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農民解放に関連する請願書をフランクフル トの ドイツ立憲国民議会に提出したザク

セソの集落は,Wigard1848を整理すれば,次の通 りである (整理番号の次は集落数,

括弧内は Wigardのペ-ジ数,その請願書 [Pet.-Petition]番号を示す).この場合,

集落の多くが ｢自治体｣とされ,｢農村｣は少なく,｢都市｣はない.集落の性格 (自治

体 ･都市 ･農村)に関する記載を欠くものも,幾つかあるが,ここでは立ち入らない.

(1) 71(Bd.4,S.2390-91,Pet.Nr,1) (2) 18(Bd.4,S.2391,Pet.Nr.2)

(3) 15(Bd.4,S.2391,Pet.Nr.3) (4) 2 (Bd.4,S.2391,Pet.Nr.4)

(5) 1 (Bd.4,S.2391,Pet.Nr,5) (6) 3 (Bd.4,S.2391,Pet.Nr.6)

(7) 54(Bd.4,S.2391,Pet.Nr.7) (8) 8 (Bd.4,S.2391,Pet.Nr.8)

(9) 5 (Bd.4,S.2391,Pet.Nr,9) (10) 2 (Bd.4,S.2391,Pet,Nr.10)

(ll) 1 (Bd.4,S.2391,Pet.Nr.ll) (lZ) 2 (Bd.4,S.2392,Pet.Nr,12)

(13) 6 (Bd.4,S.2392,Pet.Nr.13) (14) 4 (Bd.4,S.2392,Pet.Nr.14)
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(15) 1(Bd.4,S.2392,Pet.Nr.15)

(17) 8 (Bd.4,S.2392,Pet.Nr.17)

(19 2 (Bd.7,S.4923,Pet.Nr.1)

(21) 2 (Bd,7,S.4923,Pet.Nr.3)

C23) 1(Bd,1,S.161,Pet.Nr.8)

鍋 1(Bd.1,S.161,Pet.NrlO)

CZ7) 1(Bd1,S.161,Pet.Nr.12)

を⑳ 2 (Bd1,S.161,Pet.Nr.14)

(3D 1(Bd1,S.161,Pet,Nr.16)

(16) 6 (Bd.4,S.2392,Pet.Nr.16)

(18) 1(Bd.4,S.2392,Pet.Nr.18)

をQ)29(Bd.7,S.4923,Pet.Nr.2)

鋤 1(Bd.1,S.161,Pet.Nr.7)

糾 1(Bd.1,S.161,Pet.Nr.9)

C26) 2 (Bd.1,S.161,Pet.Nr.ll)

628) 1(Bd.1,S.161,Pet.Nr.13)

(30) 2 (Bd,1,S.161,Pet.Nr.15)

(32) 2 (Bd,1,S.161,Pet.Nr.17)

これから我々は,合わせて32通の請阪書が合計256の自治体から提出された(1)ことを

知 りうる.

Wigard1848は,上記の整理番号(1),(7)と¢0)を除いて,自治体名を示しているので,

それを列挙してみよう.各項末尾の ()の記述は,ザクセンの地名録 HOS等に基づ

いて私が補正したものである.ザクセンには同名の集落が多いために,私はこれらす

べての自治体を特定することはできなかった.また,ある自治体 (農村自治体および

都市)と,別の自治体の部分集落とが同名である場合も,しばしば見られる.そのよう

な集落を私は便宜上,自治体の部分集落ではなく,自治体と見なした.更に,地名録に

兄いだせない集落は不明とした.

(2) 18二二[1]Braunsdorfb.Ponig,[2】Rohrbachb.Grimma,[3]Berwitz,[4]

Dernsdorfb.Lichtenstein,[5]Knaudtmannsdorf,[6]Noschkowitz,[7]Costewitz,[8]

Eulau,[9]Trautzschen,【10]EIstertrebnitz,【11]Tannewitz,t121Greitschutz,[13]

Knautkleeberg,[14]Walddorfb.Lobau,[151Kattnitz,[16]Wittgensdorfb.

