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■世界は１つの基準で
　できているわけではない

　2019年に、50年以上にわたり第一線で活躍してきた
漫画家のモンキー・パンチさんが亡くなりました。彼の
代表作と言えば、なんといっても国民的人気を誇った「ル
パン三世」でしょう。
　主人公のルパン三世は、「怪盗ルパン」ことアルセーヌ・
ルパンの孫という設定。祖父であるアルセーヌ・ルパン
は紳士で冒険家で変装の名人であり、貴族の城や資本家
の邸宅などに侵入しては財宝を盗んでいく大泥棒であり
ながら、虐げられている女性や子どもたちの庇護者とし
ての顔を持っていました。孫のルパン三世も決して弱い
者や女性をいじめず、故意に人を殺めたりはしません。
　別の時代を生きた二人の共通項は、義賊であったこと。
もちろんアルセーヌ・ルパンもルパン三世も実在しない
フィクションです。しかし歴史を紐解くと義賊と呼ばれ
る人や集団は世界中に実在しており、各地に遍在してい
ました。
　義賊は時に無法者、アウトローなどと呼ばれます。つ
まり誰かが決めた法律や法則の外で生きる者たちでもあ
ります。資本主義を信奉する人にとっては共産主義や社
会主義は別世界であり、別のルールで生きている人たち
に見えますが、逆もまた真なりなのです。キリスト教の
信奉者からはイスラム教の考えは理解に苦しむことにな
りますし、逆もまた同様です。
　義賊が単なる盗賊ではなく、義のある泥棒として多く、
あるいは一部の人々に受け入れられているのは、恩恵を
受ける側にとっては１つの正義を実現しているからです。

■義賊の原点ロビン・フッド

  「『シャーウッドの森を通るときは気をつけろ。緑の服
を着た犬めが食いつくぞ！』

　大貴族やお金持ちの僧侶や大地主たちは、こういって
ロビンたちをおそれた。なぜならロビンたちは、とほう
もない税金や地代や罰金をとりたてて、貧乏な人々を苦
しめている者たちが、シャーウッドの森を通りかかると
たちまち身ぐるみをはいでしまったからだ。」
　ロビンとは、イギリスの伝説の義賊、ロビン・フッド
のこと。ロビン・フッドは大貴族やお金持ちにとっては、
緑の服を着た危険な野犬に過ぎなかったのですが、日本
でもよく知られたハワード・パイルによる『ロビン・フッ
ドの愉快な冒険』には、貧乏な人々にとってはまったく逆
の存在として描かれています。
　「『こまったことがあったら、シャーウッドの森へ行く
ことじゃ。きっとたすけてくれるからな』
　貧乏な人々は、男も女も子供もこういってロビンたちを
愛し、うやまった。なぜなら、大貴族やお金持ちの僧侶や、
大地主たちにうばいとられたものを、たちまち取り返して
くれたからだ。こうしていつのまにか貧乏な人々は、ロビ
ンたちを『楽しき人々』と呼ぶようになっていった」
　ロビン・フッドはイギリスの中世に起こったバラッド

（物語・寓
ぐ う わ

話）中の人物で、ロビン・フッドの物語はその
語り部となる吟遊詩人などによって作り上げられていっ
た話です。
　留意すべきなのは、ロビン・フッドが奪うものは、「大
貴族やお金持ちの僧侶や、大地主たちに“うばいとられた”
もの」を、取り返してくれることにあるということ。
中世ヨーロッパは、農園の領主が農民を土地に縛り付け
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ますます混迷を深める時代だからこそ。

社長が知っておくべき義賊史



3

て年貢をとるいわゆる封建システムでしたが、次第に貨
幣経済が浸透し、領主も貨幣が必要になっていきます。
そのため物納だった年貢が次第に貨幣に移行し、農民側
では作物だけでなく加工品をつくって貨幣に換える手工
業が発達していきます。
　しかしこの頃の領主は軍事奉仕を求められていたた
め、その負担で次第に困窮し始めます。困窮した領主た
ちは課税率を高めるなどして統制を強めていきます。こ
れに反発した農民が一揆などで抵抗するようになって
いったのです。
　本来得られるはずの労働の“果実”が、領主たちの一存
で奪われてしまったことに対する反動がこのロビン・フッ
ドの物語の背景にあります。もちろん実在した義賊たち
の行動や立場は、それほど明確で単純なものではありま
せん。

