
岡山大学経済学会雑誌12（4），1981，167～217

《資料》

「九月騒乱」期における騎士領プルシェンシュタ
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　　第4図　フリーデバハ村請願書第1ページ（Bt．103）上部
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C3）　Petition　aus　dern・Dorfe　Fr±edebach　vorn　21．IO．IB30

／Bl．　105／　（1755．1756　EiAng．　25．De　cbr．1831）
　　Abschvift

　　An　lhro　KVnigl．　Hoheit，　Friedrieh　August，　“’Litregent　von　Saehsen　in　Dres－

den

Alle㎜七er舳igs七er　V。rtrag
　　Sowie　die　Uprigen　Co㎜tmen　des　Ri七tergu．七hs　Purschenstein　mi七Saida，　zu

welehen　letztern　als　ein　separates　Ritte？guth　in　frtriher，n　Zeiten　auch　wir

nebst　noeh　vier　Ortsehaften　geh5rt　haben，　und　eben　so　wir　die　Stadt　Saida

und　Ubrigen　1’“iiteommunen　vJUnsehen，　dail　die　frUhern　VerhzaltniBe，　nernlich　die

Separa七s七ellung　der　Gerich七sbank　wieder　ein七re七en　und　herges七eユ1七　werden

mUch七e，　in　aller　Un七er七h駿nigkei七　voraus．bi七七en，　haben　wir

IBI．　103b／　folgende　．Anszatze　±n　Devot±on　zu　s，11erhUchsten　FrUfung

und　zu　erhoffende　lvlilderung　vorzutragen　：

　　itls

　　エ

　　ェn　Be七reff　dessen，　was　wir　als　Un七er七hanen　des　ganzen　Landes　zu　leis七en

haberi，　sollen　und　rnUssen　wir

　　：L）nach　aufhabenden　1505　gangbaren　S七euerschoeken　allj盤hr］．ich　ゑ　58　Ff　p．

i’］o　gerechnet

　　303　Tlr　2　Gr　2　？f　in　der　F　fennigBteuer　einbringens

　　21g　Tlr　ユユ　Gr　6　Pf　betrttg七　das　Soldatengeユd　nach　eben　die8er　Schockzahl

a　扁　5　Gr　6　Pf　p．　Sehock　a1：Lj翫rユ．　und

　　525　’Dlr　10　Gr　5　Pf　betrUgt　unser　Quaternber－Quanto　nach

／Bl．　104／　49　Lluatember　Jzahrlich　jeden　einzelnen　a　6　Tlr　14　Gr　5

｝’f　：　zeithero　uns　angereehnet，

1鑑；1霧：；舞：面恥；1．｝・85・

betrug　die　Fersonensteuer．　Hierzu

　　25　Tlr　g　Gr　－　Strafienbauge1’d　ans　Rentam七　Freiberg

　　IS　Tlr　一　一　Fleisehsteuer’pacht　ans　Kreisamt　dahin　und

　　5　「rlr　5　Gr　5　Pf　AbliefemmgsgebUhren　fUr　gua七ember，　Schoc1（steuer－　und

Soldatengelder　ans　Rentarnt　zu　Furschenstein
　　918　Tlr　19　Gr　6　Pf　Suma．

　　Dieses　sind　aber　leider　nur　erst　die　ganz　currenten　Abgaben，　welche　uri－

IBI．　104b／　ser，n　auf　25Y2　Hufe　belasteten，　mit　einer　contribuiren－

den　Einwohnerzahl　von　89　KUpfen　laut　letzterer　Consumenten－Tabelle，　vorn

Jahre　1829　aufgenommenes　Do？f　betrUgt，　wozu　noch　so　viele　extraordinaire

als　auch　landUbliche　noeh　beizureehnen　nieht　vergessen　werden　dttrfen，　als　：

　　1）　die　oft　horren七　starke　Brandcasse，　wo　rnan　－　10　Gr　8　Ff　auf　jede8　ein－

zplne　Hundert　Assecuranz　hat　zahlen　rrrtlssen，
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「九月騒乱」期における騎士領プルシェンシュタイン所属集落（南ザクセン）からの請願書（m）　841

3．1830年10月21日付フリーデバハ村の請願書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1755．1756　到着　1831年12月25日）

　写し。

　ドレースデンのザクセン王国摂政フリードリヒ・アウグスト殿下宛。

　……」：申。

　騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダ〔所属〕の他の共同体と同様に，そして，分離し

た騎＝ヒ領としての後者〔ザイダ〕には苦は我々も他の4集落とともに所属しており，我々，

ザイダ市と同僚たる他の村々は以前の関係，すなわち，分離した裁判所の再興を以前に要
　　　　　　　　　　　　　　　（2）
望し，……請願したのであるが，我々も以下の諸点を，お上の調査と期待される軽減のため

に……上申する。

　（1）　〔国王に関連する諸問題〕

　我々がこの国の領民として給付せねばならないもの〔は次の通りである〕。

（1）我々は現行の租税ショック1505を課されており，ショック当り毎年58Pfと計算して，

　303Tlr　2　Gr　2Pfのプフェニヒ税を納入せねばならない。兵士税は同じショック数によ

　りショック当り毎年一3Gr　6Pfで，219　Tlr　l1Gr　6Pfとなる。四季税1単位は我々に

　ついて従来6Tlr　14Gr　5Pfど計算され，その49倍の四季〔税〕額は毎年323　Tlr　lOGr
　　　　　　　　（3）
　5Pfである。人税は1830年の四旬節第4EI曜El期に14Tlr　14Gr　6Pf，バルトロメーウ

　ス期に14Tlr　14　Gr　6Pfであった。

　　それに加わるのが，フライベルク出納局への道路建設金25　Tlr　gGr一，同特別管区へ

　の肉税の徴税請負13Tlr一一t四季税，ショック税，兵士税に関するプルシェンシュタ

　イン出納局への引渡し手数料5Tlr　5　Gr　5Pfであり，合計は918　Tlr　19　Gr　6Pfとな

　る。

　　25iフーフェに課税され，最新の1829年消費者名簿によれば89人の納税者住民をもつ

　当村が，負担する恒常的公課だけでこれだけになるのである。

〔A〕　忘れてならないのは，多くの臨時的な〔公課〕が我が国で通例のものとしてそれに

　　なお加わることである。すなわち，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛4）
（1）しばしば法外に大きな火災〔保険〕金庫〔積立金〕。保険〔金額〕100〔Tlr一一〕当

　り我々は一10　Gr　8Pfを〔毎年〕1支払わねばならない。

（1）この1行は原本第1ページ．（Bl．103）の本文下方に記入されている。日付は領主裁

　判所への到着（Eingang＞の日を示すものであろう。その前の数字は意味不明である。
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　　2）die　so　har七㎜d　schwer　dr質ckenden　Spann－Fuhren　bei　Friedenszeiten，

welche　wir　leider　in　einem　beliebige．n　Accord　der　Entrepre㎜aers　Ubernehmen

m蟹ssen．

　　5）die　SchUt七曜und　Abliefe㎜g　des　sogena㎜ten　kleinen　Nagazins

aHufe F｝：櫨翻・n…

／Bl．　1Q5／　　　　　　　　｝：agazin・・Verwaltung　nach　Freiberg　allj買hrlich，

　　wir　zah］．en　ja　ohrledie島　schon　die　erforderlichen　Sol．da七engelder　zur　Er－

haltung　unsrer　nur　wenigθr田rupPen　im　ganzen　Lande・Wa㎜soユユen　und

mUsserユwir　auch　noch　：　vemmuthlich　nuv　die　Gava］．lerie　Fferd．e　：mi七　K．orn

und　Hafer　zur　H質1f七e　in　der　A七zung　frei　hal七en　？　is七　blos　fUr　uns　unun七er口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

rich七e七e　eine　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　aユle㎜もerthUnigste　Anerage　und　bitten　ganz　dev。七es七um　Zureeh七weisung

und　deu七］．icher　Belehmmg，　vielmehエ・aber　noch　urn　g蟹nzliche　Abste1一

／B］．．　105b／　　　　　　　　　］，ung　de　s　8e］．ben●

　　4）　Zu　denen　von　Em．　Woh115b1．　Ren七amte　zu　Freiberg　ausgeschriebenen

Stra島enbaukos七en，　mUsSen　wir　jnhrlieh，　wie　oben　bereits　aufgeftihrt

　　25　Tlr　g　Gr　－

　　bezahlen　；　＿　FUr　was　geben　wir　dies　woh1．　Fahren　wir　mit　unsere　eignen

Mihrwerk　auf　die　oder　jene　S七ra1）θmi七　e七was　weniges　Ladung　an　Bre七七er　oder

Holz　？　　so　mUssen　wir　ja　nich七　allein　k5nig1．　auch　herrschaftliches　Gelei七eJ

welche　G．egend㎜d　S七rafie　wir　als　Or七sun七er七hanen　ber’Uhren　oder．eigenもlich

befahren，　en七richten，　auch　alle　k6nig］．iche　Chaussee學Gelder　bezah］，ent　le七z一’

tere　geben　wir　gern，　denn　an　Vieh　und　Zeug　erhUユ七man　wieder；　was　man　da

abgieb七，　voraugese七z七，　wo　die　Chausseen　vorschrif七m買b‡g　erha］．七en　werden　；

allein　jetz七，　ge一

／B］．●　106／　　　　　　　　　ben　und　mUssen　wir　obige　Stra三∋enbau－Gelder　an　das　Rent－

arnt　Freibergθntrichten，　zu　weユchem　Behuf　ko㎜en　wohユdiese　Geユdert　weユche

in　hiesigen　Rit七erguth　be七r蟄ch七1ich　anwachsen，　und　all　jZahrlich　einge］．ie＿

fert　Werden　mUssen・

Da晦r㎜gnUgende　Aus㎞f七㎜d｝liユde㎜g　bitten　w工r　alle㎜ter噛igst。
　　Wir，　s。　wie　jede　andere　C。㎜㎜der　allhiesigen　Rittergttter　sind　nichもge－

meint　auf　irgendeine　Art　zu　beleidigen，　doch　is七　uns　auch　von　Er．　aller・一

hδchst　verordneten　allergnZldigs七en　Co㎜ission　vers七a七tet　und　erlaub七，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　unsere　Beschwerden㎜d　Anbririgen　in　geziemender　Ordnung　und　Styユv。rzu．

七ragenJ　welches　wir　je七z七nicht　verabsUumen　wollen，　ob　es　gleich　nur　mi七

eigenhttndigen　Un七ersehriftθn　o㎞e　einen　Rechtsconsulen七en　geschieh七。

／Bユ．　］．06b／　　　　　　　Ueberdies　haben　wir　ja　auch　noch

　　an　geiStliOhen　Gef粗ユen；

　　a）　Schf．　Dθcem　Kom　a　Hufe

　　b）　Organistgeld－Antheil

　　c）　Alle　Pries七ert　Kirehen－　Geistliche　und　SchulgebUude，　㎜d　der　erstere
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「九月騒乱」期における騎士領プルシェンシュタイン所属集落（南ザクセン〉からの請願番（m）　843

②　平時において非常に重圧的な運搬船賦役。我々は，請負人が任意に定めるそれを引き

　受けねばならない。

（3）いわゆる小倉庫への給付と引渡し。〔すなわち〕フライベルクの倉庫管理部に対してフ

　ーフェ当り毎年ライ麦2Mtzと燕麦2Mtz。

　　我々は，我が国の小規模な軍隊を維持するために必要な兵士税をすでに払っている。

　その⊥になお我々が，多分騎兵隊の馬にライ麦と燕麦を」F分ずつ飼料として御馳走せね

　ばならないのは，なぜか。〔これが〕無学な我々の……質問であり，〔我々はそれに対す

　る〕指示と明確な教示を，む．しろ，それ〔小倉庫への穀物公課〕の完全な除去を……請

　　　　レ　願する。

（4）フライベルクの……出納局によって課される道路建設の費用として，我々は上述のよ

　うに25　Tlr　gGr一を毎年支払わねばならない。　〔しかし，〕我々はこれを何のために支

　払うのか。我々は，自分の馬車に少しの板あるいは木材を積んでこの道路を行く場合，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔5）
　領民としてどの地方，どの道路を通り，また行くとしても，国王への〔護送税〕ばかり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥
　でなく，領主への護送税をも納め，さらにまた，国王への舗道通行料を支払わねばなら

　ない。

　　我々は後者〔舗道通行料〕を喜んで納める。なぜなら，舗道が規定通りに維持されて

　いることを前提すれば，そこで納付したものを我々は家畜と馬具〔の少ない損耗〕とし

　てふたたび受け取るからである。しかしながら，我々が今日フライベルク出納局に納め

　支払うべき上記の道路建設金は何のためにあるのか。この〔道路建設〕金は，当地の騎

　士領〔地域全体〕では巨額になり，しかも．毎年納付されねばならないのである。我々は

　これについての十分な情報と軽減を……請願する。
　　　　　　　　　　　〔7〕
　　我々は，当地の騎士領〔所属〕の他のすべての共同体と同じく，どうにかして侮辱し

　ようと考えているわけではないが，しかるべき順序と様式に従って我々の苦情と訴えを

　上申することは……国王任命委員会によって我々にも許され認められているのである。

　これ〔上申〕を我々は法律顧問なしで自署することのみによって行なうけれども，今中

　止するつもりはない。

〔B〕　さらに聖職者への我々の貢租は次の通りである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛8｝
（a）　1フーフェ当りライ麦〔？〕Schfの十分の一．・税。

（b｝オルガン演奏料の一部。

（c）牧師と教会，聖職者と学校の建物すべての建築費と前者についての非常に高くかかる

（2）フリーデバハ村は1834年に人口879人（119戸）をもち，ザイダ教区に属する。永代
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sehr　kos七spielige　Einse七zungen　und　Baukos七en　mi七　den　oben　eingepfarrten

Or七schafter1七heilweise　nach　11七e］．　berechnet　zur．H哲lt七e　㎜d　S七ad七　Saida，

die　2te　HUIfte　allein　zu　tragen一　und　was　wird　dabei　Xiquidirt　gegen　sonst

　　d）　auch　das　Organistgeld　sogar，

　　e）　ein　Rehrrwafier一・Antheil　nach　Eilf　IYieile　gerechnet　zur　Bequernlichlceit

des　Diaconi　in　Saida　mUBen　wir　mit　tragen　helfen

　　f）　die　erforderlichen　und　vorn　Herrn　Superintendenten

／B1．　107／　　　　　　　　zu　Freiberg　geha1七enen　Schulvisita七ionen，　wo　wir　unsere

oft　kleinen　n6ch　schwachen　Kinder　da　es　leider　vom　5．　Jahr　schon　zur　Schule

angehen　so11，　und　manches　Kind　zu　der　Zei七kaum　la11七n6ch　weniger　sprich七，

wovon　wei七er　unten　mehr，　bei　Ubユen　Wθ七七ers　wo　es　dem　Herm　Superin七enden七θn

n±cht　selbst　gpfUllig　ist，　in　unser　Udes　Dorf　zu　kormen，　diese　in　die　Saie
　　　　　　　　　　　　　　昏

daer　Schuls七ube　｝聖哩幽竺盛鯉　sich　verftlgen　mUssen，　mUssen　wir
nach　entworfenen　Liquido　auch　tragen，　und　zwar　laut　Liquidurn　3　Thaler　18

Gr　一　baar．

　　5）　Nach　einem　ergangenen　allerhttch3ten　Consistorial－Befehl，　sollen　wir

unsere　Kinder　sehon．　so　i－rie　sie　das　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

IBI．　107b／　5te　Jahr　erreicht　haben　zur　Schule　schicken．　Unser　Dorf

ist　lang，　die　Schulwohnung　1±egt　zwar　im　Mittel　desselben，　allein　die　vom

oberm　［［［heil，　als　auch　gleichergestalt　vom　niedern　T［heil　desselben　haben

doch　fUr　solche　Kinder　gem　eine　ha］．be　S七unde　gerec㎞et，　hin　und　auch　wie－

der　nach　Hause　zu　gehen，　bei　unser’n　zeitig　eintretenden　und　o£t　bis　Oster，n

auch　wohl　noeh　IUnger　aushaltenden　Wintertagen，　wo　der　Schnee　oft　rnehrere

Ellen　hoch　liegt，　ist　es　ftlr　selb±ge　doch，　sehr　gefzahrlieh，　und　haV　schon

manches　Httnde　und　PUBe　bei　groBer　Kttlte　erfroren．　Zudem　konrrnt　noch，　wird

ein　oder　einige　Tage　aus　dieser　Ursache　versUunt，　so　werden　diese　Kin－

IBI．　108／　der　in　den　SchulVersUumiBtabellen　eingetragen，　nach
Purschenstein　ttbergeben，　und　die　arrnen　Aeltern　haben　nicht　nur　Kosten　und

S七rafe，　sondern．　mUssen　auch　das　Sehulgeld　en七riehten，　welches　den　Armen，

die　oft　3，　4　und　rnehr　Kinder　zur　Schule　zu　schieken　haben，　oft　unerschwing一

ユich　is七．

　　Auch　bei　Kra曲eiten　der　Kinder，　nimmt　man　keine　RUcksicht　darauf，　Schu1－

geld　801］．　und　muB　gegeben　werden．　Der　Verdienst　und　Broderwerb　8七eh七hier，

wenn　die　Feldarbei七，　wozu　sie　dann　von　dθn　BegUter七en　fUr　ein　billiges　Lo㎞

㎜detwas　nilchkost　ausgθrich七e七werdens　1θdiglich　in　Flachsspinnerei，　sei七

den　Kriegsjahren　aber　ist　der　Flachs　als　einz±ges

IBI．　108b／　Product，　welchs　etwas　baar　Geld　tn　unser　Gebirge　bringt，

fast　gar　nicht　gerathen，　und　die　GarnpreiBe　sehr　herabgesunken，　daB　der

Ame　ka㎜das七mc㎞e　Br。d　zur融㎜g，　geschweig。5　bi8　4　Gr　Schulgeld
verd±enen　und　er，Ubrigen　kann，

　　wir　bitten　daher　in　aller　UnterthUnigkeit　urn　Minderung　deBelben　als　auch

vorzUglich，　dai3　man　die　Kihder　erst　von　beendigtigten　sechsten　Jahre　an，
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「九月騒乱」期における騎士領プルシェンシュタイン所属集落（南ザクセン）からの請願書（皿）　845

　就任式〔の費用〕。〔この費用の〕半分を11に分けて，同一教区の村々が負担し，残りの

　半分をザイダ市が単独で負担する。昔と比べて何と〔多くが〕請求されることか！

（d）ふたたびオルガン演奏料。

（e）我々はザイダの副牧師の便宜のために水道〔貢租〕を11に分けて分担せねばならない。

（f）必要であり，フライベルクの地方監督によって行なわれる学校視察〔の費用〕をも，

　我々は請求に従って負担せねばならない。それは請求によれば現金で3Tlr　18　Gr一であ

　る。我々の子供はしばしば小さく弱くても，5才から学校に行かねばならないが，その

　時，子供の多くは舌足らずの口をぎ一くことさえできず，はっきり話すことはなお一層目

　きないのである。それについては後述する。〔また，〕荒天で，地方監督が荒涼たる当村

　に来るのを好まない場合，彼ら〔生徒〕は，ただそこにいるためにザイダの教室に行か

　ねばならない。
（9）

〔5＞……宗務庁の命令によれば我々は，5歳に達した子供たちを学校に行かせねばならな

　い。当村は細長くて，学校はその中央にあり，〔当村の〕上手の部分と下手の部分の子供

　たちにとっては〔学校から〕家まで時にはたっぷり半時間かかる。早く始まって，しば

　しば復活祭まで，時にはさらに長く続く冬の聞は，雪がしばしば数エレ積もり，それ〔通

　学〕は彼らにとって非常に危険である。また，厳しい寒さのために手足が凍る。

　　それに加えて，上の理由のために’1日あるいは数日欠席すると，その子供は学校の欠

　席表に記入され，〔欠席表は〕プルシェンシュタイン〔の裁判所〕に引き渡される。貧乏

　な両親は費用を支払い，罰を受けるばかりでなく，授業料も納めねばならない。これ〔授

　業料〕は，しばしば3，4人あるいはそれより多くの子供を学校に行かせねばならぬ貧

　民にとって，しばしば入手し難いものである。

　　子供の病気も顧慮されず，〔その期間の〕授業料が支払われねばならない。農耕が農民

　地保有者によって，安い賃金と乳餌を得るために〔のみ〕行なわれる当地では，収入と

　生業は亜麻紡糸だけに依存する。しかしながら，我々の山地になにがしかの現金をもた

　らす唯一の生産物としての亜麻は，戦争以来ほとんど全くうまく行かない。麻糸価格は

　暴落し，貧民は乾いたパンも食物として十分には〔得ることが〕できず，一3Gr一ない

　し一4Gr一の授業料を稼いで残すことはなお一層できないのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ao
　　そのために我々はそれ〔授業料〕の軽減を，とくにまた，満6歳以後の子供の通学義

