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（4）　Petition　aus　dem　Dorfe　Heidersdorf　vom　21．IO．1850

／B1。　145／　　　　　　　　　Abschrif七　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　An　E。　zur　Aufrechもhaltung　der　Uffen七lichen　Ruhe　allerh5chs七　verordneten

CornrniBion　in　Dresden　’
　　AllerunterthUnigster　Vortrag

　　Auch　wir，　die　wir　unter　das　Hitterguth　Purschenstein　als　Unterthanen　ge－

hUren，　sind　ja　doch　auch　ganz　treugte　Unterthanen　unsers　verehrten　KUnigs

und　allgeliebten　Mtregen七　des　Landes　Herzog　Friedrich　Augus七　von　Sachsen

derowegen　wir　auch　uns　erkUhnen，　das　uns　Dr’tlckende　vieler　Art　zu　aller－

hechst　Der．　FU．3en　zu　legen　und　ehrfurchtsvoll　um　allerhechste　Minderung，

wo　gUnzlicher　Erla13　nicht　m6glieh，　zu　bitten．

IBI．　145b／　Als
　　工）

　　1）　unser　Dorf　bestehet　aus　15Y2　Hufe　excl．　2　Hufen　aus　welchen　das　Lehm－

gerichも，　so　die　Gerichtsherrschaf七besi七ze七，　bestehet，　welche　I3Y2　Hufe

unter　26　BegUtherte　zu　Ai　j　Y2　und　ganze　Hufe　vertheilt　sind，　33　HUusler

und　angebaute　Hausgenossen，　so　ihre　Httuser　auf　Cornmun　Grund　und　Boden

s七ehen　haben，wo　wir　in　allen

　　l124Y3　Steuerschock

　　alljzahrlich　mit　58　Pf　per　Schoek　oder　mit
226Tユr　gl　Gr　9％Pf　b且且・

　　zu　versteuern　haben．

　　Zu　jedem　einfachen　Quatember　haben　wir

　　4　Tlr　12　Gr　一一　ohne　一　4　Gr　1　Pf　sowie　noch　zun　Quant：　aus　der　Cornrnun－

Casse　und　nach　49　Quatember　jlihrlich

　　220　Tlr　12　Gr　一

　　zu・　entrichten，　ingleiehen　aueh　noch

／Bl’@146／　；；　il：：：：：　KHOa；1］v　l　zurn　keinen　Magazin

　　ins　Rentamt　Freiberg，　welohes　letptere　da　die　PreiBe　steigend　und

fallend　sind，　hier　nicht　in　Ansatz　gebracht　s．ind，　und　nur　die　ersten
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　，　　　．　　　匿　　　．　　　　．　　　9　　　曽

Posten　all．ein　die　Surnrne　von

　　446　Tlr　21　Gr　9」6　Pf

　　betragen．　Hierzu　kornrnen　nun　aueh　noch　rnehrere　Abgaben　als　Brandcasse，

Fleischsteuerpacht，　Personensteuer，　Akcise，　StraBenbaugelder　und　die　eben－

faUs　hohen　He？rschaftlichen　Abgaben，　die　weiter　unten　specieller　aufge一一

ftihrt　sind，　und　wo　man　die　Sume　doppelt　und　auf　900　Tlr　一　一　berechnen

kVnnちe．

　　Diese　starke　Sume　soll　und　muB　nun　unsere　kleine　Cornrnun　ganz　bestirnrnt

alle　Jahre　einbringen，　welches　bei　dem　Verfall　aller　Nahnmgs一　und　Bewerbs－

zweige　auch　der　Landwir七hschaf七fast　nicht　mehr　mδglich　ist．工n　frUhem
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4．1830年10月21日付ハイダースドルフ村の請願書

　写し。

　ドレースデンの公安維持国王任命委員会宛。

　・・…上申。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　騎士領プルシェンシュタインに領民として所属する我々も，我が国の……国王と……摂

政の最も忠実な領民である。そのために我々も，我々を庄迫するさまざまなも、のを……提

示し，完全な免除が可能でない場合には，お上による引下げを……請願する。

　（1）　〔国王に係わる上申〕

（1）当日は，裁判領主の保有する永代村長の土地2フーフェを除いて，寺，壱，1フーフ

　ェずつを保有する26人の農民地保有者に配分されている13青フーフェと，その家屋が村

　有地にある33人の小屋住農および〔小屋を〕建てた借家人とからなり，我々は合計1124音

　租税ショックから毎年ショック当り58Pf，あるいは現金〔総額〕で226Tlr　g　Gr　9青Pf

　を納税せねばならない。

　　我々は，村金庫からの〔追加の〕量としての一4GrlPfを含めずに，四季税1単

　位として4Tlr　12Gr一を，そして49倍の四季〔税〕として毎年220Tlr　12Gr一を納付
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　せねばならない。また，〔邦立〕小倉庫のために27Mtzのライ麦と27Mtzの燕麦をフラ

　イベルク出納局に〔納付せねばならない〕。

　　このうちの後者は，価格が上下するので，ここでは勘定しないでおく。前〔二〕’者の

　みで総額446Tlr　21Gr・9去Pfになる。これになおいくつかの公課，火災〔保険〕金庫

　〔積立金〕，肉税の徴税請負，人税，物品税，道路建設金と，同様に高額であって，後で

　詳細に述べられる領主への貢租が加わる。両者の総額は2倍に，900Tlr一一になるで

　あろう。

　　小規模な自村がこの巨額を毎年確かに納入せねばならないが，これは，農業を含むあ

　らゆる生業および職業部門が衰微した時には，ほとんど可能でない。昔はすべての経営

（1）1834年の人口はメルテルグルントを含めて699人（95戸）であった。当村の分農場は

　永代村長の土地と2個の農民保有地とから発生した。1773年には新しい永代村長の土

　地がっくられた。Schumann，　Bd．4，　S．59；Schumann，　Bd．16，　S．877－878；

　Schiffner，　S．617；Blaschke　1955，　S．105；Blaschke　1957，　S．304．　一この村の

　標高は580mである。

（2）原文をわたくしはkeinen　Magazinとしか読むことができないが，　kleinen　Magazin

　と解する。
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Zeiten　war　der　Ankauf

／趾．146b／　　　　aller　Wi・r伽chaf七sger域the，　als　H。lz，　Wagen，　Sc㎞iede－

Sa七七1er－Tagearbeits一㎜d　Gesinde15㎞e　nur　halb　so七heuer　als　je七zt　und

unsere　erbauten　Producte　worunter　hauptszachlich　der　F’lachs，　Lein，　Leine－

wand　und　Garne　zu　rechnen，　die　etwas　baares　Geld　in　unser　Gebirge　bringen，

sonst　haben　wir　weiter　nichts，　sind　mehr　als　die　HUlf七e　im　Freis　gefalleng

seit　ohngefzahr　15，Jahr　fast　gar　nicht　gerathen　und　Mmand　fragt　nach

diesen　Artickeln　und　finden　bey　den　niedrigsten　FreiSen　keinen　Absatz　mehr．

wir　bi七七en　daher

　　in　aller　UnterthUnigkeit　solches　zu　berttcksiehtigen　und　uns　mit　einen
　　　　髄

ErlaB　allergnUdigst　zu　beglUeken．

　　2）　Zum　Strai」enbaugeld　mUssen　wir　ans　Rentamt　Freiberg　nach　14　Hufen　weil

hierzu　die　sogenannten　Haingttter　mit　％　Hufe　einverleibt　worden

IBI．　147／　15　rVlr　6　Gr　一
　　bezahlen，　und　sind　doch　auch，　sowie’die　andern　Comrriunen　an　der　Einsied－

ler　Commerzial　StraaiSenbau　nach　unsern　Antheil　gewiesen，　haben　mehrere　Com－

munial－Wege　in　baulichen　und　fahrbaren　Stand　aueh　Brt　cken　zu　halten　und

rnttfien　doch　Uberall　das　Kesnigl．　und　Herrschaftl．　GeZeite　entrich・ten，　wie

jeder　Fremde．

　　wir　bitten　dahero　allerunterthzanigst　urn　Erleiehterung　und　rnUglibhsten

Erlaiコ．

　　5）　ln　Betreff　des　Stempelirnpost　bei　Knufen，　Erbtheilungen，　Schuld一　und

Consens－Verschreibungen　und　dergl．　bitten　wir

　　a1］．e㎜七er七h蟹nigs七　u皿　Minderung　und　die　fr・Uheren　Verh籔1七ni13e　wieder　ein－

treten　zu　lafien．

IBI．　147b／　4）　Bei　Consensen　mUssen　wir　an　die　Gerichtsherrschaft

von　jedes　erborgte　Hundert　Thaler，　zwei　Thaler　sogenarlntes　Gunstgeld　be－

zahlen，　welches　bei　deri　benachbarten　Hitterguthern　z．　B．　Ffaffroda，　D6rn－

thal，　Dorfchernnitz，　Voigtsdorf　der　Y”all　nicht　ist，　dieses　Gunstgeld　nebst

S七empe1一工mpos七　und　Gerich七skosten　be七r蟄gt　per　lOO　TIr　薗　一　fUnf　Tha］．er，　und

dar，tlber，　nachdem　die　Surnrne　klein　oder　stark　ist，

wir　bit七en　daher　allersubmissest　um　Mindenmg　und　Lindemng．

　　5）　Die　Fleischsteuer　betreffend　wurde　solehe　ehedem　von　6　zu　6　Jahren　im

Creisam七　Freiberg　verpaeh七e七，　jetz七　geschiehe七　solches　alle　drey　Jahre．und

ob　wir　gユeich，．da　wir　keine　Fleischbank　in　unserm　Dorfe　haben　und　nur

etwas　weniges　zun　Hausbedarf　geschlach七コ口　wird，　so　mUss6n

IBI．　148／　wir　doch　jtthrlich　ll　Tlr一一　excl．　der　Pachtkosten　ent－
nich七en　und　so1ユ　auch　jedesmaユ　der　Facht　erhδhe七，　s七a七七　erminder七werden．

wir　bitten　daher　allenmterthanigst　um　Mindenmg，　als　aueh　die　Pacht－

perioden　wieder　auf　IUnger　als　drei　Jahr　wegen　ErsparmiB　der　Kosten　aller

Heschstens　bestirnrnen　zu　lassen．

　　6）　Alle　Gerichts－b　und　andere　Kosten　mUssen　in　Conventionsgeld　berichtigt

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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　用の道具と木材・馬車の購入〔価格，および〕鍛冶屋，鞍工，日雇，奉公人の賃金は今

　の半分にすぎなかった。〔それに反して〕我々の収穫する生産物は価格が半分以下に下落

　した。それらは主として亜麻，亜麻〔仁〕，麻織物，〔麻〕糸であって，我々の山地に若

　干の現金をもたらすものであ．る。その他には我々は何も持っていない。〔にもかかわら

　ず，それらは〕15年ほど前からほとんど全くうまく行かない。誰もこれらの商品を求め

　ないし，〔これらの商品は〕最低の価格でももはや売れないのである．。

　　そのために我々は，これを考慮し，我々に免除を……恵むよう……請願する。

（2）道路建設金として我々は，｝フーフェのいわゆる林苑がそれに加えられるために，14

　フーフェから13Tlr　6　Gr一をフライベルク出納局に支払わねばならず，他の共同体と

　同じく〔ドイッチュ・〕アインジーデルへの通商路建設の一部を割り当てられる。〔我

　我は〕また，いくつかの村道と橋を通行可能な状態に維持し，いたるところで余所者と同

　じように，国王と領主への護送税を支払わねばならない。そのために我々は軽減と可能

　なかぎりの免除を……請願する。

（3）売買，遺産分割および負債と認可に関する証書の作成などの際における印紙税に関し

　て，我々は引下げと以前の状態への復帰を……請願する。

（4＞認可に際して我々は，借り入れられる100Tlr一一について2Tlr一一のいわゆる認

　可料を裁判領主に支払わねばならない。これは近隣の騎士領，例えばプファッフローダ，

　デルンタール，ドルフケムニツ，フォークツドルフには見られないものであり，この認．

　可料は印紙税と裁判所費用を合わせると，金額の大小に従って100Tlr一　一について5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
　Tlr一一あるいはそれ以上になる。そのために我々は引下げと軽減を……請願する。

（5）肉税に関して。これの徴税請負は以前はフライベルク特別管区で6年毎に行なわれた

　が，今では3年毎に行なわれる。我々は当村内に肉売り台を持たず，ほんの僅かを自家

　用に屠殺するにすぎないけれども，徴税請負手数料の他に毎年11Tlr一一を支払わねば

　ならない。この徴税請負〔額〕は引き下げられず，毎回引き上げられる。そのために我

　我は引下げを〔請願し〕，また，〔徴税請負〕手数料節約のために徴税請負期間を再び3

　年より長くすることをお上で規定するよう……請願する。

（6）裁判所費用，その他の費用を我々はすべて協定貨幣で支払わねばならないが，裁判所

（3）これは，（ll）で請願されるべき事項であろう。

（4）原文をわたくしはPreuschとしか読むことができないが，　preuBischemと解する。

（5）この村の請願書の日付は10月30日である。

（6）この村の請願書の日付は10月27日である。

（6a）原文をわたくしは　aus　erst　Gutenwillen　としか読むことができないが，　erst

　　aus　guten　Willenと解する。
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werden，　und　gleichwohl　wird　von　den　Gerichtsofficianten　nur　ihre　Ausgaben

in　Preusch　Ge］．d　bes七tei七七en，　oft；weiS　man　nich七，　wo　man　das　erforderliche

Conventionsgeld　erwechseln　soU，

　　wi？　bitten　dahero　allersubmissest　urn　eine　aUerheehste　Verfttgung　dar．Uber．

　　7）　Die　Wildpretsfuhren　an　den　Kasnigl．

／Bユ．　ユ4Bb／　　　　　　　　a］．s　auch　herrschaftlichen　Revieren　rnttssen　wir　alle　un－

entgeldlieh　und　zu　jeder　verlangten　Zeit　verrichten．

　　WO　wir　allemmterthzanigst　um　Befreiung　bitten．

　　8）　Die　Brennhelzer　erhielten　wir　frtlher　aus　den　KUnigl．　Waldungen　um

einen　weit　bUligern　Preis，　das　buchne　Scheitholz　von　％　Lt：nge　galt　pro

Klafter　一　21　Gr　一　und　jetzt　mttssen　wir　vor　A64　dergl．　Holz　2　Tlr　21　Gr　一　be－

zahlen，　im　ttbrigen　schlie13en　wir　uns　irn　Betreff　desselben　den　von　der

C。mmun　Dittersbach　und　Friedebach　gemach七en　allerunterthZanigs七en　Vor七rag，

urn　nicht　weitl且uf七ig　昇u　seyn　oder　doppeユ七　zu　erw践hnen　an　und　bi七七en　aller－

submissest

　　die　frUhem　VerhUltnisse　dami七　Wieder　herzus七eユlen．

　　Da　unsere　kleine　Commun　auBer　deni　oberwl：hnten　Abgaben，　auch　’