■義賊をはじめて世に紹介した
　歴史学者ボブズボーム

　盗賊と義賊を最初に区別して歴史学の対象としたの
が、イギリスの歴史家、エリック・ボブズボームです。
ボブズボームは、盗賊を調べていくと盗賊のなかに「社
会派盗賊」と呼べるような共通のパターンがあることを
見出します。彼は後者をさらに３つのパターンに分けて
います。
　１つ目が「貴族強盗」ないし「高貴な盗賊」型。２つ目が

「復讐」型で、３つ目が「ハイドゥク」型です。
　１つ目の貴族強盗のイメージ代表がロビン・フッドで、
そのイメージとは以下のとおりです。

１） 同情すべき罪で「悪の世界に入った」
２） 権力の悪を正す
３） 豊かな者から奪い、貧しいものに与える
４） 自衛や正当な理由以外には殺人はしない
５） 不死身である
６） 裏切りによって死ぬ
７） 在地の貴族、聖職者、役人の不正を皇帝や
 国王に代わって正す
８） 生き延びていれば民衆の共同体の一員として
 受け入れられる
９） 民衆社会の周辺に生きていて、民衆に支持
 されている

　２つ目の復讐型は、正義の代弁者として悪を懲らしめ
るということではなく、貧しく弱い者でも権力者に恐怖を
与える存在になるというもの。これはいわゆるスラム街な
どで生まれ育ったギャングが当てはまるでしょう。
　３つ目のハイドゥク型は、特定の英雄的人物ではなく、
集団として正義を働く義賊のことを指しています。
　１つ目の貴族強盗型はかなり物語性が加味されていま
すが、義賊としてのエッセンスは２）３）４）８）９）に集約
されるでしょう。

■義賊大国と呼ばれるハンガリー

　義賊は古今東西、世界中に遍在していましたが、歴史
的に「義賊の世紀」といわれる時代がありました。だいた
い18世紀から20世紀前半で、東欧・中欧を中心に各地
で義賊が生まれ、活動していきました。義賊の原初は16
世紀の東欧・中欧に見られます。
　とくにさまざまな義賊を生み出し、義賊大国とも言わ
れているのがハンガリーです。なぜハンガリーに義賊が
たくさん生まれたのでしょうか。
　日本の義賊研究の第一人者である歴史学者の南塚信吾
さんによれば、それはハンガリーが「世界システムの周
辺地帯」であったからとのこと。
　ハンガリーなどの東欧では15世紀頃から中世の封建制
度が崩れはじめて、農奴の身分から自由な農民が生まれ
はじめます。ハンガリーは西暦1000年に王国として国
を確立して以降、ルネサンス文化など栄華を極めていま
したが、16世紀には大土地所有制度の下、貴族と農民と
の対立が激しくなり、国としての統合力も低下していき
ます。そこにオスマン帝国がやってきて、ハンガリー王
国軍が敗北します。そしてオスマン帝国直轄地と保護国、
それと当時権勢を誇って今もなおヨーロッパに影響を与
え続けるオーストリアを拠点とするハプスブルク帝国の
継承国の３つに分裂するのです。