村長の土地がある。土地は亜麻栽培にのみ適する。Schumann，　Bd．2，　S．796；Schu－

mann，　Bd．15，　S．929－930；Schiffner，　S．608；Blaschke，　S．303．この村の

標高は590mである。
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zur　Schule　zu　sehieken　verbunden　sey，　und　befallener　gr．tindlieher　Krank－

heiten　das　Schulgeld　zu　erlassen　sein　mechte．

　　Nun　wagen　wir　auch　die　gerichP．she？rachaftlicheri　Angelegenheiten　und・　uns

sehr　drUckenden　Las七θn　n。ch　in　alle㎜七er臆ni．gsten　V。rtrag　zu　bringen，

nicht　nu？　Mindemng，　sondern　auch　urn　gtlnzliche　Abhttlfe　’der　IUBig－

IBI．　109／　sten　allemmterthUnigst　zu　bitten，　und　tragen　sol－

ches　sub
　　工工，

　　in　tiefster　Ehrturcht　vor，　als　・
1）　durch　die　ungeheure　Vermehrung　der　herrschaftlichen　Schzaferei，　wo　es

in　dem　anno　］，7う7　allerhUchs七　confimir七en　Erbregis七er　zwar　nur　heiB七　3

．　幽一Schaafe，
　　die　vfohl　nur　nach　unserer　geringen　Einsicht　und　1ttndliohen　Beurtheilung

gem蟄s　in

　　Einige　Hunder七　S七Uck

　　zur　Haushaltung　und　Fortzucht　bestehen　dttrften，　ist　solche，　besonders

durch　den　letztern　Oeconomiepachter　BgBler　zu　einer　ungeheur・en　Zahl．von

2000　bis　3000　SVttck　aueh　darvtlber　：　denn　wer　vermiagt　solehe　zu　zlthlen，　：　an－

gewachsent　ja　er　trieb　es　wegen　d’en　hoch－

IBI．　109b／　gestiegenen　WollpreiBen　so　weit，　den　sonstigen　respec－

tablen　Rindvieh－bestand　in　der　Oeconomie　zu　Furschenstein　und　groBen　Vor－

werk　so　weit　zu　reduciren，　daB　kaum　die　nethige　Butter　und　｝rilch　zun　Haus－

und　Wirthschaftsbedarf　erzielt　wurde，　und　im　sogenannten　neuen　Vorwerk　nahm

er　das　Rindvieh　ganz　weg　bis　auf　l　oder　2　KUhe　fUr　den　Wirthschaf七s＿Voig七，

maehte　aus　KUhstzallen　und　Wagenschuppen　SchaarstUlle，　wie　durch　die　dieser－

halb　gesehユagenen　Horden　im　gepflas七erten　Stall　dureh　die　Lδcher　der　Hor－

denpfUhle　noch　zu　ersehen　seyn　dUrfte　und　seharfte　eine　ungeheure　Schaaf－

zahl　an．

　　Aber　wodurch　em買hr七6　er　n㎜　diese　ungeheure　Zahユ　im　FrUhling，

／B1．110／　　　　So㎜er　bi8加spZatesten　Tod七herbst　wohl？

　　Lediglieh　auf　unsere　hochbesteuerten　Landgtlter，　auf　welche　solches　da，　wo

wir　mit　unserm　Rindvieh　：　Stailftlttenmg　kennen　wir　in　unserer　Gegend　nieht

plUtzlichs　sondern，nur　mUhsain　naeh　und　nach　einftihren　：　die　magere　Vleide

suehen　rrrUssenp　er　mit　diesen　starken　Heerden　auch　hUthen　IUBt，　und　auf

j“edes　SVUck，　sogenamtes　Neuland一　welches　Haferstoppei　iste　und　6　auch

mehrere　Jahre　theils　zuni　Heufuttergew±nnst一　theils　zur　Hutweide　unseres

Viehes　mhen　rmiBt　oder　Brache　ltegt，　so　lange　hin　und　her　darauf　zleht，

oder　lagert，　bis　man　keine　Speilerchen　einer　Graspflanze　mehr　sieht，　denn

das　auf

IBI．　110b／　dern　Rittergut　gewonnene　Wiesenheu，　Brach一　oder　Haufql－

derfluren　sind　nach　seiner　NiederlUndischen，　jedoch　in　unserer　Gegend　nicht

anwendbarθn　Oeconomie－Einrich七ung　nieht　mehr　vo？handen，　und　wo11七e　1くaurn、　zur

一174　一



「九月騒乱」期における騎士領プルシェンシュタイン所属集落（南ザクセン）からの請願書（皿）　847

　務と大病〔の際〕の授業料免除を……請願する。

　（II）　〔裁判領主に関連する諸問題〕

　今度は我々は，裁判領主に関連する諸問題を，そして，我々を非常に圧迫する諸負担
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドを……上申し，軽減のみでなく，最も重圧的な〔負担〕からの完全な救済をも……請願す

る。我々は次の通り……上申する。

（1）1737年にお上によって承認された世襲台帳には，台所用羊のみが述べられている。我

　我の……見解と……判断によれば，家計と継続的飼養のためには数百頭が許されよう。

　〔しかし，〕領主の牧羊場の異常な増大によって，とりわけ，最近の農場借地人ベスラー

　によってそれ〔羊〕は2、000－3，000頭あるいはそれ以．しという，誰も数えきれないほど

　の，巨大な数にまで増加した。

　　彼は，羊毛価格が高騰したために，プルシェンシュタインの農業と大分農場において，

　かつては大きかった牛の数を非常に減らし，自家用，経営用に必要なバターと牛乳さえ

　得られないほどにした。いわゆる新分農場でも彼は，経営管理入のための牝牛！－2頭

　を除いて牛を取り去った。〔そして，〕舗装された厩舎の中に設けられた編み垣によって，

　編み垣〔を固定する〕杭の穴によって見て取れるように，彼は牝牛厩舎と馬車贋場を羊

　厩舎に変え，巨大な数の羊を手に入れたのである。

　　しかしながら，彼は春，夏から荒涼たる晩秋までこの巨大な数〔の羊〕を何によって

　養うのか。重く課税される我々の保有地で〔放牧することによって〕のみである。

　　我々は，当地方では厩舎飼養を一挙にではなく，苦労して徐徐にのみ導入しうるから，

　〔今もなお〕我々の牛のために，痩せた放牧地を捜さねばならない。その時，彼〔農場

　借地人〕はここ〔我々の保有地〕にこの大群を放牧させる。燕麦刈後地の全区画で，す

　なわち，飼料用乾草の獲得のために，また，我々の家畜の放牧地として6年あるいはそ

　れ以上の期間〔穀作を〕休まねばならない，あるいは，休閑地となっている，いわゆる

　新地で，1串の草も見付からぬようになるまで，〔彼は羊を〕往復あるいは野営〔させる〕

　のである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ll）
　　なぜなら，騎士農場で得られる採草地の乾草は，休閑地ある、いは乾草用の農用地が，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
　当地では適用不可能なネーデルラントの経當方式に従ってもはや存在しない〔ために〕，

（3）人税は1763年に導入された直接税で，税額は身分・営業などによって異なっていた。

　R6mer，　S．580－581；Behrendts，　Si　19．　　これは1834年11月22日の法律によっ

　て人税（Personalsteuer）となった。　Gesetzsammlung　1834，　S，349．

（4）火災保険金庫積立金は，時々の不動産評価額と火災損害額とに従って半年毎に計算
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WintertUttemmg　hinreichend　sein．
　　Wie　wird　nun　aber　ein　solches　Stttck　Land　oder　Feld　？　一　Es　gieicht　am

Ende　einen　geschlagenen　Tennen　der　Scheune，　wo　nie　etwas　wachsen　kam　und

rnehrere　Jahre　wUste　liegen　rrniB．

　　Wie　kormen　aber　hun　wir　armen　hoehbesteuerten　Landleute　dazu，　nach　der

be］．iθbigθn　Wi］．lkUhr　eines　Ri七七ergu七spach七ers　uns　zu　unsem　so　groBen　Nach一一

und　nur　zu　seinem　Vortheil　in　allen　zu　fUgen．

　　Was　die　ttbrigen　Communen

／Bl．］ユ1／　　　　　　　　in　dieser　Sache　schon　bereits　ge8ag七haben　dUrf七en，　aユs

besonders　der　Fr’tlhlingshuthung　aut　unserm　VJ±esen，　ja　sogar　GUrten　und

ttbrigen　FZuren，　schliessen　wir　uns，　urn　nicht　weitlUuftig　zu　werden，in　allen

an，　und　sagen　daBelbe，　wie　sich　unsere　ebenso　）’litleidenden　ausgesproehen

haben．

　　Aber　dieses　kUnnen　wir　zu　bemerken　nich七㎜七erlaBen，　daB　wir　im　Be七reff

dieser　so　stark　angewachsenen　Schzaferei，　nicht　nur　die　herrschaftlichen

Schaafe，　sonderm　auch　die　starke　Zahl　Schaafe，　derer　zu　dieser　Schzaferei

erforderlichen　Tro6es，　welche　auBer　der　Kost　kein　baar　Geld　zun　Lohn　er－

halten，　sondeエm　sich　8七a七七　deBen　eine　Zahl　Schaeしfe　jeder　un七er　die　von　ihm

gehU七e七en　Heerde

IBI．　111b／　werfen　und　auf　unsere　Fluren　mit　n！！hren　und　fttttern

rrrUfien．　’　　Denn

　　a）　sQvie］．　uns　bekann七，　is七　der　SQhaafmeis七er　oder　Haup七schUfer　auf　den

ze㎞七en　Theiユalle8　Er七rags　gese七zちwo　er　also　Gewi㎜und　Verユus七zun

zehnten　Theil　zu　tragen　hate

　　エs七nun　der　Schaafvieh－bes七and　nur　gering　angeno㎜en　2000　S七Uck　stark，　so

rntlssen　wir　ja　sohon　tttr　diesen　2000　StUek　nzahren　und　mUsten

　　b）　nun　giebt　es　einen　sogenannten　）leisterknecht，　welcher　die　1（utter－

schaafe　zu　weiden　hats

　　e）　einen　Hanmelknecht，　wo　St！：hre　und　Hammel　unter　einander　gehen，　bis　zum

I｛erbst，　wo　die　erster，n　unter　des　Meister－

IBI．　112／　knechts　Vieh　geworfen　werden，　welche　Heerden　sehr　stark
sind．

　　d）　Einen　L11rnmerknecht　zu　denen　heranzuziehenden　oft　mehrere　Hunde・rt　be－

tragende　Ltlrnmer　beiderlei　Geschlechts．

　　Keiner　exclusive　der　Zutreiber　welcher　unseres　Wissens　e七1iche　血aler

Lo㎞nebst　den　zu　haltenden　Schaafen　erhalten，　eゴh雛七baares　Lo㎞，　sondem

es　is七　ihnen　ges七atte七，　einen　Starnrn－Schaafe　jeder　un七er　seinen　Haufen　zu

habent　deren　Zahl　nach　Proportion　ihres　Dienstes　sehr　betrUchtlich　wird．

　　Aber　wer　erhUlt　die　Wust　Vieh，　oder　auch　durch　wem　erhalten　diese　Leute

ihre　Belohnung　？　：　Auf　unsere　Gttter　werden　zwar　nur

IBI．　IZ2b／　der　Meisterknecht　und　der　Hamrnelkneeht　treiben　und
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冬の飼料にも十分ではないからである。

　このような〔放牧に利用される我々の〕土地あるいは耕圃はどうなるか。それは遂に

は，納屋の打ち固めた三和土のようになる。そこに〔作物は〕何も生育することができ

ず，数年間は荒蕪地とならねばならないのである。しかしながら，我々，重く課税され

る貧乏な農村住民が，騎士農場借地人の全くの恣意によって，彼のみに利益になり，我

我にとってこれほど不利であることに順応する〔べきである〕のはどうしてか。

　他の諸共同体がすでにこの問題で，とくに我々の採草地，園地，その他の農用地にお

ける春期放牧について述べたことに，我々は，長たらしくならないように，すべての点

で賛同し，我々と同じく苦しんでいる人々が表明したと同じことを主張する。

　しかし，我々は以下のことを述べざるをえない。すなわち，非常に増大したこの牧羊

場に関して，我々は領主の羊ばかりでなく，この牧羊場に必要とされる従者の多数の羊

をも，我々の農用地で・一緒に飼い，養わねばならない。彼ら〔牧羊者〕は食事の他は賃

金として現金を受けず，その代りに各人が，番をしている〔羊〕群に，ある数の羊を入

れるのである。

　なぜなら，（a）我々の知るかぎり，牧羊親方あるいは牧羊主任は全収益の士と定められ

ているからである。したがって彼は利益と損失の鳶を〔取り，〕負担するのである。〔領

主の〕羊の総数が，小さく兄て2，000頭にすぎないとしても，我々は彼〔牧羊親方〕の
　　　　　（13）

ために〔200頭〕を飼い，肥やさねばならない。

　〔その他に．，〕㈲母野を番する親方牧者，（c）前者〔雄羊〕が，親方牧者の非常に数の多

い羊群に入れられる愁まで，雄羊と去勢羊を一緒に番する去勢羊牧者，（のしばしば数百

頭に達する雌雄の小羊を養育する小羊牧者，がいる。

　我々の知るかぎり〔持分としての〕羊を飼養する他に数Tlr一一の賃金を受け取る追

い子を除けば，彼らは誰も現金の賃金を受けない。彼らはその〔羊〕群の中に元本の羊

をおのおの持つことを許されている。その数は彼らの職務に比例して非常に大きくなる。

　しかしながら，誰がめちゃくちゃな数のこの羊を養うのか。あるいは，これらの人々

は誰によって報酬を得るのか。親方牧者と去勢羊牧者は〔その羊を〕我々の保有地で放

　され，徴収された。1787年上半期には100Tlr一一の家屋について一1Gr一，同年下

　半期には一2Gr一であった。　R6mer，　S．469－470．そのために保険金額の単位はTlr

　と推定されている。

（5）本領地域における国王への護送税，いわゆる管区護送税（Amtsgeleit）は本直願書

　提出の時期には，1823年3月15日の法律に従って徴収されていたが，1833年12月4日
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hU七hen，　die銭brigen　werden　theiユs　auf　die　obem　Dもrfer　und　auf　dem　Ri七ter－

gU七e　gehU七et．　Den　LU皿mer㎞ech七　sein　Vieh，　50　S七Uck，　ist　unter　beiden

Haufen　ver七hei1七und　gehen　sQnach　mit　auf　die　Bauergtt七er　：　Lediglich　aユユein
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ
㎜Bman　sagen　und　ka㎜nieht　anders　als　v。n　den）lark　unserer　schwer　besteu．

erten　LandgUter・　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　エn　frUhem　Jahren，　wo　die　Mensehenzahl　noch　nich七　so　s七ar｝（wars　wie

jetz七，　gab　es　freiユich　mehr畷s七e　P1蟹七ze　auf　dem　Rit；七ergu七e　und　besonders

unsere　Landg銭七er，　aber　diese　｝lenschenzahl　i8七　㎜vieユes　gesもiegen，　folglich
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
im1Bten　aUCh　die　geWeSenen　WUS七Ungen　zUm

／B1．　113／　　　　　　　　Anbau　fUr　dieselben　herangezogen　werden，　aber　1｛e3nnen　wir

dies　woh1，　wenn　uns　die　Schaaf七riften　und　besonders　deren　Weidep1Utze　so

sehr　har七　d工UGken？

　　Wir　bi七七en　daher　demUthig　um　groβe　Minderung　und　besonders　diese　KUchen－

Schaafe　auf　eine　bes七i㎜七e　Zahl　zu　reduciren．

　　2）　Das　sogenann七e　Diens七gelder　be七reffend，　sind　wir，　ob　wir　g＝Leich　nicht

mehr　leibeigen　zu　ne㎜en　se拠dUrf七en　sta．rk　angesehen㎜d　rntlssen

　　der　Httfnev　15　Tlr　12　Gr　＿

　　der％HUfner　15　Tlr　ユ．2　Gr　－

　　d・r％HUfn・r　1。　Tl・ユ2　Gr－

　　der％HUfner　7　田1r　16　Gr　－

　　der　H盤usler　3　Tlr　2　Gr　騨

　　der　Hau8genosse　2　TIr　帽　一

　　inclusive　des　neuen　Dienstge］．des　aユlj甑r］．ich　einbringen，　weユches　der

Ren七bearnte　zu　Pur輔

／B1．115b／　　　　sehenstein　te㎜inlich　eincassirt．

　　Ohne　Zweifeユ　is七　so］．ches　in　fr’Uhern　Zei七en　entworfen　und　regulirt　worden，

wo　freilich　mit　Ein　Groschen　eben　soviel　a1・Si　je七z七Ein　Thaエer　betrUg七，

stattgefunden　haben　durf七e．

　　Sei七der　1757　geschehenen　Gonfirrnation　des　Erbregis七ers　sind　n㎜aber

auch　mehrere　Neue㎜gen　in　di6sen　Betreff　angehang．en　und　zwangsweise　dazu

gebracht　worden，　welches　wir，　da　wir　leider　meisもens　am　sind，　dureh　e加a－

nigen　kos七spieligen　ProzeB　uns　un七erwerfen　muBten．

　　NB　：　der　Geheirne　Rath　und　Genera1－Postmeister　Ado］．ph　Rudolph　von　SchUn－

berg　七ha七　anno　ユ778　den　Unterthanen　folgenden　Vorschlag．　Er　wUre　alleiniger

／Bl．114／　　　　Besi七zer，　und　e8　kδ㎜七e　geschehen，　daB．　seine　Successores

den　anno　1737　aufgerich七e七en　RegreB，　da　selbiger　ohnedieB　wiederruflich
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

wUres　solcher　wieder　aufgehoben　und　die　aユten　Diens七e　zu　七hun　verlangen

kenn七ens　so　wolle　er　einen　i㎜er　wZahrenden　und　nicht　wiederruflichen　RezeB

㎜ter　der　Bedingung　absch］．iessen　：　daB　wenn　sie　ihn　noch　Uber　das　irロRezeB

1757verwillig七e　Diens七geld㎜d　Hand七age，　noch　einige　Fahr一㎜d　Handもage

jUhrlich　zu　leis七en　versprechen　wol］ten．　Eir17Eheii　von　Friedebach　ha七　dazu

θingewi］ユige七，　die　Ubrigen　haben　vorn　Jahr　1786　bis　］，791　dagegen　gestri七ten，
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牧し，他の〔羊〕は一部は上部の村々で，〔一部は〕騎士農場で取牧される。小羊牧者の
　　　C13a）
家畜30頭は二二に分けられ，農民保有地に放牧される。〔したがって，牧羊者は〕重く課

税される我々の保有地の髄だけから〔報酬を得ている〕と言わねばならず，それ以外で

　はありえない。

　人口が今日ほど大き．くなかった荘一には，もちろん，騎士農場に，とくに我々の保有地

　に荒蕪地が存在した。しかし，人口が非常に増加したために，かつての荒蕪地も彼らの

　ために耕作されねばならない。しかしながら，羊の牧道ととくにそれの放牧地〔の利用

権〕が我々を厳しく圧迫する時に，これ〔開拓〕が我々に可能であるか。

　　そのために我々は大幅な軽減を，とくに，この台所用羊の一定数への縮小を……請願

　する。

2）我々は，もはや農奴と呼ばれるべきでないにもかかわらず，いわゆる賦役代納金を過
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
　大に課されており，フーフェ農は13Tlr　12Gr一，暑フーフェ農は13　Tlr　12　Gr一，〔よz〕

　フーフェ農は10　Tlr　l2　Gr一，をフーフェ農は7Tlr　16Gr一，小屋住農は3Tlr　2Gr一，

借家人は2Tlr一一を，．新しい賦役代納金を含めて毎年納入せねばならない。プルシェ

　ンシュタインの地代〔徴収所〕役人が期日毎にこれを徴収するのである。

　疑いなくこれは，〔貢租が〕今日ターラー〔貨〕で支払う〔べきやある〕枚数だけグロ

　ッシェン〔貨〕で支払われていた昔に，計画され規制されたものである。1737年に世襲

台帳の確認がなされて以来，これに関していくつかの革新が加えられ，強制された。我

我は，残念ながら大部分が貧乏であるが，訴訟は費用がかかるためにそれ〔革新〕に屈

　しなければならなかったのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
　注意。枢密顧問官兼郵政長官アードルフ・ルードルフ・フォン・シェーンベルクは