Chemnitz,[17]Liptitz,[18]Mannewitz- ([3]Berwitzは Oderwitz,[41Dernsdorf

b.Lichtensteinは Bernsdorf,[5]Knaudtmannsdorfは Knautnaundorfであろう,

尚,[1]の b.Ponigは Penigである)

(3) 15-ll]Mohsdorf,[2]Bruchheim,[3]Kolka,[4]Osta,[5]Obergrafenhain,[6]

Wichersdorf,[7]Kahnsdorf,[8]Mutzscheroda,[9]Wenigossa,[10]Breitenborn,[11]
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Karlsdorf,t12]Seifersdorf,[131Daulitzschb,RechrltZ,[141GroL3zschepab.Wurzen,

[15]Oeltzschab.Leipzig～ ([6]Wichersdorfは Wickersdorf,[8]Mutzscherodaは

Mutzscherode,[13]Daulitzschb.Rechlitzは Dolitzschb,Rochlitz,[151Oeltzschab.

Leipzigは Oetzschであろう.[11]Karlsdorfは Rothnauf51itz村の一部である.[4]

Ostaは不明である)

(4) 2-[1]Oberfrohna,[2]Roda

(5) 1-[1】Markenstatt- (これは Markranstadtであろう)

(6) 3- [l]Groitzsch,【2]Halbrucke,[3]Juttendorf- ([2]Halbrucke は

Halsbrucke,[3]Juttendorfは Tuttendorfであろう)

(8) 8-[11Heyersdorf,[2]Holsdorf,[3]Mohsdorf,[4]Burkersdorf,[5]Gopersdorf,

[6]Taura,[7]Mulau,[8]Hartmannsdorf- ([2]Holsdorfは Helsdorf,[7]Mulauは

Muhlauであろう.【1]Heyersdorfは Heiersdorfであるかもしれない)

(9) 5-[1]Hagenest,[2]Oberlangenhunsdorf,[3]Niederlangenhunsdorf,[4]

Ramsdorf,[5]Wildehain- ([5]Wildehainは Wildenhainであろう)

(10) 2-[1]Wernsdorf,[2]Schleuzig- ([2]Schleuzigは SchleulSigであろう)

(lD 1-[1]Schonberg

(12) 2-[1]MLllsen,[2]St.Niclas- (これは 2相ではな く, 1村 MiilsenSt.

Niclasであろう)

(13) 6-ll]Oberplanitz,[2]Niederplanitz,[3]Rotmannsdorf,[4]Wilkau,[5]

Vogtsgrun,[6]Cainsdorf- ([3]Rotmannsdorfは Rottmannsdorf,【51Vogtsgrunは

Voigtsgrunであろう)

(14) 4-[1]Stocken,[2]Trinzig,【3]Waldhauserb.Trinzig,[4]Wolframsdorf-

([1]Stockenは St6cken,t2]Trinzigは Trunzigであろう.[3]の b,Trinzigも同じ

である.[4]Wolframsdorfは Dippoldiswalde市 の一部 であるが ,Wolframsdorfer

Waldhauserであれば,す ぐ前の [31と同 じ村を指す)

(15) 1-[1]MulsenSt.Jacob

(10 6-[1]Schlunzig,[2]Niedermulsen,[3]Waldsachsen,[41Thurm b.Glaugau,
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[5】Wolms,[6]S.Micheln-- ([5]WolmSは Wulm,[61S.Michelnは MulsenSt.

Michelnであろう.尚,[4]の b.Glaugauは Glauchauである)

qD 8-[1]Auerwalde,[2]Braunsdorf,[3]Ebersdorf,[4]Garnsdorf,[5]Niederlichte-

nau,[6]Ottendorf,[7】Ortelsdorf,[8]Marzdorf- ([8]Marzdorfは Merzdorfであ

ろう)

(1@ 1-ll]Crostwitz

(1g) 2-ll]Langenhennersdorf,[21Bohra

の) 2-[11Toberitz,[2】Schwanau- (BAF,51/175,Pet.Nr.3455によれば [1]

Toberitzは Tobertitz,[2】Schwanauは Schwandである)

C22) 1-【1]Glauchau

G23) 1-[1]Berthelsdorf

朗 1-[1]St.Aegidien- (これは St.Egidienであろう)

個 1-[1]Oberschiedmaas- (これは Oberschindmaasであろう)

GZG) 2-[1】Albertsthal,[2]Rothenbach

CZ6) 1-【1]Tettau

鍋 1-[1]Grumbach

G!g) 2-[1]Niederlungwitz,[2]Lobsdorf

(30) 2-[1]Reinholdsheim,[2]Kleinbernsdorf- ([1]Reinholdsheim は Rein-

holdsheinであろう)

(31) 1-[1]Remse

鋤 2-[HDemcheritz,[2]Seifertitz- ([11Demcheritzは Dennheritzであろう)

Wigard1848が自治体名を明示していない上記(1),(7)とC20)Kついて,連邦文書館フラ

ンクフル 7.分館所蔵の請願書原本を見る.