■オスマン帝国の進出で国が分割、
　農民が自衛騎士団「ハイドゥク」に

　こうした状況からハンガリーでは16世紀の段階で「ハ
イドゥク」という農民出身の自衛騎士が生まれていまし
た。彼らはハンガリーからオーストリアや北イタリアな
どへ移送される牛を、オスマン軍や封建領主の私設私兵
などから守るために組織されたと言われています。それ
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がオスマン軍の進出で国が分化し職を失って無法化して
いったのです。
　このほかオスマン軍の進出によって村を追われた村人
自身もハイドゥク化していったようです。
　ハイドゥクは周辺地域にも影響を与え、バルカン地域
では「ハイドゥティ」、「ハイダック」などとして広がって
いきます。これがその後各地に広がった義賊の原点だと
されています。
　ハンガリーのハイドゥクは、その後オスマン軍への抵
抗などで活躍した後、17世紀には領主と妥協し、義賊と
しての役割を終えることになりますが、ハイドゥティ、
ハイダックの一部は堂々とオスマン軍と戦いながら農民
や庶民を守ったと言われています。

■ハプスブルク帝国の圧政から
　逃れた農民がベチャールに

　たとえばハンガリーの隣国、ブルガリアの教科書には
義賊の活動が大きく割かれて描かれています。オスマン
軍の進出で弱体化したブルガリアでは、役人や領主たち
の搾取に対する反抗をハイドゥティたちが繰り返すよう
になり、オスマン軍の護衛で移動する官吏たちに不意打
ちを食らわせたとあります。その数も10〜20人の集団
から400〜500人の集団と肥大し、やがて民族運動、「ハ
イドゥティ運動」に結びついていきました。
　一方ハンガリーでは、オスマン帝国が衰退すると代わ
りにオーストリアに拠点を置くハプスブルク家が支配す
るようになります。この動きに領主や地方官吏は従いま
すが、次第に商品経済が発展すると領主たちは農民に対
して税や商品の献上比率を上げていきます。さらに領主
たちは、農民たちが慣行として利用してきた土地を取り
上げ、放牧地を奪って耕地にしたりするなど、農民をさ
らに追い立てていきました。加えて兵役や兵士への宿泊
提供など、新たな負担も加わっていくと、これに反発を
覚えた農民兵士が次々に農地を離れ、義賊化していった
のです。
　彼らはハイドゥクではなく、「ベチャール」と呼ばれま
した。ベチャールとはもともと英語で言うところのバチェ
ラー、すなわち「独身の若者」を意味し、やがてそれが「独
身の日雇い」と変わっていき、さらに日雇いから活動に入
ることが多い義賊を意味するようになったのです。
　つまりハイドゥクとして農地を離れた農民騎士が、い
わば「一周回って」再び農民騎士として活動するように

なったのがベチャールなのです。

■「天使」と呼ばれたベチャール、
　アンドラーシュ

　ハンガリーは義賊大国と呼ばれるだけあって、歴史に
残るベチャールがたくさんいます。
　最初に全国的に有名になったのが「アンジャル・バン
ディ」（1760〜1806年）です。本名をオーノディ・アン
ドラーシュといい、ハンガリー北部の下級貴族の出で、
中級貴族の所領で自ら農業に従事していました。
　彼は1780年代頃から、農民の格好をして盗品を扱う
商人や逃亡兵士などの仲間と一緒になって生活していま
したが、ある日自分の馬を連れて歩いているにも関わら
ず、証明書がなくて怪しまれて捕まってしまいます。バ
ンディは８年の刑を受けますが、恩赦によって２年に軽
減され釈放されると、すぐに彼はベチャールの仲間にな
ります。
　当初はベチャールが盗んできた馬を売りさばく役目を
担っていましたが、やがてバンディ自身も馬泥棒を働く
ようになります。次第に頭角を現し、貴族の所領から馬
や牛、現金を強奪、1790年代にはハンガリー大平原の「馬
に乗ったベチャール」として知られるようになりました。
しかし1799年に現金を盗んだ罪で捕まり、２年の禁固
刑を受けます。服役後はまたベチャールに戻り、1805
年に捕まり投獄されますが、釈放され、翌年死亡します。
　彼がいまなおハンガリー国民の間に語られているの
は、その暴虐ぶりの反面、大変なイケメンであったこと
です。そのイケメンぶりに当時の女性は「アンジャル（天
使）」と名付けたと言います。貴族出身でイケメンで、全
国に知られた馬に乗った大
泥棒という設定は、まるで
少女漫画で描かれる世界で
すが、実際世の女性のハー
トだけでなく庶民の心をも
鷲掴みしたようで、バン
ディにはたくさんの民謡が
残されています。

