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ドイツ現代史研究会 4月例会                    2021年 4月 25日（日）@Zoom 

 

独墺関税同盟計画その後 ―ヴァイマル外交からナチ外交へ― 

北村 厚（神戸学院大学） 

 

はじめに――ヴァイマル外交からナチ外交への断絶性と連続性 

・ ヴァイマル期の国際協調外交→ナチ期の領土拡大政策：外交政策の手段は両極端＝断絶性／外交

目標としてのヴェルサイユ修正・「中欧」経済覇権に一貫性＝連続性 

・ 国際協調（独仏協調）・ヨーロッパ主義・共和国（民主主義）の主導者としてのグスタフ・シュト

レーゼマン：戦後から現在に至る、ナチのネガティブなドイツ・イメージを払しょくするポジテ

ィブなドイツのシンボル 

・ 「1930 年区分論」・・・シュトレーゼマンの死と世界恐慌によってドイツ外交は転換。1931 年

の独墺関税同盟計画（フランスの反対により挫折）はその表れ【Krüger 1985】 

・ 「1930年区分論」批判・・・すでに 1928年から独仏衝突も辞さないヴェルサイユ修正外交が展

開され、国際協調が脅かされていた【Knipping 1987】／シュトレーゼマンの後継外相クルティ

ウスはシュトレーゼマン外交の目標と手法も継承していた【Rödder 1996】／独墺関税同盟計画

もシュトレーゼマン時代から続く「中欧」覇権目標とヨーロッパ主義目標が結合する外交政策を

体現したもので、断絶を示すものではない【北村 2014】 

・ 問題の所在・・・では、いつヴァイマル外交は、国際協調の否定と領土拡大志向の結合というナ

チ外交的な特徴へと転換するのか？／大統領内閣期に急速にナチ的な政策へと移行したのか？

【Graml 2001】 

→独墺関税同盟計画以後のドイツの「中欧」をめぐる外交を分析する必要 

 

1．ドイツの特恵関税協定をめぐる攻防 

(1) 東欧の特恵関税要求 

・ 農業恐慌→世界恐慌による農産物価格の下落と輸出の低落→東欧諸国からの特恵関税要求

（1930年の一連の東欧農業会議、8月のワルシャワ決議） 

・ 国際連盟での協議（1930 年 9 月）・・・非ヨーロッパ諸国とイギリスの反対、フランスの躊躇、

ドイツ・オーストリアの積極支援姿勢（ヨーロッパ連邦への「第二の道」）／独墺＝東欧間の特

恵関税＝中欧特恵関税構想――独墺関税同盟計画はその一部として構想 

(2) ドイツとルーマニア・ハンガリーとの特恵関税協定交渉 

・ 1930 年 11 月ごろから本格化／畜産物の特恵はドイツ農業界の激しい反発で実行不可能→穀物

（小麦、飼料用大麦、トウモロコシ）について特恵関税を準備 

・ ドイツ＝ルーマニア特恵協定（1931年 6 月 27日）、ドイツ＝ハンガリー特恵協定（7 月 18日）

がそれぞれ締結・・・ドイツでの条約発効を待つ 

経済省局長ポッセによる 1931年ドイツ通商政策総括より（1932年 2月 3日） 

「ドイツの財政的・政治的弱体化にもかかわらず、その販売市場としての強さをおろそかにせず、

ブロック化の傾向に対する保護を積極的に行うことだけが、必要である。この方向性で、長期的な
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方針を再開し、ルーマニアとハンガリーとの特恵条約を締結した。この特恵条約は、一方でドイツ、