IBZ．　149／　noch　eine　Kriegs－Cormunschuld　gegen　lOOO　TIr一一　zu
verzi㎜sen　haちwelche　wir　noch　nich七wei七er　zu　vermindern　im　S七ande　warent

so　bitten　wir　．　　　　’　　allemmter七hUnigs七　aus　diesen　Gr’Unden　un8ere　vorgetragenen　Bi七七en　ei4

aユユepgn夏digstes　Gehδr　zu　sehenkeh，　damit　wir㎜s　aueh　nach　und　nach　hier－

von　retten　krsnnen．

　　工工）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　Nun　h買七七en　wir　auch　in　Be七reff　der（lerich七sherrschaf七1ichen　Ange】．egen－

hei七ens　製。　冨ir　1L皿ter　das　Ritterguth　Purschens七ein　gehδren　noCh　folgendes

in　aller　Un七er七h伽igkei七　vorzutragen　und　anzubringen．

　　Als　：

　　］．）　エn　Be七reff　der　Schaafhutung　sind　wir，　wie　alle　zu　diesem　Ri七七ergu七he

gehδrigen　Or七schaf七en　aufs　h駐r七es七e　gedrUck七，　um　nun　dami七rlicht　weit－

IUuftig　zu　werden，　so　schlieBen　wir　uns　den　von　denen　Commen　Friedebach，

ClauBnitz，　’Ktmerswalde，

／Bl．　149b／　Dittersbach　bereits　allenmterthUnigst　gernachten　An－
trag　und　eingereichten　Beschwerden　in　allen　Puncten　an　und　bitten　nit

diesen　einstimmig
　　urn　Minder’ung　dieser　so　sehr　starken　Uber　2000　S七償ck　be七rageriden　Schaaf－

heerden　als　auch　die　Fr’tthjahrshuthung　auf　unsere　stark　besteuerten　Wiesen

und　Peユdem　g蟹nzlich　zu　un七erユalSen　und　㎜3　aユユerhuユdvollsむ　zu　erh5ren．

　　2）　Die　工nquisitions一・Kosten，　wozu　wir　a］．ljUhrlich　jeder　Bθg肢t；erte　l　Tlr　一

．，　jeder　HUusler　一　12　Gr　一，　ein　angebauter　Hausgenosse　一　3　Gr　一　geben

mtlssen，　auch　in　einem　Jahre　sogar　zweimal　entrichten　mUssens　und　noch　Uber・一

dieB　eine　sehr　starke　Sume　schuldig　und　in　Rest　sein　sollen，　k6nnen　wir
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　　　　　　　　　　　　（4）
　役人はその支出をプロイセン通貨でのみ支払う。〔そのために〕我々は，必要な協定貨幣

　をどこで両替したらよいか分らないことがしばしばある。そのために我々はそれに関す

　るお上の指令を……請願する。

（7＞国王と領主の猟区における猟獣運搬〔賦役〕をすべての我々は，要求された時ヒ無償

　で果たさねばならない。そこで我々は免除を……請願する。

〈8）以前は我々は薪を国有林から非常に安価に入手していた。子の長さの撫の薪がクラフ

　ター当り一21Gr一であった。今では我々は甚〔の長さ〕の同じ木材に対して2Tlr　21

　Gr一を支払わねばならない。その他の点では我々はこれに関して，長たらしく，あるい

　は二重に，ならないように，ディッタースバハ村とフリーデバハの……上申に賛同し，

　以前の状態への復帰を……請願する。

　　小規模な当村は上述の公課の他に，〔今までに〕これ以上引き下げることのできなかっ

　た戦時村債約IOOOTIr　一一に対して，利子を支払わねばならないので，我々がこれから

　次第に脱け出しうるように，我々はこの理由から，上申された我々の請願を……聴許す

　るよう……請願する。

　（且〉　〔裁判領主に係わる上申〕

　今度は我々は，騎士領プルシェンシュタインに所属するので，裁判領主に係わる諸問題

に関しても以下のことを……上申する。　、

（1）羊放牧に関して我々は，この騎士領に所属するすべての集落と同じく，最も厳しく圧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　迫されている。長たらしくならないように我々は，フリーデバハ，クラウスニツ，ケマ
　　　　　　（6）
　一スヴァルデ，ディッタースバハ村によってすでに……なされた提議と苦情にすべての

項目において賛同し，2000頭以上に達して，あまりにも多いこの〔領主の〕羊群の縮小

　と，我々の重く課税される採草地と耕圃における春期放牧の完全な中止とを〔講願し〕，

　我々の要望を……聞き届けるよう一致して……請願する。

（2＞我々が農民地保有者おのおの1Tlr一一，小屋住農おのおの一12Gr一，〔小屋を〕建

　てた借家人一3Gr一を毎年，しかも1年に2度も支払わねばならず，その上になお巨額

　が債務として未払いになっている糺問の費用を，我々は今後はもはや単独では負担しえ

（7）これがいかなるものか，不明である。

（8）これは（m一（15）と同じく，　（1＞で請願されるべき事柄であろう。

（9）原文をわたくしはgeschaftとしか読むことができないが，　geschafftと解する。

（10）原文をわたくしはden　vorherとしか読むことができないが，　denn　woherと解する。

（11）原文をわたくしはund　umとしか読むことができないが，　umと解する。

（12）これが何を意味するか，不明である。

（13）これは貨幣貢租として1851年捕充法によって償却可能となったであろう。
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femer　ohnm6glich　mehr　allein　tragen㎜d　sind　gen啓thigt　u皿．allerhUchste

BeihUIfe　und　質inde㎜g
　　al＝Lersubmisses七　zu　bitten　！

／Bl．　150／　　　　　　　　　Die　s七adt　sayda　und　andere　Or七schaf七en　haben　berei七s

ein　mehreres　darUber　allemm七erthUnigs七　vorgetragen　und　bereits　schon　ge－

sagt，　was　auch　wir　zu　sagen　und　zu　bitten　haben，　dahero　wir　un5　auf　die　be－

ziehen　und　nochmaユs

um　Lindemng　alユenmterthtlnigsもbit七en．

　　う）Das　Hofdienstgesinde　anbelangend　haben　wir　bereits　diesen　S。㎜er

schon　nebs七　den　andern　Zwangdiens七beleg七en　D5rfer・n　bei　Hoehadlicher
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

Gerichtsherrschaf七　zu　Purschens七ein　gemeinschaftlieh　angesuch七，　es　weg
wenま93七erls　wiedeV　auf　den　aユten　Fuf3　zu　st；elユens　wie　es　vor　18ユ2　gewesen，

aZlein　wir　haben　leider　keine　Resolution　erhalten　und　s七eh七　noch　wie　es　ge－

wesen．　Zudem　ko㎜t　das　Lehngerich七． ≠撃撃?奄?秩C　so　die　Gerichtsherrschaf七als

ein　Vorwerk　besi七z七　und　verpach七et　ha七，　ist　aber　so　wie　unsere　BauergU七her

be8chock七　und　be8七euert，　fo］．glich些ein　Ri七tergu七s　G㎜d㎜d　Boden，　und　ist

vieユleichむ　von　der　Her？schaft　fr駿her　erkaufts　oder　sons七　durch　einen　Zu一

／Bl．　150b／　　　　　　　　　fa］，］．　dazu　geユangt．

　　　　　　　　ノ
　　Auf　dieses　Vorwerk　mttssen　wir　Zwangdienenden　Or七sehaften　auch

　　Sieben　Gesinde，　Knechte　und　MUgde　als　Hofe－Zwang一・Gesinde　aユ1jUhrlieh

geben．

wir　bit七en　daher　alle㎜ter七h恥igs七㎜die　f曲er　v。rgetragene　Bi七七e

a］．lergnUdig　in　ErfUllung　zu　bringen，　und　das　Zwanggesinde　auf　dem　Heiders－

dorfer　Vorwerke　als　nuP　eigen七liehes　Dorfgu七h　9蟹nzlich　zu　erlassen。

　　4）　Alle　Diens七leis七ungen　so　wir　nach　dem　Erbregis七er　zu　thun，　uns　aufer＿

1egt－hat，　sindロich七　im　Mindes七en　geminder七　〇der　etwas　davon　erla13en

worden，　im　Gegentheil　ha七man　Neuerungen　gemacht，　und　aus　erst　Gu七enwillen

am　Iinde　Zwang．　Hingegen　die　sonstigen　Gentt13e，　die　einer　oder　der　andem

Cornni1加zukQ㎜en，　hat　man　solchen　und　uns　auf　viele　Ar七en七一　　、

／B1．　151／　　　　　　　　　zogen　und　abgerissen。　NUmlich

　　Keine　Co㎜unh61zer，　Wie　es　sonst　war，　erhalten　wir　auCh　niCht　mehr．

FrUher　hat　jeder　BegUtherte　l　Schragen　％　langes　weiches　Holz　inc1．　den　Ab－

fa］ユ　zu　4　Tユr　一　一　erhal七en　und　solches　selbst　machen　mUijen　und　was　rnan　auf

den　Rentamt　kauft，　in　welchen　Preis　is七　die8　gegen　son8t　？　Mi七　den　ehedem

gewδhnlichen　gewesenen　Holzrnttrkten，　we］che　i皿　FrUhjahr　und　Herbs七　gehaユむen

wurden，　und　wp　jeder　seinen　Bedarf　kaufen　konnte，　wie　er　es　benutzen　und

nach　L蟹nge　und　Gehalt　schneiden　zu　la工3en　n5thig　hat七e，　hat　es　auch　IUngs七

aufgehδrt，「 浮獅п@ist　auch　uns　dieses　versag七，　so　dail　wir　gen6thig七　sind，　in

andere　Herrschaf七en　oder　nach　B弓hmen　das　Ge］．d　zu　七ragen．

　　wir　bitten　daher　aUe㎜むeP七hUnigst　die　Hoユz一

／B1．151b／　　　　preise　zu　emiedrigen㎜d　die　H。lzmUrk七e　wieder　einzu－

ftihren．
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　ない〔ので〕，余儀なくお上の援助と引下げを……請願する。

　　ザイダ市とその他の転々はそれについてすでに……上申し，我々が述べ，請願すべき

　ことをずでに述べた。そのために我々はそれを引き合いに出し，軽減を今一度……請願

　する。

〔3）御館奉公人に関して我々はすでにこの夏に，強制奉公を課された他の村々と共同でプ

　ルシェンシュタインの……裁判領主に対して，これを少なくとも，1812年以前に見られ

　た昔の状態にふたたび戻すよう請願した。しかしながら，我々は何の決定も残念ながら

　受け取っでおらず，〔すべては〕元のままである。

　　当地の永代村長の土地がそれに加わる。これは，裁判領主が分農場として保有し，賃

　貸してきたものであるが，我々の農民保有地と同じようにショック数に査定され，課税

　される。したがって，これは〔本来の〕騎士農場の土地ではなく，恐らく領主によって

　かつて買収されるか，あるいは，何かの事件のためにその手中に入ったものであろう。

　この分農場に対して我々，強制奉公に服する村々は毎年7人の奉公人，下男下女を御館

　強制奉公人として提供せねばならないのである。

　　そのために我々は，前に上申した請願を……実現し，本来的な村〔民〕保有地として

　のハイダースドルフの分農場への強制奉公人〔の提供〕を完全に免除するよう……請願

　する。

（4）世襲台帳に従って我々に課されるすべての賦役については，引下げあるいは若干の免
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6a）
　除が少しもなされてこなかった。逆に革新がなされた。初めは好意から，最後には強制

　〔によって〕。それと反対に，あれこれの共同体に帰属するその他の用益は，そ

　れ〔共同体〕と我々からさまざまな仕方で奪い取られ，剥ぎ取られてきた。すなわち，

　　我々はかつてのように，村有林から木材をもはや入手〔でき〕ない。かつては各農民

　地保有者は甚の長さの軟材1シュラーゲンを，屑を含めて4Tlr一一で手に入れ，これ

　を自分で処理した。出納局から〔我々が今日〕買い入れるもの〔木材〕は，昔と比べて

　どういう価格であるか。かつて春と秋に開かれた通常の木材市場では，各人は，利用し

　うるだけの必要なもの〔木材〕を買い入れ，長さと容積に応じて製材させねばならなか

　つたが，これ〔木材市場〕はすでに中止されて，我々に許されない。したがって，我々

　は他の所領かボヘミアに〔木材〕代金を運ばざるをえないのである。

　　そのために我々は木材価格の引下げと木材市場の再開を……請願する。

（14）原文をわたくしはF16Bchenとしか読むことができないが，　FluBchenと解する。

（15）これが村長であるか，単なる共同体構成員であるか，明らかでない。当選の永代村

　長（大汗（1）参照〉はRichterと呼ばれていたであろう。
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　　5）Das　Verpachten　des　Hadersa㎜ユens，　wodurch　der　Aermste　nicht　ei㎜旦ユ

selbs七Herr　Uber　seine　alten　abgetragenen　Lunpen　is七，

　　bi七七en　wir　ebenfalls　aufhδren　zu　laBen，　damit　jeder　frey　darUber　dispo－

nirθn㎜d　zur　FappiermUhle　schaffen　kann，　wohin　er　will．

　　6）　エn　Be七reff　unserer　HUusler　und　Hausgenossen　aufhabenden　エr1七raten－

Ge］．der　und　vielen　Hofdienst；tage　bitten　wir　allenmterthttnigst

　　diesen　Armen　eine　be七r域chtlichθ　Erleichtenmg　angedeihen　zu　lassent　denn

wenn　solche　zU　Hofe　arbei七en　mUssen，　haben　ihre　Kinder　zU　Hause　kein　BrOd　！

　　7）Wegen　den　Wachtgeldern，　so　wir　bei　der　vorgewesenen　Viehseuche　fUr　die

／B1。　152／　　　　　　　　　an　den　Grenzen　aufges七e］ユt　gewe8enen　Wachten　mi七　344

T］，r　8　Gr　g　Pf　an　Ko8七en　uエ1d　Aufwand，　wie　wir　so．lches　den　l1●MUrz　l8SO

extrahirt，　in　hiesigen　Rit七ergu七s　Or七schaften　anthei］．ig　bezah］．en　sollen

bitten　wir

　　a］ユersubrnissests　uns　davon　frθi　und　los　zu　sprechen．

　　Es　war　ja　diese　Wache　fttr　das　ganze　Land　und　nicht些fUr　hiesigen

Distric七　erforderlich　und　wir　waren　so　zu　sagen　die　Schutzmauer　vors　Ganze，

ha七七en　alle　M伽en㎜d　Lasten　zu七ragens　8chweb七en　Tag　und　Nach七in　Angs七

der　Ansteckung　urld　wei七eyn　Verbreitung　und　nun　soユユen　wir　auch　diese　er－

wachsenen　Geldkos七en皇辿tragen　！
　　Dieses　ups　Amen　ohnedief6　sehr　Bedr蟄ngten　allein　aufbUrden　zu　wollen，

wUre　doch　wohl　zu　schwer，㎜d　dUrf七e　nach㎜sem　wenigen　Ein8ich七en

801ches　einer　dazu　sich　eignenden　Landeseasse　am　angemessensten　seint

　　urn　welche　aUerhδchste　Gn．a一

／B］．．　152b／　　　　　　　　　de　wir　ehrfurcht；8vo］ユ　bi七ten．

　　8）　工n　Betreff　der　Gerich七sbothen－und　Gerich七sfrohn］，Uhne　nebst　］［n8．

Geb肱ren　ist　eine　auBer。rden七liche　Steige㎜g　eingetre七en，　s。nst珈七e
jeder　Vorge］．adene　一　一　6　Pf　auch　zuweilen　in　mancher　Sache　－　1　Gr　6　Pf　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
jetz七　gibt　es　2，　う，　4，　5　bis　6　Groschen，　und　was　sons七　durch　rnUndliche　Vor一

ユadung　geschah，　wird　je七zt　tas七allernal　auf　Stempθ1papier　schriftlich　zuge－

fer七igt，　welehes　wir　Armen　nicht　］，蟄nger　aushal七en　und　am　Ende　ganz　zu

G㎜de　gehen　mUBen．

　　Es　karm　zwar　durch　diese　Erh5h㎜g　der　Gerich七sfro㎞　in　einern　S七aa七und

Pomp，　Uberall　zu　Pferde　und　gespornt　erscheinenp　was　ihm　woh］．　nicht　zu－

ko㎜七，　indessen　unsere　amen　Einwohner　ka㎜die　BIVse　geh6rig　bedecken

k6nnen㎜d　die　hungrigen　Kinder，㎜den　Hungep　zu　stiユユen，　nach　Brod

schreien，　aber　was　frag七　ein　Frohn　Steudeユ　darnach，　es　heiBt　：Es　mUB　ge－

schaft　werden　！

／趾．155／　　　　Nich七allein　wir，　sondem　alle　Gemeinden　des　Ri七七er－

guths　Purschens七ein　schreyen　dardbel・und　ftlhren　einerley　Sprache，　wo　wir

　　a］．1e㎜七er七h翫ig　um　allerh5chs七e　Mildenng　und　Wiedereinsetzung　dieser

Leu七e　in　den　vorigen　Starld　allersubmisses七　bitten．　　　　・

　　9）　Wegen　detO　Geburt8briefe，　mUssen　wiv，　wenn　ein8　unsrer　Kinder　ein
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（5＞屑拾いの賃貸のために，最も貧乏な者でさえも，着古しのポロの主人となれないので，