1778年置領民に対して次の提案をした。自分は〔当騎士領の〕ただ一人の所有者である

　〔が〕，1737年に結ばれた償還〔金納化〕は取消し可能なものであるから，自分の相続人

　たちがそれを再び廃止し，旧い賦役を果たすよう要求するかもしれない。そこで，1737

　年に同意された賦役代納金と手賦役以上に，なお数日の運搬賦役と手賦役を毎年果たす

　と彼ら〔領民〕が彼に約束するならば，この条件の下で，永続的で取消し不可能な協定

　を結びたい，と。

　　〔当〕フリーデバハの〔領民の〕一部はそれに同意した。残り〔の領民〕は1786年か

　の法律によって翌年1月1日から廃止された。Steuern，　S．90；Reinhardt，　S．305；

　Hofmann，　S．　110－114，　121．

（6）1804年1こ一般的に規定された舗道通行料は，1833年11月9日の法律によって変更さ

　れた。Gesetzsammlung　1833，　S．129；Steuern，　S．85．
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wurden　aber　le七z七　g．edach七en　Jahres　zu　einem　Ver幽

IBI．　114b／　g）eich　gezwrmgen，　wo　der　Httfner　2　Fahrtage，　oder　1　Tlr

一　一，　der　HalbhUfner　1　Pahrtag，　oder　i2　Gr　一，　der　Hzausler　4　Gr　一，　der　Haus－

genosse　2　Gr　一　verwilligen　muBten．

Wir　bitten　dahero　allerunterthUnigst，　uns　hier’rnit　ansehnlicher　Milderung

besonders　zu　ber’tieksichtigen，　als　auch　die　seit　17S7　entstandenen　Neue－

mngen　gtlnzlieh　zu　beseitigen．

　　3）　工rn　Be七reff　des　allj恥rlichen　zu　s七ellenden　Hofdienstgesindes，　welches

jede　zurn　Ritt’erguth　geherige　Comm．oder　Gemeinde　alljt：hrlich　den　2．　No一一

vember　zur　Auswahl　produciren　und　den　WohユIUb1．　Gerichten　und　Oeconomie一

？achter　vorstellen　rnuB，　und　wo　jede　srnal　zu　LichtrneB　den　2．　Februar　oder

1！ingstens　den　dritten　in　Dienst　anziehen　oder　eihtreten　rnttBen，　mischt　sieh

auch，　oder　man　zieh七　vie】．mehr　auch　den　Pach七er　das　so一

／B1．　115／　　　　　　　　genε㎜七en　Sehafnergut，　herrschaf七1ichdr　Be8itz　zu　Hei－

dersdorf，　welches　durch　angekauf七e　oder・sons七　herangezogene　Bauergtt七er　ent；一

8七anden　und　seinen　Urspmmg　haben　dUPf七e，　diesen　dazu，　man　erthei1七　ihm

eine　Anzahl　dieser　Dienstgesinde，　七heiユs　als　Kneeh七e　oder｝・1　gde，　wie　man

sie　zu　ne㎜en　beli6bt，　und　wirs　i門wir　a㎜en　schon．　s七ark　genug　belas七e七en

Unterthanen，　sollen　auch　auf　dieses　herrschaf七1．　Gerich七s一㎜d　BauergUもer

noch　Zwangsgesinde　abgeben．　Diese　mVchte　doch　wohl　aZlzu　hart　und　vorn

七reuen　Un七erthanen　zu　viel　verlang七　seyn　？　一Wir　sind　zwar　gute　Schaafe，

welche　sich　unter　der　Seheere　der　Vollentnehmenden　jederzeit　ohne　einen

Maulcs　zu　thun　immer　gerugt　haben，　aber　jetzt　geht　es　doeh　durch　die　Haut

und　die　Schrnerzen　wer－

IBI．　115b／　den　stark　fUhlbar．
　　Wir　haben　zwar　zeithero　diese　Last　mit　tragen　helfen　und　das　erforder．

1iche　Hofgesinde，　so　wie　mεm　es　zeithero　dahin　verlangt　und　gebrauch七

hatte，　aus　unserer　Jugendftille　ausheben　zu　lassen，　sind　es　aber　fUr　die　Zu－

kunft　auf　keinen　Fall　rnehr　gemeint　aeBen　Fortgang　zu　genehJnigen，　oder　der－

gleichen　dahinzustellen．
　　Unsere　m±t　lndhe　und　）rtlhe　un’d　vielen　Schulgeld　bis　nach　Ende　des　14．

Jahres　erzogenen　Kinder，　m蟹nlich　und　weiblich　is七　ein　VerhUltniB，　sofor七

der　Gerichtsherrsehaft　Vier　Jahr　：　es　ist　zu　erirmer’n，　daB　jedes　Kind　in

dem　Zei七raum　zwi8chen　dem　14。　und　工8。　Jahre　zu　Hofe

／Bl．　116．／　　　　　　　　ziehen，　in　der　Zei七　aber　nur　ein　J曲r　jedes　コ：ndividuurn

zu　dienen　ha七，　und　we㎜es　ein　Jahr　gedien七ha七，　es　femerhin　dav。n　befrei七

ist　：　oder　vielmehr　nur　von　14．　bis　nit　dem　18．　vollendeten　Jahre　als

Zwangskneeht　oder　Magd　zu　Hofe　dienen，　und　urn　welchen　Preis　des　LOhns　！　一

und　bei　welcher　Kost　！　一．．

　　Der　Herr　oder　Pachter　giebt　fUr　jedes　Gesinde　wechentlich　956　Metze　Korn

und　17／s　Metze　Hafer，　daraus　rnuB　der　xuller　5　Brode，　jedes　zu　3％　lb　schwer

baeken．　Der　Mttller　rmiB　aber　zuvor　von　schon　ertviUhnten　Getreide　erst　noch
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　ら1791年までそれに反対したが，上記の年に一つの協定を強制された。そして，フー．フ

　ェ農は運搬賦役2日あるいは1Tlr一一，去フーフェ農は運搬賦役1日あるいは一12Gr一，

　小屋住農は一4Gr一，借家人は一2Gr一を承諾せねばならなかったのである。

　　そのために我々は、著しい軽減をとくに我々に考慮し，さらに，1737年以後の革新を

　完全に廃止するよう……請願する。
　　　　　　　　　　　　　（1　6）
（3）毎年提供すべき御館奉公人に関して，当騎士領に所属する各共同体は，選考のため倭

　毎年11月2日にそれ〔奉公人〕を提示し，……裁判所と農場借地人に提供せねばならず，

　〔奉公人は〕いつも聖滑節の2月2日，遅くとも3日から奉公を始め，あるいは奉公に

　入らねばならない。

　　〔その場合，〕農民保有地の買入れあるいはその他の徴発から発生，由来したハイダー

　スドルフの領主保有地，いわゆるシャフナーの土地もその借地人のために〔他の領主地

　に〕混ぜられ，あるいは，付け加えられる。それ〔シャフナーの土地〕に多数のこれら

　の奉公人が，下男であれ下女であれ，割り当てられるのである。

　　〔このように，〕すでに十分重く賦課されている貧乏な領民たる我々は，これらの裁判

　領主の土地と農民保有地〔シャフナーの土地〕に強制奉公人を提供せねばならない。こ

　れはあまりに厳しすぎるし，あまりに多くのものが忠実な領民から要求されている。我

　我は，すべて〔の毛〕を興り取ってしまう者の鋏の下で，いつも拗ねることなく適応し

　てきた善良な羊である。しかし，今やそれ〔領主の要求〕は皮から〔肉まで切り取る〕

・ほどになっており，　〔我々の〕苦痛は非常に判然となっている。

　　我々は従来この負担を一緒に負担し，従来要求，使用されてきた必要な御館奉公人を

　我々の数多くの若者の中から選び出させてきたが，将来はそれの継続を承認する，ある

　いは，それをそのままにしておく，つもりはない。

　　我々が苦労に苦労を重ね，多額の授業料を出して満14歳まで育てた子供たちは，男で

　あれ女であれ，裁判領主に4年，あるいはむしろ，14歳から満18歳まで強制奉公人下男

　下女として御館で奉公する〔べきであるという〕事情〔の下に〕ある。〔ただし，〕それ

　ぞれの子供は14歳と18歳の間の期間に御館に行って，1年中け奉公すべきであり，その

　〔子供〕は，！年奉公すれば，その後はそれを免除される，ということが指摘されるべ

　きである。〔その場合，彼らは〕どのような賃金を，また，どのような食事を〔得る〕か。

　　領主あるいは〔農場〕借地人は奉公人1人当り毎週ライ麦音Mtzと燕麦1舌Mtzを

　与え，これから粉屋は1個日重さが3去ポンドのパン5個を焼かねばならない。しかし，

　粉屋は，奉公人に必要なスープ用の穀粉を上述の穀物から前以て取り去っておかねばな
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das　benesthigte　Suppenrnehl　fttr　das　Gesinde　wegnehmen．

　　Man㎜七ersuche　ei㎜al　da8　ihnen　zur　Naユ1㎜g　gegebene　Br。d　nur，　bei　denen

ihnen　aufgetragenen　Arbeit　k6nnen
／Bl．　116b／　　　　　　　sie　nich七　dabei　aushalten，　ist　der　Zwangmtlllθr　zu　M6r＿

teユg㎜d。der　Neuhausen　w。θs　gebackθn，　und　zwar　auch　unen七geldlich，　so

wird　doch　nur　ganz　schleeht　und　geringes　Brod　davon，　welches　eben　dieses

Gesinde，　an　Viehha］．七er　verkaufen．　und　8ich　ander　und　besseres　Brod　zu　ihrer

Nahmng　durch　U1七er■iche　Zulage，　um　nur　bei　Kr質ften　zu　bleiben　anschaffen

mtlssen．

　　Mi七　der　FrUh－　Mittags－　und　Abendkost　is七　es　dasselbe，　Milch，　｝lolken　und

Bu七ter，　gleicherges七alt　jeder　erhU1七　nur　ein　sehr　dUrf七iges　Quan七㎜，　wobei

er　nicht　zu　bestehen　vermag．

　　Sollte　nun　ein　Knabe　oder　junger　Menschs　der　sich　von　Geburt　an　ganz

nicht　zur　Landarbeit　eignet，　vielleicht　ein　Schneider，　Strvurnpfwirker，　oder

dergleichen　Profession　erlertnen　wollte，　erst　seine　Finger

IBI．　117／　und　GliedmaaBen　an　Pflug　oder　H・acken　mit　der　Oehsenleine
ers七　ganz　verkritzeln，　was　is七　er　dann　dem，mtL！hsarnsten　Leh．　rmeis七er　nUtzユich？

　　　　Nich七s，　gar　nichもs　！　es　bleib七　ein　ewiger．Stt！mper，　der　der　We工七　nich七s

nu七Z七．

　　Dahθro　bi七七en　wir　ganz㎜ter七h勘igst，　auch　in　diesem　Fache　emstlich　ein－

zugreifen　und　solches　Ungebtthfe　gzanzlich　abzustellen．

　　Wir　haben　sogar　unter　unseren　Communen，　die　wir　zun　Hofdienstzwange　ge－

zogen　werden，　als　welchen　wir　unsere　Kinder，　so　dahin　gekornrnen，　entweder

erkranken，　bei　Arm：　oder　Beinbr’Uchen　durch　den　Dienst　ferner　dazu　untaug－

lieh　werden，　eine

　　Hof－Gesinde－Casse

　　erriehten　rnUssen，　aus　welcher　solche，　nicht　von　der　Gerichtsherr－

IBI．　117b／　sehaft　oder　deren　Oeconomiepaehter，　unter　welchen　sie

obermann七e　rnancherlei　ZufUlle　im　Diens七beko㎜en，　nein！aus　dieser　Kasse

curirt，　geheilt　und　wiederhergestellt　werden　mUssen．

　　Nun　so11en　wir　arrnen　Unterthanen，　die　wir　dadurch　unsere　Kinder　ja　ohne－

dieB　schon　in　unserer　eignen　sauerm　Arbeit　vor　die　Gerichtsherrsehafb　ent－

behr6n　mUssen，　auch　dieses　noch　tragen　？

　　Nicht　alleine　aufs　Rittergut　Purschenstein　nebst　denen　dazu　gehesrigen

Vorwerken，　sondem　auch　da8　dazu　geschlagene　Schafner－　oder　eigentユich

Lehnrichtergut　zu　Heidersdorf　sind　unse？e　armen　Kinder　naeh　VJillktihr　zur

Arbeit　verwendet　worden．

　　Ja　der　vorige，　nun　aber

IBI．　118／　verstorbene　Fachter　PUBIer　trieb　es　sogar　so　weit，　die－

selben　auf　sein　eigenthttrnliches　Gut　Schephaida　bei　Saida　genamt，　zu　aller

Arbeit　und　Gebraueh　abzusenden，　wenn　es　dort　Noth　und　in　Purschenstein

UeberfluB　war　；
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らない。

　彼ら〔奉公人〕に食料として与えられるパンを一度調べてみよ。この〔パン〕では彼

らは，命ぜられた労働に耐えることができない。それを無料で焼くのはメルテルグルン

トあるいはノイハウゼンの〔製粉〕強制権を持つ粉屋であるが，〔それは〕全く質の劣っ

た下等なパンである。元気であるために奉公人はそれを家畜飼養者に売り払い，自分の

食料としては両親の援助で，別の一層」二質のパンを買い求めねばならない。

　朝食，昼食，夕食は同じものであり，牛乳，乳漿，バターを各人はほんの少量得るだ

けである。彼はこれに耐えることができない。

　ところで，生まれつき野良仕事に適しておらず，仕立屋，靴下編工，その他の手工業

を修業したかった若者が，牡牛の引き綱を付けた摯あるいは鍬で指と四肢を痛め〔？〕

た後に，勤勉な師匠にとってどれほど役に立つであろうか。全く，少しも〔役に立た〕

ない。〔彼は〕生涯，世界にと．って何の役にも立たない能なしとなるのである。

　そのために我々は，この問題でも強力に介入して，このような不法を完全に是正する

よう……請願する。

　〔また，〕そこ〔御館〕に行った我々の子供が，病気になったり，奉公のために腕ない

し下肢の骨折によってそれができなくなる〔ことがあるので〕，我々は，御館での奉公強

制を定められている諸共岡体の問で，御館奉公人金庫を設立せねばならなかった。彼ら

〔奉公人〕については，彼のために奉公している間に上述のさまざまな事故に遭った裁

判領主あるいは農場借地人によってではなく，決してそうではなく，この金庫によって

治療，回復が行なわれねばならないのである。

　裁判領主〔への奉公強制〕のために，我々自身の骨の折れる労働に際して，我々の子

供〔の手助け〕なしで済まさねばならない我々貧乏な領民が，これ〔奉公人金庫分旭金〕

をもなお負担せねばならないのか。

　我々の哀れな子供たちは，騎士農場プルシェンシュタインとそれに所属する分農場に

おいてばかりでなく，それ〔騎士農場〕に併合されたハイダースドルフのシャフナーの

土地，すなわち，かつての永代村長の土地〔において〕も，恣意的に労働させられてき

た。

　　　　　　　　　　　　　　　an
　実際，前の借地人たる故ペスラーは，それ〔労働力〕が，ザイダの近くの，シェ　一一ン
　　（1　8）

ハイダと呼ばれる彼の所有地で必要であり，プルシェンシュタインでは余っている場合

に，彼ら〔強制奉公人〕を各種の労働に用いるために，そこに送りさえしたのである。

（7）騎士領が複数形で書かれているのは，プルシェンシュタインとザイダがかつては別
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Haben　wir　denn　blos　unsere　Kinder　dar’uni　miUhsarn　und　mit　Kosten　erzogen，

daB　solche　in　Hofdien8ten　und　zur　WUIkUhr　eines　Pach七ers　und　deBen　Vor－

theil　benuBE　werden　soZlen　？

　　DieB　will　Ihro　K6nigl．　Majes七蟹t　Und　de13en　allergn蟄digs七en　Mitregen七　gewiB

nicht　haben，　und　wir　bitten　allenmterthUnigst　urn　f6rtrnliche　Abstellung　！

　　4）　Als　Frohn一　und　Handdienste

IBI．　118b／　rnUBte　auBer　obigen　baar　zu　entriehtenden　Dienstgeldern，

jeder　Angesessene　oder　Angebaute，　auoh　nicht　lingesessene　zwei　Hoftage，

anf勘glich　freiwillig，　jetz七　in　Z墜下h㎜．

　　Ebenso　auch　muB　j　eder　BegUterte　per　Hufe　Sechs　Tage　zurn　lvitthen　jeder　Apt

Fr（1ehte　zum　Zwang　verrichten，

　　welches　wir

　　allergngdigst　fUr　die　Zukunft　abzustellen　ehrfurehtsvoll　bitten．

　　5）An　Zi皿sgetreide　oder七rockne　Zinnsen　mUssen　wir　nach　aufhabenden

　　25％　Hufe，　jeder　Hufe

　　1　Schf．　Koun　und

　　2　Schf．　Hafer　an　die　Herrschaet　oder　deren　Oeconomiepachter　sehtttten．

　　Wθlches　PIaas　wird　uns　da　vorgeset；z七，　Tro七zdem　ungeheuren　Saydaer　Decenl

PfarrmaaB，　wo　1　Sehf．　1　Vrt．　Dresdner

／Bl．　119／　）laaPJ　nur．einen　Scheffel　vor　die　Herrsehart　ausmacht．

　　Ob　dieses　recht　und　biliig　sey　？　haben　wir　einer　h6chstweisemi　Corninis－

sion　zur　Beur七heilung　zu　Uberla8sen，　wir　aber　bit七en　alle㎜ter臆nigs七㎜

Abstellung．

　　6）　den　Erbzinns　angθhend，　80　is七．fpei］．ich　na’ch　unser’rn　otmaasgeblichen

Ermessen　auf　die　ungleichste　Art　ver七heil七　〇der　auferleg七．

　　Be　soncters　ist　ztt　er’wzahnen，　daB　die　neuern　．”．uf一　odev　Anbauer，　gegen　die

fr’Uhern　oder　段1七er’ns　in，　ja　Uber　das　doppelte，　ihrer　Entrich七ungen　ange－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
se七z七　werden●

　　War・um　七hu七　man　．dies　wohl　？　　　　AIle　angebau七e　Htiusler　stehen　ja　ohnθdieB

schon　auf　den　von　der　Commun　eder　Geme±nde　zu　vevsteuerrxden　Grmd　und　Boden

und　sellen　auch　dernnach　der　Gerichtsherrschaft　noch　einen　auferlegten　Erb－

oder　wie　man

IBI．　IZgb／　den　Zinns　sonst　zu　nennen　gerneinet，　geben．

Wir　sind　froh　und　freudig　in　unserer　armen　CoiTmrun，　wenn　es　eben　diese

Armθn　noch　so　wei七，　durch　Beitrag　und　GU七e　unserer　Erbeinwohner　dahin　zu

bringene　sich　selbst　ein　kleines　Obdach　zu　erbauen，　darnit　wir　solche　nicht

nothgedmngen　in　unsere　sohon　s’ehr　belastete　Gemeinde　nach　der　Reihe　aufzu－

nehnen　genUthiget　sein，　und　sollen　nun　diese　notorisch　Arrnen　auch　wohl　noch

ErbzMins　’von　unser’n　versteuerten　Cornrrrun　Gmmd　und　Boden　geben，　dieses　k6n一　’

nθn　sie　nicht　ert！brigen，　es㎜B　Rest　bleiben㎜d　m3　derσQ㎜mδch舳
es　doch　wohl　nicht　aufbUrden　kennen，　一　denn　dieser　neu　aufgelegte　Erb－

zinns　bestand　ja　fiwther　nicht：一一　，
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　我々の子供たちが御館奉公において借地人の恣意のままに，また，彼の利益のために利

　用されるように，我々は苦労を重ね費用をかけて子供たちを育ててきたのであろうか。

　　国王陛下と摂政殿下は多分これを望まれないであろう。〔そこで〕我々は明白な除去を

　……請願する。

（4）上述の，現金で支払われるべき賦役代納金の他に，土地保有者あるいは，土地を保有

　しないとしても〔小屋を〕建てた者は，賦役および手賦役としてそれぞれ2日の御館賦

　役を果たさねばならない。これは最初は自由意志によるものであったが，現在では強制

　的である。さらにまた，農民地保有者は1フーフェ当り6日の各種穀物刈取りを強制的

　に果たさねばならない。将来これを……除去するよう我々は……請願する。

（5）穀物賃租あるいは乾燥した賃租として我々は，賦課される25壱フーフェから1フーフ

　ェ当り1　Schfのライ麦と2Schfの燕麦を領主あるいは農場借地人に納めねばならない。

　その時どのような枡が我々に出されるか。　〔それは〕非常に大きなザイダの十分の一税

　用牧師枡であって，ドレースデン枡の1一ぎSchfが領主の前では1Schfにしかならな

　いのである。

　　これが正当，公正なものであるかどうか，を我々はお上の……委員会の判断に委ねる

　が，我々は是正を……請願する。

㈲　世襲賃租は我々の……評価では最も不公平に配分あるいは賦課されている。とくに言

　及が必要なのは，新規に建築した者あるいは建てた者が旧くからの者，元からの者と比

　べてその支払において2倍あるいはそれ以上と定められていることである。なぜこうな

　るのか。〔小屋を〕建てt」すべての小屋住農は，それでなくても，共同体が納税する〔村

　有〕地にいるが，その上に，世襲賃租あるいは，何と呼ばれるにせよ，賃租を課され，

　裁判領主に支払わねばならない〔というのが，その理由である〕。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
　　すでに重く賦課された当村において我々が彼ちを，余儀なく順番に受け入れる必要が