■若くして散った美形ベチャール、イムレ

　バンディのほか、ドナウ川とティサ川の間で活躍した
ベチャール、ボガール・イムレ（1842〜62年）もイケメ
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ンでした。彼は牛飼いでしたが、ある時に多数の牛を失
い、根拠もなく捕まえられてしまいました。不条理な裁
判に怒り脱走。ベチャールの仲間に入ります。大平原の
領主たちを襲い金品を奪いましたが、誰にも危害を加え
ることはなかったと言われています。しかし怪我をして
いるところを捕まえられ、20歳の時に衆人環視のなかで
処刑されます。若くして亡くなり、かつイケメンだった
ことから、バンディ同様に民話の主人公となり、多くの
作品が作られたようです。
　モーラ・フェレンツという著名なハンガリーの民話作
家は彼の最期の様子をこんなふうに描いています。
  「ボガールを乗せた馬車は、博物館通りからウレー通り
を経て、処刑場に向かった。馬車の最前列の椅子に美男
のボガールは座っていた。馬車には花輪がいっぱい飾ら
れていた。道には花が撒き散らされていた。数千の窓か
ら人々が好奇心いっぱいに通りを見ていた。多くの女性
がこのうえない美男に花輪や花束をなげかけていた」

■天才的豚泥棒、ショブリ・ヨーシカ

　ヨーシカはトランスダニューブというハンガリー南西
部（ドナウ川の西側）の地方都市、ショブロン近くの豚飼
いの息子として生まれました。小さい頃から腕白で不良
グループと一緒につるんでいたらしく、18歳の時に山岳
地に豚泥棒に行き捕まって棒打ちの刑に処せられます。
しかし懲りずに仲間を率いて大掛かりな豚泥棒をトラン
スダニューブ全域で展開、しかし1836年にハプスブル
ク帝国軍の連隊長の屋敷を襲って追跡されて捕まり、翌
年処刑されました。

　ヨーシカは、豚や他の家畜や金銀も盗ん
でいます。彼を義賊として有名にした
のはこんな話があるからでした。
　ある屋敷に仲間とともに入って金
銀、財宝を奪ったのですが、立ち去ろ

うという時に、そこの美しい貴族の妻
が泣いてる姿にヨーシカの目が奪われます。

「なぜ泣いているのか」と尋ねると、「祖母にもらった、
たった一つの指輪もとうとう取られてしまう」と答えま
す。するとヨーシカは「頬にキスしてくれたら指輪は返
してあげよう」といい、彼女がその通りにすると、指輪
を返してあげたとされています。この話が巷に伝わると

