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混迷を深めるVUCAの時代だからこそ。

知っておきたい
「大人の義賊史」
　コロナ禍で世界中が自国の内政に目を向けるなか、日本では延期された

オリンピックがなんとか無事終了し、パラリンピックも無事開催された。世

界はまだ互いを信じ合い、融合できるはずだ。そう思った人も多かっただ

ろう。だがその虚を突く形でアフガニスタンではタリバンが政権を奪取した。

大国アメリカを中心とした国連軍が20年にわたって駐留し、てっきり民主

化が定着してきたと思っていた世界の多くの国はその事実におののいた。

　VUCA、すなわち“変動的で不確かで複雑で曖昧な“時代と言われて久しい

が、世界はまさに混沌とし、混迷を極めていると言っていいだろう。

　混沌とした時代では、さまざまな基準軸と視点を持つことが重要だ。

　たとえば盗賊と義士の二面性を持つ義賊の生き様を知ることは、１つの

手がかりになるかもしれない。

世界はさまざまな基準で
できている

　当たり前だが世界は１つの価値
基準でできているわけではない。
とくに正義は時に真っ向から対立
する時がある。混沌とした時代は
正義がいくつも生まれ、ぶつかり
あい、さらに混迷に招くこともある。
　混沌とした時代を読み解いてい

くには、より俯瞰した視点と、仰
視した視点が必要だろう。人の評
価もどこを軸にするかで変わって
くる。
　人間は誰もが清廉潔白な存在で
はなく、誰もが佞悪醜穢な存在で
はない。その間で揺れ動く存在だ。
だとすればより清廉潔白な方に寄
せて評価し続ければ、その本人も
清廉なほうに近づくのではないか。

　唐突だがルパン三世をご存知だ
ろうか。そう、漫画家故モンキー・
パンチさん原作の人気マンガ、ア
ニメである。
　主人公のルパン三世は、各国か
ら指名手配を受ける世界を股にか
ける大泥棒であるが、決して人を
傷つけるようなことはせず、スマー
トに世紀の財宝をやすやすと手に
する。しかも可愛い娘にめっぽう
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弱く、ときに涙もろい。
　ルパン三世の祖父は「怪盗ルパ
ン」ことアルセーヌ・ルパンとい
う設定。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ない。

　財産を奪われ
たほうからすれ
ば、忌々しい限
りの存在だが、
片 や 恩 恵 を 受
けた側からすれ
ば、神や菩薩の
存在だ。
　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だ。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
地に散在していた。
　義賊は時に無法者、アウトロー
などと呼ばれる。
　つまり誰かが決めた法律や法則
の外で生きる者たちだ。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
るが、逆もまた真なり。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るし、
逆もまた同様だ。
　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
一部の人々に快哉をもって受け入

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
ているからだ。

義賊の原点とされる
シャーウッド森の
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・フッドは大貴族や大金持ち
にとっては、“緑の服を着た危険な
野犬“に過ぎなかったが、日本で
もよく知られたハワード・パイル
の『ロビン・フッドの愉快な冒険』
では、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る。

「『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。
留意すべきは、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“奪いとられ
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、荘園の領主
が農民を土地に縛り付けて年貢を
取るいわゆる封建システムだった
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く。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く。
　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る。困窮した
領主たちは課税率を高めるなどし
て統制を強めていった。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だ。
　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はある。
　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
なものではない。
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義賊研究の第一人者、
歴史学者ボブズボウム

　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・ボブズボウ
ムだ。
　ボブズボウムは、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
ること見出す。彼は後者をさらに
３つのパターンに分けている。
　１つが「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」型だ。
　１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

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）自衛や正当な報酬以外には殺
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

というもの。
　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な
どが当てはまる。
　３つめのハイドゥク型は、特定
の英雄的人物ではなく、集団とし
て正義をはたらく義賊のことを指
している。
　１つ目の貴族強盗型はかなり物
語性が加味されているが、義賊と
してのエッセンスは２）３）４）８）
９）に集約されるだろう。

