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騎士団領プロイセンにおいては一四〇〇年までに約一四〇〇のフーフェ賃租村落と九三の都帯が建設された︒村落建設の
コムトウライ

一主としてフーフェ賃租村落についてf

プロイセンにおける村落建設

︻要約︼

ステはしかし具体的な農民の数を示してはいない︒村長および農民に対する諸々の規定は一般にどこでも同じようなものだったが︑

最古のハソ蚤フェステは＝一八二年のものであるが︑農民の移植は個々の地区の課題であった︒地区監督はこれを請負人1ーロカ
トールに委託した︒ロカトールは必要な数の農民を誘致し︑それぞれの村に一定数のフーフェを確保した︒史料となるハントフェ

詳細にみればある種の相違を示している︒多くの地区に分割されていたクルマーラントについては正確に考察するのは困難である
が︑他の地区ークリストブルク︑エルビソク︑パルガ︑ブランデンブルクおよびケ⁝ニヒスベルクについてはかなり具体的な映像
い︒

．

史林

六一巻五号

一九七八年九月

をもつことができる︒．一般にドイツ農民絃恵まれた条件を享受していたといわれているが︑果してそうであったか︑吟味してみた

序

﹁二のハントフェステを手掛りにしてプロイセンの村落構造の魚体像を推測す

ドイツ騎劇団統治下のプロイセンにおいては一四〇〇年ごろまでに九〇余の都市︑三五〇〇の騎士領と約一四〇〇の賃
①
租村落が新しく誕生したが︑本稿の対象となるフーフェ賃租村落はワイクゼル以東において約一〇〇〇を数える︒村落建
②
設の主導権をとったのはうソデスヘルたる騎士団︑司教とその聖堂参事会であり︑私領主によるものは少なかった︒
この主題に関する従来の取扱いでは︑
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作

③

④

るという方法がとられてきている︒本稿はプロイセン史料集に収録されている多数の村落ハントフェステを地区︵国○箏
け霞8別に分けて考察し︑各地区における特色の有無を探ることを狙いとする︒

まず植民の年代と地域とを考慮して概観すると︑＝天○年ごろ軍事的糊圧が終ったのちにクルマーラントから古い呼

名をもつ勺︒ヨ①舞巳ΦP℃○αqΦ舞艮Φ遊毛磐圏巳︒鋒瓢暮露αq①PQQρ鋤簾αの諸地域において活発に村落建設が展開されていっ

た︒即ちワイクゼル以東︑東プロイセンの西南部︑西部︑西北部へと進んだが︑誌四世紀中頃にはドイツからの農民移住
⑤

は減少し︑そののちは主として内陸植民の形をとって東プロイセンの南部︑東南部および東部︑即ち古い呼名のQQ蕊・・①戸
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る︒ただし本稿では司教領︑騎士領における村落建設についてはふれ
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①

た︒騎士団によるプロイセン征服事業はこの地方からはじめられ︑地理的にもワイクゼルを境界としてポーランドのクヤ

ヴィーン︑マゾヴィーン地方に接する重要なところである︒ここでクルマーラントを一括して述べることはやや粗雑の感

はあるが︑実は我々の史料集に収録されているこの地方の村落ハントフェステの数はそう多くないのである︒

最初にクルマ二一ソトフェステを取上げなければならない︒これは元来クルム︑トルソ両市に与えられたハントフェス

テであるが︑他の都市にもまた騎士領にも村落にも広く適用された基本法として︑いわゆるクルム法の原典をなすもので

ある︒通常二四か条に分けられる条項のうち︑次のものがクルム法の名の下に村落に適言された︒ω裁判権について︑大

すべての湖沼︑海狸︑塩坑︑金銀︑鉄以外のあらゆる金属の鉱山

裁判収入の三分の一と四シリング以下の小裁判権の授与︑ω司祭教会への土地譲渡︑⑩フランドル的世襲権一男女両性
の世襲権︑⑪ランデスヘルの留保するレガーリエン

権︑⑫漁獲権−昌㊦名ραと呼ぶ網を除いて︑自己の食卓のためにのみ限定︑⑱粉畷場の建設︑⑯野猪︑熊及び野呂鹿を
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除くすべての野獣の狩．猟権︑㈲土地譲渡権︑．但し買手は売手と同じ義務を負担する︑⑰軍役について︑四〇ブーフェ以上