　ないように，我々〔当村〕の世襲的住民の分担と寛容によってこれらの貧民が自らの小

　さな避難所を建てる〔ことができる〕ならば，貧乏な当村の我々はそれを嬉しく喜ばし

　く思，う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　ところで，これら周知の貧民が，我々の〔すでに〕課税された村有地について世襲賃

　租をなお支払わねばならない場合，彼らはこれを貯めることができない。未納金が出ざ

　るをえないのである。これを当村に賦課することは可能ではない。なぜなら，この新た

　に課された世襲賃租はかつては見られなかったからである。

個の騎士領であったことが意識されたためであろう。
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㎜dwir　bit七en　d蝕er　alle㎜ter七hUnigsも㎜femere　Vemeid㎜g　diese8顛一
　コ
s■nnens．

／B］．．　120／　　　　　　　　7）　Die　Fischpaeh，　kleinen　FluBwZasser　und　auf　unser’n

Co㎜un－Grmd　und　Boden　entspringende　Quelle　be七ref．

　　DiesθunserθDorfbach　gemein七，　we1Ghe　auf　dem恥rfGhe㎜i七zer　Gebi臼t　sich

mi七　die　W蟹C）er，　80　aus　Voigtsdorf　herabs七re3men，　sich　im　genann七en　Or七　Chem藺

nitz　zu　einer　ansehnlichen　i㎜er　nur　n。ch　Bach　genahn七en　FIUBchen　ver－

einigen，　en七springen　a］．＝Le　七heils　auf　unsem　steuerbaren　GU七em，　七heiユs　auf

der　der　Gerneinde　s七e填erbaren　eigenth㎞工ichen　G㎜d㎜d　B。denJ　f。lglich　wUre
auch　wohl　ohns七量θi七ig　dieses　Waβer　zu　a］ユen　und　jeden　Bedarf　der　Commm　　，

　　璽幽一　　allein　man　ha七　es　frei］．ich　schon　sei七　1anger　Zei七　ganz　anders　benahrn七，　es

heiB七　je七z七

　　herpschaf七liehe8　Fischwasser，

　　welches　zθithero　an　七h蟹七ige　Fischer　rneistbie七end　vθrpach七e七，　oder　ein

Hauptpachter，　der　herrschaftlichen

／B1．　120b／　　　　　　　Fisc㎞utzungen　auserwt：hl七　worden，　welche　Dis七ric七e，

Bachen　und　Teiche　in　θirlze］．nen　oder　kleinen　verpach七et　haben．

　　Na七Urlich　wi］．＝L　so　ein　kleiner，　wir　erlauben　es　un8　zu　sagen，　aufs　Brod

hunriger　Pach七er　gユeich　der　nach　der　Angel　schnappenden　Forelle　nich七nur

sein　zu　bθzahlendes　Pach七geld　wieder　gewinnenJ　er　will　auch　mi七　seiner

Farnilie　davon　leben，　er　rrruB　auch　WUsser　und　TrUge　und　erforderliche　MBch－

zeuge　aller　Ar七，　darauf　halten．

　　Vlie　kann　er　nun　aber　anders　dazu　gelangen，　als　er　rnuB七Uglich　mi七seinem

Fisch雌el　und　ausgeworfenen飢geユan　der　Bache㎜seres　Dorfes，　wo　wir

unsere　G殴r七en　zur　ViehfU七七enmg，　七heils　erblich　und　s七euerbars　七heils　in

einem　C。㎜zi㎜s　haben，　he㎜七er　und　herauf　laufen，　um　sein　Br。d　durch　ca．

ei血e　Zilandel　Sa七zfQre1Xen　mUhsain　zu　verdienen・

　　Aber　was　〕，eiden　wir　fUr　Schaden　dabei　？

／B1．　121／　　　　　　　　Dieser　emsige，　「ヒh！itige　Mann　lauft而i七　seiner　Angeユhin

und　her，　er　fragt　niGh七，　bis七　du　s七euerbar』oder　zinnsbar，　Garten　oder

Wiesens七Uck，　oder　auch　gehUrs七　du　Rioh七er，　Sch6ppen，　BegU七her七en，　odθr

HUusler，　das　schier七　ih皿nich七st　er　gθh七nach　seinen　Broderwerb，　verursacht
　　ロ

uns　aber　an　unsern　rn｛ihsam　erzogenen　（｝raswuchse　fUrs　Vieh，　welche　Bθnutzung

zu　Steuern㎜d　Gaben　schon　berechne七sind，　den　be七rUoh七lichs七en　Schaden．

　　Wir　ko㎜en　wohl　nicht　dazu，　daB　wirJ　solches　zu　Nutz㎜d　Fro㎜en　der

Gθrieh七sherrschaf七　a］ユein　七ragen　sollen？　　　　　　　・

　　Bei　groBen〔｝ewi七七er　und　Regenflu七hen，　wo　die　auf　unserm　Gemeinde　Gmmd

㎜d　Boden　angeleg七en，　㎜d　zwei　davon　in　ziemlich　baulichen　Wesen　erhaltenen

herrschaftliehen　Fischteiehe，　den　mi七七1em　ha七man　ganz　ver8chle㎜θn　und

verwachsen　lassen，　und　dUrf七e　ei㎜a1，　wo　wir　ledoch　urn　gδ七七liche　Ab口

／B1．　ユ21b／　　　　　　　　hUIfe　bi七七en，　ent8七ehendθr　Feuersgefahr　unserml　Dorf　zum
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　　そのために我々はこの不当な要求を今後免れるよう……請願する。
　　　　　　（2　0）

（7）漁業権賃貸，小川の水および，我々の村有地に源を発する泉について。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21｝　（22）　　二村の〔すべての〕小川は，フォークツドルフから流れ下る川とドルフケムニツ地区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22a）
　で合流して，小川となお呼ばれるけれども，かなりの川になる。すべて〔のこれらの小

　川〕は，課税される我々の保有地，あるいは，課税される当村所有地に源を発している。

　したがって，この水は，当村のあらゆる需要に〔応ずべき〕我々の真の所有である。

　　しかしながら，それは古くから全く別の名前を付けられてきた。今ではそれは，領主

　の漁業用の水と呼ばれており，従来は，最高価格を提示した活動的な漁師に賃貸される

　か，あるいは，領主の漁業権の主賃借人が選ばれ，彼が地区，小川，池を個々的にある

　いは小規模に賃貸してきた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
　　もちろん，小規模な，敢えて言えば，パンに飢えた賃借人は，釣針に食い付く鱒のよ

　うに，彼が支払うべき賃借料を手に入れようとするばかりではない。彼は家族とともに

　それ〔漁業権賃借〕で生活することも望んでいる。〔その場合〕彼は水と槽，必要な各

　種の漁具をも整備せねばならない。

　　彼は，約ユ5匹の鱒を得て，辛うじてバンを稼ぐために，毎日魚桶を持ち，釣針を投げ

　ながら，我々が課税されて世襲的にあるいは村に賃租を支払いつつ家畜の飼料のために

　保右している我々の園地のところにある，当村の小川を走って上り．下りする。それ以外

　にどうして彼がそれ〔パン〕を得ることができようか。しかし，その際に我々はどのよ

　うな被害に苦しむか。

　　勤勉で活動的なこの男は釣針を持って走り回る。〔その時〕彼は，お前〔その土地〕が

　課税〔地〕か賃租〔地〕か，園地か採草地か，あるいは，お前が属するのは村長にか，

　村長補佐にか，農民地保有者にか，小屋住農にか，を問題にしない。そのことは彼を少

　しも苦しめない。彼はパンの獲得〔だけ〕を求めている。

　　しかしながら，彼は我々の草に最大の損害を及ぼすのである。我々が苦労して育てた

　この草を家畜のために用いることは，租税と貢租の〔支払の〕ために計算済みであるに

　もかかわらず。我Qは，裁判領主の利益のためにそれ〔損害〕を単独で負担することを

　愉快には思わない。

　　〔また，〕我々の村有地に設けられた領主の養魚池のうちの2っは手入れがかなり行’き

　届いているが，中間にある〔今一つの養魚池〕は，・泥土に埋まり，〔芦に〕覆われていて，

　〔芦は〕火災発生〔の際には〕当村に損害を与えるであろう。そこで我々ば神の御加護

　を祈っている。〔ところで，これらの養魚池の水は〕荒天豪雨に際して満ち溢れ，増加し
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Schaden　seyn，　Ubersteigen　und　Ubergehen，　und　wegen　anhUufenden　Dorfw蟄ssem
　　　　　コ

aus　des　Bache8　Ufer　tre七en　rrrUssen，　und　viel　Ueberschle㎜一und　Ueberschwem－

mmgen　verursachen　wo　mancher　davon　gelegner　Gartenbesitzer　betr駿ch七1ichen

Schaden　erleide七und　keine　En七schUdigUng　von　der　Gerich七sherrsehaf七　erh践1t，

ja　auch　unserθ　DorfbrUcken　Uber　diese　Bach，　fas七　ftinffach　i呂七　steinern　er－

bau七，　da　die　hδ1zemen　fortschwamen，　auf　eigne　Ko8ten　erbauen　und　unter－

hal七en　mUssen，　so　dUrf七e　auch　wohl　nach　obangegebenθn　GrUnden

　　das　besagte　Fischwasser　und　dazu　geschlagene　drei　Fisch七eiche　nich七　der

Gerich七sherrsehaft　a■1ein，　sondern　vielmehr　der　Go㎜u亭zugehbrig　sein．

　　Jedoch　wUrde　dieses　wegen　jeden　da脚

／B1．　122／　　　　　　　　　von　An七heil　haben　wollenden　wieder　Differenz　veエrar＿

sachen　　und　wir　erklUren　Uns　insgesamm七　hiemit　dazu

　　daB　wenn　Ew．　K6nig1．　Majes七枇㎜d　Allerhδch8t　Dero　Ki七regent　K6nig1．　Ho－

hei七　darUber　a11θrgn讐digst　zu　θr1七scheiden　geruhen　rnδch七en，　und　wie　wohl

wahrscheinlich　seyn　dUrf七et　der　wahre　Besi七z　und　Nu七zung　uns　in　der　Ge－

meinde　zufal＝Len　dUrfte●

　　daB　wir　den　davon　zu　erhal七enden　PaCh七〇der　irgend　einer　Nutz㎜g　aユler

und　jeder　Art　ohne　Au8na㎞e　an㎜sere

　　Armen卿Casse

　　hiermit　im　Voraus　feierlichst　ab七re七en　und　Uberweisen；wir　bit七en㎜

a＝Llergr）Udigs七e　Erh6mng．

　　8）So　wie　alle　Co㎜unen　zu　S七ad七

／B1．　122b／　　　　　　　und　Dorf　des　Ri七七ergu七s　Purschenstein　Uber　die　fa8t　un－

erschwinglichen

　　工一一辿
　　seufzen　und　wehmu七hig　l㎜ern，　so　sind　auch　wir　es，㎜d　wir　schlieBen　uns

dem　berei七s　von　der　S七adt　Sayda　und　denen　son8七　einverleibt　gewesenen　Ort＿

schaften，　in　dem　was　selbige　schon　berei七s　gesag七，　um　nicht　weitlZauttig　zu

werdenJ　in　allen　an，　und　sovie1㎜s　wiBend，　hat　Sayfen㎜d　Dittersbach，　so

eigen七1ich　zum　Purschens七einer　Rittergu七　als　separat　von　uns　gehUren，

daf3elbe　gesagt，　und　sind　selbige　auch　mi七　uns　einvers七anden●

Nur　dieses　dUrfte　n。ch　allerunterth蟹nigs七in　V。r七rag　zu　bringen　sθyn，

unser　Gerichtsdirec七〇r，　der　Herr　Genera1－Accis一工nspec七〇r　Behr，　sendet　zwar

eine　＝［nquisitions　Rechnung　arl　a1］．e　BehVrden　zur工nsinua七ion　und　Durchsicht

he㎜，　wer　wi1ユdieB　sof。r七in　Hui　Ubersehen　und　beur七heilen，　will　der。der

jener　sich　auch　nur　einen

／B1．　123／　　　　　　　　kurzen　Extract　machen，　so　spribh七　der　Gerich七sbo七e

Schneider　！「ich　kann　nicht　wartenJ　ich　habe　Eile，　oder　kriege　zwei　Grosehen

War七egθ1d　！1「

　　r“un　muf3　man　freilich　eilen，　unterzeic㎞en，　und　weiB　am　Ehde

　　nichts．

一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　Es　w蟹re　dahθro　nach　unsern　schwachen　Dorfeinsichten　wohl　ersprieB〕．icher，
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　た村〔の小川〕の水のために小川の岸を越え，洪水と氾濫を惹き起こす。その際，〔川岸

　に〕ある多くの園地の所有者は大きな損害を受けるが，裁判領主から全く補償を受けな

　い。

　　この小川にかかる村の橋は，木製の〔橋〕が流れたので，ほとんど5倍〔の費用を要

　する〕石造りの〔橋〕にされたが，〔これらの橋も我々は〕我々の費用で建設・維持せね

　ばならないのである。

　　上述の理由から，上述の漁業用の水とそれに加えられている3つの養魚池は，裁判領

　主にではなく，むしろ当村に所属するであろう。

　　しかし，この〔主張〕は，それ〔小川の水〕に関係しようとするすべての人々に再び

　論争を惹き起こすかもしれない。国王陛下と摂政殿下が，〔小川の〕真の保有と用益〔の

　権利〕は当駅の我々に帰属すると……決定されるならば，多分そうなるであろうが，我

　我は，それから得られる貨貸料，あるいは，あらゆる種類の用益を例外なく我々〔当村〕

　の貧民金庫に譲渡，委託することを，全員が前以て厳かに言明する。

　　我々は……聴許を請願する。

（8）騎士領プルシェンシュタイン〔所属〕のすべての都市・村落共同体と同じように我々

　も，ほとんど調達しえないほどの糾問の費用に11申聡し，哀れにも悲嘆している。我々は，

　長たらしくならないように，ザイダ市および，かつて〔騎士領ザイダに〕編入されてい

　た村々がすでに述べたことに，すべての点で賛同する。我々の知るかぎり，本来は我々
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24｝
　から分離して騎士領プルシェンシュタインに所属していたザイフェンとディッタースバ

　ハも，同じことを述べた。これら〔の村々〕も我々に同意しているのである。

　　〔我々は〕これだけをなお……上申する。我々の領主裁判所長たる一般物品税監視官

　ベーア氏は，糾問〔の費用に関する〕計算．lilを送達と閲覧のためにすべての〔共同体の〕

　官庁に回し送るが，誰がこれを即座に吟味し，判断する〔ことができる〕か。誰かが簡

　単な抜粋を作ろうとすると，廷吏のシュナイダーは『自分は急いでいて，待てない。さ

　もないと，一2Gr一の待ち料を：貰う』と言う。

　　そこで〔我々は〕急いで署名せざるをえない。そして結局，何も判らないのである。

　そのために，田舎の我々の……判断によれば，〔糾問の費用を〕分担する各共同体が，こ

（8）ライ麦のSchf数は記入されていない。なお，1832年償却法は；一方の当事者の提

　議に基づく，聖職者への現物給付の償却を認めたが，これは1840年7月14日の法律に

　よって禁止された。これがふたたび承認されたのは1851年2月10Elの法律によってで

　ある。Judeich，　S，65；Bar，　S，24，27；GroB，　S，114－115．
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wenn　’翌奄秩@auf　Kosten　dieser　KaBe　eine　Abschrift　der　Rechnung　in　jeder　Com一

㎜，die　bei七ragθn㎜B，　erhie1七en，　wir　kδnn七en　s。1cheθr3t　mi七unser・n　Corn－

mngliederm，　pr，Ufen，　f！：nden　wir　hie　oder　da　Bedenken，　bei　Einer　HochpreiB－

lichen　Landesregiemmg　zur　P撤f㎜g　oder　Modera七ion　einreichen

　　Dann　ist　ja　auch　unser　verehrliches　Judiciurn　gedeckt，　und　wir　arrnen　Last一一

thiere　dUrfen　nichts　dagegen　sagen．

　　工n　aXler　Untθr七h駿nigkei七

／B1．125b／　　　　bit七en　wir　s。　wie　die　andem　s㎞tlichenσo㎜unen　nieh七

nur　Milder’ung　Kenigl●　Beitrag，　als　auch　le七z七em　Rechnungs－Abschrif七sgesuch，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　9）　Mit　denen，　an　den　Gerichtsfrohn　bezahZten，　von　ihmi　selbst　angeordneten

㎜dauch　persδnlich　erhobenen工nquisiten，　besondem　Wachtgeldem　sagθn　wir

ebenfa11s　das，　was　Saida　bereits　gesagt　und

　　bit七en　allemm七er七h蟄nigst　urn　ktinf七igen　Wegfall，　dies　auch　noch　zu　七ragen

wUre　Vnmesgliehkei，t．　・
　’10）　工n　Be七reff　der　haltenden　Musik　bei　Hochzei七en　oder　Kind七aufen　und

sonst，　rrr（lssen　wir　einen　Zinns　davon　abgeben，　und　ist　nur　zur　Kirehweihfest

und　Gemeindevi’echnung　Beereyung　dieser　Ab6”abe　；

　　11）　Auch　Uber　unsere　Hader・n　oder　a1七e　Lumpen　k6nnen　und　dttrfen　wir

IBI．　124／　nieht　frei　disponiren，　die　Herrschaft　zieht　einen　Hader－
sa㎜1er，　der　das　meis．七e　gebo七en　einen　s七arken　Paoh七und　daettr　mUssen　wir

diesen　unsere　abgesetzten　Lumpen　geben，　und　bei　Strafe　an　keinen　Ander．n，

oder　solche　selbst　in　eine　PapiermUhle　lieferv，　kurz　es　ist．Zwang．

　　12）　Weishellerzinns　genannt，　mUssen　wir　auch　geben，　wir　wissen　aber　nicht

woher　diese　Abgabe　1・lahrnen　und　Urspmmg　hat，　und　weswegen　wir　solches　geben．

　　工ngleichen　haben　wir

　　15）　ein　AbdUngegeld　alljt顎rlich　an　die　Herrsehaft　zu　en七richten，　welches

seinen　Urspmmg　daher　hat．　Wenn　in　vortgen　Zeiten　irgend　Jemand　ein　Stttck

seines　eigenthUrnliehen　Viehes　verkaufen　wollte，　so　muBte　er　es　erst　zuvor

der　1－lerrschaft　zurn　Kaut　anbieten　；　wollte　oder　konnte

IBI．　Z24b／　selbige　es　nichv　brauehen，　oder　hatte　es　nieht　nethig，

dann　konn七e　der　Besi七zer　es　an　Jemand　anders　ausbie七en　und　verkaufen　；

　　wo　wir　in　aller　UnterthUnigkeit　bitten　uns　dieses　Zwangs　und　Abgabe

allergnzadigst　zu　entlassen．

　　14）　Vom．Strai3enbau　：

　　LVi‘r　mUssen　zwar，　wie　sub　1　schon　gesagt，　alljUhrl．　25　Tlr　9　Gr　一　StraBen－

baugeld　ans　Rentamt　zu　F？eyberg　bezahlen，　und　dennoch　mttssen　wir　auch　noeh

die　Commerzial－StraBe　Uber　Einsiedel　nach　Behnen　auf　unser’n　Antheil　bauen

㎜dirn　S七ande　halten　helfen，　welches　auf　herrschaf七1ichen　Gebiet　liegt，　und

selbige　das　Geleite　davon　bezieht，　und　auch　uns，　die　wir　doeh　solche　bauen，

nieht　einmal　geleitfrei　1zaBt．

　　Aueh　vor　ein±gen　J　ahren

／Bl．　125／　an　der　von　Saida　aus　ttber　Pillsdorf　gehenden　StraBe　nelch
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　の金庫の費用でもって計算書の写しを受け取る〔ように変更する〕ことが便利であろう。

　〔そうすれば，〕我々は我々の共同体構成員とともにそれを調査することができるし，ど

　こかに疑念を抱いた場合には，検査あるいは修正を求めて……本領統治局に〔願書を〕

　提出することができるであろう。

　　実際，我々の……裁判所は庇讃されており，我々，貧乏な駄目はそれ〔裁判所〕に全

　然反対してはならないのである。我々は他のすべての共同体と同じく，国王への分担金

　の軽減のみでなく，後者〔裁判所〕の計算書の写しの請求をも……請願する。

（9）廷吏に支払われる，〔すなわち〕彼自身によって命令され，また，本人によって徴収さ

　れる，特別の被告人警衛金について我々は，ザイダ〔市〕がすでに述べたことを述べ，

　将来における廃止を……請願する。これをさらに負担することは不可能である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25｝
（10）婚礼あるいは幼児洗礼その他の際に演奏される音楽に関して，我々は賃租を支払わね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
　ばならない。そして，教会堂開基祭の年市と村の決算の時だけはこの貢租が免除される。
　　　　　　　　　　　（27）
（11）我々はポロあるいは古着をも自由に処分することができない。領主は最高額を提示す

