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ADOLF HITLER 

最後の3日間

　第2次世界大戦末期、アドルフ・ヒトラー
はもう12年以上もドイツ首相の座にあり、ナ
チス党首としては20年になっていた。1945年
1月半ば、彼は地下壕に閉じこもる。ベルリ
ンの総統官邸の地下14mにある、いくつも部
屋の連なった閉所恐怖症を起こしそうな場所
である。作戦本部をここに設けてから、ヒト
ラーは2度しか公の場に出なかった。彼は4
月20日頃まで敗戦を認めようとしなかったが、
ただ悪あがきしているだけで、最終的な帝国
の敗北を歴史に刻みつつある現実は、もはや
どうにもできないことは明白だった。秘書のひ
とりは、彼が無言でふさぎ込んだり突然弾け
たように脈絡なく動き回ったりを交互に繰り

返し、既に存在しない部隊の移動を命じ、ヘ
ルマン・ゲーリングやハインリッヒ・ヒムラーな
ど自分に忠実でないと思う人間を罵倒してい
たと、後になって語っている。しかし、いっ
たん現状を受け入れると、彼は自身の終わり
を入念に計画した。
　死を決意したヒトラーは、大量のシアン化
合物のカプセルをヒムラーから手に入れると、
お気に入りのジャーマン・シェパードのブロン
ディにその毒を与えて有効性をテストするよう
命じた。既にヒムラーを信用していなかったの
で、毒薬が効くことを確かめたかったのであ
る。愛犬が死ぬと、彼は深い悲しみに沈ん
だようだったが、4月28日の夜間は元気を回
復した。
　彼は地下壕内の職員全員にシアン化合物

アドルフ・ヒトラー

銃声から数分間、誰も部屋に入る勇気はなかったが、

誰もがその音の意味を正確に理解していた。

ヒトラーはその1時間前、部下と同僚に正式に別れを告げ、

自分の新婦とともに書斎に入ってドアを閉めた。

結局、従僕のハインツ・リンゲと、

前日結婚式の立会人を務めたマルティン・ボルマンが部屋に入ったが、

総統とエヴァ・ブラウンの遺体を見ても2人とも驚かなかった。

地下壕内でメッセンジャー、ボディーガード、電話のオペレーターなどいくつもの役割をこなして
いたローフス・ミッシュは、ヒトラーの遺体が机に突っ伏し、エヴァ・ブラウンがそばのカウチに
倒れて丸くなっているのを見たと後に回想する。強いアーモンド臭はシアン化合物の存在を示し
ていた。2人ともそのカプセルを服用し、さらにヒトラーは絶対確実に死ねるように自分を撃っ
たのである。それは1945年4月30日の午後3時30分頃で、ロシア軍は既にベルリン郊外まで
押し寄せていた。

帝国の建設者。お気に入りのベルクホー
フで撮影されたアドルフ・ヒトラーの肖
像写真。ベルクホーフは彼が余暇を過ご
したバイエルンの山荘。

アドルフ・ヒトラー

̶
出生：
1889年4月20日、ブラウナウ・アム・
イン（オーストリア）
̶
配偶者：
エーファ・ブラウン（1945年4月29日
結婚）

̶
死亡：
1945年4月30日、ベルリン（ドイツ）

アエーファ・アンナ・パウラ・
ブラウン

̶
出生：
1912年2月6日、ミュンヒェン（ドイツ）
̶
死亡：
1945年4月30日、ベルリン（ドイツ）

　ザルツブルクに戻り、16才になったモーツァ
ルトは、宮廷楽団のコンサートマスターに指
名されたが、演奏旅行と作曲の依頼には引
き続き応じており、これが雇用主であるザル
ツブルク大司教コロレド伯爵を非常に苛立た
せた。その後モーツァルトはウィーンに移り、
モーツァルト、ベートーヴェンと並んでウィー
ン古典派に数えられる作曲家、ハイドンに
会った。モーツァルト自身が切望した帝室作
曲家の地位にあったサリエリとも会っている。
　1781年、モーツァルトはオペラ『後宮から

ヘミア王としての戴冠式のために『皇帝ティー
トの慈悲』などを書き上げた。
　そして『レクイエム』の作曲に取りかかる。 
これは実際には匿名の依頼者からの作曲
依頼だったが、彼自身のレクイエムとなっ
た。彼の健康状態は急速に悪化していた。
リューマチを患っていたため、ひどい痛みが
あり、モーツァルト自身は毒を盛られたと信
じていた。もしかしたら、彼は正しかったの
かも知れない。1979年の舞台（および1984年
の映画）『アマデウス』は、同業の作曲家サリ
エリを犯人とする注目すべき見方を打ち出し
た。当時の風聞に基づき、サリエリは年老い
てから意識が混乱するとモーツァルトを毒殺
したと口走ったように描かれたが、実際には