先ず,(1)は BAF51/170,PetitionNr.234である.71-[1]Ponitzb.Taucha,[2]

Lindenthal,[3]Gobschelwitz,[4]G6sau FrankenhauserRittergutsantheils b.

Crimmitzschau, [5] Niedergrunberg Frankenhauser Rittergutsantheils b.

Crimmitzschau,[6]ObergrunbergunterdasRittergutFrankenhausen,m Kummer

-158-



弁護士 H.グライヒェン執筆の1848年 ドイツ国民議会宛て請願書 (2) 343

unterdasRittergutFrankenhausen,[8]Tempel(RittergutFrankenhausen),【91

Frankenhausen(RittergutFrankenhausen),[10]Gosel(RittergutFrankenhausen),

[11]HeyersdorfWeiLSbachschen Ritterguths-Antheils,[12]SchbnhaidaWeiLSbach-

schenRitterguths-Antheils,[13]HeyersdorfFrankenhausenerGerichtsantheils,【14]

RudelswaldeFrankenhausenerGerichtsantheils,[15]HeyersdorfFrankenhauser

RittergutsErb-Gerichts-undSchmollaischerRathskassenlehn-Antheils,[16]Z6pen

b.Borna,[17]ZopendiekleineGemeinde,[181Lutzschena,[19]Gestewitzb.

Borna,[20]Leitelshainb.Crimmitzschau,【21]Crimmitzschau,[221Wahlen,[23]

Threna,[24]Altenhainb.Grimma,[25]Wellerswaldeb,Oschatz,[26]Bucha,[27]

Liebschutz,[28]Klotitz,[29]LeiL3nitz,[30]Kleinbdhla,[31] Gaunitz,[32]

GroBwiederitzsch,[33]Waldkirchenb.Reichenbach,[34]Stenn,[35]Hirschfeld,

【36] Lambzig,[37] Christgr血,[38]Reimersgrun,[39] Schneidenbach, [401

Foschenroda,[41]Brockau,[42]Scholas,[431Lohsa,[44]Gorschnitz,[45]Pohl,[46]

Herlasgrtln,[47]Limbach,[48]Unterlimbach,[49]Muhlwand,[50]Buchwald,[511

Pechtelsgrun,[52]Plohn,【531Abhorn,[54】Unterhainsdorf,[55]Kleingera,[56]

Gospersgrun,[57]Sch6nbrunn,【58]Roitzschau,[5910berheinsdorf,[60]NoL3witz,

[611Tremmnitz,[62]D6hlen,[63]RuLSenb.Pegau,[64]GroLSbohla,[65]Wiederau,

[66]Kleindalzig,【67]GroLSdalzigMausitzerAntheils,[68]Tellschutz(Mausitz),[69]

Kohra,[70]Niederwiesa,[71]Oberwiesa- ([81Tempel(RittergutFrankenhausen)

は Tempe1-Frankenhausen,[12]Schonhaidaは Sch6nheide,[21]Crimmitzschau

は Crimmitschau,[43]Lohsaは Losa,[54]Unterhainsdorfは Unterheinsdorfであろ

ラ.[4],[20]などの b.Crimmitzschauも上記 [21]と同じである.[49]Miihlwandは

Limbach村の一部である.[29]LeiL3nitzは Potschappel村の一部であるが ,

Leisnitzならば,独立の村である.[7]Kummer,lll]HeyersdorfWeiL3bachschen

Ritterguths-Antheils,[48]Unterlimbach(pp.162-163参照)と [58]Roitzschauは不明

である.その中,[7]Kummerは,前の集落と続けて,ObergrtlnbergmitKummerと

記載されている.この記載方式から見て,Kummerは前者の村の一部と考えられる.)