「キスするベチャール」としてハンガリー中に知られるよ
うになったのです。

■ベチャールの王様、シャーンドル

　数多くのベチャールを輩出してきたハンガリーで「ベ
チャールの王様」と言われるのが、ロージャ・シャーンド
ルです。シャーンドルは1830年代から50年代にハンガ
リーの大平原の中央部にある自由都市セゲト市周辺で活
躍していました。
　1813年に生まれたシャーンドルは、1836年に馬泥棒
のかどで逮捕され、裁判の末投獄されましたが、翌年脱
走し、ベチャールの仲間となり全国手配となりました。
しかし1848年にオーストリアに革命が起こると、政治
的自治を求めたハンガリーのコシュートが武装蜂起しま
す。シャーンドルはコシュートから恩赦を取り付け、仲
間を連れて参戦、ゲリラ部隊を率いてハプスブルク帝国
軍と戦います。
　しかしハンガリーが独立闘争
に失敗すると、その後は再びベ
チャールに戻って大集団を率い
て大活躍しました。国中にお尋
ね者の触書が貼られ、ハンガ
リーの当局も警官や憲兵などを
動員、さらには軍隊をも動かし
て彼を追いかけますが、捕まり
ませんでした。
　 し か し1857年
についにお縄とな
ります。59年に裁
判を受けて死刑宣
告を受けますが、
革命に際しての彼
の活躍から恩赦を
与えられ、死刑が
終身刑に減刑され
ました。
　シャーンドルはオーストリアの城に投獄され、次にプ
ラハ北方のテレジーンに移され、さらに66年にハンガ
リー内の監獄に移されるなど転々とします。
　しかし、68年にオーストリア皇帝でハンガリー国王で
もあるフランツ＝ヨーゼフの妻が第３子を出産したのを
機に恩赦が実施され、シャーンドルは釈放されます。
　釈放後は英雄的な扱いを受けて、当時のハンガリー王
国首相にも面会し、彼の活動拠点となったセゲト市でも
市長の歓迎を受けています。
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　誰もがシャーンドルは誠実な市民の仲間入りをしたと
思ったのですが、彼は若い仲間に誘われて、再び町の商
人の館を襲います。さらに列車強盗を企みますが未遂に
終わります。計画が事前に漏れ、69年にまた捕まってし
まうのでした。
　シャーンドルは終身刑を宣告され、現在のルーマニア
にある監獄に収容され、約10年後の78年に死亡しました。

■ベチャールはなぜ捕まらなかったのか

　それにしても、シャーンドルといい、バンディといい、
ベチャールたちは、なぜ長い間捕まらずにいられたので
しょうか。彼らが活躍したハンガリーの場所は概ね平原
でした。広い平原で家畜や館に入っては盗んでいたにも
関わらず、官憲や憲兵が追うことができなかったのはな
ぜでしょうか。
　その理由としては、当時、一帯にあった「タニャ」と呼
ばれる農家や「チャールダ」と呼ばれる農民居酒屋（日本
でいう宿場町の宿場のようなもの）に匿ってもらうことが
できたからです。タニャはもともと農作業時期に使う作
業小屋でしたが、次第に農家のなかで格差が生まれてく
るとタニャに貧しい農民たちが住み着くようになりまし
た。ベチャールたちはこうした農民たちと懇意にしてタ
ニャに匿ってもらったり、あるいは各地に恋人をつくっ
てそこに逃げ込んでいました。
　またチャールダは、ベチャールにとってより重要な役
割がありました。仲間と出会う場所として、情報交換の
場として、追手を巻く場所として利用されていたからで
す。チャールダのなかには裏道に抜けるトンネルや煙突
の隠し窓などがついていたところもあったと言います。
このため良く利用されるチャールダは地方行政との境に
あるところが多かったようです。県境を超えると追手は
追うことができなかったからです。
　また追手と対峙した時も、店の主人が「ベチャール・
チュトラ」と呼ばれる特殊な水筒でもてなして追跡をか
わしたとされています。水筒のなかは2つに分かれ、１
つには水、もう２つには眠り薬の入ったワインなどが出
るようになっていました。彼らはそれによって相手をど
のようにももてなすことができたのでした。
　またベチャールは、憲兵たちが不意にやってきた時の
合図としてさまざまな工夫をしていました。高い木に見
張りがいることが多かったのですが、ほかに庭の井戸に
竿を上げておいたり、垣根や木にはっきりした色の服を