　る屑屋から，巨額の賃貸料を引き出すのである。それ〔賃貸〕のために我々は，廃物に

　した我々の古．着を彼に渡さねばならない。他の者に渡せば，あるいは，これを自ら製紙

　所に引き渡した〔場合〕，処罰される。簡単に言えばこれは強制である。
　　　　　　　　　　　　　（28）
（12）我々は，ヴァイスヘラー賃租と呼ばれる〔賃租〕をも支払わねばならない。この貢租

　の名前と起源がどこから来たか，そして，何のためにそれが支払われるか，を我々は知

　らないのである。
　　　　　　　　　　　（2q．）
（13＞同様に我々は値付け貢租を領主に毎年支払わねばならない。それの起源は〔次の通り

　で〕ある。昔は誰かが，所有する家畜を売ろうとすると，彼はまずそれを買付けのため

　に領主に提供せねばならなかった。後者がそれを必要とし．ない時，あるいは，それが不

　要である時にのみ，所有者は誰か他の者に売りに出し，売却することができたのである。

　　そこで我々は，この強制と貢租から我々を……解放するよう……請願する。
　　　　　（30）
（14＞道路建設について。

　　我々は，すでに〔（工）一）（1）で述べたように，25　Tlr　gGr一の道路建設金をフライ

　ベルク出納局に毎年支払わねばならないが，その上に，〔ドイッヂュ・〕アインジーデル

　経由ボヘミアへの通商路のうちの我々の分を建設，維持せねばならない。それ〔道路〕

　は領主地にあって，後者〔領主〕はそれから護送税を徴収するが，それを建設する我々

　に対して護送税の免除を決して許さないのである。

　　その上に，ザイダからピルスドルフ経由フライベルクに通じる道路についても，我々
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Freyberg，　haben　wir　eine　ansehnliche　BeihUlfe　an　S七einfUhren　und　Diens七e，

aus　Ni七ユeidenhθi七，　da　die　zwei　Bauer’ns　Ubθr　deren　GU七er　die8e　StraBe　fnhr七，

nicht　e七wa　quer　Uber，　neins　sondem　der　LZange　nach　gehet，　soユches　nieh七

alユein　im　S七鋤de，㎜d㎜vemδgend　waren，　gleich舳m　C。㎜en㎜entgeld－
1ich　geleistet．

　　Eben　so　haben　wir　auch　die　Pos七s七raBe　von　Saida　nach　Frauenstein　Uber

unsere　Gttter　in　guten　fahrbarθn　S七and　gese七zt，　hal七en　auch　die　Communica一

七ionswθge　in　erforderユichen　gu七en　S七and，㎜d　de㎜och濾sson　wir　das　Geleitθ

arx　die　Herrschaf七　so　gu七　als　ein　Fre瓢der　entrich七enJ　und

　　bi七七en　dahero　in　aller　Unterth！inigkei七，　㎜s　davon　allergn蟹digst　zu　be－

fレreieno　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’．

／B1。125b／　　　　Ehedem　bes七and。bbenannte　Ein8iedler　S七raBe　aus　soge－

n㎜七e　Br’tickhUlzer，　weiユHolz　genug　in　dor七igθr　Gegend　war，　je七z七ha七man
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

801che　steinem　gebau七，　wozu　wir　die　S七eine　anfahren　mUBen，．indem　der

Strassenbaumeis七er　die　HU］．zer　im　Winter　verbrannも　hat．
　　Und　wi・w・it　i・七di・・e　S七ra8se　v。n　un・entユ・g・n，9・i・iB　2Y2　bi・5S七㎜d・n

en七fern七　！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
　　15）　Ehθdem　erhielten　wir　aus　den　KUniglichen　Waldungen　das　benethig七e

Holz，　aber　jetz七　nicht　mehr　！

　　So　viel　uns　wissend　aus　£01genden　（｝rttnden　：

　　Vor　mehrem　Jahren　nach　1815　wurde　von工hro　Kδnigl。逼alest肚bei　die

resp。　Herren　Ritterguthsbesitzer　angθfragt＝

　　Ob　sie　ihre　Unterthanen　aus　ihren　Waldungen　hin1墳nglich　ohne　Zuthun　der

K5nigl．　Hδlzer　versorgen　kδ㎜七ens

　　man　ha七　leider　fUr　uns　mit

／Bl●　126／　　　　　　　　　≦二皇geantwor七et。

　　wir　werden　zwar　versorg七！

　　abθr　wie　？

　　a）　best；eh七　das　von　der　Herrschaft　zu　kaufende　Holz　meis七　nur　in　Iく1δppe1，

ja　sogar　Aes七es　da　alle　nur　mδgliehe　K1～Stzer　bis　zu　6　Zo1ユ　s七ark　ausge＿

schni七ten　werdent　un　zu工、at七en，　Schlagebrettθrm　odev　S七〇11en　ft！rs　Bergwerk

zu　benu七zen，

　　b）　hat　man　auch　eine　Ar七　so　Klδppe］．holz，　zwar　nur　genannt．　wird，　dieses

bes七ehe七　au8　FlZankerhelz　als　ausgehauenen　S七angen，　welche　4，　5，　2　ja　sogar

bis　zu　l　Zo〕ユ　des　Wipfels　darein　geschlagen　und　gelegt　werden●

　　c）wir　haben　also　nur　Wipfe1，　aber　kein　Sch6itholz，　was　der　BretrnUller

nich七　schneidθn　kann，　und　wθgen　der　vielen　Aeste　und　Knoten　in　der　Iく1after

／Bl．　126b／　　　　　　　sehr　hoch　liegt．　　　　　．

　　d》工st　ja　etwa　noCh　einige　K15PPe■des　etwa　an　S七arrrmende　ro七h　gewordenen

Klotzes，　welches　zu　Bre七ern　nich七　aushUlt，　so　wird　das　Bes七e　und　gla七七e

Schei七塾gユ．3　fUr　die　Forstbedienten　zu　Deputathδlzer　ausgeha1七en，　welche

Schindeln　oder　BUttcherholz　darau8　machθn　und　θ8　theuer　verkaufen　；
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　は数年前に石材運搬と賦役を大いに援助した。我々はそれを他の諸共同体と同じく同情

　から無償で果たしたのである。なぜなら，この道路は2人の農民の保有地を通っている，

　しかも，〔そこを単に〕横切っているのではなく，縦貫しているが，彼らにはこれ〔道路

　建設〕が単独では可能でなく，不可能であったからである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
　　さらにまた我々は，ザイダからフラウエンシュタインへの郵便馬車道のうち我々の保

　有地を通る部分を，通行可能な良好な状態に保ってきたし，連絡路をも，必要とされる

　良好な状態に維持している。しかも我々は，領主に対して余所者と全く同じく護送税を

　支払わねばならないのである。そのために〔我々は〕，これから我々を……免除するよ

　う……請願する。

　　かっては上述のアインジーデル街道は，木材がこの地方に十分にあったので，いわゆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32＞
　る橋〔建設用〕材木から出来ていた。今ではそれは石で作られる。道路建設技師が冬に

　この材木を焼いてしまったので，我々は石材を運搬せねばならない。この道路は我々〔当

　村〕からどれほど離れているか。2吉ないし3時間離れていることは確実である。

個　かつては我々は国有林から必要な木材を手に入れていたが，今ではもはやそうではな

　い。　〔それは，〕我々の知るかぎり，次の理由からである。

　　数年前に，これは1813年より後であるが，……騎士領所有者たちは国王陛下から問い

　合わせを受けた。すなわち，彼らは，国有林からの援助がなくても，自身の森林から領

　民に十分に〔木材を〕供給しうるか，どうか，と。我々に関しては残念ながらそれに対

　して，然りと回答がなされたのである。

　　確かに我々は〔木材を〕供給される。しかし，どのようにしてであるか。

（a）領主から買い入れられる木材は大抵は，舌あるいは瘤〔の付いた木材〕にすぎない。

　可能なすべての樹幹は，木舞，槌用の板〔？〕，あるいは，鉱山用の支柱に用いるため

　に，6インチ以下の大きさに切断されるからである。

（b）我々は一種別，いわゆる舌の付いた木材をも手に入れる。これは，枝下ろしで得られ

　る棒，枝材であって，梢の4，3，2，1インチのところまで切られたものである。

（c）したがって，我々は割木ではなく，梢のみを手に入れる。これを製材屋は切断するこ

　とができない。また，これは，瘤と節が多いために，クラフターで〔測ると〕大きくな

　る。

（d）樹幹の端が赤くなって，板にしては長侍ちしない割木に，舌がいくらが付いていても，

　最上の美しい割木は森林役人のため！こ現物給の木材として選別される。彼らはこれから

　屋根板あるいは目板を作り，高く売る。

一193　一



866

　　e）　Mttssen　wir　diese　geringen　und　unkrzaftigen　H61zer　zur　HUIfte，　man　kann

fast　sagen　zwei　drittel　theurer　bezahlen，’als　rnan　solche　sonst　kaufte．

　　f）　Um　diese　bebel　einigermaaBen　zu　urngehen，　mUssen　wir　uns　mit　dem

nUthigen　Bedarf　nach　Behmen　wenden．

　　Das　Holz　bekomrnen　wir　1）　besser，　2）　stzarker　Gewtthr

／B＝L．　127／　　　　　　　　　oder　Inha1七　der　Klaf七em，　3）　mi七　der　Schaale　oder　Rind∈）’，

4）　sieht　man　uns　dort　sehr　gern　kommen．

　　Freilieh　aber　wird　dadureh　viel　baares　Geld　ins　Ausland　getragen，　welehes

hier　rolliren　kUnnte，　und　．

　　g）　rnUBen　wir　auch　noch　das　stavke　KUnigliche　Grenz－Gleite　von　jeden

Pferd　一　1　Gr　6　Pf　und　die　Grenz－Accise　von　Holz，　ja　auch　sogar　vom　beh－

mischen　Holze　das　herrsehaftliche　Geleite　entrichten，　pb　wir　gleich　zum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Stra6enbau　und　Wegbau　gezumgen　werden，　zurnal　die　Geleite　ttberall　hoch　von

der　Herrschaft　verpaehtet　sind　und　die　Fachter　solches　streng　benutzen，　was

ihnen　wohl　aueh　nicht　zu　verdenken．　’
　　Wir　bi七ten　daheyo　in　a＝Ller　Un七er七h駈ユigkei七　uns

　　1）　in　die　Keniglichen　Wal一

／B1．　127b／　　　　　　　dungen，　so　uns　am　n！豊chs七en　ge］．egen，　mit　unser’n　nU七higen

Bedarf　wieder　aufzunehrnen．

　　2）　Mi七　dem　Ubrigen　Holzbedarf　bei　der　Gerich七sherrschaf七　es　wieder　in　die

fr’Uhern　VerhUltniBe　wie　ehedern　zu　setzen．

　　5）　sowQ．bl　nicht　nur　KIUppel　und　Aeste　statt　sonst　Seheite　uns　zukornrnen　zu

lassen　und

　　4）　sowohl　das　KUnigliche　als　auch　herrschaftliche　Geleite　nebst　der　Ke－

nigl．　Grenz－Accise　gUnzlich　zu　erlassen，　uns　in　allerhUchsten　Gnaden　mit

unserer　gezierrienden　Bitte　zu　heren．

　　16）　Geburtsbriete．

　　Wenn　ein　Vater　seinen　ehelichen　Kinderm　ein　ehrliches　Handwerck　will

erler’nen

IBI．　128／　lassen，，　so　bedarf　es　zuvor　eines　Taufzeugnisses，　daB　es

ehrlicher　Geburt　sei　sub　fide　pastorali，　dieses　kostet　bei　dein　Diaconus．zu

Saida，　wohin　wir　eingepfarrt　sind　auf　Sternpelpapier　aueh　fttr　den　Aertrnsten

　　－8Gr暉．

　　Nun　mttssen　wir　etlr　den　nach　diesen　Taufzeugnisse　in　Puoschenstein　ausge－

fertigten　．T”．a”！l．”f．一Geburtsbrief　an　die　Gerichtsherrschaft　bezahlen

　　FUnf　Thaler旛　一

　　der　arme　Vater　soll　und　mui3　auch　noch　Lehrgeld　geben，　ist　nicht　anders　zu

verlangen，　eth　mu6　auch，　wenn　er　in　die　oder　jene　Stadt，　welche　alle　noch

mi七schwe融iegs－C。㎜一Sc㎞1den　beladen　sind　zu　deren　Tilg㎜g　laut

allerhUchst　ergangenen　Rescript　antheUige．　tragen　zu

／B1。　128b／　　　　　　　he］．fen，　sein　Kind　will　bei　eine．r工㎜ung　aufdingen　lassen

auch　das　bestimmte　Quantiurn　mit
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（e）我々は，これらの品質の劣った，力のない材木に対して，昔の買い値より1．5倍だけ〔高

　く〕支払わねばならない。1号倍高く，とさえ言ってよい。

〔f）この害悪をある程度回避するために，我々は我々の必需品をボヘミアで求めねばなら

　ない。〔ボヘミアで〕我々が手に入れる木材は，〔i〕品質で勝れ，〔ii〕クラフターの保

　証あるいは内実が多く，〔iii　）外皮あるいは樹皮付きであり，〔iv〕そこでは我々は大い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔33）
　に歓迎される。しかしながら，もちろんそれによって，ここ〔国内〕で流通しうる多く

　の現金が，外国に運ばれることとなるのである。

（g｝我々は，〔国〕道と〔連絡〕路との建設を強制されているけれども，馬1頭当り一1　Gr　6Pf
　　　　　　　　　　　　　〔34＞　　　　　　　　　　　　　　　　〔35）
　という高い国王への国境護送税と木材についての国境物品税とを〔支払い〕，ボヘミアの

　木材からさえ領主への護送税を支払わねばならない。到るところの護送税は領主によっ

　て高額の徴税請負にされており，〔徴税〕請負人はそれ〔権利〕を厳格に利用している。

　もちろん，彼ら〔徴税請負人〕はこれのために非難されるべきではない。

　　そのために我々は，

〔1〕我々の必需品〔木材）’に関して，我々〔当村〕のすぐ近くにある国有林〔の利用者〕

　の一員にふたたび我々を加えること，

〔ii〕裁判領主から求める，その他の木材については，昔の状態に再び戻すこと，

帥〕棒と枝ばかりでなく，昔〔のように〕割木を〔も〕我々に供給すること，

〔IV〕．国王への〔護送税〕ばかりでなく，領主への護送税をも，さらにまた，国王への国

　境物品税を完全に免除し，我々の……請願を……聴許すること，

　を……請願する。

（16）出生証書〔について〕。

　　父親が嫡出子に名誉ある手工業を修業させようとする場合，彼〔子供〕がしかるべき

　素性のものである，という牧師の確認による洗礼証書が必要である。我々はザイダの教

　区に編入されているが，これ〔洗礼証書〕はそこの副牧師のところで，最も貧乏な者に

　とっても，印紙付きで一8Gr一かかる。今度は我々は，この洗礼．証書に従ってプルシェ

　ンシュタインで作成される出生証書のために，裁判領主に5Tlr一一を支払わねばなら

　ない。

　　貧乏な父親はなお徒弟料を支払うべきであり，〔これは〕他の仕方では要求されえない。

　彼はまた，あれこれの都市のツンフトで子供を徒弟に取ってもらおうとすると，すべて

　〔の都市〕は重い戦時市債をなお負うているので，お上の布告に基づいて，それ〔戦時

　市債〕の償還を〔分担〕するために，定額として一8Gr一をも支払わねばならない。
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　　卿　8　Gr一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　en七richten．

　　Ka㎜man　wohl　ar’men　Ael七ern　alle　diese　Ausgaben　zu　bes七rei七en　z㎜uthen？

Wir　haben　of七viele　Kinder　in　unseper　Co㎜un，　welche　dem　Bauer　zu　dienen，

oder　8ich　als　zur　Landwir七hschaf七　passend　weder　passend　gθboren　noch　ge－

eignet　sind，　doch　aber，　wenn　man　sie　auf　ein　Handwerk　bringen　kann，　das

ihnen　angerneBent　die　Nachwel七　㎜d　La．nd　einen　nU七zlichen　S七aats－Un七erthan

emd七en　ka㎜；wir　hoffθn　hier　alles　das　in　Kurzen　gesag七zu　haben，　was

eine　A］ユerhδchs七　weisere
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

／B：L．　129／　　　　　　　　　PrUfung　nicht　vemeinen　m5chte，　㎜d　bi㌻ten　dahero

　　allenm七erthUnigst　die　Geburtsbrietgebtthren」rar　die　Zukunft　abzustreichen

und　es　bZoB　bei　dem　Taufzeugnii3　sub　fide　pastorali　und　wo，　mδglich　ohne
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一bewenden　zu　lassen・
　　17）　Brandweinblasenzins。

　　unsere　aコ．erhUchs七en　Or七s　conceBionir七en　Brθnner　mUssθn　zur　Herrschaf七

purschenstein　demohngeach七e七　θinen　sogena㎜七en　B］．asenzins　j翫r】．ich

　　lTlr一一
　　bezahlen　und　zum　WohX］．δblichen　Rentarnt　en七rich七en．

　　Wori㎜zahlen　wir　dies？wir　brennen　ja　o㎞edies　nur　die　auf　unser’n

schwer　bes七euer七en　GU七em　rni七vieler澱he　und　Kosten　erzie1七en

／Bl．　］．29b／　　　　　　　　Producte，　uエns　da　jθ七z七　alle　sons七ige　Gewerbe　still，　ja

ganz　still　liegen，　doch　auf　irgendeine　Ay七　e七was　baar　Ge］．d　durch　Versand

ins　Ausland　und　andere　groBe　Landess七口d七e　herzuziehen，

　　㎜dwir　bi七七en　allerunter七hUnigs七㎜deren　Abstellung．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　18）Wenn　jetz七1eider　ein　Concurs　en七steht，　deren　die　sdhユech七en　und

nah㎜gslosen　Zei七en　je七zt　so　viele　herbeifllhren，　wir（！leider

　　1）　die　auf　Aecker　und　Fluren　bestehenden　FrUchte　an　den　Meis七bietenden

aut　Halm．　und　Stock　licidirt，　w。　oft　nur　ein　fast　geringes　quan七㎜erzie1七

wird．　　・

　　2）Alle＄Zug－Nu七z一㎜d　Gelde－Vieh，　ja　sogar　HU㎞er，　Ha㎞㎜d　GUnse　wer－

den　verauc七ionir七・

　　3）　Schiff　und　Geschirr　be一

／B1。　150／　　　　　　　　s七eherid　in　Ackerzeug，　Wagen2　und　was　sons七　in　ein　Gu七

erforderlich　und　unurng蟹ingZich　nothwendigs七，　wird　meis七bie七end　verkauft．

Abe四a㎜w。hl　wird　ein　dergleichen　Gu七zuv。r　ers七　s。　rein　ausgθr蟹un七，

ehe　solches　zur　Lici七a七ion　ko㎜七？

　　Dies　i8t　freilich　eine　Beantwor七ung　dieser　Frage，　welche　wir　als　nur

schlichte　Dorfbewohner　nich七　beur七heilen　kδ㎜en．
　　　　　へ
　　Aber　E．　AllerhUchs七θweit　weisere　Co㎜iBion　kUnn七e　solches　vielleich七

bePJer　beur七heilen，’als　wir　selbs七．

　　Denn　wir　wagen　es　dreis七　zu　sagent　is七

　　a）　ein　solches　Gut　oder　LandgrTundstttck　wiθ　man　es　zu　nennen　belieb七，　da網
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　　貧乏な両．親にこれらすべての支出を引き受けるよう，要求することが可能であるか。

　当日にはしばしば，農民のところで奉公することに，あるいは，農業に適したものとし
　　　　　　　　　岡
　て生まれついてもいなければ，能力もない子供が数多くいる。しかし，彼らも，ある相