　我々は．〔この賃貸の〕中止を請願する。各人がそれ〔ポロ〕を自由に処分し，どこでも

　任意の製紙所に運びうるように。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7｝
（6）我々〔当村〕の小屋住農と借家人に課される収入貢租〔？〕と多くの御館賦役につい

　て我々は，これらの貧民に叙しい軽減を与えるよう……請願する。なぜなら，彼らが御

　館で働かねばならぬ時には，家にいる彼らの子供たちにはパンがないからである。

（7）かつて家畜伝染病〔発生〕の際に国境で警衛が行なわれ，その費用と出費は1830年3

　月11日に344Tlr　8Gr　gPfと請求されたが，我々は，それのために当地の騎士領の諸

　集落がそれぞれの分として支払わねばならない警衛金からの解放と免除を……請願する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　この警衛が必要であったのは全国のためであって，決してこの地区のみのためではな

　かった。我々1よ全体のためのいわば国境の防壁であって，あらゆる苦労と負担を負担せ

　ねばならず，昼も夜も，伝染と蔓延の恐怖の中にいたのである。それから生じた貨幣出

　費を今度は我々が単独で負担せねばならない。

　　我々，非常に抑圧された貧民だけにこれを賦課することは，厳しすぎる。我々の……

　意見によれば，これ〔国境警衛金の負担〕に最もふさわしいのは，しかるべき国家金庫
　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛8）
　であろう。そこで我々はお上の恩寵を……請願する。

（8）廷吏の賃金および送達料に関して異常な弓Lヒげが生じている。かつては被召喚人は

　一一6　Pfを，多くの事件では一1Gr　6　Pfを支払った。今では2，3，4，5，6Gr

　〔の料金〕がある。〔また，〕かつて口頭の召喚によって行奮われたことが，今でiよほと

　んど常に印紙を付けた文書として送付される。我々貧民はもはやこれに耐えることがで

　きず，遂には破滅するにちがいない。

　　この引上げのために廷吏は，彼にふさわしくないことであるが，豪勢に着飾り，どこ

　にでも拍車を付け，馬で行くことができる。それに対して我々〔当村〕の貧乏な住民は

　裸を十分前隠すこともできず，飢えた子供たちは，空腹を抑えるために，パンを求めて

　泣いている。廷吏シュトイデルはそれをどう思うのか。〔彼は領民の貧苦を全く気に留め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔9｝
　ないで，次のように命令する。〕それ〔料金〕は完納されねばならない，と。我々のみで

　なく，騎士領プルシェンシュタイン〔所属〕のすべての共同体がその非を鳴らし，同一

　の表現をしている。そこで我々はお上による引下げと，これらの人々〔廷吏〕を元の地

　位に戻すこととを……請願する。

（9）出生証書のために我々は，我々の子供の1人がツンフト手工業を修業しようとする場
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zUnftiges　Handwerk　erler・nen　wi11，　FVnf　Thaler卿　一　an　die　Gerich七sherr－

schaft　bezahlen　und　zu　diesem　Behuf　auch　ein　TaufzeugniB　8ub　fide　pas七〇幽

ralis，　we］．ches　－　8　Gr－　kos七e七　1δBen，　wonach　erst　der　Geburtsbrief　ausge－

fer七ig七　werden　kann・　Ein　armer　Va七er，　der　miも　vieler　Sorge　kaum　die　Auf－

dingegebtihren　und　einen　Thei］．　des　erforderliehen　Lehrge］，des　aufbringen　kann

und　of七　erst　erborgen　muI3，　so］．l　nun　auch　nooh　5　Tlr一　一　dafUr　bezahユen，

welche3　weiter　nich七　nut年t，　als　daB　die8es

／B1．155b／　　　　Doc㎜ent　in　der　Handwerkslade　gelegt　wird　und　da　ruhe七s

bis　ller　Lehrling　e七wa　ei㎜al　das　Meis七errecht　in　einer　andem工nnung　ge－

wi㎜en　will，　auBerdem　aber　nur　der　Lade　im　Platzrnangel　liegen　bユeibt．　Da

nun　das　TaufzeugniB　dasselbe　enth互lt，　und　eigen七lich　der　ers七e　G㎜d　zu

einem　Gebu．r七sbriefe　sein　rmiB　und　folglich　auch　die　Stelle　de8　1etztem　hin－

1互nglich　ver七ritt，　80　bit七en

wir　aller・unterthUnigst，　uns　v。n　dieser　Abgabe　allergn蟹digs七frei　zu

sprechen。

　　10）　Vom　Salz，　welches　der　Aermste　nicht　entbehren　kamp，　mUBen　wir　der

He．rrschaf七　auch　von　jeden　Scheffel　Zwei　Groschen　Provision　gebe玄｝，　wedurch

dasselbe　umsovie1　七heurer　wirdt　wei］．　es　der　Salzfuhrmann　bei　Erholung　dθ8

Passes　entrich七en　und　da㎜zum　Salzpreis　schlagen　muB。

wir　bi七七en　allemm七erth！lnigst　um　ErlaB　und　allerhUchste　Abstellymg．

　　11）　Die　Dienstgelder，　welche　wir　ohnerach七e七，

／Bl．　154／　　　　　　　　　daβwir　auch　noch　Hofdienstθ　im　Natura　leisten　m駿ssen，

be七ragen　j！ihrlich　eine　s七arke　Sumne，　so　wir　auf　Rentarn七　zu　en七ri　chten

habeη，　als　：

　　ein　HUfnθr　zahユ．t　a1ユj翫rlich　14　Tlr　一　一

　　％　　Ht！fner　zah1七　alljlihr〕，ich　10　Tlr　12　Gr　輔

　　％　　HUfner　zahl七　allj粉ユrlich　5　Tlr　6　Gr　－

　　ein　HUuBler　zahlt　allj駿hrlich　3　Tlr　2　Gr　－

　　und　e；n　Hausgenosse　zah1七　alljZahrlieh　2　Tlr　一　一

　　Hierzu　das　Zi㎜8ge七rθide

　　ein　HUfner　l　Schf．Korn，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　　　　　　　　　　　2　Schf．Hafer

　　％　HUfner　8　Metzpn　Kom，

　　　　　　　　　　　　l　Schf・Hafer

　　Ai　HUfner　4　Metzen　Komg

　　　　　　　　　　　　8Me七zen　Hafer

　　Uberdie3　auch　noch　Spinn騨Wach一㎜d　Dreschgeld．　　．

　　Wir　kUnnen　nieht　anders　glauben　－　den　vorher　wUre　das　Dienstgeld　en七一

8七anden？一als　daB　in　f漁hem　Jahren　diθHoffrohndiens七e　s恩㎜七1ich　sind

ausgekauft　worden　und　zu　einer　Gelds㎜e　gesch］．agen　die

／B］．．　154b／　　　　　　　　　noch　jetz七　vθr］．ang七en　Fro㎞dienste　als　nun　neue

betrach七et，　erst　auf　Bi七七wei3e，　ein呂塑Wille　gewesen，　im　andem　Jahre
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　合，5Tlr一一を裁判領主に支払わねばならず，このためには，牧師の確認による洗礼

　証書をも一8Gr一で買わねばならない。これ〔洗礼証書〕によってのみ出生証書は作成

　されうるからである。苦労しても御目見得金と必要な修業金の一部とをなかなか調達し

　えず，しばしば借り入れねばならない貧乏な父親は，これ〔出生証書〕のためになお5

　Tlr一一を支払わねばならないのである。〔しかも，〕この文書は，この徒弟が万一別の

　ツンフトで親方権を獲得しようとする時まで，ツンフトの書類箱に収められ，眠ってい

　る以外に，役に立たない。その上にあの書類箱は狭小である。

　　洗礼証書が同一のことを含んでおり，本来，出生証書の第一の基礎である，したがっ

　て，後者の代理を十分に果たすことができるので，我々はこの貢租からの……解放を……

　請願する。

（10）最も貧乏な者でも欠き、えない塩についても，我々は1Schあたり一2Gr一の手数料

　を領主に支払わねばならない。そのためにこれ〔塩〕はそれだけ高価になる。なぜなら，

　塩運送人は身分証明書を手に入れる時，それ〔手数料〕を支払わねばならず，その後に

　塩の価格にそれを付け加えるからである。我々は免除とお上による是正を……請願する。

（ll）我々は，生の形の御館賦役をも給付せねばならないにもかかわらず，〔下記の〕巨額の

　賦役代納金を〔プルシェンシュタインの〕出納局に毎年支払わねばならない。さらに〔下

　記の〕穀物賃租が加わる。

フーフ．エ農

壱フーフェ農

士フーフェ農

小屋住農
借　家　人

　〔賦役代納金〕

14Tlr　一Gr　一Pf

10　ii　12　x．　一　，．

5　tl　6　1，　一　11

3　it　2　e　一　tt

2　ク　一〃一ク

　ラ　イ　麦

1　Schf　一Mtz

一　xx　8　e

一　／t　4　11

－L　！1　m　11

一　tl　一　　lt

燕　　　麦

2　Schf　一Mtz

1　tt　一　11

一　？1　8　11

”　11　一　　tl

一　11　一　　lt

　その上に紡糸金，警衛金，打点金も〔ある〕。

　かつて御館賦役はすべて買い戻されて，ある金額と評価されたこと　　　なぜなら，
　　　　　　　　　　　　　　　　CI　O＞
〔さもなければ〕賦役代納金はどこから生じたであろうか　　　，今なお要求される賦

役は新規のものと見なされねばならないこと，すなわち，最初は懇願に基づいて善意で
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　abermals　gebeten，　es　zu　verwiZligen　und　im　dritten　Jahr　hat　es　schon　aus

Zwang　gesehehen　mttBen，　und　sind　nun　fUr　die　Begttthertenp　HguBler　und　Haus－

genossen

　　　die　neuen　Zwangfrohntage　entstanden　und　zur　groBen　Anzahl　nicht　verdien一

七⑱n　Las七　geworden．

　　　工n　aller　Unter七h恥igkθi七　bit七en　wir　vereinig七，　wo　sich　auch　an　diθse

Bitte　alle　mit　diesen　Diensten　beladene　Unterthanen　des　Rittergutes　Pur・一

日頃hens七ein　rni七　Sayda　anschlieBen

　　die　zu　baarern　Gelde　geschiagenen　Dienste’　un　ein　betrUehtliches　zu　ver－

minderm，　als　auch　die　ertrieuepten　Hoftrohndienste　gUnzlieh　zu　erlassen．

　　bitten　wir　in　aller　Unterthtuiigkeit　und　urn

／B1・　155／　　　all・rhU・h・七・G・・甑rnmg．

　　12）　Unser　jetzt　alle　auf　Hohe　Landesherrliche　ConceBion　begnadigte　in

unser，n　als　auch　in　andern　nit　uns　verschwisterten　Rittergutsekterrn　erlaubt

sitzende　Handwerker　mttlden　demohnerachtet　ein　Schutzgeld　ans　Rentamt　be－

zahlen　jUhrlich　4　Gr

　　aber　far　was　zahlen　sie　dieses　wohl　jetzt　noch　？

　　Ehedem　konnten　diese　Handwerker　auf　ErlaubniB　der　Gerichtsherrschaft　auf

dem　Dorfe　sieh　etab：iren

　　dafttr　bezahlen　sie　dieses　Schutzgeld，

　　aber　nach　ergangenen　aUerhUchsten　Befehl　kermen　wir　nur　von　E．　Hoch－

preiBユ・Landesregie㎜g　diese　ConceBionen　gegen　Zahユung　der　Sp。rteユn　er一一

hal七en，　und　gericht；sherrschaf七1iche　Bewilligung　allein　ist　nicht　mehr

gttltig，

　　Aber　wamm　geben　wir　noch　das　sogenannte　Schutzgeld　dahin，　dahin，　da　wir

nur　hchen　LanA－esherrlichen　Sehutz　haben　kU’nnen

／Bユ．ユ55b／　　　　und　die　v。rigen　Bewilli9㎜9en　nich七meh「nUtzen？

　　工n　aUer七iefster　Submission　bit七en　wir，　daβ　dieses　f豊r　die　Zukunf七

cassirt　werde．

　　15）　wir　mttssen　herrscha£tl．　Wasserlaufzinns　geben，　da　jedoeh　alle　diese

sich　ein　oder　mehrere　kleine　Bttche，　durch　die　Quellen　auf　unsern　steuer－

baren　GUther’n　for’miren，　welche　doch　wohl　ehne　Abspr’uch　eben　so　gut　selbst

unser　Eigenthurn　sind，　ao　rnaBt　sich　nicht　allein　die　Geriehtsher？schafe

einen　geforder七en　Wasserlaufzi㎜s　vQn　jeden　s七euerbaren　Un七erthanen　der

etwas　von　diesen　Wasser　zur　WYsser’ung　seiner　Vliesen　und　Gttrten　benutzen

kann　an，　nein　auch　sogar　diese　kleinen　Beahe　oder　FlifBchen　werden　an

hiesige　oder　auch　auswUrtige　ForeZlenfischers　welche　Hande］　dam±t　treiben，

七heuer　vel窪〕ach七e七●

　　Diese　Wzasser　und　Quellen　entspringen，　wie　schon　gesagt　auf　unser’n　steuer－

baren　Gmmd　und　Boden，　wir　ha一一

IBI．　Z56／　ben　davon　leider　keinen　Gewinn　weiter，　als　daB　uns　von
diesen　Pachtfischer　das　七hdi］．s　auf　unservn　s七euerbaren（｝nmd　und　Boden
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　なされ，次の年に再び懇願されて同意され，3年目には強制によって行なわれたこと，

　これ以外のことを我々は信じることができない。今や農民地保有者，小屋住農，借家人

　にとって，新たな強制賦役が発生し，　〔賦課される〕訳がないのに，大きな負担となつ

　たのである。

　　騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの，この賦役を課されたすべての領民もこの請

　願に賛同しているので，我々は一致して，現金で評価された賦役〔賦役代納金〕の著し

　い引下げと，更新された御館賦役の完全な免除とを……請願する。我々はお上による許
　　（11）

　可を……請願する。

（12）……領邦君主の認可によって特赦されて，当直および我々と関係のある他の騎士領村

　落に現在いる，すべての手工業者はそれ〔認可〕にもかかわらず一4　Gr一の保護料を

　〔プルシェンシュタインの〕出納局に毎年支払わねばならない。しかしながら，彼らは

　これを今は何のために支払うのか。

　　かつてはこれらの手工業者は裁判領主の許可に基づいて〔のみ〕村落で創業しえた。

　それに対して彼らはこの保護料を支払う〔べきであった〕のである。しかし，お上の命
　（12｝

　令の発布後は我々は，手数料の支払と引換えに……本領統治局だけからこの認可を得る

　ことができるのであり，裁判領主の同意はもはや有効ではない。しかしながら，我々は

　いわゆる保護料をなぜそ．こ〔裁判領主〕になお支払う〔べきである〕か。我々は……領

　邦君主の保護だけを得ることができるのであり，〔領主の〕かつての同意はもはや役に立

　たないにもかかわらず。

　　我々は，これが将来廃止されるよう……請願する。
　　　　　　　　　　　（13）
働我々は領主への水流貢租を支払わねばならない。これらすべての・J・川は，判決がなく

　ても確実に我々の所有物であるところの，我々の課税される保有地にある泉〔の水〕か

　ら出来てくるにもかかわらず，採草地と園地の潅概のためにこの水を利用するすべての，

　課税される頒民から，裁判領主は水流貢租を要求し，我がものとする〔のである。それ〕
　　　　　　　　　　　　　　（14｝
　ばかりではない。これからの小川は，これ〔鱒〕を取引する当地の，あるいは余所の鱒