他方でルーマニア、ハンガリー、ユーゴスラヴィア、ブルガリアとの密接な経済的協力の前段階と

して構想されたし、今もそうである。密接な経済協力体制の締結、発効、構築は、独墺問題の解決

とチェコスロヴァキアのドイツが支配するシステムへの接続をも、自動的に意味する。」（ADAP, 

Bd.19, Nr.234） 

――ルーマニア・ハンガリーとの特恵条約から「中欧」への展望 

※これらの特恵協定は小麦大国であるアメリカの反発で 1932年に挫折したとされる【栗原 1994】

／1931年 11月に一度挫折しており、しかもアメリカが主要因ではない 

(3) アルゼンチンからの反発 

・ 世界四大小麦輸出国＝カナダ、アルゼンチン、オーストラリア、アメリカ（20年代には輸出シェ

ア 8割）→農業恐慌による価格下落・輸出低落／特にヨーロッパ向け輸出が小麦の大半を占める

アルゼンチンが経済危機に 

・ 世界小麦会議の開催：1931年 3月第 1回ローマ、5月第 2回ロンドン：四大輸出国と東欧諸国、

インド、ソ連が参加・・・国際小麦輸出割当が協議されるが、合意できず→そんな中でドイツと

東欧諸国との穀物特恵協定が進展→アルゼンチンの猛反発 

アルゼンチンの反対声明を伝えるドイツ公使フォン・ケラーの電報より（1931年 7月 22日） 

「声明によると、ロンドンの世界小麦会議とジュネーヴでのアルゼンチン代表団は、アルゼンチン

政府が東欧穀物の特恵には賛成せず、アルゼンチンがドイツから享受する最恵国待遇の権利を主張

することになると発表するという。声明は次のように述べている。我々は他国の不利益と引き換え

に利益をもたらすような穀物問題の解決に反対する。我々は現在の条約を引き合いに出し、その不

可侵性を守るためにすべてを動員する。特恵は最恵国待遇に違反する。 

 アルゼンチンの新聞もまた、ヨーロッパの穀物国の特恵に反対した。Prensa 紙は、ヨーロッパ

の穀物供給に向けたヨーロッパ大陸の思想を実現することで、それ自身の生産物だけを消費する状

況に転換すると述べた。独墺関税同盟や南東欧穀物諸国から提案された特恵のようなヨーロッパ諸

国の経済的統合は、非ヨーロッパ諸国にたいして作用する保護主義的現象である。ヨーロッパ諸国

はアルゼンチン穀物のまさに唯一の購入者であり、その敵対的な態度はアルゼンチン穀物経済にと

って大きな危機を作り出す。」（ADAP, Bd.18, Nr.102） 

――1857 年のドイツ・アルゼンチン友好・通商・船舶条約（最恵国待遇を保証）の解約告知を

ちらつかせる 

・ 中欧特恵関税構想（のような経済連合）における最大の障害・・・最恵国待遇対象国の合意／ヨ

ーロッパではほとんど問題にならず、むしろ大国がオタワ帝国特恵のようなブロック化を推進、

独墺関税同盟計画でもその点は問題にならず／「隣国権(Nachbarrecht)」に基づく「最恵国待遇

の例外」論に対する広範な合意の存在（1927 年の世界経済会議以降、リヒャルト・リードルが

熱心に理論化し宣伝） 

――しかしアルゼンチンには通用せず 

枢密顧問官フライヘル・フォン・ライスヴィッツのメモより（1931年 11月 12日） 

「同時に私は彼に次のように述べた。覚書の第 2 節で挙げられた、ルーマニアとハンガリーに認め

られたのと同じ利益を保証すべきとのアルゼンチン政府の主張だが、その小麦の特恵は、最恵国待
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遇の例外であり特定の「隣国(Nachbarstaaten)」のみに与えられるものであると反論した。したが

って例えばアルゼンチンへの特恵の拡大は許されない。しかしそのようなことは、アルゼンチン政

府が賛同をはっきりと拒否してしまったからには、問題にならないことだ。我々は、特恵条約がア

ルゼンチンの賛同なしに実現できるとは考えておらず、おそらくこの条約の成立はまさに、アルゼ

ンチンを筆頭とする最大の利害関係諸国の賛同にかかっている。（ADAP, Bd.19, Nr.52）」 

・ 結果、ドイツ政府はアルゼンチン政府に対し、「我々は 11月 15日に特恵条約を発効させるとい

う意図にもはや固執しない」と公式に伝達。ルーマニア・ハンガリーとの特恵協定の発効は見送

られ、特恵関税構想は一時的に挫折 

 