ハンガリーはなぜ
義賊大国と呼ばれるのか

　義賊は古今東西、
世界中に存在し、歴
史的にも「義賊の世紀」といわれ
る時代があった。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
していた。義賊の原初は16世紀の
東欧・中欧に見られる。
　なかでもさまざまな義賊を生み
出し、義賊大国とも言われている
のがハンガリーである。
　なぜハンガリーに義賊がたくさ
ん生まれたのだろうか。
　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だ。
　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
民が生まれはじめた。
　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く。
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する。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いまな
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に分裂したの
だった。

オスマン帝国の進出で
国が分割、混乱し
農民が自衛騎士団をつくる

　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る。
それ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
のだ。
　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。
　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」などし
て広がっていく。これがその後各
地に広がった義賊の原点だとされ
ている。
　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
とになるが、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
と言われている。

ハプスブルク帝国の
圧政が生んだ“農民独身者”
「ベチャール」

　たとえばハンガリーの隣国、ブ
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ルガリアの教科書には義賊の活動
が大きく割かれている。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
わせたとある。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」に結びついていった。
　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る。この動
きに領主や地方官吏は従うが、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
比率を上げていった。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った。
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。
　彼らはハイドゥクではなく、「ベ
チャール」と呼ばれた。ベチャー
ルとは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
雇いからその活動に入ることが多
い義賊を意味するようになった。
　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
のである。

「天使」と名付けられた
オーノディ・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
ルがたくさんいた。
　最初に全国的に名を上げたのが
「アンジャル・バンティ」（1760
〜 1806年）である。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
していた。
　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
いたが、ある日自分の馬を連れて
歩いているにも拘わらず、証明書
がなくて怪しまれて捕まってしま
う。バンディは8年の刑を受けたが、

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
る。
　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
ていたが、やがてバ
ンティ自身も馬泥棒
を働くようになる。
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
になった。しかし1799年に現金を
盗んだ罪で捕まり、２年の禁固刑
を受ける。服役後はまたベチャー
ルに戻り、1805年に捕まり投獄さ
れるが、釈放されて翌年死亡して
いる。
　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
たことだ。そのイケメンぶりに当
時の女性は「アンジャル（天使）」
と名付けたという。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だが、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
ティについてはたくさんの民謡が
残されている。

民話となった
若きイケメンベチャール
ボガール・イムレ

　バンティに負けず劣らずイケメ
ンだったのが、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）だ。
彼は牛飼いだったが、ある時に多
数の牛を失い、根拠もなく捕まえ
られてしまう。不条理な裁判に怒
り脱走。ベチャールの仲間に入る。
大平原の領主たちを襲い、金品を
奪うが、誰にも危害を加えること
はなかったと言われている。しか
し怪我をしているところを捕まえ
られ、21歳の時に衆人環視のなか
で処刑される。若くして亡くなり、
かつイケメンだったことから、バ
ンティ同様に民話の主人公となり、
多くの作品が作られている。



ベチャールの王様と呼ばれた
ロージャ・シャーンドル
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　ハンガリーの著名な民話作家、
モーラ・フィレンツは彼の最期の
様子をこんなふうに描いている。
  「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」

“キスをする”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
れている。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
処せられる。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、翌年処刑された。
　ヨーシカは、豚以外の家畜や金
銀も盗んでいる。彼を義賊として
有名にしたのはこんな話があるか
らだ。
　ある屋敷に仲間と共に入って金
銀、財宝を奪ったが、立ち去ろう
というときにその美しい貴族の妻
が泣いてる姿にヨーシカの目が奪
われる。「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」と答える。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、指輪を返却したとい
う。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。
　
ベチャールの王様と呼ばれた
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・
シャーンドルだ。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た。
　1818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、裁判の末投獄されたが、翌
年脱走し、ベチャールの仲間とな
り全国手配となった。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
の独立運動指導者、コシュートが
武装蜂起する。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った。
　だが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
したのだった。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
るが、捕まらなかった。
　しかし1857年についにお縄とな
る。59年に裁判を受けて死刑宣告
を受けたが、革命に際しての彼の
活躍から恩赦を与えられ、死刑が
終身刑に減刑される。
　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
など転々とする。
　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
ンドルはまたも釈放される。
　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
ト市でも市長以下の歓迎を受けて
いる。
　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が、
彼は若い仲間に誘われて、再び町
の商人の館を襲ってしまう。さら
に列車強盗を企むが未遂に終わる。
計画が事前に漏れ、69年にまた捕
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まってしまうのだった。
　シャーンドルは改めて終身刑の
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年に死亡した。