　漁師に高値で賃貸されさえもするのである。

　　これらの水と泉は上述のように，我々の課税される土地に発しているが，我々は残念

　ながらこれから何の利益もあげない。また，我々の課税される土地と，賃租で貸し出さ
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七heils　auf㎜sem　in　Zirms　habende　Co㎜ung㎜dstUcke　erwachsene　Gras，

welches　wir　zur　S。㎜erfU七terung　unseres　nδthigen　Viehes　brauchen，　durch

die　fast　t蟄gliche顛geユfischerey　niedergela七zsch七㎜d　in　G㎜d　ge七re七en

wird．

　　Daher　wir　in　aユユer　Un七erthUnigkeit　bit七ens　daB　diese　verlangten　Wasser－

lau£一Zinnsen　in　Zukunf七ganz　wegfallen，　wir　die　wenige　Fischerey　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウForellen，　sonst　giebt　es　keine　andere　Fische　als　allenfalls　Elri七z　und

wenige　Sc㎞erユn　alhier　zu　G㎜s七und　Nu七z｝聖訓in　unsere　schwache　C。㎜

oder　wirk］．ich　arme　Armencasse　nach　Be］，ieben　und　zu　unser’n　Wil］．erl　ver一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

wenden　kVnneno
／Bl．　156b／　　　　　　　　14．）　Das　herrschaftliche　Gunstgeld　von　jedem　Hundert　er－

borgten　Gapital　auf　Consens　mttBen　alle　wir　Unterthanen，　gering　bemittelte

und　ganz　arme，　einerley，　Zwei　Thaler　von　jeden　erborgten　Hundert　der

Gerichtsherrschaf七　bezahlen．　Treus七　genug　erkUhnen　wir　Uns　in　aller　Unter－

thttnigkei七anzufragen，

　　fUr　was　geben　wir　wohl　dieses　Gunstgeユ．d　？

　　Derjenige　der　Geユd　erborgen　muB　is七、ohnedies　schon　am，　sonst　borgte　er

nicht　unter　Pfandeinse七zung　seiner　s蟄㎜七1ichen　I㎜。bilien㎜d・BUrgschaf七

des　eheweiblichen　Einbringens．　Borg七　er　nun　IOOO　「Dlr　Gapita］．　so　bleibt　ihm

nach　Abzug　des　erwtnm七en　20　Tlr　Gunstgeld　und　Ubrigen　Gerich七s，　Geldtrans－

por七s，　Bo七enl～5hnkosten｝（aum　950　江’1r　zu　Bezahユung　der　erforderlichen

Schulden，　hat　auch　noch　wie　gewe3hn］．ich　Un七erh蟹ndlerkosten　an　denjenigen，’

der　das　Geld　verschaf七　mit　l　auch　2　p．　Cen七　exc1．　der　Post－　und　Briefgelder

zu　entrichten，

／B1●　157／　　　　　　　　　was　bleib七　Ubrig．

　　wir　erlauben　uns　zu　e？innern

　　dieses　Gunstgeld　solle　gleichsam　ein　Assecurranz　Geld　wie　bei　Brand－

Asseeuration　und　tthnliChen　Sachen　sein，
　　aber　die1ぎist　es　keineswegs．　Denn　he．ut；e　erborge　ich　ein　Capi七al　und

morgen　kann　ich　nich七　zah！en，　und　das　Gapital　geht　verlohrerr，　wer　七r蟹gt

den　Verlust　？

　　die　das　Gunstgeユd　geno㎜ene　Gerich七sherrschaf七auf　keinen　Fall！

　　Denn　in　jeden　Consens　Doc㎜ent　hθiS七　es　ausdr’Ucklieh

　　llGn蟄diger　Gerich七sherrschaf七，　Uns　denen　Gerich七en　auch　sons七jedema㎜

Qhne　Schaden　und　Nach七heil　いl

　　also　wer　七r駐gt　naoh　Abzug　der　s七arken　erwachsenen　Geriehts　auch　woh工

Cura七〇r　litis　Ko一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／Bl．　157b／　　　　　　　　sten　bei　ents七andenen　Concursen　den　Verlus七　an　Capital

und　Zinnsen　？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　　der　gu加iユlig　gewesene　Greditor　ganz　allein！

　　wir　bit；七en　daher　aユ］．ersubmisses七　einer　fUr　alle　und　alle　fUr　einen

dieses　Guns七geld　in　Wegfall　ko㎜en　zu　laBen，　alユerheSchstens　zu　gemユhen．
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　れる土地とに生える草を，我々は我々に必要な家畜の夏期飼料として必要とするのであ

　るが，これ〔青草〕はこれらの賃借漁師のほとんど毎日の魚釣によって踏みにじられ，

　踏み付けられる。

　　そのために我々は，要求されてきたこの水流貢租が将来は全く廃止されることを〔請

　願する〕。また，それ以外の魚として当地にはヤナギバエと少しの泥鱒がいるだけである

　から，我々が鱒漁を，弱体な当村のために，あるいは，実に貧弱な貧民金庫のために我

　我の思うように用いうることを……請願する。

（14）借り入れられる資本100〔Tlr一一〕についての認可に対して，領主への認可料2Tl　r

　一一を我々すべての領民は，少ししか資力のない者も全くの貧民も一様に，裁判領主に

　支払わねばならない。我々は，何のためにこの認可料を支払う〔べき〕か，を……問い

　たい。

　　借金せねばならぬ者はすでに貧乏なのである。昔は彼は，一切の不動産を抵当に入れ，

　・妻の婚資を担保にして借金することはなかった。今では，1000Tlr一一の資本を借り入

　れる者には，上述の20Tlr一一の認可料，その他の裁判所〔費用〕，資金移転〔の費用〕，

　使い賃を差し引くと，必要とする債務返済のためには950Tlr一一も残らない。〔彼は〕

　また，郵税の他に通常1－2％を，周旋した人に仲介料として支払わねばならない。〔借

　り手には〕どれだけが残るか。

　　敢えて言えば，この認可料は例えば火災保険などにおけるような保険料であるべきで

　ある。しかし，これ〔認可料〕は〔実際には〕決してそうではない。わたくしが今日，

　資本を借りて，明日は支払不能となり，資本が失なわれると，損失を負担するのは誰か。

　〔それは〕認可料を取る裁判領主では絶対にない。なぜなら，すべての認可文書には，

　『……裁判領主，裁判所その他誰にも損害と不利益を与えない』と明言されているから

　である。したがって，破産が生じた場合，莫大な裁判所〔費用〕と破産管理人の費用を

　差し引いた後に，資本と利子の損失を負担するのは誰であるか。善意の債権者だけであ

　る。

　　そのために我々は，お上でこの認可料を廃止するよう，連帯して……請願する。
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　　15）　Uni　allerhesehste　Abschreibung　der　in　Commuri　und　sonst　decrementen，

caducen　und　rnoderirten　Steuerschocken　und　Quaternber

　　bitten　wiv　gleich　andern　Unterthanen　in　aller　Unterthttnigkeit．

　　Uebrigens　schlie15en　wir　uns　a1〕．en　den　a1ユenm七er七h琶nigs七　vorgetragenen

Bi七ten　und　F］．ehen　a1］．er　getreuen　Unter七hanen，　sowei七　uns　solch一　e　betreffen

mUchten　und　kennten　in　allen　Puncten　und　Clauseln　an，　und　bitten　aller－

unterth！：nigst　urn　dieselben　Wohlthaten

IBI．　158／　und　Erleichtenmgen，　welche　durch　allerh5chsten　weisen
Aussprn2ch　einern　ganzen　Lande　zurliehen　dUrften．

　　Heidersdorf　zurn　Ritterguth　Purschenstein　mit　Saida，　am　21．Octbr．1830

　　Gottlob　Friedrich　Reichelt
　　　　Geichtsseh6ppe

　　August　Friedrich　Schlegel

　　　　Gemeindernann

　　Go七七10b　Friedrich　MUU．er

　　Traugott　Friedrich　Gleckner

　　Adam　Lebrecht　Schlegel

　　u．　Cons．

　　　　Ausschui3personen
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（15）当村およびその他における免除・無効・軽減租税ショックと四季〔税1単位〕とのお

　上による控除を，我々は他の領民と同じく……請願する。

　　その他の点では我々は，すべての忠実な領民が……行なったすべての請願に，それが

　我々に係わるかぎり，すべての条項において賛向し，お上の……決定によって我が国に

　生じる恩恵と軽減を……請願する。

　　騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダに所属するハイダースドルフにて　1830年10月

　21日

　　ゴットロープ・フリードリヒ・ライヒェルト　　村長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛15）
　　アウグスト・フリードリヒ・シュレーゲル　　ゲマインデマン

　　ゴットロープ・フリードリヒ・ミュラー（他2名と同僚）　　委員

第6図　ケマースヴァルデ村請願書第1ページ（BL　53）上部
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256 ．

（5）Petition　au8　dem　Dorfe　C蟹㎜erswalde　v。m　27。10．ユ830

IBI．　53／　Extract
AMemmterthUnigst　gehorsamseen　Vortrag　an　Eine　KUnigl．　SUchB．　zu　Auf－

rechthaltung　der　Uffentlichen　Ruhe　allerh6chst　verordneten　CornrniBion　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十Dresden

，　d．d．　KUmmerswalde，　am　27．　Oetober　1830　．
　　L。S．　Carl　Go七t］．ob　Hegewald　pp．

　　Ew。　pp．　und　Ew．　pp・　erlauben　auch　unss　als　ganz　ge七reue　Unterthanen，　die

wir　unter　das　Ri七七erguth　F＝urschens七ein　mi七Sayda　gehδren，　we㎜wir　unsere

drTUekenden　Anliegen　in　Schriften　einzureichen　uns　unterfangen，　und　um

Mildenmg　wo　nicht　gzanzliche　EnUedigung　mesglich　seyn　kann，　in　aUer　Unter一
／B1．　53b／　　　　　　　　七h蟹nigkeit　bi七七en，　als　：

　　pp．　pp．

　　2）　an　Kesnigl．　StraBenbaugeldern　rnUssen　wir　alljlthrlich　von　Hufen　und

HUuitlern　an　das　Rentamt　Freyberg
　　ユ．9　tllr　5　Gr　6　Pf
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　abliefern，　da　wir　doeh　selbst　so　viele　Strasen　und　Corninunial－Wege，　in

Bau一一　und　Fahrbarkeit　zu　erhalten　haben，　als　z．B．　haben　wir

　　a）die　G。㎜erzia1』S七ral⊃e　Uber　Einsiedeユnach　BeShnen，　welche　son8七aus

BrUckhesユzem　bes七and，　da　das　Ho］．z　in　dieser　Gegend　im　UeberfluB　s七and，

jetzt　mit　Steinen　und　Kies　zu　bauen，　da　die　BrUcken　oder　Strasenhelzer，　in

har七en　Win七er　abhanden　geko㎜en，　man　sag七：von　den　Strase耳bau－Aufsehern

selbst　verbrannt　worden　seyn　sollen．

　　Zu　dieser　Strase　haben　wir　2　bis　3　Stunden　Weges，　ehe　wir

IBI．　54／　von　unsern　Dorfe　aus，　dahin　gelanRen．
　　Sodann　haben　wir　noch　Wege　auf　unsemp　ComTnunfluren．

　　b）　von　Georgensthal　bis　an　die　Clausnitzer　Fユuren，　die　Ge］，ei七s8七raBe

nach　Mulda　zu，　ist　eine　S七recke　von　fast　einer　S七㎜de，

　　c）　den　Weg　von　Neuwernsdorf，　von　der　sogenannten　Heubrttcke，　an，　bis　an

die　Friedebacher　Fluren　l％　　S七urユde　entfern七　〇der　L！lnge．

　　d）　den　Dorfweg　von　hier　aus　nach　Neuhaus　oder　Purschenstein　ist　1％

Stunde　lange，　und

　　e）　eine　z珂eyte　StraBe，　welche　nach　Friedebach　und　Stad七　Sayda　fUhr七，　nur

zu　einer　halben　Stunde　L蟄nge　gerec㎞e七．

　　Diese　Strai3en　und　Communial一一WeRe　haben　wir　alle　zu　erhalten．　Und　da　wir

in　unsenn　sehr　bergigten　Orts－

IBI．　54b／　lagen，　wo　schon　ein　kleiner　sogenannter　Landregen　viel

WaBer　anh蟄uft　und　zusa㎜en　bringt，　geschweige　denn　ein　GuB－oder　Gewi七ter－

regen，　die　o£t　plδ七zlich㎜d　hef七ig　sich　en七laden，　da　das　Uebers七eigen　der

hehern　Beshnischen　Gebirge，　sie，　theils　hier　zur　Entladung　authzalt，　theils

auch　die　BUhrnischen　Wzalder，　durch　ihre　harzige　AusdUnstung　selbige　auf
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5．1830年10月27日付ケマースヴァルデ村の請願書

　抜粋。

　ドレースデンのザクセン王国公安維持国王任命委員会宛の……上申。
　　　　　　　ω
　ケマースヴァルデにて1830年10月27日。

　印章の場所。カルル・ゴットロープ・ヘーゲヴァルト等。

　〔国王〕陛下と〔摂政〕殿下は，騎士領プルシェンシュタイン；ザイダに所属する，全

く忠実な領民たる我々にも，我々を圧迫する問題を文書で敢えて提出することを，また，

完全な免除が可能でない場合には，軽減を……請願することを，許されんことを。

　〔1．国王に関連する諸問題〕

〔1〕　省略。

②　国王への道路建設金として我々，フーフェ〔保有農〕と小屋住農はフライベルク出納

　局に対して19Tlr　5　Gr　6　Pfを納入せねばならない。しかし，我々は非常に多くの国道

　と村道を，車が通行できるように立派に維持せねばならない。例えば，

（a｝　〔ドイッチュ・〕アインジーデル経由ボヘミアへの通商路。これは，木材がこの地方

　には余っていたσ）で，かつては橋〔建設用〕木材で出来ていたが，今では我々はこれを

　石材と砂利で建設せねばならない。なぜなら，橋あるいは道路〔建設用〕木材は厳’しい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔2｝
　冬の間に無くなってしまったからである。　〔木材は〕道路建設監督官自身によって焼き

　払われたという噂である。当村からこの国道まで行くのに2－3時間かかる。

　　次に当村の領域には〔以下の〕道路があう。

（b｝　〔ドイッチュ・〕ゲオルゲンタールからクラウスニツの領域までの〔道路。これは〕
　　　〔3｝

　ムルダまで達する護送税〔徴収〕道路で，約1時間の距離である。
　　　　　　　　　　f4｝　　　　　　　　　　　〔5｝
㈲　ノイヴェルンスドルフの，いわゆるホイブリュケからフリーデバハの領域までの道路。

　〔これは〕1寺時間の距離あるいは長さである。
　　　　　　　　　　⑥
（d）当地からノイハウゼンあるいはプルシェンシュタインまでの村道。　〔これは〕1を時

　間の距離である。

（e）フリーデバハ〔村〕とザイダ市に通じる第2の国道。〔これは〕僅か半時間の距離であ

　る。

　　これらの国道と村道のすべてを我々は維持せねばならないのである。

　　　　　　　　　　　　ち　　当地は非常に山の多い所で，しばしば突然に起き．る，激しい豪雨あるいは雷雨は言う

　までもないが，少しの，いわゆる長雨〔の際に〕も水が集まって溜まる。ボヘミアの高

　い山々がそれ〔水分〕を当地で放出させるし，また，ボヘミアの森林も，樹脂を含んだ
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unsern　Fluren，　als　deren　Nachbarn，　heranziehen，　wodurch　wir，　durch　die　ent－

standenen，　oft　groBen　WaBerfluthen，　den　be七rUehtlichsten　Schaden　erleiden，

und　in　einer　S七㎜de　of七Tiefen∫von　4　bis　6　El］en　Tiefe　ausracheユn　oder

ausspUlen，　welche　wir暫ieder　sc㎞e11，　mi七　edner　皿Uhe　und　Kosten，　mit

Steinen　au8fUllen　mUBen，　um　die　Go㎜erzia1－Fuhrwerke，　welche　alle七heils

ins　KUnigl．　thei】．s　ins　Herrschaft］．iche　Gebiet　zu　fUlユen　haben，　nicht　zu

hindem．
　　Und　de㎜och　mUβen　auch　wir，

／Bl．　55／　　　　　　　　　welche　Geleitsstelle　wir　auch　be七re七ens　Uberall　daBelbe，

ohne　Ausnahrne　entrich七en，　㎜d　nirgends　davon　befreyt　sind．

　　D蝕e四ir　alle㎜七er七h置nig8t　um　Wegfall　der　KUnigl．　S七ra15enbaugelder，㎜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
ErlaB　dieser，　als　auch　der　Herrschaftlichen　Gelei七e；㎜d　besonders　noch㎜