-159-



344

次に,(7)は BAF51/170,PeLNr､665である.54-[liAbtei-Oberlungwitz,[2]

AltstadトWaldenburg,[3]Bertholdsdorf,[4]ClauLSnitzunterm AmteWechselburg,

[51Crotenlaide,【61Diethensdorf,[71Dittmannsdorf,[8]Durrenuhlsdorf,[9]

Ebersbach,[10]Eichlaide,[111Falken,[12]Franken,[13】Friedrichsgrun,[14]

GaLSnitz,[15]Gersdorf,[16]Grumbach,[17]Hartha,[18]Hartensdorf,[19]

Heinrichsort,[20]Hermsdorf,【21]Kauritz,[22]Kuhschnappel,[23]Langenberg,

[24]Langenchursdorf,[25]Lunzenau,[26】Markersdorf,[27]MeuLSenb.Wechsel-

burg,[28]Neud6rfel,[29] Niederelsdorf, [30] Nobeln,[311 0berdorf,[321

0bergotzenthal,[33]Oberlungwitz,[34]Oberwinkel,【35]Ortsmannsdorf,[36]

01snitz,[37]Ortelshain,[38】Pfaffroda,【39]Reichenbach,[40]Reinsdorf,〔411

RuLSdorfb.Lichtenstein,【421Rollingshain,[43]Schlaisdorf,[44]Schwaben,[45]

Seitenhaれ [461Stein mit Rabenberg,[47] Tettau, [48] Tirschhaim, [491

Topfseifersdorf,[50]Ursprung,[51]Weisbach,[52]Wickersdorf,[53]Wiederau,

r541Wunschendorf- ([3]Bertholdsdorf は Bertheldsdorf,[14]Ga13nitz は

Gahsnitz,[21]Kauritzは Cauritz,[27]MeuL3enb.Wechselburgは Meusen,[32]

Obergotzenthalは G6tzenthal,[36]01snitzは Oelsnitz,[41]RiiL3dorfb.Lichtenstein

は Riisdorf,[511Weisbachは WeiBbachであろう)

更に,CZO)(ま,BAF51/174,Pet.Nr.3302である.29-[1]Reuth,[2]Kloschwitz,[3]

MiL31areuth,t41Ruderitz,t5]Grobau,【6]Dehles,【7]Kemnitz,t8]Krostau,t9]

Krebes,[10]Leubnitz,[11]Reinhardtswalde,[12】Gutenfurst,【13]RoL3nitz,[141

Thierbach,[15]Drochaus,[16]Oberpirk,[17]Lobenneukirchen,[18]Kleinzobern,

[19]GroL5zobern,[20]Dechengriin,[21]BloL3enberg,[22]Wiedersberg,[23】

Ebersberg,[24]Untertriebel,[25]Berglas,[26]Dr6da,[27]Heinrichsgrun,[28】

Ramoldsreuth,[291Engelhardtsgriin,[301Schonberg- ([81Krostauは Krostau,

[19】GrofSzobernは GroL3Z6bern,[21]BloL3enbergは Blosenbergであろう.自治体数

は29ではなく,30である)

以上から,自治体数は,少なくとも(1分で1減少,¢0)で 1増加して,256(2)となるであ
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ろう.

これら32通の論駁書の数に関して,国民議会の国民経済委員会は,合計208自治体か

らの上記(1)-(18)を示して,｢ザクセン王国からの請願書は最も多数である(3)｣,と評価

している,

Zeise1965によれば,国民議会への反封建的請願書は,ザクセン王国から最も多数提

出された.257(ママ)集落からの33通 (ママ)である.(注.国民経済委員会は208集

落からの18通を数えているだけである.Wigard,Bd.1,S.161の11通 [GZZト(3診,およ

び,Bd.7,S.4923の3通(1g)一位虹一 松尾]は計算されていない.)(4)

これらの請願書の請願内容を見ると,Zeise1965によれば,シェーンブルク家所領の

67自治体,3554人からの3通の請願書 ((7)-(9)- 松尾)は,レーニン制と封建的諸負

担の無償廃止を要求した(5).また,17自治体の4通の請願書 (43)-(1母一 松尾)は,封

建的諸負担の補償金額はこの権利の純益の半分を越えてはならないこと,この原則

は,既に終了した償却にも,事後的に適用されるべきことを要求 した(6),更に,108

(私の計算では110)自治体の3202人は,ライブツィヒの弁護士-インリヒ ･グライ

ヒェソ起草の同文の請願書 6通 ((1ト (6)- 松尾)を提出した(7).後から34自治体の

4通の請願書 [既に注記したように,私は(1g)-但1)の33自治体の3通と考える]がグラ

イヒェンの請願書に付け加わった(8),確かに,qg)-CZDの原本は BAFの51/174,

Pet.Nr.2396と51/174,Pet.Nr.3302および51/175,Pet.Nr.3455であって,それらはグ

ライヒェソ起草の請願書である.

