accordi Solo 29 intese per 7 miliardi ma per Pechino successo politico.”

March 23.

23



だった「北部同盟（Lega Nord）」の党首、サルビーニ元内務相が同じポピュリズムの手法を
取って全国組織の「同盟（Lega）」に名前を変え、欧州連合（EU）に懐疑的で右派的な思想を
持つ層に支持を広げた点がある。同盟はその後、トランプ氏の手法に学んだのか「イタリア人
第一主義」を掲げ、移民排斥の主張を強めて右傾化を強めていく。フランスの右派「国民連合
（Rassemblement National）」のマリーヌ・ルペン党首やドイツの極右政党「ドイツのための選
択肢（Alternative fur Deutschland）」などとも「EU懐疑派」として連携し、欧州の右派ポピュ
リズムを欧州議会の一大勢力にする動きにつながった。
　同じポピュリズム政党でありながら同盟と対極をなす形になった五つ星運動だが、左派に近い
政治的スタンスを持つコンテ氏が元々法律顧問を務めていた。余談ではあるが、そういう意味で
コンテ氏が2018年の第一次政権で、過半数勢力を占めるための苦肉の策としてかろうじて成立さ
せた「五つ星運動と同盟」による連立が、両党の対立が深まって翌年に破綻するのも、当然の帰
結だったと言える。そしてこのコンテ氏と「五つ星運動」の元代表だったルイージ・ディマイオ
外相は、米国でトランプ前大統領の元首席戦略官だったスティーヴ・バノン氏が同盟のサルビー
ニ氏に接近したことと対極をなすかのように、対米関係以上に対中関係を重視した。これは必ず
しも蜜月というわけではない対米関係の裏返しとも言えるのだが、その背景をひもとくには戦後
のイタリア政治史を詳細に検討する必要があるので、ここでは簡単に触れるだけにとどめたい。
　意外に思われるかもしれないが、イタリアは第二次大戦後、長くイタリア共産党（Partito 

Comunista Italiano）が一大勢力を占めていた。ソ連や中国との友好関係を保ちつつ、一方で国
内では保守派であるキリスト教民主党（Democrazia Cristiana）と連立政権を組むなど世界の
共産党の中でも独特の路線を歩んだが、ソ連の崩壊や過激派によるテロの横行などによって衰退
し、最終的には左派政党に吸収される形で解消した。だが対中、対ロ関係を重視する姿勢は、そ

   写真2 イタリア北東部の国境近くにあるトリエステ港。手前左側に整備中の区域が見える＝
2019年6月21日
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の後も左派勢力に引き継がれた。そのため中道左派に近い考えを持ち、民主党支持から五つ星運
動支持に回った層に、ロシアや中国への親近感が残っているというのも、自然な流れであった。
またロシアとは、ガスパイプラインを通じてエネルギー供給の面で深いつながりがあることも指
摘できる。一方の対米関係で言えば、イタリアには司令部のある南部ナポリをはじめとして、北
大西洋条約機構（NATO）軍の駐留する基地が点在しており、地中海沿岸や中東アフリカをにら
む拠点となっている。NATO軍といっても、実質的には米軍基地とみなされており、そこには日
本の米軍基地に対する反対運動ほどではないにせよ、米軍の駐留に対しては複雑な国民感情があ
るのも事実だ。
　米国の安全保障上の傘下にある日本からは想像しにくいが、イタリアは欧州におけるNATO

軍の拠点でありEU内で経済第3位の主要国でありつつ、親中親露の立場も保持している。その
背景には、相手国の政治体制に関わらず、エネルギー供給や経済発展の可能性を現実的に見て外
交関係を深め、実利を取りに行く「したたかさ」を持っていることがうかがえる。