広大な平原でベチャールは
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
いられたのだろうか。彼らが活躍
したハンガリーの場所は概ね平原
だった。広い平原で館に入ったり、
家畜を盗んでいたにも関わらず、
官憲や憲兵が追うことがなぜでき
なかったのか。
　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
ができたことが大きい。タニャはも
ともと農作業時期に使う作業小屋
だったが、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る。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った。
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だ。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。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。
県境を超えると追手は追うことが
できなかったからだ。
　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る。
　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
ができたのだった。
　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た。高い木
に見張りがいることが多かったが、
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た。

馬泥棒と壁穴あけの天才、
シャーンドル

　多くのベチャールたちは、昼間
はだいたい牧童のふりをして、夜
に活動していたようだった。
　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

平原の牧草地帯を何日も過ごして、
多数の家畜の面倒を見ていた。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。
　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
持っていた。
　ま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る。
　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た。馬
もそうだった。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だが、
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
外したし、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
ている。
　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る。
　彼らは馬を盗むことにこだわっ
ていた。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、いざという時に高値で売るこ
ともできたからだ。
　ベチャールは当然家に忍び込む
ことにも長けていた。家人が寝て
いる時に物音１つ立てずに壁や壁
の下の地面に穴を掘ることができ
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たといわれている。
　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
あった。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。
　もちろん時には荒っぽく銃で脅
して金銀を奪うこともあった。
　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
かったようだ。シャーンドルの場合、
襲った相手はいわゆる金持ちだっ
たが、中には裕福な農家も多く、
貴族が領主の例はむしろ少ないよ
うだ。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だ。
　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
とも言える。タニャに寄れば黙っ
て酒や食事を出していたが、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
さもあったようだ。
　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。
　だが、ある襲撃事件を境に両者
の関係にヒビが入っていった。

義賊はなぜ消えていったのか

　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
て逃走したのだ。
　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だった。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
迫ったが、農民が反抗。するとヨー
ジェフは軍隊の力で強制排除する。
　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」
を落としたのだ。しかし、オース
トリア政府は翌年治安対策を強化
する。
　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
視するようにした。また市外の農
村地帯に警察の詰め所を置き監視
を強化。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
付けたのだ。
　さらに農奴解放令が出されると、
貧しい小作農が減り、土地所有農
民の数が増えて農家が自立しやす
い環境が整っていく。そのためベ
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
ていった。
　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
なる。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ある。
こうして役割を終えたベチャール
だったが、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
てその存在が伝えられている。

まだまだいた世界の義賊たち

　上述したように、ベチャールた
ちが活躍した時代には、他の地域
でも義賊が活躍していた。
　義賊が活躍した地域は、主に東
欧、南欧など。ほかに北アメリカ、
ラテン・アメリカ、オーストラリ
アなどヨーロッパの周辺地域が舞
台となっている。
　いくつか代表的義賊を紹介して
みよう。

シチリア独立運動の
軍師として活躍した義賊、
サルバトーレ・ジュリアーノ

　まず地中海沿岸
のイタリア。ここ
ではナポリ出身の
アンジェロ・ドゥカ（1760 〜 84
年）が有名だ。彼は自ら貴族の番
人との争いを引き受け、村で法廷
を開いて、訴訟当事者たちを審理
して判決を下していたと言われる。
そして穀物価格の引き下げを命じ、
金持ちが押さえていた穀倉を没収
して貧乏人に分配したというから、
日本で言えばさながら鬼平犯科帳
の主人公長谷川鬼平のような存在
だ。
　ほかにはカルミネ・クロッコ
（1830 〜 1905年）が有名だ。イ
タリア南部の牛飼いの子で、軍隊
から脱走して義賊となり、地主か

シャーンドルの指名手配書



カルミネ・クロッコ

Rafael del Castilloによるディエゴ・
コリエンテスのイメージ画
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ら馬や金品を奪ったとして1854年
に逮捕されるが脱獄。やがて南部
イタリア最大の義賊団を形成する
に至る。60年には仲間を率いてイ