ずれにせよ、モーツァルトは『魔笛』の初演
が絶賛されて最後の勝利を味わったものの、
36才の誕生日目前に、鬱の中で妄想に苦し
み、燃え尽きて亡くなったのだった。

モーツァルトと金

　金銭管理にかけては、モーツァルトは悲
惨なものだった。音楽の天才という評判は十
代のうちにできあがっていたのに、20才に
なってもまだ給与の安いザルツブルク大司教
宮廷楽団の職にいた。コロレド大司教が演
奏旅行による長い留守に激怒したこともあり、
モーツァルトは宮廷楽団を辞め、その後しば
らく経済的に暗い時代が続く。
　成人後のモーツァルトは、神童と呼ばれた
時代のチャーミングな容姿の面影はどこにも
ない平凡な容貌で、誰も彼に興味を持たな
かった。生徒の数も作曲数も減る。しかしコ

の逃走』を作曲する。ヒロインの名はコンス
タンツェ、同じ音楽一家生まれのコンスタン
ツェ・ウェーバーとの恋愛というモーツァルト
自身の実生活を下敷きにしていた。2人は
1782年に結婚する。モーツァルトは「彼女を
愛していますし、彼女も僕を心の底から愛し
てくれているのです」と、反対する父に書き
送った。「彼女以上の妻がいたら教えて欲し
いくらいです」。
　事実、彼女以上の妻はいなかった。コン
スタンツェは彼の創作の泉となった。彼は作
品を量産した。彼らの結婚生活の幸せを傷
つけたのはたったひとつ、6人の子どものう
ち4人までもが誕生時、または誕生直後に
死んでしまったことである。

レクイエム

　結婚後、モーツァルトは最高傑作を生み出
した。1784年から1786年にかけて、彼は
12のピアノ協奏曲とオペラ『フィガロの結婚』
を書き、すぐ翌年の1787年に『ドン・ジョ
ヴァンニ』を作曲している。無情にも坂を転
がるように死へ向かう中で、彼はむしろ多作
になり、『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』
や『コシ・ファン・トゥッテ』などを作曲した。
1791年にも憑かれたように仕事を続けて『魔
笛』と、神聖ローマ皇帝レオポルトII世のボ

らの快楽主義者だったモ
タンツェは、収入のない
な生活を楽しんでいた上
よく体調を崩し、高価な
年月が経てば経つほど、
的な問題を何とかしよう
なくなったが、それは空
ある。
　死後の出来事は、彼
から来たと思われる。
シュテファン寺院でのおざ
彼の遺体は安物の棺でザ
地に運ばれ、他の5人の
入れられた。葬列はなく
るまれていた。棺は移送
だった。墓の確かな位置
日、彫刻家フロリアン・ヨ
ト作の「嘆きの天使」像

少年は大人に。成人したモーツァルト。
神童として送った生活は彼の存在を困難
なものへと導いた。自らの創造性と憂鬱
の波とのバランスをとることに苦しむ。
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年のヨーロッパ親善旅行では、アルゼンチン
にプラスとなる見聞を広めるため、他国の社
会政策を学ぶどんな機会も逃さないと約束
したのだった。
　アルゼンチンの貧困層「デスカミサードス」
にとって、エバは生きた聖人のような存在で、
彼女を慕う人々から愛情を込めて「エビータ
（エバの愛称）」と呼ばれるようになった。しか
し、誰もが彼女を好きになったわけではな
い。彼女を心が冷たい、ナチの味方、横領
犯という人たちもいた。批判者は、貧困支
援資金を集めるためなら、不正操作を含め
て必要な手段は何でも取るという彼女の意志
に反対する人々 だった。

フェミニズムの世紀

　1944年に労働支援女性部長に就任した
ペロンの全面的支援を受けて、エバはア
ルゼンチンのフェミニスト運動の牽引役とな
る。1900年代は歴史上「フェミニズムの世
紀」と記されることになると断言するかのよ
うに、エバは女性の投票権、離婚・再婚の
権利、企業経営権、そして職場と公民権に
おける平等のために、決然として働いた。そ
して1947年9月23日、女性に投票権を認め
る法律が可決され、アルゼンチンは「現代」
へと足を踏み入れる。
　1949年7月26日、女性のみで新たに設立
されたペロニスタ女性党は初の全国大会を開
き、エバを党首に選出した。彼女は国会議
事堂に女性政治家専用室、サロン・ロサード
（「バラ色のサロン」の意）を開いた。

改名

　1951年8月2日、アルゼンチン最大のペロ
ニスト労組、労働総連（CGT）がペロンに大
統領選への出馬を要請し、今回はエバを副
大統領候補とするよう申し入れた。その翌日、
大集会で100万人以上がエバへの支持を表

向きに見えたため、群集は満足した。しか
し数日後、ラジオの全国放送で、彼女は立
候補を否定した。そして10月17日の忠国記
念日集会で、彼女は集まった労働者に感動
的なスピーチをする。それは、支持に感謝
するとともに、自分の死期が迫っているとに
おわせるものだった。人々に愛されたエビー
タは、子宮がんと診断を受けていたのである。
　エバは初めて選挙で投票権を行使した。
だがそれは最後の投票でもあった。彼女は
病床から投票を終えたが、1952年6月、ペ
ロンの2期目の大統領就任式に同行したの
が、公の場に姿を見せた最後となった。