(注)

(1)Wigard1848,Bd.7,S.4923,Pet､Nr.4はザクセン王国ではなく,ザクセン･ゴータか

らの請願書である.

(2)この中には都市4が含まれる.(1)【21]Crimmitschau,(5)[1】Markranstadt,(7)[25]

Lunzenauとな2)ll]Glauchauである.この中,グラウヒャウとルソツェナウは,シェー

ンブルク家所領にあり,領主-の従属性が高いと考えられる都市である.マルクラン

シュテットは,実質上,管区所属都市であろう.クリミッチャウは,｢ザクセンの都市の

中で最も奇妙な裁判制度｣の下にあるが,封臣所属都市と見なされうる.しかし,同市

は,都市自治体法公布後の1841年になって,旧来の葡邦君主直属都市と同等のものに昇
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格した.後 2者については,松尾 1994(a),p.351;松尾 1994(b),pp.375-376を参照.こ

の他に,同名であるために,農村か都市か不明の4自治体が含まれるけれども,ここで

は立ち入らない.更に,Wickersdorfは(3)[61と(7)[52]にある.Berthelsdorfは(7)

[3]と¢3)ll]にある.(1)の [16]Zopenb,Bornaと[17]ZopendiekleineGemeinde,お

よび,(1)の [13]HeyersdorfFrankenhausenerGerichtsantheilsと [15]Heyersdorf

FrankenhauserRittergutsErb-Gerichts-undSchmollaischerRathskassenlehn-An-

theilsは,自治体として見れば,それぞれ 1村であろう.その解釈が正しいならば,自

治体数は4減少する.

(3)Wigard1848,Bd4,S,2390

(4)Zeise1965,S.197.

(5)ZelSe1965,S.197Vgl.Wigard1848,Bd.4,S.2391;柳津 1974,p.174.尚,

Wigard1848,Bd.1,S161の11通 [鋤-(32)- 松尾]もシェーンブルク家所領から提出

された.Zeise1965,S.197

(6)Zeise1965,S.198.Vgl.Wigard1848,Bd.4,S.2392:柳浮 1974,pp.175176.

(7)Zeise1965,S.197.Vgl.Wigard1848,Bd4,S.2390;Bd.7,S.4923;柳揮 1974,

pp.172-174.

(8)Zeise1965,S.197.更に,柳揮 1974,p.177を参照.

(4) 2騎士領所属の村落からの請願書

この256自治体の中に,南部の騎士領プルシェンシュタイン,西都の同 リンバ ツ-と

北部の同ヴィ-デ ローダに所属す る自治体が含 まれるか.(2)の18村請願書の [17]

Liptitzと [18]Mannewitzおよび(4)の2相請願書の [1]Oberfrohna,の3村がそ うで

あ り,前 2相は騎士領ヴィ-デローダに,後者は同 リンパ ッ-に所属す る.尚,(1)

[471の Limbachについては以下の点が考慮されるべきである.この集落の場合,署名

欄で 【47]Limbach,[48]Unterlimbach,[491Miihlwandの 3集落がまとめられ,1人の

代表者とその ｢同僚90人｣が記されている.そこで,隣接する3集落の所在を,地誌で

見てみる.先ず,HOSは,ウソクーリンバ ッハを示さず(I),ミュールヴァソ トを,既

述のように, トロイエソ市近郊の村 リンバ ツ- (当時プラウエソ管区)の一部 として

いる(2'.次に,NOS1837(3)では,Limbach,Obe,-undNieder-(Muhlwandを含む)
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(プラウェソ管区),と記されている.つまり,上記 3集落は 1自治体であった,更

に,Schumann1825(4)では,ウソタ-リンパッ-はプラウェソ管区の村で,.)ソバッ

-教区に属する,とされている.以上の3資料から,このリンパッ-は,本稿の対象と

なりうる,騎士領 リンパッ-所属のリンパッ-村 (当時ケムニッツ管区)ではない,漢

た,(7)の[4]ClauLSnitzuntermAmteWechselburgは,騎士領プルシェンシュタイン

所属のクラウスニッツ村 Clausnitz(フライベルク管区)とは異なる.

ここで,上記した,リブティッツとマネヴィッツを含む18村請麻書(1),および,オー

バーフローナを含む2村請願書(2),の原本を見てみよう.