タリア統一戦争を
行っていたガリバ
ルディ軍に参加す
る。しかしながら、
その功績で恩赦が
認められると期待
していたものの、
そうならなかった
ため、逆に反統一

派に加担して戦うようになる。そ
してイタリア統一後、メルフィル
の町を襲撃占領し、略奪を行うが、
イタリア国軍に攻撃され、ローマ
教皇庁に出頭、41年間刑務所で過
ごして死亡している。
　このほかシチリア出身のサルバ
トーレ・ジュリアーノ（1922 〜
50）はイタリアを代表する義賊と
して知られている。義賊になった
のは、数袋の小麦粉をごまかして
奪ったとき、捕まりそうになり、
警官を撃って殺してしまったこと
から。同じことをした仲間は賄賂
で逃げることができたが、彼はそ
のお金がなかったのだ。その後農
場襲撃などを繰り返すものの、や
がてシチリア独立主義運動の指導
者となる。もともとは農家に親近
感を持ち共産党的な志向ももって

いたジュリアーノだが、一方でマ
フィアともつながりを持ち、その
利害を擁護する。お尋ね者だった
ジュリアーノは政治的に利用され
た。恩赦と引き換えに1947年、パ
レルモの農民たちに発砲する政治
スキャンダルを引き起こし、10数
名の死者を出す。本人は農民に銃
を向けていなかったとされるが、
パニックに陥った部下が集会に集
まった農民に発砲したのだ。ジュリ
アーノは農民の信用を失う一方で
マフィアと関係を強め、最期はマ
フィアからも裏切られて殺された。
　ちなみにジュリアーノのシチリ
ア独立の主張は、シチリアをアメ
リカの49番目の州にすることだっ
た。いま思えばかなりの構想力が
あったとも言えよう。
　イタリアは小国が集まってでき
た経緯もあり、様々な政治主義者
ととくに南部ではマフィアの存在
が複雑に関わり、義賊たちはその
パワーバランスのなかで地域や社
会の支持をえながら生きながらえ
ていたのだった。

キリストに擬えられた
スペインの「バンドレロ」
コリエンテス

　スペインには、
「バンドレロ」と
呼ばれる義賊が活躍していた。な
かでも有名なのがディエゴ・コリ
エンテス（1757 〜 81年）だ。
　大土地所有制のなかで主に馬を
奪っていたと言われる。身なりが
よく、礼儀ただしく寛大で、貧民
の庇護者だった。歌にも歌われ「豊
かな者から奪い、貧しい者に与え、
しかも誰も殺さない」と、まさに
義賊のシンボル的存在だったが、
仲間の裏切りで捕まり、死亡する。

日曜日に引き渡され、金曜日に裁
判にかけられたことから、キリス
トのようなイメージがついたと言
われている。スペインでは映画に
もなっていて、まさに国民的スター
である。

列車強盗を“発明”した
アメリカの義賊、
ジェイムズ

　大西洋を挟んだ
新大陸、アメリカ
合衆国にも多くの義賊がいた。とく
に活躍したのが西部開拓時代だ。
　アメリカのロビン・フッドとし
て語り継がれているのが、ジェ
シー・ジェイムズ（1847〜82年）だ。
兄のフランクと一緒に1866年頃か
ら列車強盗や銀行強盗を働くよう
になったが、とくに列車強盗はジェ
イムズが発明したと言われている。
　時は南北戦争時代。ジェイムズ
は南軍の兵士と女性には親切で、
無益な殺人はしなかったとされ
る。銀行強盗では流れ弾にあたっ
た少女の入院費用を出してあげた
り、未亡人の借金を返済してあげ
たというエピソードもある。庶民のサルバトーレ・ジュリアーノ



ジェシーとフランクの
ジェイムズ兄弟

ジェシー・ジェイムズ

ビリー・ザ・キッド

アントニオ・シルビーノ（後列左から２人目）
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ヒーローとして人
気を博していたよ
うだ。とくにこの
時代、銀行強盗を
行うジェイムズら
は、農民の共感を
得ていた。
　というのも農業
機械を買った農民
が利子に苦しめら
れていたからで、
農民はそんな銀
行を敵視してい
た。警察やその時
代を代表する探
偵 事 務 所、ピン
カートン探偵事
務所に追われる
彼を人々が匿っ
たこともあり、最
期まで逮捕され