かけておいたり、目立つようにパイプをふかしたりして
いました。

■馬泥棒の天才、
　壁穴あけの天才シャーンドル

　多くのベチャールたちは、夜に活動していたようです。
昼間はだいたい牧童のふりをしていました。
　当時の牧童たちは夏でも冬でもマント一枚と僅かなパ
ンとラード、バーリンカと呼ばれる果実酒で大平原の牧
草地帯で何日も過ごして、多数の家畜の面倒をみていま
した。雪が降ってもマントにくるまりながら寒さと孤独
に耐えていたのです。
　追手が来ても草の茂みや藁屑のなかに身を潜め続ける
ことくらいは訳なくできるほどの精神力を持っていまし
た。
　牧童として働いていたた
めに馬や牛、羊などの家畜
に精通しており、家畜をな
だめることもできました。
　ある資料では、「ハンガ
リーの当時の農民たちは鼻
が敏感で、耳もするどく、
しかもたいがい犬を飼って
いました。にも関わらず、
夜に犬の吠え声１つ聞かぬ
うちに馬を盗まれてしまう」と、ベチャールたちの抜け目
なさを語っています。
　彼らは犬を手懐ける術を知っていて、場合によっては
鳴き声を上げさせずに殺すこともできました。馬もそう
でした。大きなガタイの神経質な馬をどのように手懐け
ることができたのかの詳細は不明ですが、ベチャールた
ちは馬につけられている鉄の足かせをやすりで巧妙に外
したり、馬が足を鳴らさないように、馬の足首に袋を縛
り付けたりして静かに盗み出したと言われています。
　とくにシャーンドルは馬泥棒の技術に優れていたと言
われています。
　彼らは馬を盗むことにこだわっていました。民族文化
的なこだわりがあったのと、牛や羊と違い、移動が楽で、
しかも駿馬であれば広い平原で追っ手を振り切ることが
でき、いざという時に馬は高値で売ることもできたから
です。
　ベチャールは当然家に忍び込むことにも長けていまし



Vince Alongi
https://www.flickr.com/photos/
vincealongi/1459991088/in/set-
72157594317841319/

ホセ・ムヒカ
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た。家人が寝ている時に物音ひとつ立てずに壁や壁の下
の地面に穴を掘ることができたといいます。
　真偽のほどは定かではないものの、ある裕福な農家の
夫婦が寝室で寝ていた時、ベッドの下に置いてあった財
宝箱が盗まれたことがありました。朝になり、ベッドか
ら下りた妻が、「あなたこの部屋はなんて冷たいのかし
ら、足が冷たいわ」と言うとそのベッドの下には、大きな
穴が空いていたということです。
　もちろんそれだけでなく、荒っぽく銃で脅して金銀を
奪うこともありました。
　決してその多くが強き者を挫き、弱き者を助けるとい
う強い信念でベチャールを続けていたのではなかったよ
うです。シャーンドルの場合、襲った相手はいわゆる金
持ちでしたが、中には裕福な農家も多く、貴族や領主の
例はむしろ少ないようです。裕福な農家が多いのはガー
ドが甘く、盗みやすかったからでしょう。
　つまりベチャールは、時に金品などの分け前を与えた
ことで共存関係が成立していたからこそ農家や農民の
なかに潜むことができたとも言えます。タニャに寄れば
黙って酒や食事を出していましたが、誰もがベチャール
を心良く思っていたようではなく、心証としては拒否す
れば何をされるかわからない怖さもあったようです。
　それでもベチャールがハンガリーの農民や時に市民に
支持されたのは、ベチャールを追う上級の憲兵が非ハン
ガリー人であったからで、実際にベチャールが農民や市
民の感情を代弁した襲撃を行うこともあったようです。
　ところが、ある襲撃事件を境に両者の関係にヒビが
入っていきます。

■世間が義賊に期待しなくなる時

　1851年に30人ほどのベチャールが農業監察官バラン
ティ・ヨージェフの館を襲い、虐殺し、金品を奪って逃
走します。
　これはタバコの専売制度が導入されてタバコ農家の採
算が合わなくなり、土地所有の侯爵が栽培を廃止させた
ことが理由でした。これを農業監察官のヨージェフが農
民に伝え、すぐに立ち退くように迫りましたが、農民が
反抗します。するとヨージェフは軍隊の力で強制排除し
ます。
　これを聞いたベチャールたちが農民の声を代弁し「正
義の鉄槌」を落としたのでした。しかし、オーストリア政
府は翌年治安対策を強化します。