Befreyung　von　dem　Einsiedler　Go㎜erzia1－Strafsenb　au，　welcher　des　Geleits

wegen　der　Gerichtsherrschaf七，　als　Bezieher　de13elben，　wohl　al］．ein　zufallen

dUrfte，　uns　a］，1ermildes七　zu　befreyen，　in　tiefs七er　Ehrfurch七　bitVen．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　PP・PP・

　　Nun　haben　wir　auch　noch
　　工工）

　　noch　mehrere　alle㎜七erth蟄nigs七e

／B］．．．　55b／　　　　　　　　Vortrttge　in　Betreff　unserer　gnUdigen　Gerichtsherrschaft

㎜dderen　resp．　Officianten　darzus七ellen，　wo　wir　um　allerhδchste　Einwir－

k㎜gund　AbhUlfe　ehrfurch七svoll　bit七en，　als；

　　1）die　Schaafhu七岨g㎜d　deren　Triften．auf㎜sern　stark　besteuerten

Flupen　und　Wiesen　ver・ursacheh　unss　bey　denen　seit　rnehrer’n　Jahren　so　s七ark

angewachsenen　und　vemehrten　Heerden　dieses　Viehes，　die　Uber　2000　S七Uck

nur　ttbersich七1ich，　denn　wer　vemag　solche　zu　z恥］．en，　da　dig　Schaafknech七e，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

werm　sie　s。1ches　gewahren，　seユbige　mittels七ihrer　Hunde，　durchs　Zusa㎜e－

halten　und　Engetreiben　sehr　wohlweise　einzurichten　wissen，　daB　man　sie

nichもz蟹hlen　kann．　Dazu　ko㎜en　noch　die．Schaafe　des　Schaafrneis七er8　und　der

Knech七e，　weユche　zum　Lohne　kein　baares　Geld　erha1七en，　sondem

／Bl．　56／　　　　　　　　　statt　de工5elben　eine　Anzahl　Schaafe　ha］．ten，　die　sich　mi七

auf　unsemt　GU七em　n蟄hren　und　erhal七en㎜d　deren　Zahユsich　zusa㎜en　auf
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ

einige　Hundert　S七Uck　betr蟹g七●　Zuweilen　gehen　zwar　die8e　Schaafe　auf　ein

bis　zwey　S七㎜den　auf　dem　Ri七七erguthe；aber　das　Dorf　bleibt　i㎞en　i㎜er　zun

Abnagen　ausgesetz七・　　　　　　　　　　　　　、
　　Nach　dem　a冒。　］一7う7　allel・hUchsも　confiエ・mirten　Erbregister　heiBt　es　zwar　nur：

Herrschaf七liche　KUehensehaafe，　leider　ist　keine　Zahl　besti㎜t，　aber，　fUr

die　herrschaf七liche　KUche，　Stamm－und　For七zucht　kann　ot㎜Uglich　eine　so

s七apke蛇蝕1　bes七irnnit　seyn　und　wir　glauben，　daB　ein　S七㎜v。n　4　bis　500

StUeken，　（滋rf七e　woh↓　auslzanglich、seyn　！

　　Nun　wtlrde　auchs　wenn　die　Schaafzahl　reducir七und　nur　ein　gewiBe8　Quan七㎜

angeordnet轍rde，　die　Z蝕ユder　Schaafknech七e㎜d　deren　Anzah1．　sich　vemin一
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　蒸発によってそれ〔水分〕を隣人としての我々の土地に引き寄せるからである。

　　〔こうして〕発生する，しばしば大規模な洪水のた．めに我々は甚大な損害を蒙る。〔洪

　水は〕1時間のうちに〔道路に〕しばしば4－6エレの深さ〔の穴〕を穿ち〔？〕，ある

　いは洗い流すからである。我々は国王と領主の〔所有〕地で伐採〔された〕すべて〔の

　木材〕を〔運び出す〕商業用の馬車の邪魔にならないように，急いで，そして骨を折り

　費用をかけてそれ〔深み〕に石を埋め込まねばならない。

　　しかしながら，我々は，どこの護送税徴収所を通るとしても，どこででも例外なくそ

　れ〔護送税〕を支払わねばならない。それを免除される所はどこにもないのである。

　　そのために我々は国王への道路建設金の廃止と，この〔国王への〕および領主への護

　送税の免除を〔請願し〕，とくにまた，護送税から見てそれ〔護送税〕の徴収者としての

　裁判領主のみの任務であるべき〔ドイッチュ・〕アインジーデルへの通商路の建設から

　の免除を，〔それからの〕我々の……免除を……請願する。

〔以下〕省略。

　　（II）　〔裁判領主に関連する諸問題〕

　今度は我々は，我々の……裁判領主とその……下級官吏に関していくつかの……上申を

行ない，お上の介入と救済を……請願する。

（1）我々の重く課税される農用地と採草地における〔領主の〕羊の放牧と弾道〔g）利用〕

　とが，我々に〔損害を〕与える。この家畜の群は数年来，非常に増加し拡大しており，

　概観で2，000頭を超える。誰がこれを数えることができようか。なぜなら，羊牧者たち

　は，これ〔我々の頭数調査〕に気が付くと，誠に賢明にも彼らの犬を使ってこれ〔羊群〕
　　　　17）
　をまとめ，密集させるために，誰もそれ〔羊群〕を数えることができないからである。

　　それ〔領主の羊群〕にさらに牧羊親方と牧者の羊が加わる。彼らは賃金として現金を

　受け取らず，その代りに多数の羊を飼養する〔ことを許されている〕。これら，〔の羊〕は

　我々の保有地で飼養されるのであって，その数は合計して数百頭に達する。これらの羊

　は時折り1－2時間は騎士農場に行くが，当村〔の青草〕は常にこれら〔の羊〕の噛み

　取るままに委ねられているのである。

　　1737年にお上に承認された世襲台帳には，領主の台所用心だけが言及されている。そ

　の数は残念ながら定められていない。しかし，領主の台所〔と〕継続的飼育のために，

　〔現在いるぽど〕多数が定められていることはありえない。400－500頭の保有数で十分

　　　　　　ノ　である，と我々は考える。

　　ところで，〔領主の〕羊数が減らされ，一定数のみが定められると，羊牧者の数と彼ら
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dem，　welche
／B］一．　56b／　　　　　　　　wir　jetzt　zu　ihrem　Lohngehal七　ebenfalls　mi七　erhalten，

㎜dvom　ersten　G血des　FrvUhjahrs　bis　in　den　sp蟹te8七en　Herbs七翫七em

mU島en．

　　Die　Ubrigen　andern　mi七uns　gleich　leidenden　Go㎜unen　des　Ri七七erguthes

purschenstein，　besonders　Sayda，　Friedebach　und　Dittersbach，　haben　schon

ein　mehreres，　so　viel　uns　wifヨend　is七，　ange七ragen　und　sich　gleich　unss　Uber

diese　Schaafmaise　bekユag七，　und　um　Verminderung　derselben　gebeten，　und　da

wir　ein　gleiches　fast　we3r七1iGh　zu　bit；ten　haben，　so　schlief6en　wiib　uns　deren

femem　Vor七紺ge　in　allen　Puncten　und　Glauseln，　in　allem　gemein　denkend

an，㎜d
　　bi七七en　allerunter臆nigst㎜alles　was　zu　bi七七en　n5七hig，　erforderlich

㎜df伽㎜s　mildemd　in　tiefs七er恥rfurchも．
　　2）　Das　Herrschaftliche　Diens七geユd　be七reffend　m肢Ben　wir　leider　hier＿

／B1．　57／　　　　　　　　　mit　allen　hiesigen　Ortschaften　eine　gemeinschaft］．iche

Sprache　fUhren．

　　Wir　bezahlen　nicht　al〕．ein　an　das　Herrschaftliche　Ren七amt，　das　aus噛　und
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

vorgeschriebene　Dienstgeld，　laut㎜serer　entworfenen　Tabelle，　an　446，

weユche　wir　specieユユ　einzureichen　stet；s　erbe3tig　sind食　wodurch　ohne　Zweifeユ

al］．e　Hof繭　und　Frohndienste　in　fr・ttherer　Zei七　ab剛und　ausgekauf七　worden　sind，

wir　mttB・n・ber　auCh　neu・rn　H。f一㎜d　Fr。hndien・te　demung・・ch七e七n。ch　lei・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧

sten㎜d　verrichten．
　　Aber・woher　kornmen　wohl　diese　？

　　Vermuthlich　geschah　es　wohl　anfUng］．ich，　bey　mii31iehen　Heu噌　㎜d　Getraide曹

Erndもen，　das　folgende　Jahr　such七e　皿an　nochmals　anJ　der　Gebirge　ist　ste七s

willig㎜d　geftillig，　z㎜al　wenn　er　zu　e七was　ersucht　wir・d，一man　tha七es、

nochmaユs　wUlig　－　in　dri七ten　Jahre　mU13t；e．　es　geschehen　aus　Zwang，　und　so

is七fortgeschehen　bis　je七zt．

　　wir　bit七en　daher　al］．er一

／Bl．57b／　　　　subrniBest　auch　urn　Abstellung　dieser　en七standenen　Neue－

nmgen，　als　auch㎜｝1ilde㎜g　des　vorgedaeh七en　Diens七geldes．

　　3）　Mi七　dem　Hofezwangsdiens七gesinde　sagen　wir　dai3elbe，　was　Friedebach，

Clausnitz　und　HeydePsdorf　bereits　in　ihren　Vortrttgen　unter七照nigs七darge－

ste］，1七haben。

　　In　trUhern　Jahren　ha潤むen　unsere　Kinder，　die　wir　zum　Hofzwangdienst　mit

Ufterer　Hintenansetzung．unserer　eignen　steuerbaren　Wi　rthschaf七dahin　geben

mUBten，　wie　weit　be⊥3ere　Behandlung　zu　erwar七en，、als　dieselben　in　den

B且f51erschen　Pach七jahren　daSier　geno13en　haben；　jeder　zu　Hof　dienende　Knecht

oder　Magd　erhiel七　gleich　beym　Anzug，　oder　schon　bey　der　Anschau，　welehe

den　2．　November　des　vorhergegangenen　Jahres　s七at七　fand，　seinen　Po8ten　an－

gewiesen，　wohin　ein　jedes　angewiesen　wurde，㎜d　e8　konn七e

／Bl．　58／　　　　　　　　　sich　daher　ein　Jedes　zu　seiner　Fmcもion　mehr　vorbe一
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　の〔羊の〕数も減少するであろう。我々は現在，彼らの賃金としてのこれら〔の羊〕を

　一緒に維持し，春の最初の緑草から秋の最後まで養わねばならないのである。

　　騎士領プルシェンシュタイン〔所属〕の，我々とともに苦しむ他の諸共同体，とくに

　ザイダ，フリーデバハ，ディッタースバハは，我々の知るかぎり，いくつかのことをす

　でに提議し，我々と同じくこの羊の大群について苦情を述べ，それの縮小を請願した。

　我々が請願すべきことも〔これらの請願と〕ほとんど逐語的に同一であるから，我々は

　普通に考えてすべての条項についてあの上申に賛同し，請願する必要があり，我々にと

　って軽減となるすべてのことを……請願する。

②　領主への賦役代納金に関して我々は残念ながら，当地のすべての集落と共通の表現を

　せねばならない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔8）
　　我々は領主の出納局に対して，作成された表に従って規定された賦役代納金446を支払

　っており，我々は常にそれ〔賦役代納金〕を個々別々に納入する用意がある。これ〔賦

　役代納金〕によってかつてのすべての御館賦役と賦役は疑いなく買い取られ，買い戻さ

　れたにもかかわらず，我々は新しい御館賦役と賦役をなおも果たし，給付せねばならな

　い。

　　しかしながら，これら〔の新規賦役〕はどこから来たのか。〔事情は〕恐らく〔次の通

　りであったであろう。〕それ〔賦役〕は最初，困難な乾草と穀物の収穫の際に〔善意で〕

　行なわれた。次の年にもまた〔領主は〕懇願した。山地〔の住民〕は，何かを頼み込ま

　れると，快く親切にしてやるのが常で，〔この場合も〕再び快く〔賦役を〕果たした。3

　年目には〔彼らは〕それ〔賦役〕を強制によって果たさねばならなかった。そして，そ

　れが今日まで続いてきた〔というわけである〕。

　　そのために我々は，このようにして発生した革新の除去と．上述の賦役代納金の軽減と

　を……請願する。

（3）御館強制奉公人について我々は，フリーデバハ，クラウスニツ，ハイダースドルフが

　その上申においてすでに……述べたと同じことを述べよう。

　’我々が，課税される我々自身の経営をしばしば無視して御館強制奉公に提供せねばな

　らぬ我々の子供たちは，〔近年の〕ベスラーの〔騎士農場〕借地期間におけるより，かっ

　てははるかに良い待遇を受けていた。御館で奉公する下男あるいは下女は〔奉公〕開始

　の際に，あるいは，前年の11月2日に行なわれる〔奉公人〕検査の際にすでに，各人が

　　　　　　　　　　　　　　　ズ　どこに指定されるにせよ，その任務を指定された。そのために各人はその職務の準備を
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reiten，　es　herrsehte　auch　sonst　weit　rnehr　Ordnung，　auch　erhielten　sie

durchgl：ngig　eine　weit　belSere　Kost，　als　bey　dem　letzten　Pachter　BUBIer，

denn　heu七e　s七ell七e　rnan　den　einen　als　Groβ㎞echt　auf　der　Purschensteiner

Oeconornie　beyrn’ oferden　an，　rnorgen　nahrn　man　ihn，　ohne　Ursache　da　weg　und

stellte　ihn　auf　eins　von　den　drey　Vorwerken　als　Ochsenknecht　an，　und　so

wechselte　man　das　ganze　Jahr　hindurch　fort，　unter　Knechten　und　MUgden；　wie

konnte　sich　da　ein　Gesinde　au．e　seinem　Posten　gehesrig　einrichten　und　seine

Ffl±cht　gewiBenhaft　erfUllen，　und　endlich，　welehe　nachtheilige　ttble　Nach－

reden　und　Gerich七e　verbrei七e七en　sich　oft，　von　der　Nich七erfUユlung　der
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
Pflicht　eines　Diens七boCens　bey　diesem　steもen　Wechse］．．

　　Das　Vorwerk　zu　Heydersdorf　auch　Schafferhof　genannt，　ist　nur　ein　steuer一

／Bl．58b／　　　　bares　Le㎞gerich七，　f。1glich　kein　Rittergu七hs　G㎜d㎜d

Boden，　welches　die　Geriehtsherrsehaft　ohnstreitig　frUher　erkauft，　oder　per

sub　hasta　erstanden　hat．　Auch　dahin　ITrtlBen　wir　jetzt　sieben　Zwangdienstge－

sinde，　an　Knechten　und　Mzagden　stellen，　wie　man　sie　nur　wUnscht．

　　Nun　haben　wir　zwar　schon　in　diesern　Jahre，　stmtliche　Dienstverpfliehtete

Ortsehaften，　um　Vermindemmg　dieser　und　jener　Dienste，　oder　urn　ganzliche

Befreyung　derseユben　und　des　Gesindezwangdienstes　gegen　Erユegung　eines

billigen　Quantots　bey　ur｝serer　Hochadlichen　Geriehtsherrschaft　supplicando

nachgesucht，　aber　1eider　hat　man　uns　bis　jetzt　keine　Resolution　ertheilt，

wir　wiBen　uns　daher　auch　hier　nicht　anders　zu　behelfen，　als　auch　hier　sub－

iniBest　zu’　bitten　：

　　Ew．　pp．　und　Ew．　pp．・　als　auch　Eine　allerhechst

IBI．　59／　verordnete　Landes－ComrniBion　wollen　auch　hierin　uns　eine

Erleich七e㎜g　zu　verschaffen　aner即蟹dig8層目e舳en．
　　4）　Haben　wir・　allj！！hrlich　ein　betrzachtl±ches　an　Zirmsgetreide，　als

　　l5　Schf．　2　Vrt．　2　Mtz．　Kor．n　und

　　37　schf．　3　Vr七・　3　Mtz・　5　Vier七・　Hafer，

　　an㎜sere　Gerichtsherrschaf七，　und　nach　deren　gew5hnlichen　Anweisung　arl

den　Oeconomie－Pach七er　abzuliefem．
　　Wenn　wir　denn，　wie　oben　gesagt，　nach　ad　1　die　Sehaafhutung，　ad　2　das