なかったものの、仲間の裏切りに
よって死亡している。
　西部開拓時代の義賊としては、
ビリー・ザ・キッド（1859 〜 81
年）が知られるところだろう。キッ
ドは本名をヘンリー・マカーティ
と言い、南北戦争で未亡人となっ
た母が結核で死亡した後、不良の
仲間となる。
　1877年、母を侮辱した鍛冶屋と
言い争いになり、鍛冶屋を撃ち殺
してしまう。キッドは逮捕される
が脱走。追っ手から身を隠すため
腕の良いカウボーイとなって逃げ
回る。その後、ニューメキシコの
リンカーン郡を二分していた資本
家の抗争に巻き込まれ、片方に付
くも、その資本家がライバルから
の襲撃を受けて死亡。キッドは捕
まってしまうが、住民の要請で釈
放される。だがライバル側の弁護
士をライバルの一味が殺害する現
場をキッドが目撃したため、今度

はライバル側に人質として捕まっ
てしまうのだった。
　しかしキッドはそこからも脱走
し山に逃げ込む。その後リンカー
ン郡の知事と合い、弁護士殺害を
証言することで恩赦を得ようする
も、これは実現しそうもないと判
断、再び脱走する。キッドはその
後捕まって、いくつかの無実の罪
で有罪とされ絞首刑の判決を受け
るが、さらに脱走。結局その途中
で射たれ死亡している。

革命軍の将軍となった
メキシコの義賊たち

　ラテンアメリカも
東欧に並ぶ義賊の
宝庫として知られる。
　有名なのは、革命軍の将軍と
なったメキシコのパンチョ・ビジャ
（1878 〜 1923年）。ビジャは貧
農の出で、農業労働者として働い
ている時に妹の名誉を守るために
地主に危害を加えて逃亡し、家畜
泥棒になる。その後仲間を増やし、
部隊を連れて革命軍に参加して活
躍。その後カランサ政権と対立し、
暗殺されてしまう。
　マニエル・ロサダ（1829 〜 73

年）も有名だ。メキシコの現在の
ナヤリ州の山岳部地帯を拠点に共
和国政府や共和国軍に反乱を起こ
している。彼は大土地所有者によっ
て土地を奪われた先住民や農民を
まとめて、州政府軍と戦い、一時
期は州地域の事実上の統治者とも
なっていた。しかしながら、先住
民共同地区の解体を進める自由主
義者との戦いに破れ、最期は処刑
されている。

義賊のなかの高貴な貴族、
シルビーノ

　南米のブラジル
では、「カンガセイ
ロ」という義賊が登場する。代表
的なのはブラジルのロビン・フッ
ドと言われたアントニオ・シルビー
ノ（1875 〜 1944年 ）。富 農の出
のシルビーノは教養もあったが、
1897年に父親が血縁集団間の紛争
で殺害されると、その復讐のため
にカンガセイロになる。シルビー
ノはやがて頭目として活躍し、資
本家の略奪を繰り返したが、略奪
品を貧しい者に分け与え、また農
地問題に立ち入り、境界線の策定
の調停をしたり、家族争いをまと
めたとされている。また他人の妻
や娘には手をかけず、家族の名誉



ウルグアイのホセ・ムヒカ前大統領

ランピオン（1936-1937頃）
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も守ったといわれている。義賊研
究者のボブズボウムは彼を「義賊
のなかの高貴な貴族」として紹介
している。

警察に怨念を持ち
軍と戦った、「ランピオン」

　ブラジルのカンガセイロでシル
ビーノ以上に有名なのが、「ランピ
オン」（1897 〜 1938年）こと、ビ
ルグリーノ・フェレイラ・ダ・シ
ルバだ。ブラジル北東部の大きな
農場経営者の息子として生まれた

が、 彼 が19歳
の時に隣の有力
な 農 場 経 営 者
との不仲がエス
カレートし、彼
が21歳 の 時 に
父親が殺害され
てしまう。これ
を期に2人の弟
と有力なカンガ
セイロに入団す