2．ドナウ連合構想をめぐる攻防 

(1) ドナウ連合構想の登場 

・ ドナウ連合（Donaukonföderation）・・・主にチェコスロヴァキアが音頭を取り、フランスが支

援する旧ハプスブルク継承諸国間の経済連合構想／小協商（チェコ・ルーマニア・ユーゴ）を軸

にオーストリア・ハンガリーを加えるパターン／ドイツ主導の「中欧」を封じ込める意図→経済

連合にドイツは含めない 

・ 独墺関税同盟計画の登場と挫折→フランス・チェコの警戒心／オーストリア金融破綻・東欧経済

危機に対する（独墺関税同盟や中欧特恵関税構想とは異なる）救済策の必要→オーストリアに対

する大規模借款と引き換えにドナウ連合を実現する構想が浮上（1931年 10月） 

ビューロー外務次官の書簡（1931年 10月 3日） 

「ヴィンクラー内相は、信頼できる仲介人を通じて次のように私に述べた。彼はチェコスロヴァキ

アの Spina 大臣から、ベネシュはオーストリア＝ハンガリー＝チェコスロヴァキア経済連携の実

現に全力を挙げて取り組んでいると伝えた。ハンガリーとチェコスロヴァキア間の交渉は既に少し

前から進行中であり、プラハでは、ハンガリーとはオーストリアよりも容易に、「地域的条約シス

テム」を基礎とする合意に達すると期待されている。そのような合意が達成されれば、その後すぐ

にフランスの支持により、オーストリアが参加させられるであろうと。……確かに危険な瞬間があ

る。オーストリアが 2 億 5000万の借款を 10月 16 日以前に得られなければ、オーストリアの通貨

にとって深刻な帰結を招く恐れがある。フランスの一定グループはおそらく、連盟による借款問題

の調整にもかかわらず、原則保証された借款の実際の支払いを新しい脅しの試みと結びつけるとも

くろんでいる。」（ADAP, Bd.19, Nr.50, Anm.1） 

・ ドイツ側の憂慮：外務省リッター局長「オーストリアでもハンガリーでも経済的状況は、救済の

ために藁にもすがるほどである。事態がさらに不利に推移すれば、彼らが望む新しい組み合わせ

が広範な支持を見出す状況にもなりうる」（ADAP, Bd.19, Nr.109） 

→オーストリア側からは、ドイツを排除することへの疑義 

(2) イギリスによるドナウ関税同盟の提案 

ランボルド在独イギリス大使とビューロー外務次官との会談（1932年 1月 19日） 

「イギリス大使は今日私を訪問し、彼の政府から与えられた命令をもとに次のように述べた。オー

ストリアとハンガリーは、大戦後二度目の存亡の危機に直面している。両国が現在、外国借款によ

る以外に生き残ることができないのは明らかである。ヨーロッパの経済構造はこれらによって常に
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脅かされ、耐えられないほどである。問題の唯一の解決方法は、イギリス政府の見立てでは、ドナ