②

シェヅフェルの小菱と一シェッフェルの裸菱を︑ポーランドのハーヶソにつき一シェッフ

の占有者は重騎兵勤務︑それ以下のものは軽騎兵勤務を負担する︑⑯ラソデスヘルの支配の確認料︑⑳司教十分の一喫と
してドイツのプフルクにつき

エルの小麦を支払う︑㈲フーフェ数はフランドルの慣例に倣って適用する︒

プロイセン史料集にはクルマーラントの村落ハントフェステ四二を見出す︒まずクルマーラントにおける最初の︑そし

て恐らくプロイセン全土における最初の典型的な史料としてフランケンハイソ村のハントフェステを取上げる︵以下ハント
フエステの引用に際しては全訳ではなしに要点のみを記す︶︒
③
男量乱おβ7ρ︶︑峯村︵一二八三年︑グラウデンツ地区︶

﹁発布者はラソトマイスター・マソゴルト︒ローメ湖畔の一〇八フーフェをロカト⁝ルたるコソラート・フォン・ライヴィツに委譲︒

同地は曾て前任のラソトマイスターからヘルマソなるものに委譲されたが︑異教徒の侵入によって破壊されたため︑以前の縦揺ティ
④
コソラートは上述のフーフェの六分の一を量99δδ＄鼠○罎即賦役と賃租とを免除されて占有
オンを若干変更して与える︒即ち︑

する︒しかしラント民と共に一般の国土防衛のため参加を義務づけられたときは別である︒コソラートは与えられたフーフェを三つ

の耕区から好むがままに六フーフェずつ選ぶことができる︒ラソデスヘルに帰属する残余のフ⁝フェをコソラートはドイツ法により

委譲され︑濃民はフーフェ毎に毎年賃租として九スコット銀を支払う︒倶し一一年闘は免租とする︒しかし司教の権利は除く︒更に

村人に籍の二子フ・を与える・そこト糧フランケソハイソ禁設立される・脳露のための土地構五ルーテで村域の長さと論・

村の教会に八フ⁝フェを与える︒そのうち四フーフェを司祭は葭己の牽畜を以て耕作し︑他の四フーフェに対しては上認の賃租を受

取るものとする︒免租期間中に戦争が勃発して耕作が妨害されたときはその期間だけ免穆年を延長する︒もし認められたフーフェを

超えて耕作するときは︑ コンラートは同様にその穴分の一を免租として占有し︑残余のものからは賃租を支払う︒上述の土地にお
⑥
いて騎士団はアロットを設けることなく︑またコンラートとその相続人以外にいかなる封臣をおくこともない︒農民は湖において漁
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賛することができる︒但し量づ．簿と呼ぶ網を除き︑また彼らの食卓のためと訪聞客への饗応のため一時的に必要とするだけに限ら

れる︒農民は飲食のため売買することができるし︑一つ又はそれ以上の居酒屋を設けることができる︒但しそこからは免積年の過ぎ

たのちに毎年二分の︸マルクの賃租を支払う︒農民はパソその他の食物および亜麻布を村において自由に販売することができる︒こ

一九年臼から一フーフ

の村は裁判の判決においてクルム法をもち︑コンラートは村長職を世襲的にもつ︒裁判収入の三分の一はコソラートに与えられ︑そ

ェ毎に支払う︒﹂

一般に村落ハントフェステは基本的に次のような項目を含んでいる︒

の三分の二は騎士圖に留保される︒なおニソラートと農民は＝一年目からは六フーフェ毎に騎士団に支払い︑

このハントフェステは内容がほぼ完備している︒

ω発布者︑②村域︑面積とその境界︑㈲冒カトールロ村長と適用される法︑村長の免程フーフェ︑村長特権−低級裁覇

権︑裁鞠収入の配分︑更に村長の義務︑通常軍役を負担︑ω司祭フ⁝フェ︑⑤農民に関して︑フーフェ賃租︑免租年︑そ

の他の貢租︵プフルクコルン︑辺境守備税など︶軍役︑賦役︑司祭への十分の〜税︑⑥村の春酒屡︑勘合場︑漁獲権︑そ
の他の施設︑⑦その他︑共有地︑過剰フーフェ︑市場権など︑⑧蚕簿︑発布揚所︑年月日︒

勿論すべてのハントフェステがこれらの項目を十分に具備しているわけではない︒上述のフランケンハイソ村は既にプ

○分の一︶に上り︑農民の負担すべきフーフェ賃租は九スコット

ロイセン人一揆以前に建設されており︑この更新文書において村長も農民も他に例を見ないほど有利な条件の下におかれ
ている︒即ち免租の村長領は村域の六分の一︵逓常は

︵通常二分の一マルク︑即ちご一スコットと二羽の鶏︶であり︑同村は戦乱の被害を蒙ったため一一年間の免租を認めら

れ︑更に一二年目から七年間は六フーフェ毎に賃租を払うことになっている︒このような長い免租年とその後の賃租の割

引きは他にも例がみられるが︑村落建設のためニフーフェの免組分を与えられている例は︑都市の場合は別として︑他に

見られないものである︒また村内に騎士領をおかないという表現は一応の原則であって︑実際には騎士領の介在している
場合が見出される︒またこの農民はパン︑食溜︑亜麻衛の販売の自由を認められている︒
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⑧