国家の精神的支柱の死

　1952年7月26日、情報局副長官がエバの
死を発表した。「悲しい務めだが、共和国人
民の皆さんに、我が国の精神的支柱だった
エバ・ペロンが朝8時25分に死去したことを
ご報告します」。このニュースに労働者は深
い嘆きの涙に暮れた。30日間の服喪が指示
され、あらゆる公的活動が2日間停止した。
ペロンはすべての郵便切手を回収して、妻の
肖像を描いた記念切手と交換するよう命じ、

また国内のラジオ局に30日間娯楽・ユーモ
ア番組の放送を禁じた。軍部と上流階級は

労働者は彼女の列聖を望んだ。

国のリーダー。このエバの写真は、彼女
の豪華な衣装などの記念品を展示するブ
エノスアイレスのエビータ博物館の入り
口に堂々と飾られている。

1951年の忠国記念日。ペロニスムが確立
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CHE GUEVARA

『モーターサイクル・ダイアリーズ』

　ロサリオはゲバラのような運命を持つ者に
とってぴったりの生まれ故郷だった。1810年
の5月革命の後、アルゼンチンがスペインか
ら独立を勝ち取り、初めて国旗を掲げたの
がこの地だったのである。しかし、彼はロサ
リオで育ったわけではない。幼い頃に喘息
を発症したため、家族と空気のよい山岳地
方に移ったからだ。1948年、ゲバラはブエノ
スアイレス大学に入学、1953年に医学の学位
を得て卒業する。在学中、彼は友人1人と
9ヶ月間南米を巡るバイクの旅をした。若者
2人の冒険旅行の始まりだったが、これが彼
のその後の人生を形作ることとなる。
　ゲバラは1952年1月、ハンセン氏病セン
ターで診療所を運営していたアルベルト・グ
ラナードと一緒に出発した。北米を目指した

移動手段は古ぼけた1939年製ノートン500
モデル18というバイクで、愛称はラ・ポデ
ローサ、すなわち「力持ち」という。ところ
が、悲しいかな、ラ・ポデローサは力を失い、
チリのサンチアゴで息絶えてしまった。ゲバラ
とアルベルトはやむを得ずヒッチハイクに切り
替えたが、それでも、ゲバラの死後に発刊さ
れたこの旅の記録は『モーターサイクル・ダ
イアリーズ』と題されている。
　旅行中、目の当たりにした貧困や搾取、
病気、苦しみなど、様々な出来事がゲバラに
大きく深い影響を与え始めた。チリで、2人
は世界最大の露天掘り銅鉱山、チュキカマー
タを訪れる。チリの主要な収入源だったこの
銅山は、当時アメリカの鉱物独占企業グルー
プが経営しており、外国による支配のシンボ
ルと見なされていた。
　ペルーで、2人はウーゴ・ペシェに会った。

チェ・ゲバラ

ロサリオ（サンタ・フェ州、アルゼンチン）で5人兄弟の長男として生まれた。

裕福な両親は政治的に急進派で、

彼は物議を醸すような左翼の著作を読んで育ったが、

友人にはスペイン内戦（1936～39年）後に亡命してきた共和党員の子どももいた。

革命思想を育むには完璧な環境だったと言えるだろう。

（サンタ・フェ州、アルゼンチン）

で5人兄弟の長男として生まれた。裕福な両親は政治的に急進派で、彼は物議を醸すような左
翼の著作を読んで育ったが、友人にはスペイン内戦（1936～39年）後に亡命してきた共和党員
の子どももいた。革命思想を育むには完璧な環境だったと言えるだろう。

偉大になる星の下に。チェ・ゲバラのト
レードマークはベレーとキューバ産葉巻。
彼の言葉「憩いのひととき、一服のタバ
コは孤独な兵士のすばらしい相棒だ」は
有名だ。

エルネスト・ゲバラ・デ・ラ・
セルナ

̶
出生：
1928年6月14日、ロサリオ（アルゼ
ンチン）

̶
配偶者
1. イルダ・ガデーア・アコスタ（1955
～59年婚姻関係）

2. アレイーダ・マルチ・デ・ラ・トー
レ（1959～67年婚姻関係）
̶
子女：
イルダ（1956～95年）
アレイーダ（1960年生）
カミーロ（1962年生）
セリーア（1963年生）
エルネスト（1965年生）
̶
死亡：
1967年10月9日、ラ・イゲーラ（ボ
リビア）

̶
埋葬地:
サンタ・クラーラ（キューバ）

一体、彼らに何が起きた!?
前代未聞! 死体をめぐるミステリー
英国レスターの市営駐車場で見つかったイングラン
ド王リチャードIII世の亡骸。世間の関心を集めた「駐
車場の王」発見事件をきっかけに書かれた本書は、
歴史読み物であり、迷宮入り事件のミステリーでも
ある。
 古今東西28名の名高い（あるいは悪名高い）人物
の生涯や最期の場面を紹介し、遺体が消えた理由、
後に発見された人物に関しては見つかったいきさ
つまで、豊富な図版をつけて詳細に語っていく。
一体、彼らに何が起きたのか？ 
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