　届け出なしの家やタニャに他人を宿泊させることを禁
止し、ボートを登録制にして河川の往来を監視するよう
にします。また市外の農村地帯に警察の詰め所を置き
監視を強めます。さらに国内を移動する者に対してパス
ポートの携行を義務付けました。
　さらに農奴解放令が出されると土地所有農民の数が
増え、農家が自立しやすい環境になっていきました。ベ
チャールとの共存関係は次第に薄れていき、ベチャール
の活動も減っていきます。
　やがて体制に対して共感を抱く農民や市民も増えてい
き、逆にベチャールに対して抵抗するようになります。せっ
かく得た治安を乱すベチャールが邪魔になったのです。
　こうしてその役割を終えたベチャールでしたが、ハン
ガリー人の間にはいまなお小説や詩、戯曲などとなって
伝えられています。
　

■世界一貧しい大統領ムヒカさんは
　現代の義賊

　こうした義賊は工業化、近代化の過程のなかで搾取さ
れていた農民や貧しい市民などから生まれてきています
が、やがて農民や市民が自立していくなかで、その役割
が薄れていきます。義賊自身も目的なき襲撃や殺人を起
こす場合も多く、必ずしもロビン・フッドのような高貴
な義賊物語ではなかったようです。
　これら義賊の話は過去の伝説や小説として語り継がれ
るだけの存在かと思われますが、現代にも脈々と生きて
います。たとえば、少し前に「世界一貧しい大統領」とし
て世界中で話題となったウルグアイのホセ・ムヒカ前大
統領。
　貧困家庭に生まれたムヒカさんは7歳の時に父親を亡
くします。貧困のなかで
自分と周りの環境を変え
ようと10代から政治活動
に関わり、一時期はゲリ
ラ組織にも参加。大企業
を襲撃し、強奪物を貧し
い人に配るという活動を
していた時期もありまし
た。その活動のために投
獄されること4回。6発の
銃弾を受けて瀕死の重傷
を負ったこともありまし
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た。投獄期間は実に13年に及び、その後釈放されてか
らは、1994年にウルグアイの下院議員に当選。2010年
に大統領に選出されています。逆転の男版シンデレラス
トーリーに思えますが、大統領就任中は約月100万円の
報酬のうち9割を寄付。公邸に住まわず自宅で畑を耕し
ながら職務をこなしたとされています。持っている資産
は中古の自宅とトラクタとフォルクスワーゲンのビート
ルが1台とのこと。まさに高貴な義賊と呼べる存在です。

　いかがでしょうか。知っているようで知らない義賊の
世界を味わっていただけたかと思います。ほかにも義賊
と言われる人物には日本の石川五右衛門や鼠小僧次郎
吉、琉球国のウンタマギルー、清朝の張保、オーストラ

リアのネッド・ケリー、ウクライナのネストル・マノフ
などまだまだいます。気になったらその伝説の真偽のほ
ども含めて調べてみるのも面白いかと思います。
　強奪や殺人は決して許されるものではないですが、そ
れぞれの意見や主張の根拠や背景を知るだけでも、無
駄な紛争や誤解を回避できるヒントになるかもしれませ
ん。■

【参考文献】
●『アウトローの世界史』 南塚信吾 ［NHKブックス］ ●『義賊伝説』 南塚信
吾 ［岩波新書］ ●『匪賊の社会史』 エリック・ボブズボーム ［ちくま書房］

【参考WEBサイト】
●「アエラドット」 ●「産経新聞公式サイト」　ほか

  
今回の
ポイント

● 世界は１つの基準でできているわけではない

● 義賊の原点ロビン・フッド

● 義賊をはじめて世に紹介した歴史学者ボブズボーム

● 義賊大国と呼ばれるハンガリー

● オスマン帝国の支配によってハンガリー農民が騎士団化

● ハプスブルク帝国の圧政から逃れたハンガリー農民がベチャールに

● 「天使」と呼ばれたベチャール、アンドラーシュ

● 少女漫画の主人公のようなベチャール、イムレ

● ベチャールの王様、シャーンドル