Ⅲ．EUの中のイタリア

　そんなイタリアが、中国に次ぐ新型コロナウイルス感染の中心になったことは、こうした国際
関係のバランスにも、少なからず影響を与えることになった。
　イタリアでの国内感染を引き起こしたウイルスがどこからもたらされたのかは、結局のところ
現在に至るまで分かっていない。筆者が取材したWHO顧問のマッシモ・チコッツィ氏は、ウイ
ルスを遺伝学的に分析したところ、集団感染が発覚した2020年2月よりももっと前に、ドイツ
あるいは英国からウイルスが入った可能性を指摘した 6。一方でイタリアメディアは、北部ロン
バルディア州で最初に集団感染が起きた地域は、中国企業とも取引がある中小企業が多く、中心
となったコドーニョ（Codogno）という町が、隣のエミリア・ロマーニャ州の町で開かれた見本
市で、中国の武漢市のブースと隣同士だったことなど、様々な情報から中国からウイルスが持ち
込まれた疑いを報じていた。いずれにせよ、前述したように中国企業との取引や中国人との交流
は盛んに行われており、直接あるいは第三国を介してイタリアにウイルスが伝わったことは疑い
ない事実であった。そして中国政府としては、中国国外で初めて起きた感染爆発に苦しむイタリ
アを支援することは、友好国に対する当然の対応だったと言える。
　欧州での感染爆発がイタリアだけでなくドイツやフランス、英国などを始め全域に広がってい
く中で、EUとしての対応は後手に回った。イタリアではマスクや医療用ガウンなどの個人防護
具が極度に不足する状況に陥ったが、欧州各国は自国内での確保を優先させたため、EUは加盟
国間での支援物資の融通や医療スタッフの派遣などを主導することができなかった。そうした
中、いち早く支援の手をさしのべたのが中国だった。2020年3月には合計約30トンの個人防護
具や医療機器などを航空機に積み、イタリアに派遣。医療スタッフも現場の最前線に送り込ん
だ。中国を皮切りに、ロシアやキューバ、アルバニアなど旧社会主義国が次々に支援に回ったこ
とは、欧州の主要国の中で異色とも言えるイタリアの立ち位置を強く印象づけた。
　コンテ政権はその後、EUからの復興基金の使途をめぐる国内議論で連立与党内に亀裂が生
じ、2021年1月にはレンツィ元首相が率いた少数政党「イタリア・ヴィーヴァItalia Viva」の

6  『朝日新聞』2020年「『中心地』厳戒の欧州　新型コロナ流行、WHOが見解　各国相次ぎ入国制限」3月
15日、「イタリア死者　中国上回る　北部、医療崩壊の危機　新型コロナ」3月21日。
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連立離脱によって足をすくわれる形で崩壊。次期大統領候補とも目されていたマリオ・ドラギ元
欧州銀行総裁が左右両派への「かすがい」となって、非常事態下における挙国一致内閣と言える、
同盟から民主党までの大連立政権を成立させた。イタリアでは同年9月14日現在で、12歳以上
の国民の約75％が2回のワクチン接種を終えた 7。9月からはワクチン接種済みを証明するグリー
ンパスCertificasione Verdeを取得しないと、公共交通機関に乗ったり飲食店の屋内の席で食べ
たりすることができなくなった。ポストコロナを見据え、経済復興を進める時期に入りつつある
が、中国を初めとする欧州外から人を呼び、国民総生産の13％を占め主要産業となっている観
光業を復興させるには、まだ時間がかかりそうだ。
　イタリアにおける「一帯一路」の構想も、新型コロナによって大幅な計画の見直しを迫られた。
トリエステ港の港湾整備など、中断したプロジェクトが再開するめどはまだ立っていない 8。ま
た、EUの金融部門の中枢にあったドラギ氏が、コンテ氏が進めてきた親中路線を継承するかど
うかも注目される。米国がバイデン政権に変わり、地中海地域でのエネルギー権益をはじめとす
る問題にどう向き合うのかも、イタリアに拠点を置くNATO軍の動きと関連して、イタリアの
国際社会における立ち位置に大きく影響するであろう。アジアや中東、アフリカに開かれた欧州
の南の玄関口として、また欧州と中国、ロシアをつなぐ窓口として、イタリアの地政学的な重要
性は今後ますます高まるものと考えられる。
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