ウ 6 か国の関税同盟である。……ドナウ関税同盟の成立は、第三者のイニシアティヴを前提として

おり、イギリスはそれに関与する国として、ドナウ 6 か国の関税同盟の可能性を検討するようにヨ

ーロッパ委員会に提案するという形で進める準備がある。イギリス政府はドイツ政府にその提案へ

の支持を求める。」（ADAP, Bd.19, Nr.195） 

・ ドナウ 6か国の関税同盟構想：チェコ・オーストリア・ハンガリー・ルーマニア・ユーゴスラヴ

ィア・ブルガリア／在プラハ公使コッホの見立て：イギリスの提案の背後にはフランスがある 

・ リッター局長「世界市場配分の現在の状況と将来の発展に鑑みると、我々は、ドイツの特に東欧

に対する輸出に発展可能性を見出している。……ドイツの領土はドイツ国民（Volk）にとってい

ずれにせよ狭く、それ以上の発展可能性を与えてくれない。これらの諸国の関税同盟はドイツ国

民の経済的存在基盤をさらに制限するものである。したがってドイツは、その存在基盤を決定的

に損なう計画を支持しないであろう。」（Ebenda, Anm.2） 

・ 在墺ドイツ公使リート「その種の拡大されたドナウ連合の実行はアンシュルス政策の終焉であり、

オーストリア外交政策におけるドイツ路線の終焉を意味する。そうした計画に乗ることはすでに、

その最終的な実行可能性がわずかであると判断されるとしても、危険である。」（ADAP, Bd.19, 

Nr.207） 

――イギリスのドナウ関税同盟構想に対して、ドイツ側は「中欧」と将来的なアンシュルスの障

害になるがゆえに反発 

・ ドイツ政府の回答（1932 年 1 月 26 日にビューローが作成し、2 月 2 日にイギリス大使に伝達） 

「ドイツを抜きにしたドナウ諸国の経済統合は、したがって、これらの諸国がドイツに対抗するた

めの統合に等しい。ドイツ政府は常に、より大きな経済単位の創設が、ヨーロッパ経済の緊急事態

に対処するための最も有望な手段の一つであると主張してきた。……農産物を十分に受け入れるこ

とができる工業地帯をさらに含めることによってのみ、南東ヨーロッパの農業危機の真の解決への

希望を生み出し、オーストリアの農業を確実に破滅から救うことができる均衡を生み出すことがで

きるのである。ドイツの経済圏ほど、この均衡を作り出すのに適した、また自然から求められてい

る経済圏はないことは明らかであり、誰もそれを否定することはできない。ドイツ政府は、本日、

ドナウ諸国との間で、個別にあるいは共同で、特恵条約に基づく、あるいは関税同盟に基づく経済

統合のための交渉を開始する用意があることを宣言する。しかし、ドイツ政府は、利害関係のある

他の大国との合意があって初めて、見通しを持ってこの方法を進め、成功させることができると明

言している」（AdR Brüning, Bd.3, Nr.693, Anm.2） 

――独墺関税同盟計画後、ドイツを除外するドナウ連合構想が、英・仏・チェコを中心に加速／

第 2 次ブリューニング内閣はこれに反発／ドナウ諸国の救済はその最大の農業輸入国であるド

イツが参加しなければ機能しないという論理 

(3) タルデュー計画の登場 

・ フランス首相タルデューによるドナウ諸国救済計画（1932年 3月 2日）・・・ブルガリアを除く

ドナウ 5 カ国の特恵関税システム＋フランス中心の借款供与＋ドイツがドナウ諸国からの農産

物に優遇措置 ※特恵はあくまでドナウ 5カ国のみ。ドイツにとっては一方的優遇措置によって

不利益を被る 
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・ 1931 年末、小協商のブロックを補完するべく、フランスはハンガリー、ユーゴスラヴィアとの

特恵条約を締結→タルデュー計画の布石→アルゼンチンが反発するも、フランスは特恵条約を発

効させる行動の自由があると主張→これを受け、ドイツも再びルーマニア・ハンガリーとの特恵

条約を発効させる動き、さらにブルガリア、ユーゴスラヴィアとも特恵交渉開始 

リッター局長から在ブエノスアイレス公使への書簡（1932年 3月 29日） 

「フランス首相タルデューのドナウ連合に関する提案によって、我々のドナウ穀物特恵の計画は多

くのこれまでよりも今日的な利害を持つことになった。我々はこれまで、少なくともアルゼンチン

の黙認なしには特恵条約を実行できないという立場にあり、このことをバルカン諸国にも貫徹して

きたが、我々は今や、アルゼンチンが万一反発するようなことがあっても、これを無視せざるを得

ない。穀物特恵の保証はタルデューのドナウ計画に対抗する最強の切り札である。よって私はあな

たに、我々が特恵をアルゼンチンの抵抗に反してでも導入するために、さらなる協議を行うように

依頼する。」（ADAP, Bd.20, Nr.32） 

――タルデュー計画への反発により、アルゼンチンの反発を無視した「中欧」特恵への道が再開 

・ ドナウ問題に関するロンドン四カ国会議（1932年 4月 6～8日）：イギリス、フランス、ドイツ、

イタリアの代表が参加→決裂：フランスのタルデュー計画賛美、イギリスの追従、イタリアはフ

ランスの提案を拒否（ビューローの印象）→タルデュー計画は立ち消えに 

・ ジュネーヴ軍縮会議に出席していたブリューニング、ベネシュと会談 

ブリューニング・ベネシュ会談より（1932年 4月 26日） 

「今朝ベネシュが私を訪問した。……ドナウ問題について彼は、経済的ドナウ連合をヨーロッパ経

済問題解決のための端緒にするという彼の考えを強調した。私は、我々は同じ考えをオーストリア

との関税同盟の際に掲げ、そこで我々はこの方法を考えてはいけないという大きな経験を得たのだ

が、と示唆した。……ベネシュは、彼はドイツに対して全くオープンにしていると強調した。彼は

1929 年にフォン・シューベルトにこうした方向での彼の見解を表明し、今日もまた保持した。彼

は意見交換が継続されるなら喜ばしいと述べた。私は、ベネシュが会談を終わる際に上記の意味で

の経済問題の大ヨーロッパ的解決の思想に感銘を受けているような印象を持った。」（ADAP, 

Bd.20, Nr.68） 

――ブリューニングは、独墺関税同盟計画における「中欧からヨーロッパへの拡大」という展望

を、この時点でも意識しており、ドナウ経済問題の「大ヨーロッパ的解決」への道を志向 

 