Dienstgeld，　ad　3　den　Hofzwangdienstgesinde　zu］，弓isten　haben　und　soユユ七en

nun　auch　unsere　rnit　vieler　ltnstrengung　und　von　unsern　Felderm　erkau£ten

Fruch七k5mer，　wenn　anders　uns　Go七七seine　Seegen　dazu　schenkt，　und　die　wir

doch　zurn　heschstnesthigen　Bedarf　fttr　unsere　oft　zahlreichen　Farnilien　selbst

brauchenJ　so　wie　zur　Wi’ederbesaam．

／BX．　59b／　ung　unserer　belder，　dahin　geben，　ist　dann　wohl　noch　ein

Wunder，　wenn　wir，　bey　dem　redlichsten　FleiBe　und　der　mUglichsten　Sparsam－

keit，　verarmen　und　imsere　Gttther　in　Concurs　gerathen，　und　die　Zahl　der　Ver－

arrnten　mit　j　edem　Jahre　zunimmt　？

　　Die　Glttubiger　dabey　immer　mehr　Verlus七erleiden，　und　Aem七ers　Gerichts－

s七ubent　Cura七〇r　litis　und　Advocaten　die　le七z七en　Erben　uns6res　noch　ttbrig＿
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することができたのである。さらに，かつては万事がはるかに整然としていた。また，

彼ら〔奉公人〕は最近の借地人ベスラーの下におけるより一層上等の食事を得ていた。

　なぜなら，〔現在では〕ある者が，ある日に，プルシェンシュタインの農場で馬を扱う

下僕頭に任命されても，次の日には理由もなくそこから離されて，3分農場の1っの牛

飼いに任命され，このようにして下男と下女は1年中〔その職務を〕交替させられるか

　らである。この場合に奉公人がその任務の準備を十分にやって，その義務を誠実に果た

すことがどうしてできようか。そして最後に，このように〔職務が〕絶えず変わる場合，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔9｝
ある奉公人がその義務を果たさないという，不利な中傷と悪評がしばしば広まったので

　ある。

　　　　　　　　　（lo）
　　　　　　　　　　　　　　シャッファーホーフとも呼ばれる，ハイダースドルフの分農場は，課税される永代村

長の土地にすぎないのであり，したがって，〔本来の〕騎士農場の土地ではない。これ

は，疑いなく裁判領主がかつて買い入れた，あるいは，競売によって買い求めたもので

　ある。ここにも我々は今日，7人の強制奉公人の男女を，望まれるままに提供せねばな

　らない。

　　ところで，我々，賦役義務あるすべての集落は今年，あれこれの賦役の軽減，あるい

　は，これら　〔の賦役〕と奉公入強制奉公を適当な金額の支払いと引換えに完全に免除す

　ること，を我々の……裁判領主に懇願して請願したが，今日まで何の決定も受け取っで

　いない。そのために我々はここでも〔次のように〕……講科する以外に切り抜ける術を

知らないのである。すなわち，陛下と殿下および我が国の国王任命委員会がこの点にお

　いても我々に軽減を与えるよう……思し召されんことを。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ID
4）我々はかなりのものを，すなわち，15Schf　10Mtzのライ麦と37Schf　15をMtzの燕

　麦を穀物賃租として裁判領主に，そして通常はその指示によって農場借地人に毎年引き

　渡さねばならない。

　我々は，上述のように〔ll一〕（1）における羊の放牧，②における賦役代納金，（3）にお

　ける御館強制奉公入を給付せね．ばならず，その上に，神の祝福があった場合，多大の努

　力を払って我々が耕圃から得た穀物を，そして〔すなわち〕，我々のしばしば多人数の家

族のための最高の必需品として必要とし，耕圃に再び播種するためにも〔必要とする〕

穀物を，そこ〔地代徴収所〕に納めねばならないとすれば，最も勤勉で最も倹約的であ

　つたとしても，我々が貧窮して，我々の保有地が破産すること，そして，貧民の数が年

　毎に増大すること，は驚くべきことであろうか。

　　その場合，常に損害を受けるのは債権者であり，なお残った我々の最後の財産を結局

継承するのは管区，裁判官，破産管理人，弁護士である。そして，我々は乞食同然とな
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bliebenen　le七z七en　VermUgens　sind？und　wir　alsdann　den　Be七七lerm　g｝eich，
aユsein・Las七des　Or七es　und　unsers　Vaterユandes，　v。n　den． ≠獅№?梼ｵeユユむ・n　P・ユi－

zey－Dienem　n。ch　he㎜七reiben　laBen　mUBen．

　　Man　k8㎜te　vielleicht　w。hl　glauben，　daB　diese　hierbey　gef慣hrte　Sprache，

di・Wi・・elb・七d・utli・h－n・皿・n，． 浴Ehl　ttb・・七・i・b・n　Und　mi七hip　ftlr　Vi・1・

＿　beleidiRend　sey，　aber　wir　sind　erb5tig　dieses　dureh　B6yspiele　gnttglich

ZUL　beweisen●
　　　　　　　　　　　　　　

／Bユ．60／　　　　　Und　da　es　uns　allerhUchs七vergδ㎜t　worden　ist，　unsere

Anliegen，　so　wie　sie　sich　in　der　Wahrhei七　v6rhal七en，　a］ユerh6chs七　vor＿

bringen　zu　dttvfen，　so　］，eben　wir　des　zuversich七］．ichen　Glaubens，　daB　wir

auch　nur　dabey　der　Wahrheit　tpeus　frey　sprechen　dUrfen．

　　Und　um　sd　mehr　haben　wir　auch　hierbey　hohe　Ursache，　aユユerhUchst　zu
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g
bi七七en　：　　　　　　　　　　　　　．『

　　㎜Verminderung　dieser　Uebei，　wo　nich七g蟄nzliche　Abstellung　rn691ieh　seyn

kann。

　　5）　An　gew6hnliehen　Frohn－　und　Handdiens七en，　deren　wir　so，　wie　andere

Go㎜unen，　die　zu　uns　einverユeibt　sind，　unz質hユige　haben．　als　Dienstgeld．

Walpurgiszinnsen，　Dreschgeld，　Spinngeld，　Michaeliszirmsen，　Blasenzinns，

StUh］，zinns，　SchUtzgeld，　Wa，：erlauf　und　Erbzinns，　mit　diesen　allen　sehen　wir

㎜sgedr㎜gen，　nich七um　Minder’ung，　sondem

／Bl．60b／　　　㎜gUnzliche　Abstellung，　alle㎜七erthUnigs七zu　bit七en．
　　6）　1鴫U15en　wir　Armen，　au．ch　noch　ein　Getreidedresch－　F’1achsspinn一　μnd　sogar

Wa・htgeld　geben・die　wir　8ch。n・wie。b・n　ge8・gt・mi七Di・ns七9・ld・u　bezah斗・n

beleg七　sind．

　　Es　schein七　uns　dies　Letztere　nicht　vor　Alters　gebr蟹uchユich　gewesen　zu

seyn，　indem　man　es　wohl　z㎜　Dienstgeld　wUrde　geschlagen　haben，　sondern

vielmehr　eine　Neuemng　zu　seyn，　daher　wir㎜9置nzliche

　　Abs七e1ユung　denelben　al］．erunterthUnigst　bitten。

　　7）　An　Erbzinns　haben　wir　alljUhrlich　an　das　Herrschaf七1iche　Rentam七　ab＿

zuliefern

　　15　Tlr　l2　Gr　2　Pf。　　　，

　　Es　leuchtet　wohl　ein，　da13　ein　mit　vielen　Schock　und　Quatembem　nebst

Soldatengeld，　welche8　von　denen　in　Res七　verbliebenen　execu噸
／B1．61／　　　　　　　　　tirisch，　ohne．　Nachsicht　auf　VerhU］．tni　fte　einge七rieben

wird，　belegter　Opt，　dies　alユes　leisten　kann　？

bitten　d曲e圃1e㎜terth墳nig8t㎜Veminde㎜g．
　　8）　Haben　wir　einen　sogenannten　Weishe］．1erzinns　zu　en七richten，　wozu　denn

nochθin　AbdUngegeld　k。㎜t．
　　Woher　die3es　aber』ko㎜t，　und　wie　e．s　ent8tanden　is七，　wiBen　wir　nicht；es

hat　auch　mUJ3en　en七richtet　werden．

　　Und　Uberdies　haben　wir　noch　von，　der　Co㎜㎜eigenthUrnlichen　Flei8chbank

an　die　Gerichtsherrschaft　alljZahrlich
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　り，その上に，任命されてし｝る警官から，集落と祖国との重荷として追い回されねばな

　らないのである。

　　我々自身は明白なものと考えるこれらの言葉が，誇張であり，したがって，多くの入

　人にとっては不快なものである，とあるいは考えられるかもしれない。しかしながら，

　我々はこれを実例によって十分に証明する覚悟である。我々の問題を真実のままにお上

　に提示することは，お上によって我々に許されているので，我々は，真実にのみ忠実に

　率直に述べてよい，と確信している。

　　そこで我々はここでも，完全な除去が可能でない場合には，この苦しみの軽減を……

　請願する十分な理由をもっている。

（5）我々〔当騎士領〕に編入されている他の諸共同体と同じく，我々が無数に課されてい

　る，通常の賦役と手賦役，また，賦役代納金，ヴァルプルギス賃租，打中金，紡糸金，

　ミヒャエーリス高邑，蒸溜器賃租，織機賃租，保護料，水流〔賃租〕，世襲賃租，これ

　らすべてについて我々は軽減ではなく，完全な除去を……請願せずにはいられない。

（6）我々貧民は打半金，麻紡糸金，警衛金をも納めねばならない。すでに上述したように，

　我々は賦役代納金の支払いを課されている〔にもかかわらず〕。後者〔打目金など〕は，

　賦役代納金に加えられていたであろうから，井は行なわれておらず，むしろ革新である

　ように，我々には思われる。そのために我々はそれの完全な除去を……請願する。

（7）世襲賃租として我々は領主の出納局に13Tlr　12Gr　2　Pfを毎年納入せねばならない。

　　〔当村のような〕多くのショック〔税〕と四季〔税〕および兵士税を課され，未払とな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12｝
　っているものは事情を掛汗することなく強制執行によって徴収される村が，これらすべ

　てを給付しうるであろうか。そのために〔我々は〕軽減を……請願する。
　　　　　　　　　　　　　（12a｝
（8）我々はいわゆる臼ヘラー貨貨租を支払わねばならない。それにはさらに値付け貢租が付

　け加わる。これ〔臼ヘラー貨賃租〕がどこから来たか，どのようにして発生したか，を我

　我は知らない。〔しかし，〕支払はなされねばならなかった。その上に我々は，村の所有

　する肉売り台について，売り台の脂肪として裁判領主に4Tlr　12Gr一を毎年支払わね

（1）ケマースヴァルデ村の1834年の人口は852人（106戸）であった。永代村長の土地があ

　つた。当村の牧師ヘルマンは亜麻栽培の改鰍こ大きく貢献した。Schumann，　Bd，4，

　S．410；Schumann，　Bd．17，　S．140－142；Schiffner，　S．598；Blaschke　l957，　S．

　301，牧師ヘルマン（1730］一1792）については松尾，298－304ページ，参照。’この村の標

　高は620mである。
　　　　　　　　　　　　　　　　し（2｝道路建設監督官については本稿（3）註（32）参照。

（3）ムルダ村はフラウエンシュタイン管区に所属し，一部は管区村落，一部は，当村所在
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の団団君主直属騎士領に所属する騎士領村落で，1834年の人口が842人（114戸）であっ

　た。Schumann，　Bd．6，　S．634－639；Schumann，　Bd．18，　S。230－231；Schiffner，
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　　41iユrユ2　G1■一

　　aユs　Bankinselt　zu　bezahlen．

　　Auch　hier　bitten　wir　allerunterthzanigst　un　gUnzliche　Aufhebung　dieser

Abgaben．

　　9）　Haben　wir　auch　Wai3erlaufzinns

IBI．　61b／　zu　entrichten．
Wamm　wohl　aber　diesen　？

Da　alle　Lluellen，　welche　auf　unsern　steuerbaren　GUthern　ihren　Urspnmg

nehrnen　oder　entspringen，　zuletzt　im　ZusarnrnenfluBe　eine　sogenannte　Dorf－

oder　Gemeindebach　bilden，　so　erseheint　uns　nun　auch　diese，　als　ein　Eigen－

thum　der　Gerneinde　zu　seyn　und　der　Nutzen　oder　Vortheil，　welcher　daraus　zu

ziehen　ist，　auch　derselben　anzugehU？en．　Vermag　also　diesem　Grundsatz　zu

F’olge　die　Obrigkeit　ein　Recht　zu　haben，　uns　unser　corrirnun！iches　Eigenthum

zu　entziehens　um　es　uns　beyTn　Gebrauche．nach　verzinnsen　zu　laBen　und　uns

unsemi　Nu’tzep．　und　Vortheil　noeh　zu　entziehen　und　an　sich　gebracht　haben　！

Wer　vemmag　dies　fUr　Recht　zu　erkennen　？

　　wir　bitten　auch　hier　alleruntertbzanigst　urn　unser　Eigenthurn．

／Bユ．　62／　　　　　　　　　　　10）　Mi　sick　und　Haderpacht　be七「effend　3

　　Der　letztere　Artiekel　ist　ein　Abfall　oder　das　letzte　Ueberbleibsel　von

unsern　Kleidungsstttcken．

　　Liegt　es　nicht　auch　hier　klar　am　Wage，　dal］　die　．Obrigkeit，　auch　noch　daran

zu　bereichern　sich　sucht，　indem　der　S㎜1er　de⊥⊃eユben，　alljtihrlich，　einen

gewiBen　F’ach七，　oder　stat七．deBeη　eine　Quanti七買七　Pappier，　fUr．die　a］．leinige

Einsarnmlung　zu　entrichten　hat　！

　　wir　bitten　daher　allermterthgnigst，　dai5　es　um　vergUnnt　sey，　dieselben

selbst　zu　ve？silbern　zu　lat’）en．

　　pp．　pp．　pp．

　　12）　Mit　der　Geleits蝉VePpachtunR　herrschaftlicher　Seエts，　is七　es　nicht
　　　　　，

minder　derselbe　Fa11，　indem　die　Gerich七sherrschaf七，　dai3e］．be　an　den　Meis七一

bietenden　ttbertuBt，　der　dann　auch　noch　Etwas　fllr　seine　tylt：h一

／Bl．　62b／　waltung　haben　will，　dieser　sueht　nun　alles　M6gliche　auf，

uin　das　bestimrnte　Locarium　herauszvLbringen，　da　wir　dabey　die　Wege　imrner

noch　im　Stand　erhalten　und・auch　noch　dabey　das　Geleit．e　entrichten　mUBen，

bi七ten　daher　alle㎜ter七h蟹nigst：

　　wenigstens　von　einem　befreyt　zu　seyn．

　　pp．　pp．　pp．

　　14）　Wenn　wir　unsern　Kindern　ein　Handwerk，　wenn　sie　sieh　dazu　eignen，　er－

lernen　laBen　wollen，　so　mUBen　w±r　einen　Geburtsbrief　bey　der　Obrigkeit

ersも　1～3sen，　welcher　inc1。　der　Gerichtskos七en

　　）iUnf　“Ilhaler　Cony．　Geld

　　kostet．　Da　nun　aber　dieser　Brief　von　der　Obrigkeit　nicht　eher　ausge－

stellt　werden　kann，　bevor　man　nicht　ein　Geburts一一　oder　TaufzeugniB　sub　tide
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　ばならない。