　応の手工業に導かれうるならば，後世と国家は有用な国家臣民を獲得しうるのである。

　我々がここで手短かに述べたことは，お上の……調査によって否定されないであろう。

　　そのために〔我々は〕出生証書手数料を将来は除去するよう，そして，できれば印紙

　なしの，牧師の確認による洗礼証書のみで止めるよう……請願する。

　一　（37）（17）火酒蒸留器賃租〔について〕。

　　お上に認可された我々〔当村〕の火酒醸造者は，それ〔認可〕にもかかわらず，プル

　シェンシュタインの領主にいわゆる蒸留器賃租として1Tlr一一を毎年支払い，〔そこ

　の〕……出納局に納入せねばならない。何のために我々はこれを支払う〔べきである〕

　か。

　　その上に我々は，重く課税される我々の保有地で苦労し費用をかけて獲得した生産物

　だけを火酒に醸造している。〔そしてそれは，〕すべての他の営業が現在，』不振，全く不

　振であるので，〔火酒を〕外国にまた国内の他の大都市に送って，何らかの方法でなにが

　しかの現金を引き寄せるためである。、

　　我々はそれ〔蒸留器無韻〕の除去を……請願する。

〔18）破産が残念ながら今L［生じると，今日の沈滞した不景気の時代はそれを多数惹き起こ

　すのであるが，残念ながら，

〔i〕耕地と農用地にある穀物は，最高額提示者に青田で競売される。その場合には，僅

　かな量〔の収穫〕しかしばしば得られない。

〔ii〕すべての連畜，用畜，換金用家畜が，雌鶏，雄鶏，驚鳥さえも，競売される。

〔iii　］農具，馬車，および，保有地において必要であり，絶対欠くべからざるその他のも

　の，よりなる道具が競売される。

　　しかしながら，このような保有地は，それ〔保有地〕が競売になる前に，どうしてこ

　れほど奇麗に前以て片付けられてしまうのであるか。もちろん，この問題への回答を我

　々は素朴な農村住民として判断することができない。しかし，お上の……委員会は我々

　より多分優れた判断を下すことができよう。我々が敢えて言えば，

〔a）このような保有地あるいは土地は，何と名付けられようとも，それ〔競売〕によって

（9）本町願書（1）の項目区分をわたくしは理解できない。この（5）は，教会貢租が挿入さ

一197　一



　　8フO

durch　ganz　dedirrire七，

　　b）　wer　8011　nun　darauf

／Bl．　1うOb／　　　　　　　　bie七ens　wenn　der　Mu七七er　die　Br’u8t，　so　zu　sagen　vorn

KUrper　abgesc㎞it七en　ist　？

　　Wohl　8ehwerliGh　Einer　oder　h6chstens　deren　Zwei．

　　Denn　wer　nich七　eine　vo】ユe　Cassa　oder　Beutel　ha七，　dieses　nich七wagen，　und

wag七es　auch　besti㎜t　nicht，　indem　er

　　1）　vor　Saarnen　zur　erfordeエ・］．ichen　Aussaats

　　2）　fUrs　Brod　fttr　sich．selbst　Gesinde　auoh　Tage15hner，

　　3）　fUr　hinl！：nglichθn　Viehbestand　und　den　eエ・fotderliohen　Dtinger　des　Gnmd－

s七ttcks　zu　erreichent　und

　　4）　auch　diese8　Vieh　den　VJin七er　aus　seinen　eignen　Beute＝L　fU七七er’n　muB，ihdem

　　5）in㎜serer　Gebirgsgegend　auf　keinen　Fall　darauf　zu　rechnen　is七，　daB

wir　nach　Pfingsten　oder　Johanmis　fest

／B1．131／　　　　voユ1es　Gras　ft1t七em　kδnnen。

　　Dieser　woh］ttberZeg七θ　Einwurf　ist　dem　Hochverehrlichen　Herr，n　Gerich七s－

director　schon　fr・ULher　und　of七，　von　2幽㎜d　nich七Stubenδk。nomen　ge－
mach七　wordens　allein　man　aoh七θ七nichも　darauf　urid　bleib七　fes七，　bei　den　ein－

mal　angeno㎜enen　rich七erlichen　Gmmdsatz　s七．θhen．

　　Der，　so　den　Beu七el　fas七nicht　Uberall　hat，　oder　ein　odθr　mehrere　ganz

frequent　gehaltene，　㎜d　fas七　allerwUrths　in　Vieh，　Schiffe　und　Geschirr

UberzUhlige　GU七er　besi七z七t　kann　und　darf　sich　zu　dergleiehen　Mci七ationen

gar　nich七　melden，　der　arme，。bgleich七h蟹七ige　Mann，　muβ　in　seiner　Kumrner．

G＝Lause　zur’tiek　und　daheim　bユeiben，　㎜

　　1）　輔　1　Gr－　Einschribegeld　und

　　2）　一　5　Gr　－　vor　jedes　auf　dieses　Grunds七Uck　getha一

／Bl．　131b／　　　　　　　　ne　Gebot　zu　erha1七en，　daB　er　bei　seinen　Unvermδgen　den＿

noch　nicht　erha1七en　ka皿1，　noch　wenigθr　nu七zen．

　　W簸re　es　aユso　nach　unsem　zwar　nur　b駐uerlichen　ErrneBen　nich七　wohユ　ra七h－

samer㎜d　den　allgemeinen　Be8七en　zweckdienlicher：man　sche1七e七㎜s　zwar

hδhem　Orts　z㎜al　dOch　wohl　mit　Unreeh七塑Bauem，　aber　wir　sind　es

wirklich　mehrs　und　der　Fortgang　der　Zei七hat㎜s　sehr　erleuchte七＝wenn　man

bei　jeden　zu　subhas七iren　necessarie　Ubergebenen　Gute　ein　wirkliches　工nven一

七ario

　　a）　an　Saarnenge七reide　so　erforderlieh

　　b）　atTl　Brodbedarf　fUr　Wir七h　und　Gesinde，

　　c）　das　erfOrderliChe　Zug一

／B1．　132／　　　　　　　　vieh，　80　zur　Bearbei七㎜g　der　Aecker　erfordθrlich，

　　d）　den　erforder＝Lichen　Nu七zvieh　oder　I（Uhbes七and　nich七nur　zurr，　Un七erha1七
　　　　　　　へdes　Hauswesens，　sondθrn　auch　zur　En七richtung　der　KUnig1。㎜d　herr8chaft－

1iohen　Abgaben　der　lediglich　davon　aコユein　erziel七werden　muB　und　auch　nich七

anders　mδglich，　in　gleicher　und　voller　MaaBe　dabei　zu　laBen㎜d　dem　Er一
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　全く破滅させられる。

（b＞いわば母親の身体から乳房が切り取られてしまった〔も同然の〕場合に，誰がそれ〔保

　有地〕に値を付けうるか。〔競売参加者は〕ほとんど1人もおらず，どんなに多くても2

　人〔にすぎないであるう〕。

　　なぜなら，一杯詰まった銭箱あるいは財布を持たない者は，これ〔競売への参加〕を

　敢えてしない，確かにしないからである。その理由は次の通りである。彼〔落札した者〕

　は，〔i〕播種に必要な種子，〔ii〕自分，奉公人，日雇のためのパン，〔iii〕その土地〔の

　経営〕に十分な家畜と必要な肥料を獲得し，〔i司この家畜を自分自身の財布で冬中飼養

　せねばならない。〔v〕我々の山地では，聖霊降臨祭あるいはヨハネ祭の後にも〔家畜を

　害〕草だけで飼養しうるとは，決して当て込めないからである。

　　熱慮されたこの異議は，……領主裁判所長に対してすでに以前に何度も，書斉の農業者

　でない，実際的な〔農業者〕によってなされてきた。しかしながら，人々はこれに留意

　せず，一度採用された裁判所の原則に固執している。

　　〔大きな〕財布を到るところに持っていない者，あるいは，無数の家畜と道具の付い

　た，1ないし数個の保有地を保有して〔いない〕者は，このような競売に〔参加を〕申

　し込むことができず，活動的であっても貧乏な人間は，不幸の僧房に留まっていなけれ

　ばならないのである。それは，〔1〕一1Gr一の登録料と〔ii〕この土地に対する付け値の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（38｝
　おのおのについて〔の手数料〕一3Gr一とを節約するためである。それ〔土地〕を彼は

　無力のために手に入れることもできなければ，利用する〔こともでき〕ない〔わけであ

　る〕。

　　やむをえず競売に委ねられた保有地において，（a）必要な種子用穀物，（b農業者と奉公

　人に必要なパン，（c）耕地の耕転に必要な連畜，〔d）必要な用畜あるいは牝牛，といった実

　際の農業用具を均一完全に残して，法的に買い手に譲ることが，我々単なる農民の考え

　では，一層得策であり，公共の利益に一層役立つのではなかろうか。

　　〔なぜなら，農業用具は〕家計の維持のためばかりでなく，国王と領主への公課貢租

　の支払のためにも〔必要であり，公課貢租は〕それ〔農業用具〕からのみ得られねばな

　らず，それ以外では可能でない〔からである。また，〕我々はお上によって不当にも馬鹿

　な百姓と罵られているが，我々は実際には〔それ〕以上のものであり，時代の進行によ

　って大いに啓蒙されてきたのである。

れているけれども，先の（4）に続くものとすれば，臨時的公課と見なされることになる

が，その場合には，冒頭の｛1）に続く（2）がないことになる。拙訳のように冒頭の（1）が本
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s七eher　rechtlieh　zu　Ubereignen．　Gleicherges七al七　auch

　　e）das　erforderliche　Haus一㎜d　Wirthschaf七sgerUth　aller　Art，㎜d　nach

Pr。P・rti・n　des　Gute8

／B＝L．　152b／　　　　　　　erforderlich　is七，　kUnf七ig　debei　zu　lassen，　aus　obange－

gebener　allerun七erthZanigs七er　Vorstellung　weエ・den　Allerh8chst－Dieselben
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

unsere　alle㎜七erth伽igsten　Bi七七en　wahr・nehmen㎜　deren　allerh6chste　Ab贈

s七ellung　wir　ehrfurchtsvoll　nur　bit七en　！

　　Noch　haberl　wir　in　diesen　Func七noeh　nachzu七ragens　dai3　wenn　Diens七bo七en

oder　eigen七lich　Gesinde　in　der　und　jener　Concurssache　ehrlich　verdien七es

Dienstlohn　zu　fordem　ha七七e　und　der　Lici七a七ionser七rag　nach　EinschluB　der
Gerich七skosten，　Spor七eln　odeb　Verl且ge　nich七　alles　deckte　oder　das　Dienst－

lohn　heraus　1（am，　le七z七ere　auch　noch　zurUck七re七en．　und　Ve．rlust　erユeiden

㎜」PJten．

　　Die　liquidirten　Gerieh七skos七en　gingen　auch　diesen　Arrnen　voran，

　　wo　wir　um．Abs七ellung　allemnter七h蟄nigst　bi七七en．

／B1．　153／　　　　　　　　19）　In　Be七reff　der　Gunst　oder　Gonsens－Gθlder，　wilコーder

oder　jener㎜serer　Co㎜une，　zur　Verbeβe㎜g，　F。rthUIfθ，。der　wie　sonst　ge－

nann七，　auf　sein　s七euerbares　Gut　ein　Capital　irgendwo　aufnehmen　oder　er－

borgen，　so　er七heil七i㎞zwar　die　Gerich七sherrschaft，　we㎜er　s。nst　keine

frUhem　Hypo七hek・一Schulden　gehab七，　einen

　　Consens　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　oder　Bewilligung　darUber，　wofUr　der　Dar・1eih6r，　er　sei　wohlhabend　oder

arrms　dieB　sind　leider　die　letz七em　atn　mehrstens
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　　Zwei　Procen七　vom　Hunder七　aZs　gleichs釦m　Assecurrenz　so11七e　man　e8　eigen七隔

1ich　nennent

　　en七rich七en㎜d　zu？Gerichtss七ube　zahlen　mUsseh．　Es　borg　also　Jemand　lOOO

TIr一　一　Capital　auf　seinen　G㎜dbesitz，　davon　zahlt　er　der　Gerich七sherr－

schaft　直　2　pro　Gent

／Bl．　＝L53b／　　　　　　　20　Tlr　一　一　weユche　bei　Eingang　des　Geldes　wohlweise，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア
nebs七Ubrigen　starken　Gerichtskos七en　und　SpQrtulk。s七en　abgezogen　werden・

　　Der　Erborger　hat　also　nach　Abzug

　　20　Tlr一　一　Guns七geld

　　20Tlr一一Gerichts一㎜d
　　20　Tlr　一　一　S七empelko8ten

　　nicht　mehr　als　circa　皿r　Gr　Pf　zu　seiner　Disposi七ion㎜d　Schulden一

七ilg㎜g　in　H甑den，「muB　er　dadurch　nich七脚z　veramen㎜d　zu　G㎜de　gehen？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄

　　Man　lasse　lasse　doch　kUnftig　das　Gunstge］．d　a　2　Tユr一　一　pro　Hundert　ganz

weg。

　　Denn　we㎜heu七ein　Debitor　IOOO　TIr－erborg七，　morgen　is七er　wohl　ganz

zahlungsunf！ihig，　wie　oft　iB七　der　Fall　schon　gewesens

／B1．　134／　　　　　　　　Herrsehaft　und　Gerichte，　welche　solchese　man　kann　nich七

anders　sagen　als　ein　As8θcurranz　Quan七㎜oder　Quanto　gena㎜t　angeno㎜en．
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　同様にまた，〔e｝保有地〔の大きさ〕に比例して必要である，あらゆる種類の家具と経

営用の道具を将来は残すという，我々の……請願に陛下は上述の……異議から留意され

るであろう。我々はお上によるそれの是正を……請願する。

　この点についてなお追加せねばならぬことがある。それは，破産の際に下男あるいは

奉公人が誠実に稼いだ給金を要求すべく持っているが，競売の成果が裁判所費用，手数

料あるいは営業資金を含めて全部〔の負債額〕に達しない場合，あるいは，給金が抜か

れている場合，後者〔奉公人〕は引き退がり，損害を蒙らねばならない，ということで

ある。

　請求される裁判所費用はこれら貧民〔の請求〕より先行するのである。〔そのために〕

我々は是正を……請願する。

．9）認可料に関して，田村のある者が〔経営〕改善，．生計その他のために，課税される彼

の保有地を担保にしてどこかで資本を借用あるいは惜り入れようとする場合，古い抵当

負債がなければ，裁判領主が彼に認可あるいは同意を与え，それに対して貸主は，富裕

であっても貧乏であっても，残念ながら大抵は後者であるが，あたかも保険であるかの

　ように，2％を支払い，裁判所に納めねばならない。

　　したがって，誰かが彼の土地を担保にして1，000　Tlr一一の資本を借りると，彼は2％

の20Tlr一一を裁判領主に支払うのである。そしてこれ〔認可料〕は，賢明にも入金

の際に他の多額の裁判所費用および手数料とともに差し引かれる。したがって，借り手

が20　Tlr一一の認可料，20　Tlr一一の裁判所費用および20　Tlrニーの印紙代を控除

　した後に，処分と負債償還のために手中に持っているものは，約〔？〕Tlr〔？〕Gr〔？〕

　Pfのみである。彼はそのために全く貧窮し，破滅せねばならないのではないか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（39）
　将来は100〔Tlr一一〕当り2Tlr一一の認可料を全く落とされんことを。なぜなら，

借り手が今日1，000　Tlr一一を借りて，明日全く支払不能となる場合が，すでにしばし

ばあったからである。　〔その場合〕領主と裁判所は，保険料としか言いようのないそれ

　〔認可料〕をすでに受け取り，本来の保険の取り分を手中にしており，それ以上は責任

　文の他に〔A〕（1）一（4）と〔B〕（a）一（f）の項目を含むものと解釈すれば，この（5）は（2）とな

　るはずである。ここでは一応（5＞のままとしておく。

（10）・原文をわたくしはvon　beehdigtigten……としか読むことができないが，　vom　been－

　digten……と解する。

（1工）原文をわたくしはHaufeIderflurenとしか読むことができないが，　HeufeIderfIuren

　と解する。
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haben　Und　diesen　eigen七ユichen　Ver8iche㎜gsanthei1　8chon　in　H蟹nden　haben，

s七ehen　rlich七wei七er　dafUr，　sondern　nur　lediglich　der　Darleiher　ist　in　Ver一■

lust，　wenn　Solcher　eintrit七・

　　Ja　Gerich七sherrsehaf七㎜d　Gerichten　beha1七en　sich　ja　ausdrUcklich　bey

jeden　ausges七eU七en　DocU血ent　vor。

　　MJedoch　Hochadelicher　Gerich七sherrschaft，　auch　uns　denen　Gerichten　auch

sonst　Jedemann　an　8einen笈1七er’n　Rech七en　ohne　Schaden㎜d　N．ach七heil。

　　Dahero　wir　die8e8，　wir　wagθn　es　zu　sagen　un一　　　　　　　　・

／Bl。1う4b／　　　　ziemliche　Gunstgeld　in　allen　Gnaden　abzus七ellen，　in

grUfiter　Ehrfurch七un　Willft：hmmg　bi七七en，　z㎜aユes　nich七bei　aUen，　s。ndem

nur　bei　einigen　Vasallen，　z．　B．　Furschenstein　noch　ttblich　ist．

　　20）　MUndliGhes　Ahbringen　soll　und　wird　wegen　geringfUgiger　Schuldk］．age

oder　sons七iges加bringen　nich七an　Geri。h七8s七eUe　angeno㎜en，　alles　soll

schrif七］．ich　durch　Rech七sge］．eh弓te　mit　vielen　Kos七en　gesehehen．

　　man　erlaube　dahero　doch　auch　dem　nich七　ganz　roh　und　unwiBenden　Landmann

seinen　Vortrag，　wem　er　ja　schrif七1ich　sein　muB，　selbs七aufzusetzenJ　oder

seinen　k1銭gem“JaChbaV　aUfSe七Zen　Zu　laSSens　eS

／Bl。155／　　．　es　selb8t　eigenh！indig　zu　un七erzeic㎞en，　ohne　ers七einen

七heuem　Adv。ca七en－un七er　die　Feder　zu　faユ1en　l　hie㎜bi七七en　wir　in　aller

Unter七h掘igkeit．

　　2＝L）Unsere　Leineweber　sind　meis七nur　”！　agelUhner　des　Dorfs，　welche　diese

profession　nicht　zt！nf七ig　erlem七，．sondem　so　zu　sagens　einer　dem　andem　ab－

gestohlen，　sich　zu　Nu七z　gemacht　und　ein　No七hfa1】．　bei　Winterzeit　einen

Freund　oder　sons七igen　BegU七her七en　einige　Schock　Ellen　grobe　und　f1蟄chsene

Leinewand　in　des　Bauers　Behausung　wirk七㎜d　verfer七igt，　im　So㎜er　und

andrer　Zei七blos　nur　ein　Ordinairer　Tage1δ㎞er　ist。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち

　　Dieser　N。七hhelfer　auf㎞rze　Zeit，　s。　jtthrlich一ユ2　Gr－S七tihlzins，　deren

sie　doch　keinen　in　ihrem

／B1．　135b／　　　　　　　Hause　haben　an　die　Ren七測m七一KaBe　zahlen．

　　wo　wir㎜gUnzlichen　Wegfall　alle㎜七erth！lnigs七bi七七en．

　　22）　Gerieh七skos七en，　S七rafgeldeτ㌧　Kaufs－　Consens一，　㎞rz　a］ユer　Art　Kos七en

mUBen　wir　in　Gonventionsgeld　nach　Purschens七ein　zahlen，　und　kein　dase］．bs七

Bestall七er　oder　Begm七er　giebt　einen　Co喚ven七ionsgroschen　aus，　alles　is七

PreuBisqh・

　　W。mag　wohl　unser　Conven七ionsgeユd　hinko㎜en？z㎝Wech81er　auf　Wucher！

　　　　welches　wir　abzus七e］．1en　allQrsubmisses七　bi七七en．

　　25）　Die　irn　Jahre　1817　unserer（｝egend　so　gnadenvoll　vorges七reckten　Httlf－

gelder　betr．：

　　工n　e血aエm七en　so　verh㎞gniBvollen　Jahre，　wo　Brod，　Saarnens

／Bユ．　136／　　　　　　　　ja　auch　Vieh，　K］．eidung　und　Nah㎜g　im　Gebirge　fast　ganz

mangelte，　war　auch　unser　Dorf　so　g＝L慣cklich，　daB　die　a皿8t蟹rksten　und　h買r七e＿

sten　Leidenden　von　dem　einen　so　hoch　verehr］．ichen　Menschen　und　Mitbr・t！der
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　を持たない。それ〔上記の場合〕が生じた時，損害を蒙るのは単に貸主のみである。実

　際，裁判領主と裁判所は，交付されるあらゆる文書に〔次のように〕明確に権利を留保

　している。『しかしながら……裁判領主および裁判所その他の誰にもその古い権利につ

　いて損害と不利益を与えない〔』〕と。

　　そのために我々は，敢えて言えば不適当な，この認可料を……除去するよう……聴許

　を……請願する。なぜなら，それ〔認可料〕はすべて〔の封臣〕の下においてではなく，

　プルシェンシュタインのような若干の封臣の下においてのみ兄られるからである。

⑳些細な負債についての苦情あるいはその他の訴えに関して〔さえも〕，裁判所への口頭

　の訴えは認められず，すべて〔の訴え〕は多くの費用をかけて法律家によって文書にさ

　れねばならない。そのために，〔料金の〕高い弁護士に書いてもらわなくても，文書にさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4　0｝
　れるべき彼の上申を自ら作成し，あるいは，賢明な隣人に作成してもらい，それに自ら