(1) 1848年 6月24日付け18村請願書(5)を私は次のように解読する.

(Bl.114)AndieHoheDeutscheNational-VersammlungzuFrankfurta/M.

DieYondenBewohnernsehrvielerDorfschaftendesKonigreichsSachsenwegen

AufhebungdesgesammtenLehnwesensundAbschaffungderFeudallastenandie

VertreterdesdeutschenVolkszuFrankfurta/Mリunterm 18.Ma主d.J.gerichtete

undderHohenNationalversammlungdurchEinenderVertreterdesgenannten

Konigreichs,HerrnDr.Joseph,AnfangsdiesesMonatsuber-

(Bl.114b)reichte Petition,istauch uns,den gehorsamst unterzeichneten

BewohnernYon18DorferndiesesKt)nigreichsbekanntgeworden.Nachdem wir

nunderenlnhaltunserenAnsichten,MeinungenundWunschendurchgehends

entsprechendgefunden,habenwirunseinmutig entschlossen,dergedachten

Petitionbeizutretenundsolcheihrem ganzenlnhaltemach,zuderunserigenzu

machen,weshalbwirdennauchdenVerfasserderselben,Conzipientendieses,

ebenfallsmitdenurschriftlichangebogenenVollmachtenversehenhaben.

Indem derHohenNationalversammlungwirdiesessubmissanzuzeigennicht

unterlassen,wollenwirunsaufdiesePetitionunterBeilegungeinesgedruckten

Exemplarsderselben,derKurze halber,hierdurch ausdrucklich beziehen und

verbindendamitdieganzgehorsamsteBitte:

HoheNationalversammlungwolledieAbhulfederindiese一
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(Bl.115)PetitionaufgestelltenundbegrundetenBeschwerden,durchallgemein-

verbindlicheGesetzeauszusprechenhochgeneigtgeruhen.

DiewiringroLSterVerehrungbeharren1.Braunsdorfbe主Penig,2...,17.Liptitz

und18,Mannewitz,den24.Juni1848.

これを訳出すると,ほぼ次の通 りである.尚,頻出する尊敬語と謙譲語は本稿で訳

出されず,･･-で示される.

･･-フランクフルT.･アム･マイソのドイツ国民議会-

レーニン制度全体の廃止と封建的諸負担の廃棄に関して,ザクセン王国の非常に多

数の村落によって,5月18日付けでドイツ国民代表に宛てられ,ザクセソ王国の代表

の-A,ヨーゼフ博士(6)によって,今月初めに-･･層 民議会に提出された論駁書は,

ザクセン王国の18村の,我々,--･以下に署名した住民にも,知らされされた.我々

は,その内容が我々の見解,意見および要望に適合すると考えたので,上記の請願書

に賛成することを一致して決意した.そのために我々はそれの筆者,起草者 (グライ

ヒェソ- 松尾)に全権を与えた.

我々は.--･･国民議会にこれを-････通告し,簡単のために,それの印刷物 1冊を同

封して,それを明確に我々に関連させ,それを次の･･･-諦観と結び付けたい,すなわ

ち,

････国民議会が,この請願書に列挙され,確証された重荷の除去を,全体に拘束力

のある法律によって表現する･-.･こと. 敬具 1848年 6月24日

全権を委託した18村の,19世紀前半の人口と地方行政区画および1764年の領主権(7)

は次の通りである.

(al)ブロインスドルフ村

人口-1834年に624人 ;1846年に712人 (LOM,S.25)

地方行政区域-1816年にケムニッツおよびぺ-ニヒ管区,1843年にボルナ管区 (HOS,

S.282)
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儲主権-1764年に騎士領ブロインスドルフ (HOS,S.282)

(a2)ロールバッ-料

人口-1834年に127人 :1846年に154人 (LOM,S.56)

地方行政区域-1816年にも1843年にもグリマ管区 (HOS,S.196)

領主権-1764年に騎士領ベルガース-イソBelgershain(HOS,S.196)

(a3)オーダーグィッツ村

人口-1834年に159人 ;1846年に162人 (LOM,S.49)

地方行政区画-1816年にも1843年にもペーガウ管区 (HOS,S.142)

領主権-1764年に騎士領オーダーヴ^ヅツ Oderwitz(MOS,S.142)

(a4)ベルンスドルフ村

人口-1834年に955人 ;1846年に1,101人 (LOM,S.28)

地方行政区域-1816年にも1843年にもリヒテンシュタイン管区 (HOS,S.312)