　　ここでも我々はこれらの貢租の完全な廃止を……請願する。

〔9）我々はまた水流賃租を支払わねばならない。しかしながら，なぜこれを〔我々が支払

　うべきであるか〕。

　　我々の課税される保有地に発するすべての泉〔の水〕は，最後には合流して，いわゆ

　る村の小川あるいは共同体の小川となるので，これは当村の所有であり，それから

　生ずる用益あるいは利益も後者〔当村〕に属するように，我々には思われる。したがっ

　　　　　　　　　　　　　｛13）　（14）　て，この原則によれば，官憲が，当村の所有を奪って，利用の際に我々に賃租をも支払

　わせ，我々から用益と利益を奪って，我がものにする権利を持ちうるであろうか。誰が

　これを権利と認めうるであろうか。

　　我々はここでも我々の所有〔の承認〕を……請願する。

（10＞音楽とポロの賃貸について。

　　前者の品物は我々の衣類の屑あるいは最後の残り物である。それ〔ポロ〕の収集人が

　独占的な収集に対して一定の賃借料を，あるいはその代りに，ある量の紙を毎年納入す

　ることによっても，官憲が身を富ませようとしていることは明白ではないか。そのため
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
　に我々は，これ〔ポロ〕を自ら換金することが我々に許されるよう……請願する。

　〔11〕　　　田田各。

（12）領主による護送税の賃貸についても同様である。裁判領主はこれ〔護送税〕を最高額

　提示者に委託するが，後者も自分の苦労に対してしかるべきものを手に入れようとする。

　彼は，一定の賃借料を引き出すために，可能なあらゆるものを捜すのである。我々は道

　路を常に維持するとともに護送税をも支払わねばならないので，〔我々は〕少なくとも

　一方からの免除を……請願する。

〔13〕　省略。

（14）我々は，手工業に適している子供にそれを修業させようとする場合，まず官憲で出生

　証書を買わねばならない。これは，裁判所費用を含めて協定貨幣で5Tlr一一かかる。

　しかし，この証書は，牧師の確認による出産証明書あるいは洗礼証轡の提出以前には官

　S．　658－659；Blaschke　1957，　S．　306．

（4）ノイヴェルンスドルフ村は1831年までラウターシュタイン管区に所属した管区村落で，

　1834年に392人の人口（65戸）をもち，ケマースヴァルデ教区に編入されていた。Schu一一

　mann，　Bd．　7，　S．　161－165；Schiffner，　S．　660－661；Blaschke　1957，　S．　311．

（5）ノイヴェルンスドルフのフレーア川には立派な石橋がかかっていた。Schumann，　Bd．

　7，S．165．この橋がホイブリュケと呼ばれていたのであろう。
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pastorali　eingereicht
IBI．　63／　hat，　welches　auch　一8　Gr　一　kostet，　so　ergiebt　sich　hier－

au8，　daB　ein　groBer　Theiユ　der　駿nηerη　Voユkskla⊥3eJ　die　nichむ　so　vieユ　daran

zu　setzen　haben，　nur　amme　TagelUhner　bleiben　mUBen．

　　WUre　es　dahero　auS　einem　kttrzeren　WeRe　nicht　m6glich，　ohne　wenigere

Kosten　diesen　Zweck　zu　errel’chen　？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　Sein　Taufzeugni16　sub　fide　pastoraii　beweMjt　ja　ohnehin　schon，　da6　der

Lehpling　ehel．　Geburt　und　so　weiter　sey，　auch　hilft　es　ihn　ke±nesweges　zur

Geschicklichkeit　oder　leichtern　Erlernung　deiielben．

　　It・eschte　man　doch　dieis　allerheschst　zur　Erwttgung　ziehen　und　auch　hierin　den
　　　　　’

Aermern　eine　Erleichterung　gewllhren　：　warurn　wir　zugleieh　allerunter－

thzanigst　，bitten．

　　15）　Haben　diejenigen，　welche　auf　aUerhttchste　ConeeBion　die　Erlaubnifi

haben，　eine　Branndweinbrennerey

IBI．　6Sb／　anlegen　zu　dUrfen　und　auch　brennen　allj！lhrlich
　　Ei　nen　‘Ilhaler　一　一

　　an　die　GerichtsherrsehaSt　zu　bezahlen．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　Da　nun　auch　derjenige，　so　Brandwein　auf　aUerh6chst　ertheilte　Erlaubnil］

brennt，　auch　ohnehin　sein　SGhu七zge］．d　und　noch　manche　andere　Gef甘ユ］．e　an　die

Obrigkeit　zu　entrichten　hat，　so　erscheint　uns　auch　dieser　sogenannte

Blasenzinns　unnesthig　zu　seyn　：

　　bitt；en　daher　aユユerun七er七h蟹nigsむ　aueh　diesen　gese七zユich　aufzuheben．

　　16）　工st　in　unserer　Furschensteiner　Gericht8barl（ei七，　in　der　Vorzeit，　eine

besondere　Hofdienstgesinde－CaBe　errichtet　worden，　worein　wir　alle　nach

unsern　Verrnδgensurnstzanden　a］ユjlihrlich　einen　Beytrag　ein］．egen，　und　der　Vor＿

steher　derselben，　der　Herr　Erb’rich七er　Beyer　in　Piユ1sdorf’ist。　Aus　dieser

Cal］e　werden

／BZ．　64／　nun　die　Cur一　oder　Heilkosten　fttr　die　in　diesern　Dienst

er｝【rank七e　oder　verunglUckte，　bezahlt．

　　Diese　getroffene　Einrichtung　ist　zwar　fttr　die　Urrnere　Volks－ClaBe　er－

wtlnscht　：　allein　scheint　es　nicht　billig　zu　seyn，　daf3　auch　die　Gerichts－

herrschaft　fttr　diejenige，　die　in　ihrem　Dienst　erkranken　oder　sonst　vemn－

glUeken，　fUr　ihre　Wiederherstθ］ユung　beauftragt　zu　seyn　！

　　wir　bit七en　daher　alle㎜terth蟄nigst，㎜einen　bes七i㎜enden　En七scheid．

，　17）　Hat　ein　jeder　Einwohner　in　der　Furschensteinischen　Gerichtsherr－

schaft　alljtihrlich　zwar　nur　－　4　Gr－　an　Schu七zgeld　zu　entrich七en．

　　Nun　gehP　unse．r　allenmterthzanigstes　Gesueh　nicht　dahin，　dars　wir　von

allern　ganz　befreyt　seyn　wollen，　sondern

　　nur　wo　es　seyn　kann，　billig　seyn　kannJ㎜eine　vemUnftige　und　biユlige

Erleiehterung，

／Bl．　64b／　so　auch　hier．
　　18）　Haben　wir　auch　der　Gerich七sherrschaft，　so　wie　auf　den　KUnig1。　Jagd一
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　憲によって交付されえないし，後者も一8Gr一かかるので，これから明らかとなるの

　は，それ〔証明書〕にそれほど〔の費用〕を当てることのできない貧民層の大部分は，

　貧乏な日雇として留まらねばならない，ということである。
　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
　　一層簡単に，少ない費用でもってこの目的を達することは不可能であろうか。牧師の

　確認による洗礼証書が，この徒弟の嫡出子たることなどをすでに証明している〔のでは

　ないか〕。〔しかしながら，もちろん〕これ〔洗礼証書〕も彼〔徒弟〕に器用さあるいは

　修業の容易さを与えるものでは決してないのである。

　　お上がこれを考慮して，ここでも貧民に軽減を与えられんことを。我々はこれを同時

　に・…・・請願する。

（15）お上の認可に基づいて火酒醸造所を設ける許可を持つ〔にもかかわらず〕，醸造する

　者は1　Tlr一一を裁判領主に毎年支払わねばならない。お上から与えられた許可に基

　づいて火酒を醸造する者は，保護料とその他多くの貢租を官憲に支払わねばならないの

　で，このいわゆる蒸留器賃租は必要ない，と我々には思われる。そのために〔我々は〕

　法律によるこれの廃止をも……請願する。

（16）我々のプルシェンシュタイン裁判区には特別の御館奉公人金庫がかつて設立され，我

　我全員はその財産状態に応じて分担金を毎年払い込んでいる。その管理人はピルスドル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘト　フの永代村長バイヤー氏である。この〔御館での〕奉公中に病気になった者あるいは被

　災者，に対する療養費あるいは治療費はこの金庫から支払われるのである。

　　この処置は貧民階級にとって好都合である。しかしながら，裁判領主が，奉公中に病

　気になり，あるいは被災する者の回復を命じられることは正当でない〔であろうか〕。

　　そのために我々は規定的な決定を……請願する。

（17）プルシェンシュタイン裁判区の住民はおのおの一4Gr一を保護料として毎年支払わ

　ねばならない。我々の・…・・請願はそれからの完全な解放にまでは行かない。それが可能

　であり，正当である場合にのみ，至当で正当な軽減を〔我々は請願するのであり〕，こ

　こでもそうである。

⑯　我々は裁判領主に対しても国王の猟区においても，猟獣の運搬を無償で果たさねばな

（6＞原文をわたくしはNeuhausとしか読むことができないが，　Neuhausenと解する。

（7）原文をわたくしはZusammehaltenとしか読むことができないが，　Zusammenhalten

　と解する。

（8）これの単位は明らかでない。

（9｝原文をわたくしはGerichteとしか読むことができないが，　GerUchteと解する。

〔10）これはフリーデバハ村請願書（n｝一（3）ではシャフナーの土地（Schaffnergut）と呼ばれ

　ていた。
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revieren　die　Wildpret；sfuhren　unentgeldlich　zu　verrich七en，　wo　wir　aller一

㎜ter七h血igst　㎜

　　Abstellung　derselben　bi七ten・

　　19）　Hat　man　uns　aufgebUrdet，　die　sogenann七e　Heubr’UGke　Uber　den　FIUhs七rom，

welche　zu　bauen　40Q　田1r　岬　一　kos七e七，　mi七　Neuwernsdorf　zur　H蟄ユfte　zu　bauen，

ein　Ko8七enaufwand　von　200　「Nr　wovon　nun　die　Herrschaft　das　Ge】．ei七e　allein

beziehet．　Nun　haben　wir　allerhδchsten　Ortsy　zwar　um　eine　Baubegn墳dig㎜g，

oder，　dalS　man　uns　einen　Br・（ldkenz。11　zuges七ehep　alle㎜七erthUnigs七nachge－

8uch七　；　allein，　es　ist　un忌　bi8　jetz七　noch　keine　Resolu七ion　er七hei1七。

　　Wir　wiederholen　hier’rnit　unsere　un七ert；h蟹nige　Bit七e　：　daB　man　uns

／Bl．　65／　　　　　　　　　eine　Resolution　deshalb　ertheile．

　　20）エst㎜s　den　l2．　May　de8　Jahresユ829　an　Gerich七ss七eユユe　angedeu七e七

worden，　die　BrUcke　in　der　Rauschenbach，　bey　dem　Lorenzischen　Wir七hschaf七s－

geb蟄ude，　welche　Uber　die　M6he　fUhr七，㎜d　ganz　auf　Herrschaf七1ichen　G㎜d

und　Boden　］．iegt，　und　wovon　dieselbe　auch　den　Br・tlckenzoll　bezieh七，　die

Fischerey　im　genann七en　Strohrne　benu七zt　und　we〕．che　wir　nur　dann　befahren，

wenn　wir　uns　Holz　aus　dem　Walde　holen．　Wir　glauben　daher，・wer　den　Nu七zen

und　Gewinn　von　einer　Sache　beziehe七，　iqt　auch　verbunden，　die　dami七　ver－

bundenen　Lasten　zu　七ragen●

Bit七en　daher。　alle㎜七erth蟹nigst

　　um　einen　dem　VerhUltniB　rich七ig　angemeBenen　Bescheid．

　　21）Wer　Schulden　halber　oder　zur　Verbe13erung　seiner　W’　i　rths　chaft　ge一

／B1，65b／　　　　zw㎜gen　ist，　ein　Capita1，　ich　wUl　z．B。1000　Tlr　an－

neh皿en，　erborgen　wi11，　der　muB　gleich，㎜die　dabey　auflaufenden　Unk。8七en

zu　decken，　〕ユQO　Tlr　aufnehrnen．　Denn

　　a）will　die　Herrschaf七2pro　Cent　sogena㎜tes　Guns七geld　beziehen。

　　b）　sind　fUr　den　auszuste］ユenden　Gonsens　eine　groBe　vervie］．f蟹］，tigte　1｛enge
　　　　　　　コ
Gθrich七sko8ten㎜d　andere　Spor七eln　zu　bezahlen，　und

　　c）　ist　solches　ohne　Unterh蟄ndler　nich七　zu　erlangen，　d‡eser　verlanR七　auch

ユ　pro　Gen七　〇hne　was　er　noch　nebenbey　an　Porto，　Z！thlgeld　u．s．w．　zu　en七＿

rich七en　hat．

　　Um　nicht　unnδthige　Erinnerungen　zu　wiederholen，　erinnern　wir　uns　an　das，

was　wir　3chon　oben㎜ter　4　gesag七haben．

／B1．66／　　　Bi七七en　als。　auch　hierbey　alle㎜te醐nig8七，　nicht　nur

uエn　Vermindemng　der　Gerich七skosten　und　Spor七elnt　sondem　auch　uln　g盤nzliche

Aufhebung　des　sogenannten　Gunstgeldes・
　　22）　Sollen　pnsere　armen　HZaui31er　oder　1；age16hneエ㌧　welc，he，　wenn　denn　die

Feld＿　Acker－　oder　Waldarbei七　zu　Ende　ist，　uns，　aus　unseren　gesponnenen

Game，　aus　unsem　erbauten　Flach8e，　Leinewand　weben，　womit　sie　sich　bis口

weUeh　4　bi8　ユ蟄ngs七ens　］．O　Wochen　dami七　besch哲ftigen，　und　welches　ihnen　nur

einen　geringen　Win七erverdiens七　gewUhrt，　wobey　er　kaurn　nothdUrftig　sich　und

seine　Familie　ern買hren　und　k］．eiden　kann，　der　Gerich七sherrschaft　noch　einen
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　らない。そこで我々はそれの除去を……請願する。

（19＞我々にはtその建設が400Tlr一一かかる，フレーア川のいわゆるホイブリュケをノ

　イヴェルンスドルフと折半で，つまり，200Tlr一一の出費で，建設することが課され

　ているが，これ〔橋〕から領主は護送税を徴収している。ところで，我々は，〔橋の〕建
　　　　　　　　　　　　　　　　（10
　設を赦免するよう，あるいは，橋税が我々に帰属するよう，お上に〔以前に〕請願した。

　しかしながら，我々は今日まで何の決定も与えられていない。

　　ここに我々は，それに関する決定が我々に与えられるように，繰り返して……請願す

　る。

（20）1829年5月12日に裁判所に対して〔次のことが〕示唆された。ラウシェンバハのn一

　レンツの経営用建物のそばにあって，フレーア川を渡る橋は，すべて領主の土地にある。

　後者〔領主〕はこれ〔橋〕から橋税を徴収し，上述の川の漁業権を利用している。我々

　は，森から木材を取り寄せる時にそれ〔橋〕を通行するだけである。我々は，あるもの

　から用益と利益を得る者が，それと結び付いた諸負担をも負担すべきである，と考える。

　そのために〔我々は〕事情に正確に相応する決定を……請願する。

（21）負債のために，あるいは経営改善のために余儀なく資本一一イ列えば1，000Tlr一一と

　しよう一を借り入れようとする者は，その時に嵩む出費を償うために，1，100Tlr一一

　を借用せねばならない。なぜなら，

（a）領主が2％のいわゆる認可料を取るからである。

（b）承認の交付に対しては〔それの〕何倍も多い裁判所費用とその他の手数料が支払われ

　るべきである。

（c）これ〔借金〕は仲介人なしには入手されえないが，後者も，彼が支払うべき郵税，計

　算料などのほかに1％を要求する。

　　決して不必要でない想起を呼び起こすために我々は，すでに〔且一〕（4）で述べたこと

　を想起しておこう。

　　したがって〔我々は〕裁判所費用と手数料の軽減のみでなく，いわゆる認可料の完全

　な廃止をも……請願する。

（22）我々〔当村〕の貧乏な小屋住農あるいは日雇は，耕圃，耕地あるいは森林での労働が

　終った時，我々が紡いだ糸から，〔あるいは〕我々が栽培した亜麻から我々のために麻

　織物を織る。彼らは時には4週間，長くても10週間これ〔織布〕に従事する。これ〔織

　布〕は彼らにわずかの冬期収入を与えるにすぎないのである。彼は自分と家族のための

　衣食に欠乏しているが，いわゆる織機賃租を裁判領主に支払う〔べきである〕。
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s。gena㎜ten　Sttihlzinns　entrich七en・