る。その後実力をつけると自らが
頭目となって活動する。ランピオ
ンは、父親を殺した警察の一派に
怨念を抱いていたことから、警察
を襲ったり、警察側に立つ有力者
の館を襲ったりしていた。しかし
途中から肥大した彼の一団は無目
的な強盗や殺人を犯すようになる。
　その後ブラジル議会が地域の治
安を安定させるためにランピオン
を取り込んで、治安組織をつくろ
うとするが、失敗。ランピオンは
さらに無差別な略奪と殺人を進め
るようになる。ランピオンの一団
は100名を超えるまでになっていた
が、州政府や警察、軍が本気で取
締を徹底し、やがてランピオンだ
けでなくカンガセイロに対しての
農民や市民の支持も失っていった。

弱体化し最期まで各地を逃げ回っ
ていたランピオンだったが、最期
は仲間の裏切りで死を迎えている。
　
「世界一貧しい大統領」
ムヒカさんは
現代の義賊だった

　こうした義賊は
工業化、近代化の
過程のなかで搾取させていた農民
や貧しい市民などから生まれてき
ている。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
ていく。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。
　こうした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
存在かと思われるが、現代にも脈々
と生きている。
　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。日本にも来日している。
　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

もあった。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っ
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
る。逆転の男版シンデレラストー
リーに思えるが、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
ている。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
さに現代の高貴な義賊と呼べる存
在なのだ。

インド中を不安に陥れた
女盗賊はやがて
国会議員になった

　インドのプーラン・
デーヴィーも現代を代表する義賊
といえる。その劇的な人生は映画
にもなっている。彼女は1963年イ
ンドのカーストの下層階級の貧し
い家庭に誕生し、虐待や暴力の中
で成長する。11歳の時、両親に言
われるまま結婚するが、そこでも
虐待された上に追い出されてしま
う。実家に戻ったプーランは一家
を助けることになるが、一族の実
力者との争いに巻き込まれ、警察
に逮捕されてしまう。その後は、
盗賊団に誘拐され首領の愛人にさ
せられるものの、逃走して自らの
盗賊団を結成したのだった。彼女
は盗賊の女王として恐れられるが、
下層カーストの家を襲わなかった
ことから、義賊として慕われてい
る。
　彼女は盗賊団の抗争のなかで捉
えられ、３週間にわたってレイプ
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■ 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ウム
■ 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
■ キリストに擬えられたスペインのバンドレロ、コリエンテス
■ 列車強盗を発明したアメリカのジェイムズ
■ 脱走を繰り返したアメリカのビリー・ザ・キッド
■ 革命軍の将軍となったメキシコのビジャ
■ 高貴なブラジルの義賊カンガセイロ、シルビーノ
■ 世界一貧しい大統領ムヒカさんは現代の義賊
■ 国会議員になったインドの女盗賊デーヴィー

POINT

●『アウトローの歴史』 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
ズボウム［みすず書房］●「アエラドット」
●「産経新聞公式サイト」ほか

参考

され続けるという悲惨な経験をす
るが、彼女を慕う民衆よって助け
出される。すると彼女とその一団
はその後自分たちをレイプし続け
た窃盗団の男たちを殺害すべく、
ある村を襲撃し、男性22人を殺害。
だが殺害したなかに無関係の人間
と自分よりカーストが上の人間が
いたことから世間をさらに騒がせ
ることになった。
　警察は彼女を追うものの捕まえ
ることができず、1983年、死刑を
免除することを条件とした司法取

引で、彼女と盗賊団との交渉に臨
んだ。彼女はこれを承諾し10,000
人の市民の前で投降している。
　そして11年間の投獄の後、州知
事の特赦で釈放されると1996年に
国会議員に立候補し当選。しかし
2001年、村の襲撃に遺恨を持つと
いう男に射殺さてれてしまう。彼
女は国会議員の間、２度来日して
いる。

　強奪や殺人は決して許されるも
のではない。ただそれぞれの意見

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ない。世
界の基準軸は１つだけではないこ
とを、少しでも知ってもらえたな
ら、未来の知恵が生まれるかもし
れない。■