　署名することが，全く粗野かつ無智ではない農村住民に対して許されんことを。これを

　我々は……請願する。

（21）我々の麻織物工は大抵は当村の日雇である。彼らはこの手工業をツンフトにおいて修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
　業したのではなく，いわば他の者から盗み取って利用し，冬期の非常時〔に〕友人ある

　いはその他の農民地保有者のために数ショック・エレの粗質麻織物をその農民の家で織

　り，完成するのであって，夏には，また，〔冬〕以外の時期には善通の日雇にすぎない。

　　短期のこの救難者は，自分の家に1台もそれ〔織機〕を持っていないにもかかわらず，
　　　　　　　　　（4　2）
　一12Gr一の織機賃租を〔プルシェンシュタインの〕ll二1納局の金庫に毎年支払う〔べきで

　ある〕。〔そのために〕我々は完全な廃止を……請願する。

（22）裁判所費用，罰金，売買契約の費用，認可の費用，簡単に言えばあらゆる種類の費用
鹸。は協韻麟プ．シ。．シ。，イ．〔の裁判所〕岐払わねばならな。．〔しかし

　ながら，〕そこで任命されている者あるいは役人は協定貨幣では1グロッシェンも支出し

　ない。すべてはプロイセン〔貨幣〕である。我々の〔支払った〕協定貨幣はどこに行く

　のか。高利で両替屋に〔行くのである〕。我々はこれの是正を……請願する。

（23＞1817年目恵み深くも当地に対して前貸しされた援助金について。

　　非常に運命的な上記の年に山地では，パン，種子，家畜，衣服，食料がほとんど全く

　欠乏していたが，当物はきわめて幸運であ6て，最も甚だしく苦しむ者は，尊敬すべき，

　人間と兄弟を愛する，我が国の一協会によって〔援助された〕。

（12）Goltz（S．5，383）ではWirtschaftseinrichtungがBetriebsart，　Wirtschafts一一

　systemと同義とされているが，わたくしは前者がOeconomie－Einr’ichtungとも同

　義と考える。なお，ネーデルラントの経営方式とは輪栽式農法のことであろう。

一203　一



876

1iebenden　Verein　des　Landess　der　so　mitleidsvoll　auf　unsere　Arrnen，　aus

Leipzig，　Dresdens　Che㎜itz　und　mehrere　andre　Or七e七ief　ger・tihr七herbliok七e

und　tuis

　　a）　theils　als　Geschenk　ft！r　der　Zeit　und　immer

　　b）　als　ein　gleiehsanies　Darlehn　und　bei　we±terer　Erholung　rnesglieher　RUck一一

gabe　zu　6inen　in　Uhnlichen　：　Go七t　gebe　nich七　wiedep　zu　erlebende’n．　Fa1：Len　＝

in　den　Cassen　des　Landes　niedergelegten　Fond　zu　abenmaliger

IBI．　156b／　auch　wohl　durch，　werm　aueh　nur　geringen　Zinnsen　ange－

wachsenen　Sta㎜一Gapital　bes七i㎜en　und　anwenden　zu　kUnnθn．

　　工nnigs七ert　herzlichster　Dank　s．teig七heu七e　noch　von　denen　dor七　80　manohen

Un七ers七U七z七enJ　sondem　auch　viele　leben　fUr　diese　huldvolle　Woh1七h三七er　zu

Got七　emporo

　　Aber，　freylich　tUllt　dieser　11！bszer　hier　einzuschalten　sehwer　！

　　Es　ist　aber　um　das　auch　vir　und　Jedermann　sich　bemhigen　kann，　nicht

stiZlschweigend　zu　ttberg．ehen．

　　Denn

　　naeh　’v’erfluS　ein±ger　gahr　wG　sich　unseren　zu　der　Zeit．　leidenden　Yiiteorn－

nmitgliedqr　gewiB　noeh　nieht　erholt　hatten，

IBI．　157／　vieZ　weniger　in　guten　Stande　waren，　ersehienene　Verord－
nurユg，　diθse　Vor8chUsse　in　bθs七i㎜七er　Fris七wieder　einzuzahlen．

　　DieB　war　nun　bei　den　Meis七ene　＝　denn　es　waren　］．au七er　Ame　oder　sogena㎜七e

StillZeidende　：　nicht　mUglich．

　　Es　wurde　supplicirt，　man　war　allerh6chst　gnUdig　；　nahrn　einstweilen　die

Hza1C七e，　auf　besondere　l1hre　haltende　obgleich　Ame，　borg七en　e8　ander’wzarts

und　bezah1七en　baars　da　siθsahen　es　war　keine　Un七ers綴七zungs　sondem　nur

ein　klein　Da？lehn　von　5，　10，　15　bis　20　Vlr　一　一　ohne　Zinnsen．

IBI．　157b／　Auch　auf　fer’neres　ausdrUckliches　obrigKeitliehes　Ver－

langen　haben　wir　das　Residuum　einzahlen　rnUssen．　・
　　Jedoeh　dUrfen　und　wollen　wir　auch　nicht　verlttugnent　daS　bei　in　Armuth

ve蹴orbenen　zur　Wiederers七at七㎜99anz　unnδglichen　Personen，　ein　aUθr－

hUchster　ErlaB　genehmigt　worden，　dem　wir　ftlr　unsere　Mitbr，tlder　in　aller．一

unte？th！triigsten　Dank　verehren　！

　　Aber　wo　sind　wohl　diese　Retour　und　Zur’Uckzahlung，　die　im　allgemeinen　ge－

normen　nicht　gering　seyn　k5nnen　；　und　die　e±gentlich　unsere　hochverehr－

lichen　Herren　und　Frauen　WohlthUter　aZs　aueh　deren　aufs　edelste　erzogene

Kinder　uns　zu　einer　Untersttttzung　und　AuthUlfe　in　grUBter

／B1。　］．58／　　　　　　　　No七h　als　Gesehenk　aber⊇主≦粧als　Darlehn　gaben，　hinge－

ko㎜en？＿in　welche　Casse　ha七man　sie　eins七weilen　aufgenolmmens　oder　in

eine　Zande　s一　oder　CommunaZleihbank　ebenfalls　fUr　arme　leidende　nit　oder

ohne　billigeh　Zinns　gegeben　？

DielB　is七　eine　Fteages　die　nicht　aユユein　wir　aユs　dume　Bauer’n　benannt，　aユs

auch　besonders　fUr　unsere　resp．　Hθrren　Unters七U七zer　und　LJoh1七hZa七er　zu　einer
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　これ〔協会〕はうイプツィヒ，ドレースデン，ケムニツおよびその他いくつかの町か

ら我々〔当村〕の貧民を見て同情し，強く心を動かされた。そして，我々に（a）一部はそ

の時の，また永久の贈り物として，（b｝〔一部は〕一種の貸付として〔援助したのである。

この援助金は被援助者が〕立ち直って返済できるようになると，同様の，できればふた

たび体験したくない，場合のために国家金目に寄託される基金の元本に定められ，ふた

たび利用されるべきであった。〔そしてこの元本は〕僅かずつであるとしても，利子によ

って増大するはずであった。

　非常に多数の，その多くはなお生存〔？〕している，被援助者から，これらの慈悲深

い恩人への，心からの熱烈な感謝の念は，今日なお神に達するまでに高まっている。し

かしながら，もちろん，このしかしながらをここに害き込むのは苦しいことであるが，

我々およびすべての者が安心できるためには，黙って兄過ごすわけにはいかないのであ

る。

　なぜなら，数年経って，当時苦しんでいた我々の同僚村民がまだ立ち直らず，ほんの

少数の者が良好な状態になった〔にすぎない〕時に，指令が公布され，これらの前貸金

を一定の期限にふたたび払い込む〔返済する・〕ことを〔命じた〕からである。〔しかし，〕

これ〔返済〕は大抵の者にとっては不可能であった。なぜなら，彼らは全くの貧民ある

いは，いわゆる不況に苦しむ者であったからである。

　〔そこで〕請願がなされた。お上は寛大で，さしあたりは半額〔だけ〕を受け取った。

貧乏ではあるが，とくに体面を重んじる人々はそれを余所で借りて，現金で支払った。

なぜなら，彼らは，それが援助ではなく，5，10，15，20　Tlr一一の小額の無利子貸付

にすぎない，と知ったからである。〔しかし，〕その後のお上の明白な要求に基づいて我

我は残額を〔もまた〕払い込まねばならなかったのである。

　しかしながら，貧困の中で死んで，償還の全く不可能な人々については，お上による

免除が認められたことを，我々は否認しないし，我々の同僚のためにそれに……感謝を

捧げている。

　しかし，全体で見ると小さくない，この戻しと返済〔の金額〕，……慈善家の紳士淑女

とその……子女が，非常な困窮の中にある我々に対して援助と扶助のために，貸付とし

てではなく，贈物として与えた〔金額〕，はどこに行ったのか。それはさしあたり，どの

金庫に受け入れられたか。あるいは，〔それは〕低利でまたは無利子で貧民〔に貸し付け

る，〕国家のあるいは公営の貸付銀行に支払われたか。

　これは，無智な農民たる我々が示す問題であるばかりでなく，我々の……援助者・慈
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Ueberweisung　und　Un七erricht　in　aller　Demu七h　eine　Derechnung　so　Uf£en七lich

in8　Land　ergehen　mUchもe，　zu　aユZer　U田刀er七hanen　Ueberzeugung　uns　erbi七七en。

　　Wir　leben　leider　nich七　im　gelob七en　Lande，　sondem

／Bl．　138b／　im　rauhen　Erzgebirge，　ttber　lang　oder　kurz　lcann　und

dUrfte　uns　ein　tthnliches　Schieksal　treffens　wer　wird　uns　etwas　darreiehen，

wenn　man　nient　weii”：s　wie，　ob，　zu　was，　oder　ob　nach　IVunsch　es　ve？wendet

worden　is七。

　　in　a11er　Demu七h　und　七iefs七er　Submission　bit七en　wir　urn　allerhδchste　Be－

lehmmg．
　　24）　Von　jeden　Scheffel　anhero　laut　herrschaftlicher　PUsse　gefahrnes　Salz，

rrtUssen　wir　zur　Ren七一Ei㎜a㎞e－2Gr－zahユen．

　　Salz　ist　doch　ein　Ar七icke1，　den　der　aller　Aerms七e　nicht　en七behren　kann，

kormn七　er　e煎de七　von　der　Arbei七，　so　findet　er　vom　田odtherbst　arl　gerechne七，

einige　Kartoffel，　im　Sornrner

／Bl．　IS9／　　　　　　　　e七was　Kilch　mit　darin　gebroekもes　Haferbrod。　An　Bu七七er－

kauf　hierzu　ka㎜kein　Amer　denken，　nur　Salz　is七das　Gei・伽ze　aller王てos七！

Sollen　wir　also　die：’5　noch　durch　herrschaft’liche　Frovision　ertheuerm　？

　　wir　bi七七en　allemmもer七h駿rligs七　um　Abwend輌　und　WeglaB㎜g　！

　　25）　rnttssen　die　sogenannte　Schutzverwandte　unseres　Dorfs，　als

　　Schneider，

　　Stnmpfwirkers
　　Schmiede，

　　so　alle　im　Dorfe　unen七behplich　sind，　an　die　（｝erichもsherrsehaf七　eirl　j翫r鴫

liches　Schutzgeld

　　－4GT－

　　bezahleng　㎜d　doch　ユ豊B七　man　jede　Weibsperson　ungehindert　schneidem　und

X’leibskleider　machen．

　　wir　bi七七en　a1■ersubmissest　urn　besSere　Verordnungen，　Abhttlfe　und

IBI．　159b／　EingriSfe．
　　26）　wzare　wohl　die　zeitherige　Sportultaxe　fUr　die　1－lerren　Advocaten　in　M．in－

demmg　der　Liquida七ions－AnsU七ze　zu　bringen，　so　wie　auch　den　Verbrauch　des

S七empelpapiers　wiede㎜in　die　fl価ererl　Schranken　eintre七en　zu　lassen　3

　　㎜welche　1’Johltha七wir　in　alle？　Un七er七httnigkei七bi七ten．

　　27）Z㎜S七ra£enbau漁ssen　wir　j蟹hrlich　an　das．　Ren七蝋Freiberg　nach

　　25＞6　Hufe　9　一　18　Gr　一　betrzagt　19　Tlr　S　Gr　一

　　48　H蟄usler　直　曙　2　Gr　－　be七r践g七　4　［Clr　一　一

　　20　angebauete　Hausgenosserr　a　一　2　Gr　一　betrzagt　1　Tlr　16　Gr　一

　　in　Sa。　24　Tユ．r　19　Gr　口

　　en七riGh七en・da　wir　in　unsθrer　C・㎜un　sehr　mit　Stra’＝Jepbauen　be1・・te七・ind・

was　weder　in　Chaussee－Gelder，n　noeh　Geleite　auch　nicht　die

／Bl．　140／　mindeste　Betreyung　genieBen，　so　wol）en　wir
　　in　a】ユer　Un七erth勘igkei七　um　Kinde㎜g　bi七ten・
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　善家にとっても〔問題である〕。〔それの〕勘定書が国内に公表されることを〔我々は〕，

　証明と報告のために，全国艮が確信するために……請願する。

　　我々は残念ながら約束の地にではなく，荒涼としたエルッ山地に住んでおり，同様の

　運命が遅かれ早かれ我々に降り懸かるであろう。それ〔援助金〕がどのように，何のた

　めに〔用いられるか〕，あるいは，期待通りに用いられるかどうか，が知られていない時

　に，誰がなにがしか〔の援助金〕を我々に施してくれるであろうか。

　　我々はお上の指導を……請願する。

（24）領主の証明書によって当地に運ばれる塩1Schfについて一2Gr一を我々は〔プルシ

　ェンシュタインの〕地代徴収所に支払わねばならない。塩は，最も貧乏な者でさえも欠

　きえない品目である。彼は仕事から疲れて〔家に〕帰ると，荒涼たる秋以後を考えると

　数個の馬鈴薯を，夏には，なにがしかの牛乳に入れて砕いた燕麦のパンを〔食卓に〕見

　出す。貧民はバターを買うことができず，塩だけがすべての食事の調味料なのである。
　　　　　　　　（43）
　我々は領主の手数料によってこれ〔創をさらに値上げすべきであるか。

　　我々は免除と解放を……請願する。

（25＞当村のいわゆる被護民は，すべてが村で不可欠な仕立屋，靴下編工，鍛冶屋であるが，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）
　彼らは裁判領主に対して一4Gr一の保護料を毎年支払わねばならない。しかし，婦人は

　妨げられることなく仕立てをし，婦人服を作ることを許されている。我々は一層良い指

　令，救済，介入を……請願する。

㈱　弁護士に関する従来の手数料請求額は引き下げられ，印紙の使用も以前のようにふた

　たび制限されるべきである。我々はこの恩恵を……請願する。

（27）我々は国道建設のために25壱フーフェがそれぞれ一18Gr一で19　Tlr　3Gr一，48人の

　小屋住農がそれぞれ一2Gr一で4Tlr一一，20人の〔小屋を〕建てた借家人がそれぞれ

　一2Gr一で1Tlr　16Gr一，合計24　Tlr　19Gr一をフライベルク出納局に毎年支払わねば

　ならない。当村の我々は，国道建設〔賦役金〕を重く課されているのであるが，舗道通

　行料についても護送税についても何の免除をも享受しない。そこで我々は軽減を……請

　願する。

（13）原文をわたくしは2，000としか読むことができないが，牧羊親方の持分は尭であるの

　で，200と解する。

（13a）ディッタースバハ村請願害では領主の小羊数が300－500頭とされていた。

（14）原文をわたくしはをとしか読むことができないが，茅フーフェ農より小さく，穿フ

　ーフェ農より大きい賦役代納金を賦課されているので，壱と解する。
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　　28）Spa㎜fuhren　haben　wir　el．fters㎜d　viele　zu　verrich七en，　wo　wir　rni七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

unser’n　Wagen　mi七Freybergうr・：eiユen　v。n　hier　fahren　m甑en，　allwO　wir　ers七

die　Ladlmg　erhal七en，　und　uns　der　Bestimmungsor七derseユb6n　angewiesen　wird，

welehes　von　hier　hin　und　zur’Uck　of七　groBen　Zei七raum　von　wenig8七ens　drei

nL　agen　verursach七・

　　Zwar　erhielten　wir　sonst　auf　jeden　zu　stellenden　Wagen　eine　Vergu七ung，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
aber　dieses　is七　ganz　weggefaユ1en　urld　wir　erha1七en　nichts　mehr。

　　Obgleich　durch　eine　hohe　Am七shaup七mannschaf七　diese　Wagen，　80　erforderlieh

sind，　in　und　bei　Freiberg　geding七　und　besorg七　werdeれ，　um　uns　den　wei七en

Weg，　derl　wi．r　leer

／Bユ．140b／　　　fahren　rnttssenJ　zu　ersparens　s。　verursacht　es　uns　doch

viele　Kos七en，

1・J。wir　ebenfalls㎜1．linde㎜9㎜d蜘鱒ユfe　alle煎er七h慧nigs七bi七七en。

　　2g）Ueber　den　Flt5hestrohm　in　der　Rauschenbach　bei　der　Lorenzischen　Wir七h－

sGhaf七，　mUssen　wir　eine　BrUcke，　um　mi七　geユadenen工｛o］．zwagen　und　dergユeichen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

auf　unsere　Kos七en　ha1七ens　so　wie　I・Jir　deren　noch　mehrere　zu　ha1七en　haben，

die　I・：errschaft　七r1ig七nichts　dazu　bei，　weder　an　den　erforder＝Lichen　I－161zer，ns

noch　dazu　n6thigen　Baukosten　ob　sie　gユeich　das　Geユei七e　dazu　eimi㎜七．

　　Durch　den　FluB　kann　man　nich七fahren，　er　ha七〇㎞edieβMiefe㎜d　Breite

genug　sehwi1］，七　ef七ers　sehr　be七r蟹ch七ユich　ans　auoh　geh七　die　HoユzflUBe　oft　da－

rauf．

／Bl．　141／　　　　　　　　　Dieser　dr’ttclcenden　Las七　㎜s　zu　en七nehmen　bit七en　wir　in

a1ユer　Un七erth甑igkei七．

　　ろO）ltich七　nur　kUnigliche，　sonderm　auch　die　herr8chaf七lichen　Fhliren　mUBen

wir　ganz　unen七ge1飢ich　leisten　und　verrich七enJ　wo　wir

㎜｝linde㎜g，　w。　nich七m691ich　g！！nzlicher　En七lassung。der　doch　einer　an－

gemessenen　VergU七ung　　dafUr　in　aller　Un七er七h買nigkei七　bi七七enJ　wir　InUssen　ja

ohnedief3　dieses　Vieh　auf　uns酵r’n　steuerbaren（｝U七ern　erntihren　und　erha1七en，

wo　sie　besonders　of七　in　Flachs，　we㎜er　die　Knoten　angese七z七ha七，　groBe

VeywUsもungen　anrichten　und　nich七

／B工，　ユ41b／　　　　　　　den　mindesten　（｝enu£　davon　haben．

　　31）　工n　Betreff　des　Bierzwangs，　wo　wir　unsern　Bedarf　jetzt；in　der　S七ad七

Saida　nehmen　mUssen，　bi七t；en　wir　allerun七er七h践nigst　uns　solchen　zu　en七nehmen

und　zu　gesta七ten　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　unser　Bie？　da　zu　en七nehnlen　wo　es　a皿　bes七en　und　uns　am　eonvenabθ1sten　i8t・

　　Gu七es　Bier　schein七　uns　der　bes七e　Zwang．

　　32）　Die　Brand・一CaBe，　welohe　of七　sehr　hoch　und　sehr　s七arcl（ausgeschrieben

worden　und　w。　wir　per　Hunder七Assecuranz－S㎜e　teminlich　m士七

　　一　10　Gr　8　下f

　　versteuern　mU5sen，　sehliePJen　wir　uns　dem　an，　was　alle　Un七erthanen　des

Landes　bereivs　schon

in　alle㎜ter曲igs七en．V。rtrag　gebracht　und　submissest　gebe七en　haben
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（28）我々は〔管区のために〕多くの運搬畜賦役をしばしば果たさねばならない。その場合，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C4　5）
　我々は当地から3マイルのフライベルク〔まで〕馬車とともに行き，そこで初めて積荷