　　Da　sie　dieses　Gesahaf七，　weiユ　sie　sich　nicht　das　ganze　Jahr　dami七

／Bユ．　66b／　　　　　　　　　beschUftigen，　nicht　zunftmUBig　betreiben，　so

　　bi七ten　auch　hier　die　amen　Menschen　aller’unterthUnigst㎜g！inzliche　Be噂

freyung　des　sogenann七en　S七uhl　zinnses●

　　25）エnquisi七ionskos七en　betreffend，　wovon　unsere　Mitco㎜㎜en　schon　zur

GnUge　erw駿hnt　haben，　rnUBen　wir㎜s　ebenfal］．s　hart　beklagen，　㎜d　die　wir

n蟄chst　den　a］lgewehnlichen　Abgaben　nicht　aufzubringen　wi．Sen。　Ein　Bauer　mu6s

wie　es　zeither　gew6hnlich　gewesen　ist，　Einen　lhaler　一　曙，　ein　HUuBle？　一　12

Gr　口　ein　angebau七er　Hau16genoBe　－　6　Gr　－　und　ein　HauBgenoBe　隔　5　Gr　－　all－

jtthrlich　entrich七en，　und　wip　haben　dieses　sogar　in　einern　Jahre　doppelt　en七一

richten　mU13en，　ohne　das　Wachtgeld，　welches　wir　an　den　Gerich七sfrohn　zu　ent－

richten　haben．

　　Andere　Co㎜unen，　die　in

／B1．　67／　　　　　　　　　　diesem　Ri七tergu七he　mi七　uns　verschwis七ert　sind，　haben

schon　ein　mehreres　daエ卍［ber　gesagt　und　wir　uns　an　dieselben　in　allen

puncten　und　Clauseln　ansehlieBen㎜d　eben　da13elbe　sagen　und　91ユerun七er－

th蟄nigst　bitten　wolユen，　was　von　Seiten　Sayda，　Friedebach，　Heydersdorf，

Dit七ersbach　pp．　berei七s　geschehen，　auch㎜s　gleiche　ltildemmg㎜d　ErユaB

　　aUergn蟹digst　zuko㎜en　zu　lassen．

　　24）　Ueber　den　Gerich七sfrohn　S七eudel　m｛災ssen　wir　besonders　Klage　fUhren，

er　forder七　6ft；ers　weit　mehr　Bo七hen－　und　Besteユユungsgeb伽ren，　aユs　ihrn　von

dem　Judici。　bes七i㎜．t　und　zuerkannt　worden，　wird　er　da㎜von　den　und　lenen

dar’Uber　zur　Rede　gesetzt㎜d　gedroht　es　an　Gerichtsstelle　zu　melden，　so

gieb七er　es　zwar　zu澱ck　und　bi七七e七um　Verschweigenheit㎜d　entschuldig七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
sich　damit　es　sey　aus　Ver・sehen　geschehen，　wo　er　aber

／Bl．　67b／　　　　　　　　auch　demjenigen，　der　es　ihm　vorr’tlg七　mit　heimlicher

Rache　verfolg七。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　Ueberhaupt　iSi七　er　gegen　Jedermann　sehr　grob　und　man　sprich七　1ieber　mit

dem　Herm　Gerichts－Director　selbst，　aユs　mi七dem　Frohn，　vor　dessen　S七〇lz

man　zit七em　und　sich　vor　Spom　und　schUn　gesa七telten　RoB，　ein　Follack　ge－

nann七，七ief　krUmmen　mull，

　　welches　einen　Gerichtsfrohn　sons七Landknecht　genannも，　wohl　nich七zuko㎜七．

　　Ob　wiエ・g］，eich　nur　arrne　Bauern　sind，　die　con七ribuiren　zur　K弩nig1．　a］．s

auch　Herrschaftlichen　CaSen　auch　alles　bishero　en七richte七haben，　so　hoffen

wir　doch　als　freye　Un七er七hanen，　da丘～wir　nich七mehr　unter　der　Ru七he　eine8

（｝erich七sfrohn　s七ehen，　soridem　nur　einen　Hochverehr］．ichen

／B1．　68／　　　　　　　　　　Judicio　un七erthan　sind●

　　Dieser　Mensch　schalte七　miも　uns　ganz　nach　Belieben　und　Eigennu七z，　wodurch

er　sein　pra島endes　Betragen　genUg］．ich　rea］一isiren　kann，　andere　mi七　uns　ver－

schwis七erte　Co㎜unen　haben　schon　rnehr　gesagt，　welchen　wir　uns　㎜Wei七：t蟹uf＿

tigkei七en　zu　vermeiden，　hiermit　a1］．en　anschliehen　und　a］．］，e㎜七ertht：nigs七
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　　彼らは，1年中それ〔織布〕に従事するわけではないから，この仕事をツンフト的に

　は営なまないので，ここでも貧民はいわゆる織機賃租の完全な免除を……請願する。

（23）糺問の費用については，我々〔当村〕の仲間である諸共同体がすでに十分に言及した

　が，我々も直様に厳しく訴えざるをえない。我々は通常の貢租のほかにそれを支払うこ

　とができないのである。従来から通常は農民が1Tlr一一，小屋住農が一12Gr一，〔小

　屋を〕建てた借家人が一6Gr一，借家人が一3Gr一を毎年支払い，廷吏に支払うべ

　き警衛金のほかにこれを1年目2度も支払わねばならなかった。

　　当騎士領内で我々〔二村〕と密接な関係をもつ他の諸共同体は，これについてすでに

　いくらか述べた。我々はすべての条項においてこれに賛同し，同じことを述べ，ザイダ，

　フリーデバハ，ハイダースドルフ，ディッタースバハ等ど同じことを〔請願し，また，〕我

　我にも同一・一の軽減と免除を……与えるよう……請願する。　　　　　　’

⑳　廷吏シュトイデルについて我々はとくに苦情を述べねばならない。彼は，裁判所によ

　って定められ認められているより，はるかに多くの使い賃と配達料をしばしば要求する。

　彼は，それについて誰かから弁明を求められ，それを裁判所に届けると威されると，そ

　れを払い戻し，口外しないよう頼み，それが間違いから起った，と弁解する。しかし，

　彼は，自分を替めた人を付け回して，ひそかに復讐するのである。

　　…般に彼は誰に対しても非常に粗野である。人々はこの廷吏とよりはむしろ……領主

　裁判所長と話すことを好む。人は彼の高慢を恐れ，〔彼の〕拍車と，美しい鞍を締めた

　　〔彼の〕馬に焔わねばならない。ポーランド馬と呼ばれるこれ〔馬〕は，かつて農村の

　下僕と呼ばれた廷吏にはふさわしくないものである。

　　我々は，国王の〔金庫〕にも領主の金庫にも貢献して，従来すべてのものを支払って

　きた貧乏な農民にすぎないけれども，自由な領民として，我々がもはや廷吏の監督を受

　けるのではなく，・・…・裁判所にのみ従属することを要望する。

　　この男〔シュトイデル〕は我々を全く意のままに，そして利己的に支配する。そのた

　めに彼は贅沢をするだけの金額を十分に得ることができる。我々は，冗漫を避けるため

〔11）この5～V］iertelがどうして1Meしze　I　Viertelと記されていないのか，・不明である。

（12＞原文をわたくしはexecutirischとしか読むことができないが，　executor｛schと解す

　る。

（12a）　ヘラーは貨幣単位（1Pf＝2　Heller），臼ヘラー貨（weiBe　Heller）は中世の鋳

　貨のユ種である。臼ヘラー貨賃租は，かつて白ヘラー貨で納入された貢租なのであろ

　う。

（13）地方官憲（Ortsobrigkeit）は世襲裁判所を，それが．ヒ級裁判権をあわせ把持するかど

　うかに関係なく，意味した。そのために，複数の地方官憲をもつ共同体がしばしば存在

　したが，1838年の農村自治体条令は1自治体には1地方官憲のみの原則を導入した。家
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　　　　　　　　　」

bi七ten　＝

　　vQn　diesen　G＿d一．＿＿　zu　befreyen．

　　25）　vom　Sa］・z　rnUBen　wir　von　jedem　Scheffel　das　uns　zuerkann七e　Quan七〇　der

Gerichtsherrschaft　Zwey　Groschen　Provision　geben，　weユches　zwar　wir　nich七

seユbs七，　doch　aber　der　Saユzfuhrmann　naeh　dem　ihm　gewδhnlich　ausges七eユユten

SalZpaB　en七richten　muf5・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『

／Bl。　68b／　　　　　　　　Salz　ist　nun　ein　Haui3halts－Ar七ickel，　welchen　auch　der

Alユer買rms七e　zu　seinen　Kartof1　eln　als　Mi七七ags－　und　Abendbpod　nich七　ent＿

behpen　kann，　dureh　diese　obgleich　geringe　Abgaben，　wird　es　aber　doch　e七was

七heurer，　wo　man　sonst　allgemein　dahin　arbeite七　den　Armu七h　Erleich七emng　zu

verschaffen，

　　wir　bit七en　dahero　al］．erunterthUnigst　diese　Salzprovision　allergn籔digs七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
ganz　zu　erlafSen。

　　26）　An　den　Gerichtsfrohn　rnU．Ben　wir　j甑rlich　eirl　RewiBes　WL！ggc2SsgeLght　eld　be噸

zahlen　und　einbringen，　von　jeden　Begtitherten　－　4　Gr　－

　　fUr　was　geben　wir　wohl　dies　？　　er　ha七　und　brauch七　ja　keine　WaGhe，　ha七　er

AI・res．tanten，　sρ　sitzen　solehe　in　fes七en　Gef勘gniBen　an－　und　einge8ehloBen

und　bedarf　keines　WUch七ers，

／B］．．　6g／　　　　　　　　　die　er　auch　nicht　hU］．t．　Sodann

　　mUBen　wir　al〕，j肱rlich　noch

　　Vier　Thaler　8　Gr　－

　　Wachtgeユd　an　die　GerichtsherrschaSt　zahユen，　fUr　was　wohユdie8e？

　　is七es　einen　Schlo13－oder　Hofnach七w蟹ch七er　zu　halten，　bes七i㎜七，　so　dUrfte

dieses　woh〕，　uns　nich七　angehen，　sondern　der　Gerich七sherrschaft；selbst，

　　wir　bi七ten，dahero　alleruntert；hUnigst　uns　davon　zu　befreyen。

　　27）　エn　Betrem“f　der　Feldmeis七erey　sind　wir　zeithero　an　den　Feldmeis七er　zu

Sayda　angewiesent　diesen　mUssen　wir　das　gefallene　Vieh　a］ユer　Art　a㎜elden，

wo　er　es　dann　abholt，　oder　an　Or七　und　Stelle　sich　zu　Nutze　mach七．　Die－

jenige，　sQ　auf　diese　Art　verunglUck七，　hat　ja　schon　Verlust，　㎜d　Schaden

genug　：wir　la島en　uns　bescheiden，　dafSθs　bey　epidemischen

／Bl．　6gb／　　　　　　　　Viehkrankheiterl　und　Seuchen　eine　Ausnahme　macht，　wo

landesherrliche　Vorkehnmgen　zur　hUehstweisen　Mindemng　dieses　Uebels　sehr
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

not；hwendig　sind　：　aber　bey　andern　Vorf蟹llen，　a］．s　werm　das　Vieh　an　soge＿

nannten　schneユ！en　Hacken，　durch　Bli七zstrahl，　Zespreng－　oder　VerfU七temng，

Beinbruch　oder　sonst　eine　Art，七〇dt2㎜brauchbar㎜d　unntttzユich　wird，

dUrfte　es　woh］．　uns　allerh6chs七en　Or七s　erlaubt　werdens　uns　dieses　Vieh，　so

vie］．　mδglich　noch　selbs七　zu　Nuもze　machen　zu　dUrfen，　ohne　daβwir　solches

dem　Feldrnei8七er㎜entgeldlich　abliefern　und　melden　mUBen，

　　war・urn　wir　aユユe㎜ter七h蟄nigs七　biむten．
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　に，我々〔当村〕と関係の密接な他の諸共同体がすでに述べた〔こと〕，そのすべてに賛
　　　　　　　（18）
　同し，この廷吏からの解放を……請願する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　も（25）我々に認められた量：の塩について我々は，1Schf当り一2Gr一の手数料を裁判領

　主に支払わねばならない。もちろん我々自身ではなく，塩運送人が，彼に対して普通交

　付される塩〔運送人〕身分証明書に従ってこれを支払うのである。ところで，塩は，最

　も貧乏な者でも昼食・夕食のパンとしての馬鈴薯のために欠くことのできない必需品で

　あり，僅かなものだとしてもこの公課によって若干高価になる。しかしながら，その他

　の点では，貧民に軽減を与えることが，一般に目指されでいる。

　　そのために我々はこの塩手数料を……完全に免除するよう……請願する。

⑳　我々は廷吏に対して毎年一定の警衛金を，各農民地保有者が一4　Gr一を，支払い納

　人せねばならない。何のために我々はこれを支払うのか。彼〔廷吏〕は番所を持ってお

　ら．ず，必要としてもいない。被拘禁者が彼のところにいる場合には，これらの人々は監

　獄に繋がれ閉じ込められているのであって，〔廷吏は〕番人を必要としないし，それ〔番

　人〕を抱えてもいない。

　　その上に我々は4・Tlr　8　Gr一の警衛金を裁判領主に毎年払わねばならない。これは

　何のためであるか。これが城館あるいは御館の夜警を抱えるために定められているなら

　ば，これは我々にではなく，裁判領主自身〔のみ〕に関係することであ』る。

　　そのために我々はそれの免除を……請願する。
　　　　｛19）

（27）皮剥ぎに関して我々は従来ザイダの皮剥ぎ人を指定されており，すべての種類の死ん

　だ家畜を彼に届け出ねばならない。彼はそれを取りに来るか，あるいはその場で利用す

　る。、このようにして災難に遭った者は〔家畜の発死によって〕すでに十分に損失と損害

　を受けている。〔それにもかかわらず彼は家畜の死体を利用できないのである。もちろ

　ん〕家畜の疫病と流行病の際は例外であって，その場合には，この災害を……軽減する

　ために領邦君主の予防策が大変必要である，と我々は確信している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔2①
　　しかしながら，他の場合には，例えば，家畜がいわゆる速い腫〔？〕で，電光，破裂

　　〔？〕あるいは飼料過多，骨折その他によって死亡，使用不能，無用となった場合には，

　この家畜を，皮剥ぎ人に届け出て無料で引き渡すかわりに，できるかぎり自分で利用す

　ることを，お上で我々に許されんことを。我々はこれを……請願する。

　産裁判権の国家移譲（1855年）にともなって地方官憲の権限は裁判区に移され，行政

　官庁としての裁判区の権限は1873年から一部は農村自治体に，多くは郡に移行した。

　Kuntze，　S．20－21，38－40．　　　ここで述べられている官憲は地方官憲のことであろ

　う。

（14）原文をわたくしはnachとしか読むことができないが，　n。chと解する。
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（15）原文をわたくしはumとしか読むことができないが，　unsと解する。

（16）原文をわたくしは。hneとしか読むことができないが，　mitと解する。

（17）橋の建設・維持を義務付けられない権利者が，通行人から徴収する橋税は1833年12月

　　4日および9日の法律によって補償と引換えに廃止された。Gesetzsammlung　1833，

　　S．　219，　462．　Vgl．　Hofmann，　S，　122．

（18）原文をわたくしはG　　d　　としか読むことができないが，Gerichtsdienerと解
　　する。

（19）1861年！1月4日の法律は家畜所有者に対して，地域の事情による特別の規定が定めら

　　れていない場合，伝染病以外の原因によって病死した家畜を自由に処分する権限を与えた、

　　Gesetzsammlung　1861，　S．　497，

（20）原文をわたくしはZespreng一としか読むことができないが，　Zerspreng一と解する。
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