領主権-1764年に管区村落 (HOS,S.312)

(a5)クナウトナウンドルフ村

人口-1834年に219人 ;1846年に202人 (LOM,S.58)

地方行政区域-1816年にも1843年にもライブツィヒ管区 (HOS,S.214)

領主権-1764年に騎士領クナウい､インKnauthain(HOS,S.214)

(a6)ノシュコヴィッツ村

人口-1834年に276人 ;1846年に355人 (LOM,S.53)

地方行政区域-1816年にも1843年にもライスニヒ管区 (HOS,S.167)

儲主権-1764年に騎士領ノシュコヴィヅツ (HOS,S.167)

(a7)コステヴィッツ村

人口-1834年に154人 ;1846年に155人 (LOM,S.48)

地方行政区域-1816年にも1843年にもペ-ガウ管区 (HOS,S.131)

儲主権-1764年に管区村落 (HOS,S.131)

(a8)オイラウ村

人口-1834年に64人 ;1846年に46人 (LOM,S.48)
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地方行政区域-1816年にも1843年にもペ-ガウ管区 (HOS,S.133)

領主権-1764年に騎士領-ルスタートレーブニッツ (HOS,S.133)

(a9)トラウチェン村

人口-1834年に233人 ;1846年に279人 (LOM,S.50)

地方行政区域-1816年にも1843年にもペ-ガウ管区 (ロos,S.148)

領主権-1764年に騎士領 トラウチェン (HOS,S,148)

(alO)-ルスタートレープニッツ村

人口-1834年に294人 ;1846年に306人 (LOM,S.48)

地方行政区域-1816年にも1843年にもペ-ガウ管区 (HOS,S.148)

領主権-1764年に騎士領エルスタートレーブニッツ (HOS,S.148-149)

(all)タネヴィッツ村

人口-1834年に94人 ;1846年に92人 (LOM,S.50)

地方行政区域-1816年にも1843年にもペ-ガウ管区 (HOS,S.147)

領主権-1764年に管区村落 (HOS,S.147)

(a12)グライ トシュッツ村

人口-1834年に293人 ;1846年に270人 (LOM,S.48)

地方行政区域-1816年にも1843年にもペ-ガウ管区 (HOS,S.135)

領主権-1764年に管区村落 (HOS,S.135)

(a13)クナウトクレーベルク村

人口-1834年に324人 ;1846年に327人 (LOM,S.58)

地方行政区域-1816年にも1843年にもライブツィヒ管区 (HOS,S.211)

領主権-1764年に騎士領ラウアー Lauer(HOS,S,211)

(a14)ヴァル トドルフ村

人口-1834年に1,208人 ;1846年に1,267人 (LOM,S.23)

地方行政区域-1777年にバウツェソ ･クライス,1843年にレ-バウ地方区 (HOS,S.

459)

簡主権-1764年にレ-バウ市参事会 (HOS,S.459)

-167-



352

(a15)カ トニッツ村

人口-1834年に222人 ;1846年に272人 (LOM,S.52)

地方行政区域-1816年にも1843年にもライスニヒ管区 (HOS,S.161)

簡主権-1764年に 2騎士領 カ トニ ッツ Kattnitzとニーダーグ ッチ ュヴ ィッツ

Niederwut2:SChwitz(HOS,S.161)

(a16)ヴィトゲンス ドルフ村

人口-1834年に1,847人 ;1846年に2,130人 (LOM,S.26)

地方行政区域-1816年にツゲィッカウ管区,1843年にケムニッツ管区 (HOS,S.291)

領主権-1764年に騎士領ヴィトゲンス ドルフ (HOS,S.291)

(a17) リブティッツ村

人口-1834年に253人 ;1846年に257人 (LOM,S.61)

地方行政区域-1816年にグリマ管区,1843年にムッチェン管区 (HOS,S,232)

領主権-1764年に騎士領ヴィーデローダ (HOS,S.232)

(a18)マネヴィッツ村

人口-1834年に258人 ;1846年に251人 (LOM,S61)

地方行政区画-1816年にグリマ管区,1843年にムッチェン管区 (HOS,S.234)

領主権-1764年に騎士領グィ-デロ-ダ (HOS,S.234)

(2)1848年 7月13目付け2相請晩春(8)を私は次のように解読する.

(Bl.30)AndieHoheDeutscheNationalversammlungzuFrankfurta/M.