　を受け取る。そして，そこから往復するのにしばしば長い時間，少なくとも3日かかる

　ような，それの目的地が我々に指示されるのである。しかも，かつては我々は，提供し

　た馬車のそれぞれについて，ある報酬を得ていたが，それは〔今では〕全く廃止されて

　しまい，我々は何も受け取らない。

　　……郡は必要な馬車をフライベルク〔市〕内で，また近郊で雇い入れ，調達する〔こ

　とができる〕にもかかわらず，〔それがなされないので，〕我々は，空で行かねばならぬ

　遠い道程から免かれられず，大きな出費が我々に惹き起こされる。

　　そこで我々は同様に軽減と救済を……請願する。
　　　　　　　（46）
（29）ラウシェンバハのローレンツの農場の近くにあって，フレーア川に掛けられた橋を

　我々は，木材を積んだ馬車その他を〔通す〕ために，我々の費用で維待し，さらにいく

　つかの〔橋〕をも維持せねばならない。領主は，それ〔橋の維持〕のために護送税を徴

　罪するけれども，必要な木材についても建設費についても一切寄与しないのである。人

　はこの川を〔橋を通らないで〕横切ることはできない。〔なぜなら；〕それ〔川〕は深さ

　も幅も十分にあり，しばしば増水するし，さらに筏もしばしばそこを通る〔からである〕。

　　我々はこの重圧的な負担の除去を……言｝1∫罰する。

（3①我々は国王のためにばかりでなく，領主のためにも運搬を全く無償で果たさねばなら

　ない。そこで我々は，完全な免除あるいは相応の補償が可能でないならば，軽減を……

　請願する。それでなくても我々はこの〔運搬のための〕家畜を，課税される我々の保有

　地で習気せねばならない。その場合それ〔賦役〕は亜麻について，それ〔亜麻〕が〔子〕

　房を付けた時に，とくにしばしば大きな損害を与える。〔そのために我々は〕それ〔亜麻〕

　を少しも利用〔でき〕ないのである。

（31＞現在は必要なもの〔ビール〕をザイザ市で〔買い，〕受け取らねばならぬというビール
　　（4　7）

　強制に関して，我々はそれの除去と，最上のビールを我々に最も都合の良い所で買い入

　れることの許可とを……請願する。ビールの品質の良さが最上の強制である，と我々は

　考える。

（32）　しばしば非常に重く厳しく課されていて，100〔Tlr一一〕の保険額について期日毎

　に～10　Gr　8　Pfを納税せねばならない火災〔保険〕金庫〔積立金について〕，我々は，我

　が国の全領民がすでに……上申し，……請願したこと，あるいは，さらに請願すること，
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oder　noch　bitten　mUchten　！

／B1♂　142／　　　　　　　　　55）　Grenzwachtge］．der　oder　Kos七en．

　　Als　im　vorigen　Jahre　in　dein　Kesnigreiche　Beshrnen　die　Viehseuche　ausbrach，

wnrde　Militair　an　unsere　Grenzorte　gelegts　un　das　nichts　von　Vieh　oder

andern　Effeeten　welehe　diese　Seuche　auch　in　unser　Land　bringen　kUnnen，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛heiUber　ktime．

　　Diese　allerhechste　Anordnung　verehren　wir　in　unterthzanigsten　Dank．

　　A11ein　wie　kommen　wir　armen　Gebirgsbewohner　dazu，　daB　da　diese　aller－

h5chste　Anordnung　zurn　Schutz　und　Wohl　des　ganzen　Landes　abzielte　und　ab－

zielen　mus七e，　da∫3　wir　Grenzbewohner　die　dadurch　verwachsenen　Kos七en　ganz

alZein　tragen　sollen　？

　　Il　ach　unserrn　Ermessen　glauben　wir，　dai｝　alZe　Unterthanen　des　Landes，　es　zu

gleichen　臨eilen　t；pagen，　oder　solehes　aus　einer　Lande8casse　zu　bes七rei七en

gewesen．

／Bl．　142b／　Wir　hatten　j　a　ohnediePJ　auft’Jer　Angst　und　F－urcht　der　Be－

schwerden　noch　viele　；　，
　　wir　bitten　allenmter七hUnigs七㎜allgemeine　Ver七hei1㎜g　dieser　Kos七en．

　　34）　Bei　gehaltenen　Schulvisitationen　des　Herrn　Superintendent　aus　Frey－

berg　mttssen　wir　geweYinlich

　　3　嬰1工｝18　Gr　－

　　a］．s　Kos七en　dafUr　bezahlen，　mUssen　unsere　Kinder，　da　dem　Ilerr・n　Ephoro　1’Jeg

und　We七七er　nich七　allemal　gefUllig，　demungeach七et　in　die　Saydaer　Schulstube

schicken，　wo　die　Niederd～Srfer　gu七　eine　S七unde　Wegs　haber1，　㎜d　Wind　und

We七七er　nich七　scheuen　dUrfen．

　　Die　eigen七］ichen　L⊥蓑nge1，　so　bei　dieser　Expedi七ion　auf　diese　Ar七　und　Weise

nicht　zu　vermeiden　sind　und　sind　ent－

IBI．　145／　stehen　mUssen，　wird　Eine　allerhUehste　CommiBion　beBer
beur七heilen　als　wir　es　darstellen　zu　kδ㎜en　e8　vers七ehen　dUrften．

　　Doch　kostet　es　jedesmaZ　der　GemeindecaBe
　　5　r±ilr　18　Gr　一　an　Gelde

vJ。　wir　aller㎜七er七h蟹nigs七鮒linde㎜g㎜d　Ab蟹nde㎜g　bi七七en．

　　55）　Unsere　neu　angebaueten　Hausgenossen　mUBen　jeder

　　1　Nr　8　CTr　一　an　die　Conmun　p．　Stelle

　　2　Tlr　2　Gr　6　Pf　denen　Localgerichten　pro　Ansatz

　　2田1r　23　Gr　6　Pf　jedes工ndividu㎜vor　Berichtser8tatt㎜g，　welches　auf

deren　Sache　’
　　17　rMr　21　Gr　一一

　　au£　e±nmal　betrug

IBI．　143b／　und
　　6　Tlr　12　Gr　一　Kaufskosten　auf　jeder　Stelle　in　Pursehenstein　bezahlen

mt！ssen　oder　doch　bezahlen　sollen．

　　1－Jir　sind　froh，　wenn　sich　der　oder　jener　jeder　Ar’rne　durch　BeihUlfe　und
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　に賛同する。

㈹　国境監視金あるいは〔監視〕費〔について〕。

　　昨年ボヘミア王国で家畜疫病が発生した時，家畜あるいは，この疫病が我が国にもた

　らす他の作用がこちらへ来ないように，軍隊が国境近くの我々の村々に配麗された。お

　上のこの指令を我々は……感謝し：（f二言奉している。しかしながら，お上のこの指令は国

　家全体の庇護と福祉を目的としていたにもかかわらず，それによって生じた費用を，貧

　乏な山地住民だる我々国境〔地帯の〕住民だけが負担すべきであるのはどうしてか。

　　我々の考えでは，我が国の全領民がそれ〔国境監視費〕を均等に負担する〔べきであ

　る〕，あるいは，それは国家の金庫から支出されるべきである。我々は重荷〔疫病〕に対

　する不安と恐れの他に，なお多く〔の費用を負担〕したのである。

　　我々はこの費用の全体への配分を……請願する。

（34）フライベルクの地方監督の学校視察の際には我々はそのための費用として通例3Tlr

　18Gr一を支払うにもかかわらず，〔悪〕路と〔悪〕天候は必らずしも地方監督の気に入

　らないので，我々は子供たちをザイダ〔市〕の教室に行かせねばならない。下の村の〔子

　供たち〕は〔そこまで〕たっぷり1時間かかって行くが，彼らは風と〔悪〕天候を厭っ

　てはならないのである。

　　このような方法での派遣に際して避けられずに発生する固有の欠陥を，お上の委員会

　は，我々がそれを述べうるより…層良く判断するであろう。それ〔視察〕は当村の金庫

　に毎回3Tlr　18　Gr一の出費を惹き起こす。そこで我々は軽減と変更を……請願する。

（35）我々〔当村〕の新たに〔小屋を〕建てた借家人はそれぞれ，〔小屋の〕敷地について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（48）
　1・Tlr　8Gr一を村に，査定により2Tlr　2Gr　6　Pfを地方裁判所に，各人についての報

　告に対して2Tlr　23　G，r　6　Pfを（〔当村全体では〕これだけで一度に17Tlr　21　Gr一とな

　るのであるが），また，敷地について売買契約の費用6Tlr　12Gr一をプルシェンシュタ

　イン〔の裁判所〕に支払わねばならない。

　　我々は，彼らを〔我々の家に〕順番にあるいは村の救貧院に収容する必要がないよう

（15）現職（wirklich）枢密顧問二一郵政長官であったのは，アーダム（Adam）・ルード

　ル7・フォン・シェーンベルク（！712－1795）であり，郵政長官は単なる称号であっ

　た。　　枢密院（Geheimer　Rat）は，ザクセン選帝侯の全版図の官庁を監督し，領

　邦君主の利害と等色の利害とをともに代表すべき中央官庁として1574年に創設され，

　1697年（選帝侯のカトリック改宗）以後は領内のルター派教会をも監督した。しかし，

　領邦君：t三にのみ従属する枢密官房（Geheimes　Kabinett）が最高官庁として1706年に
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Un七ers七U七zung　der　Begtt七er’ben　an　F’uhren　und　Bauholz，　eine　kleine　HU七七e　auf－

bauen　kannt　un・　sie　nicht　nach　der　Reihe　oder　ins　Communhaus　aufzunehrnen．

　　Aber　bei　dergleichen　vielen　Kosten　k5nnen　die　｝’lensehen　nicht　bestehen，

dureh　was　wolien　sie　solches　einbr±ngen　？

　　Auch　auf　eine　neu　erbau七e　H暫uslerschθune，　ob　soユche　gleich　auf　Go㎜

Gnmd　und　Boden，　so　wie　obige　Httuser　stehen，　inUssen　ebenfalls　6　Tlr　12　Gr　一

in　Fur一

／Bエ．　144／　　　　　　　　schenstein　entrich七en，　ohne　die　Ubrigen　obbenann七en

I〈一〇sten，　und　geben　doch　auch　ihren　’・tuatember－Beitrag　；

　　wir　bi七七en　dahero　a］．］．erun七er七h蓑nigst　urn｝．］inderung　fUr　diese　∴rmen，

　　Uebrigens　schlie；Jen　wir　uns　denen　von　der　Residenz　Dresden，　der　II・andels－

s七ad七Leipzig　und．andern　S七蟄d七en　des　Landes　gemach七en　alユer㎜七er七h腰nigs七en

Vor七rUgen，　so騨ei七uns　so工che　angehen　und　ntttzlich　sein　dUrften　in　aユler

Elhrert）ie七ung　an，　und　bi七七en　nur　rloch　vorl蟹ufig㎜　die　aZlerhδchs七en　Be脚

gnadigungen，　welehe　al］．e　treue　Un七er七hanen　des　Landes　geniel｝en　mUch七en　und

ersterben　in　tiefster　Sixbrnission　und　T’reue　als

／Bl．　144b／　Friedebach，　am　21．October　1830
　　L．＄．

　　11］w．　pp．

　　alle？getreusten

　　Gotthold　Friedri¢h　Rauer

　　（　und　andere　5　Unterschriften　）
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に，あれこれの貧民が運搬と建築材について農民地保有者に援助され扶助されて，小屋

を建てることを喜ばしく思う。しかし，このように大きな出費の下では〔貧乏な〕人々

はやって行くことができない。彼らは何によってそれ〔出費〕を埋め合わせることがで

きるのかQ

　また，新たに建てられた小屋住農の納屋のそれぞれについて，それ〔納屋〕は上記の

〔借家人の〕小屋と同じく村有地にあるけれども，〔所有者は〕同様に6Tlr　12Gr一を，

上記のその他の費用の他にプルシェンシュタイン〔の裁判所〕に支払い，四季〔税〕の

分担額も納入せねばならない。

　そのために我々はこれらの貧民のための軽減を……請願する。

　その他の点では我々は，首都ドレースデン，商業都市ライプツィヒおよび我が国のぞ
　　　　　　　　　（49）
の他の都市の……上申に，それらが我々に関連し，有益であるかぎり，……賛同し，我が

国のすべての忠実な領民が享受してよいと思われるお上の恩恵をさしあたりなお請願す

る。・・…・o

　フリーデバハにて1830年10月21日
　　　　　（50）

　印章の場所

　〔摂政〕殿下

ゴットホルト・フリードリヒ・ラウァー（他5名）

　設けられ，1774年から財務，1778年から商務，1813年から軍政を直轄したので，枢密

　会議（Geheimes　Konsihum）と改称された中央官庁は，次第に権限を縮小していっ

　たQ1817年に旧名に復し．，審議機関となった枢密院は，1832年に廃止され，閣僚会議

　　（Gesamtministerium）が設置されたQ枢密院・枢密会議の構成員は現職枢密顧問官

　と呼ばれた。R6mer，　S’．96－98；Schmidt，　S，49－50，84－85，204，237．

（16）契約，慣習あるいは判決に基づく奉公強制は，1832年償却法によって無償で廃止さ

　れた。Judeich，　S，60；Wuttke，　S．217；K6tzschke，　S．142；LUtge，　S．264；

　Schmidt，　S．　149；　GroG，　S．　105．

（17）本請願書（ll）一（1）ではBaBlerと表記されている。

（18）シェーンハイダは，かつてのザイダの騎士農場の一部が私有地となったものである。

　Sehiffner，　S．　595．

（19）1840年の救貧法施行前に一般的であった救憧の方式は，順番の移動（Reihezug）で

　あった。無宿の貧民は，共同体構成員の家から家へ順番に移動し，それぞれの家で数

　日ずつ食事と寝所を提供されたのである。Schmidt，　S．160．

（20）原文をわたくしはFischpachとしか読むことができないが，　Fischpachtと解する。
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（21）フォークッドルフはヴォルケンシュタイン管区の大きな村で，1834年の人口が1，105人

　　（174戸）であった。当村所在の領邦君主直楓騎士領はハルティチュ家（von　Hartitzsch）

　　に所履した。Schumann，　Bd．12，　S．303－306；Schiffner，　S．642；Blaschke，　S．

　310．

（22）ドルフケムニツはフライベルク管区の大きな村で，1834年の人口が1317人（188戸）

　　であった。二村所在の領邦君主直厩騎士領はハルティチュ家に所属した。Schumann，

　　Bd．　7，　S．　199－211；　Schumann，　Bd．　18，　S．　322；　Schiffner，　S．　604－606；Bla一一

　　schke，　S，　301．

（22a）原文をわたくしはF16Bchenとしか読むことができないが，　Flh3chenと解する。

（23）原文をわたくしはhunr｛gerとしか読むことができないが，　hungrigerと解する。

（24）ザイフェン村の請願書は，ここで紹介している文書（580号）に含まれていない。そ

　　の理由は不明である。

（25）音楽強制（Musikzwang）は1850年2月19日の法律によって無償で廃止された。

　Judeich，　S．　71；　Bar，　S．　27；　GroB，　S．　114．

（26）村費に関する決算は，共同体構成員の会合で行なわれ麦。

（27）屑拾い（Hadersammeln）の禁制権は！850年2月19日の法律によって無償で廃止さ

　　れた。Judeich，　S．71；GroB，　S．114．

（28）これの償却ないし廃止がいつ規定されたか不明である。

（29）これの償却ないし廃止がいつ規定されたか，不明である。

（30）この項目は，後出（23），（24），（26）一㈱，〈31＞一（34＞の9項目と同じく（1）で請願されるべき

　　ものであろう。

（31）フラウエンシュタインは同名の管区にある小さな管区所属都市で，1834年の入口が

　1，025人（139戸）であった。Schumann，　Bd．2，　S．711－725；Schumann，　Bd．15，

　　S．　844－848；　Schiffner，　S．　651－654；　Blaschke，　S．　5；　L6scher，　S，　98－99．

（32）1764年に道路建設のために道路技師（StraBenmeister），また，それを監督するも

　のとして道路建設監督官（StraBenbau一・Aufseher）の制度が設置された。　Pljtzold，

　S．73．Vgl，　Rbmer，　S．810．道路建設技師はどちらを意味するのであろうか。

　なお，後に紹介するケマースヴァルデ村請願書では，道路建設監督官だとされている。

（33）原文をわたくしはrollirenとしか読むことができないが，　rollenど解する。

．（34）これがいかなるものか不明である。

（35）外国製品に対する国境物品税は1822年に導入され，1833年1月1日から廃止された。

　Steuern，　S．　90，　Reinhardt，　S．　305．

（36）原文をわたくしはpassend　weder　passend　geborenとしか読むことができない

　が，passend　weder　geborenと解する。

（37）ある営業の経営のために本領地域で領主に納付されてきたすべての給付・貢租は，

　1851年補充法によって国家補償で廃止された。Judeich，　S．62－63；Bar，　S．28．蒸

　留器賃租はこの種の貢租と見なされうるのではなかろうか。

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

（39）原文をわたくしはMan　Iasse　lasse　doch…としか読むことができないが，　Man

　lasse　doch…と解する。
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（40）原文をわたくしは，es　es　selbsヒ…としか読むことができないが，　es　selbst…と

　解する。

（41）原文をわたくしはein　Nothfa11としか読むことができないが，　i．m　Nothfallと解す

　る。

（42）本領地域の織機賃租も前註（37）の蒸留器賃租と同種の貢租と見なされて廃止されたの

　ではなかろうか。

（42a）ザクセンでは1763年から，1753年目オーストリアとバイエルンとの協定に基づく

　鋳貨率（いわゆる協定貨幣。重さ1マルクの銀が13壱ターラー。ITIr＝・24Gr＝288

　Pf）を採用した。ドイツで最も流通していたプロイセン貨幣（1マルクの銀が14ター

　ラー）は，ザクセンでは19世紀初にその銀価値以上の相場をもっていた。すなわち，

　100Tlrの協定貨幣は相応の105Tlrではなく，それより少ない103壱Tlrのプロイセン

　貨幣と両替されたのである。関税同盟加入後ザクセンはプロイセンの鋳貨率（いわゆ

　る同盟貨幣）を受け入れ，1840年の通貨改革で1　Tlr　・　30Neugroschen（Ngr）＝＝・300

　Pfと定めたQ　Schwinkowski，　S，37－38，64；Schmidt，　S．156－157．　　ここで

　訴えられていることは，領主側が協定貨幣の1　Tlrとプロイセン貨幣の！Tlrとを等価

　とみなして，領民からは協定貨幣で受け取り，領民への支払はプロイセン貨幣で行な

　う，という事情であろう。

（43）ザクセンでは塩は領邦君主の鉱山特権に属した。1778年からは，10歳以上の領民1

　人当り年2Mtz，牛1頭あるいは羊10頭当り年1Mtzの塩の消費が強制された。公定

　価格で販売すべき塩小売店は，雲助君主の塩販売所から直接に，あるいは家産裁判領

　主を通じて塩を供給された。後者の場合，その手数料は1Schf当り一2Gr一であ・）

　た。この制度は，すべての岩塩坑がウィーン会議の結果プロイセン領となった後も存

　暫した。1840年5月23日の法律は塩の消費強制を廃止したが，塩手数料は一5Ngr一

　に引き上げられた。R6mer，　S，683，686－688；Steuern，　S．88，137－138．一領

　邦君主の塩専売は1867年11月12Hの法律によって廃止され，同年11月13日の法律は塩

　税（Salzabgabe）を導入した。　Gesetzsammlung　1867，　S．335，337．

（44）本領地域の不動産非保有者から保護領主へのすべての給付・貢租は，1851年補充法

　によって国家補1賞で廃止された。Judeich，　S．62－6＆Bar，　S．28．保護料はこの種

　の貢租と見なされうるのではなかろうか。

（45）原文をわたくしはmit　Freybergとしか読むことができないが，　nach　Freyberg

　と解する。

（46）ラウシェンバハは，1831年までラウターシュタイン管区に所属した小さな管区村落で，

　1834年の人口が40人（5戸）であった。この村の東部・南部には広大な森林があった。

　Schumann，　Bd．　8，　S．　803－808；　Schiffner，　S．　661’662；　Blaschke，　S．　307．

（47）都市が農村での醸造を禁止する禁制権，醸造強制（Brauzwang）あるいはビール強

　制は，1838年3月27日の法律によって国家補償で廃止された。Judeich，　S．69－70；

　Btir，　S．　23；　Schmidt，　S，　157；　GroB，　S．　114．

（48）領主の建築許可権は1851年補充法によって国家捕償で廃止された。Judeich，　S．62

　－63；　Bljr，　S．　28－29．
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（49）著名な請願書は，9月13日付ドレースデン新市街区のもの（Hase，　S．113－125に

　　採録。その起草者Christian　Gottlob　Eisenstuckについては松fiE　1　973，121ページ参

　　照。），9月16日付ドレースデン旧市街区のもの（Hase，　S．125－128に採録。　August

　　Theodor　Kuntzeにより作成。〉，9月17日付ライプツィヒ．市のもの（Hase，　S．139－

　　152に採録。）およびケムニツ市のもの（その要求項目はUhle，　S，75；StrauB，　S．

　　228に整理されている。起草者Moritz　August　RiChter　e二ついては松尾1978，145，

　　162－163ページ参照。）である。

（50）locus　sigilliの略号。現在では所在不明である，この請願書のオリジナルには，

　　ここに押印されていたことを，この略号が示している。
　　　　　　　　　　　　　　N
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