3．パーペン期における独仏協調とドナウ問題の前進 

(1) アメリカの役割 

・ ルーマニア・ハンガリーとの特恵協定へのアメリカの反対（1932年 5月 28日）――サケット駐

独大使からビューローに覚書「大使は、アメリカはフランスとの間に最恵国待遇に基づく通商条

約を結んでおらず、この問題におけるアメリカの唯一の関心事は最恵国待遇の原則を維持するこ

とである…と述べた」（ADAP, Bd.20, Nr.100） 

――では、アメリカの反対は中欧特恵構想の挫折を意味したのだろうか？ 

リッター局長によるアメリカ覚書の分析（1932年 6月 7日） 

「覚書の内容について、ハンガリー・ルーマニアとの特恵協定の発効に対して合衆国の最恵国待遇
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権をもとに提示された異議を度外視すれば、全般的な意味で 2点が特に重要である。一つは、合衆

国政府は全ヨーロッパに関する包括的な計画が合衆国の条約上の権利を制限することになったと

しても、そのような計画に共感を抱くであろうという告知である。そのことは、こうした特恵協定

が広域圏におけるヨーロッパ経済の再建への計画の一部を意味するのであれば、合衆国はヨーロッ

パ諸国の特恵協定に賛成することを約束するのだと理解できる。ノートの第二点は特に重要であ

る。すなわち、アメリカ政府は、関係諸国のそのような計画はドイツ政府を含めて提示されなけれ

ばならないことを条件にしたのである。合衆国政府がこの発言によってドナウ地域に関する対立に

おけるドイツの地位を強化するつもりなのかどうかは、分からない。いずれにせよこの発言はこの

意味で理解できるし、場合によっては効力を持ちうる。 

 これを受けて、ドイツが南東欧農業諸国個々との特恵協定においてすでに取り組んだ、ドナウ諸

国の再生のための提案は一定程度遅れることが見込まれるとしても、それは他方で、ヨーロッパ経

済のための包括的な再建計画の枠内でのヨーロッパ特恵の原則的可能性の見込みに関して、疑いな

く喜ばしい一歩である。」（ADAP, Bd.20, Nr.116） 

――ドイツは、アメリカは本質的には中欧の特恵関税構想に反対していないと判断 

→「全ヨーロッパ」の枠組みでドナウ諸国の集団的特恵条約を建設する方針 

(2) ローザンヌ会議と独仏関税同盟構想 

・ 6 月 16 日～7 月 9 日、賠償問題の解決に向けたローザンヌ会議の開催→ドイツは事実上賠償支

払いを免除／ブリューニング～パーペンによる平和的ヴェルサイユ修正外交の成果 

・ 新首相パーペン、新首相エリオとパートナー関係模索→独仏軍事同盟を提案：アイク【1989】は

これを「いかに構想は雄大であろうとも、ドイツ国内の政治的地位をめぐる絶望的な闘争におい

て、応急手段としてこの構想を利用しようとするのは無理」であり、「何の根拠もなく架空のも

の」だったと切り捨てる／実は軍事同盟は「独仏関税同盟」の構想と同時に提案 

ローザンヌでのパーペン・エリオ会談（1932年 6月 29日） 

「ドイツ政府は、フランスとドイツ間にある障害を取り除こうとするあなたの努力を非常に真剣に

考えていると述べた。その証として私は、我々がこの問題についてどの程度踏み込めんだ決定をで

きるか述べたい。我々にはフランスとの関税同盟の準備がある。それは両国にとって大きな利益を

もたらす。そして安全保障の分野においても、私の考えでは、独仏の軍事同盟以上に大きな誠実さ

の証明をもたらすことができるものはない。この同盟はどこかに対する攻撃的な性質を必要とせ

ず、参謀本部間の意見・認識交換だけで実現できる。両国においてそれを超えて現状に関する安全

の感情をもたらす。そのような同盟の前提条件はもちろん私からも何度も求めている、平等の確保

である。 

 エリオは、関税同盟の計画は非常に興味深いと答えた。彼はそれを閣僚会議に報告するが、我々

がさらに追求するかどうか尋ねた。」（ADAP, Bd.20, Nr.174） 