Zu denjenigen Landbewohnern des Konigreichs Sachsen,Welche durch

Feudallastenundandere乱usdenfruherenJahrhundertensi°hherschreibenden

MiBbrauchenmancherleiArtga一hartdamiedergedriicktworden,gehorenauchwir

diegehorsamstunterzeichnetenAngesessenezuOberfrohnabeiChemnitzund

Rodabe主Frohburg.

AuchwirtheilendahervollkommendieAnsichten,BittenundWiinsche,welche

ineinervon71DorfschaftendesKonigreichsSachsen,andieHoheNationaレ
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(Bl.31)VersammlungzuFrankfurta/M.unterm 18.Ma主d.∫.gerichteten

Petition,dieAufhebung desgesammten Lehnwesensund Abschaffung aller

FeudallasteninDeutschlandbetreffend,ausgesprochenwordensin°.Indem daher

auchwirdiese一Petitionihrem ganzenlnhaltenachbeitreten,erlaubenwiruns

zugleich,diesesderHohenNational-Versammlunghierdurchgehorsamstanzuzeigen

undwiediefruhernPetenten,auchunserGesuchdamitzuverbinden:

HoheNationaトVersammiungwolledieindieserPetitionaufgezahltendruckenden

LastenundvielfachenMiL3brauchedurchgeeigneteMaaL3regelnabzuschaffen,

hochgeneigtestgeruhen

UnsererlSachwalter,ConzipientendiesesdurchdieangebogenenVollmachten,

diewirunsseinerZeitgehorsamstzuruckerbitten,gehoriglegit'lmirend,beharren

wiringroL3terVerehrung.

OberfrohnaundRoda,den13,

(Bl.32)Juli1848.

これを訳出すると,ほぼ次の通 りである.

･-フランクフル ト･アム･マインのドイツ国民議会へ

封建的諸負担,および,その他の,過去数世紀に由来する悪習によって,厳しく苦し

められたザクセン王国農村住民の中に,我々,ケムニッツ近郊のオーバープロ-ナと

フローブルク近郊のローダの,･･-･以下に署名した土地保有者も含まれる.

そのために,ザクセン王国の71村によって5月18日付けで--国民議会に宛てられ

た,ドイツにおけるレーエソ制度全体の廃止とすべての封建的負担の廃棄に関する請

隠書に述べられた見解,請院と要望は,我々のものと全く同じである.我々は,この請

願書の内容に賛成するので,これを･-･･国民議会に･--通告し,上記の請願者と同じ

ように,我々の以下の請願をそれと結び付けたい,すなわち,

--国民議会が,この請晩春に列挙された重圧的諸負担とさまざまな悪習を,適当

な方策によって廃棄する---(という請願).
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我々は,同封の委任状によって,我々の弁護士,これの起草者を適法と-･-宣言す

敬具 1848年 7月13日

著名 した 2相の,19世紀前半の人口と地方行政区画および1764年の領主権は,次の

通 りである.

(bl)オーバーフローナ村

人ロ-1834年に642人 ;1846年に861人 (LOM,S,26)

地方行政区域-1816年にも1843年にもケムニッツ管区 (HOS,S.284)

領主権-1764年に騎士領 リンパ ッ- (HOS,S.284)

(b2)ローダ村

人ロ-1834年に438人 ;1846年に462人 (LOM,S.50)

地方行政区域-1816年にも1843年にもボルナ管区 (HOS,S.145)

領主権-1764年に騎士領グナントシュタインGnandstein(HOS,S,145)

(注)

(1)VglHOS,S.32*.

(2)HOS,S.275-276.

(3)NOS1837,S161.

(4)Schumann1825,S.140

(5)BAF,51/170,Pet.Nr.663,Bll.114-115b末尾の署名では,17のリブティヅツと18の

マネヴィッツとがくくられて,村長と13人の同僚とされ,その後に,｢全権を与えられ

た｣弁護士-イソ1)ヒ･グライヒェソが署名している.

(6)ヨーゼフ博士については,松尾 1988,p.439を参照.

(7)1764年以後の変動は余 り大きくないと考えられる.松尾 1990,pp182-183を参照.

(8)BAF,51/172,Pet.Nr1102,Bll.30-32.署名年月日の後にオーバーフローナについて

は代表者 1人と同僚85人とあり,最後に,｢全権を与えられた｣弁護士ハイソリヒ ･グ

ライヒェンが署名している.
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