――フランス側が真剣に受け取り、両国間の協議の対象になりえたのは独仏関税同盟／6 月 17

日のリッター局長・クロンドル仏外務省局長間の協議でも、「最も長く議論されたのは、独仏関

税同盟の可能性と実現性」で、フランス側が熱心だったという（ADAP, Bd.20, Nr.146） 

・ 独仏協調の舞台としてのローザンヌ会議――シュトレーゼマン外交における独仏協調の舞台と

してのロカルノ会議のようになりえた？ 
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(3) ドナウ特恵条約の成立 

・ もう一つのローザンヌ会議・・・ドナウ特恵関税問題に関する協議 

ローザンヌでのリッターと仏代表団との会談（1932年 6月 18日） 

「諸氏は私に、ヨーロッパにおける農業生産物の価格を引き上げるにはどうしたらよいと考える

か、質問を向けた。私は、依然として関税特恵以外に別の可能性はないと思うと答えた。諸氏もま

た別の可能性はないという返答だった。我々はその後、現在の特恵の状況と諸氏が一番関心を持っ

ているアメリカの覚書について短く話した。彼らはその際、この間に発効するヨーロッパ穀物輸出

国向けのフランスの特恵にはほとんど何の価値もないと認めた。彼らは、穀物特恵思想の実行のた

めには、インパクトがあり全般的な形式が用いられなければならないと述べた。それは穀物関税保

護を設ける全てのヨーロッパ諸国とヨーロッパ穀物輸出国間の集団的条約でなければならない。そ

のような集団的条約は二国間の条約群よりも大きな政治的突破力を持っている。それとオーストリ

アのための、おそらくドナウ諸国間の特別協定が結び付けられるのであれば、それは、もっと早く

実現できるだろう。私はそのような集団的条約は世界経済会議で締結されうると述べた。諸氏はそ

れに対して、いや、今すぐに着手すべきであり、おそらくそれはローザンヌ会議の間になされうる

のだと答えた。欠けている諸国を招待する必要がある。」（Ebenda） 

――集団的ドナウ特恵条約への独仏の共同歩調がローザンヌで急速に進む・・・要因①独仏協調

の雰囲気（独仏関税同盟を全ヨーロッパ的特恵体制の中軸にする？）、②アメリカ覚書における

全ヨーロッパ的解決の推奨（アメリカの賛同により最恵国待遇を度外視できる） 

・ ローザンヌ会議後の 7月 21日にクロンドル仏代表が会議の成果として、「中・東欧諸国における

穀物価格の引き上げに関する集団的条約のための草案」を各国に送付（ADAP, Bd.20, Nr.175） 

①ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、チェコスロヴァキアが、ハンガリー、ルーマニ

ア、ユーゴスラヴィア、ブルガリアに対して穀物特恵関税を保証する 

②特恵の対象となる穀物：小麦、飼料用大麦、トウモロコシ――輸出量は割当制 

③国際連盟事務局内に条約実行のための委員会を設置 

 

おわりに 

・ ドナウ特恵条約は、①ドイツを含む特恵関税システムという意味でドナウ連合思想を否定（独墺関

税同盟計画から一貫したドイツの中欧特恵関税構想の結実）／②フランスを含む特恵である点で、

独仏協調の成果であり、③全ヨーロッパ規模という点でパン・ヨーロッパ的成果とも言える 

――目的・手段の両面におけるシュトレーゼマンからの連続性／クルティウス～ブリューニング外

交において後退した独仏協調がパーペン期に復活 

・ ドナウ特恵条約はなぜ可能であったのか？・・・グローバルな要因：アルゼンチンによる個別特恵条

約への反対／アメリカによる集団的条約の黙認 

・ やはり外交的転換において決定的なのはヒトラー政権成立であり、ヴァイマル期には国際協調によ

るヴェルサイユ修正追求が持続していたのか？――シュライヒャー期・ヒトラー初期の分析が必要 
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