⑨

⑦

上掲のフランヶソハイン村のハントフェステに記載されていない規定が他の村落のものにおいて見出される︒ωδαq津冨負

臣①9︒詳≦巴αΦおよびぞ巨巴︒ほでは村長は賃租を集める任務を負わされていた︒村長領は大抵村域の一〇分の一を免
⑯
租で占めていたが︑芝竜︒N胃村の場合︑六フーフェのうち三フーフェを免租とし︑残りの三フーフェからは賃租を支払っ
⑪
た︒また法転換して五〇フーフェをもつN巨①づ・o村では村長は五免租フーフェと一居酒屋をもつほか︑隔て他所で所有

していたニフーフェの代りに同村において三フーフェを与えられている︒村長の軍役負担は︑すべてのハントフェステに
⑫
⑬
⑭
⑮
翰

⑧

記されてはいないが︑一般的であったと思われる︒じd冨ω①戸U衆悪峯戸Ωo目節創冨ooζ窪および図①コあの村長はそれぞれ
⑰
憩
いわゆる℃冨ヰ2蝕︒霧げを負担した︒またω冨ヨωぎ○︒︒貯○鼠簿の場合のように村長職はその権利・義務と共に売買され
ることがあった︒

⑲

⑳

次に村の騒げΦ露節居酒屋について︑U冨貯8げ︒︒ぞ螢5①の場合︑その居酒屋から六三羽の鶏を給付した︒一般に居酒屋か

らの賃租は三i四マルクと鶏の例が多い︒村長自身に居酒屋および粉愚息が与えられている場合もあり︑QQ︒げ9≦鎗O①村

では居酒屋とパンまたは肉を売るヨp8≡とからの賃租は二分の一を村長に︑二分の一を騎士団に配分され︑村長は粉眼

このような騎士と村落との関係︵耕地区分︑混在制︑

場から毎年三マルクの賃租を払わなければならなかった︒
⑭
また○舞巴村には七フーフェをもつ騎士がいた︒彼は四フーフェをもつ村長と同様の胸甲をつけた軍役を負担した︒
⑳

○璋げ貯村においても軽騎兵勤務を負担する二名の自由民がいた︒

裁判権など︶についてはハントフェステからは何も知ることができない︒しかし少くとも村長の裁判権は柑内にいるこの
騎士には及ばなかったということができる︒

農民の主要な負担はフーフェ賃租であり︑ω︒げ貧募郎村のハントフェステにみるように通常一フーフェにつき二分の一
⑩
⑳
マルクと二羽の鶏である︒農民に許された共有地として毛省︒艮村とUδ鍾ざび︒︒α○諜にはニフーフェの共同牧場があり︑
⑮

切ξヨ窪窪村には牧羊のために二分の一フーフェの放牧場が免稚で与えられていた︒また養蜂が行われていたが︑上述の
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⑩

⑳

爵

⑳

爵

⑱

ぞ壱︒葺村では伐木権を認められるに際して養蜂を妨げてはならないという規定が見出される︒

ハーケン毎に一シ

上述のUδ霞8び︒︒αoほのほかクルマーラントの三つの村落切ごヨ①昌斜戸ω︒げαコ≦巴α①M署①鼠︒ほにおいて男穿σq﹂鎖鋳⑦亭

δ議の給付が定められている︒即ちプフルク毎に一シェッフェルの小麦と一シェッフェルの裸麦を︑

ェッフェルの小麦を騎士団に納入することが規定されている︒クルマ⁝ラントにおいては騎士団と司教との協定︵＝一五五

年︶により司教十分の一税はすべてクルムゼー司教のもとに入った筈であるが︑このプフルクコルソは騎士団にに納入さ

れた︒教会的十分の一輪としての性格を失って騎士団自体もランデスヘルとしてこの現物貢程を要求したのである︒後述

するようにエルピンク地区とブランデンブルク地区とにおいては殆んどすべての村落がこの貢租を負担した︒
⑳

農民の賦役についてはハントフェステに記載されていないが︑男○σqσqΦ夢雪ω︒コ附近の村では年八臼の賦役を負担してい
⑳

る︒なおこの村のハントフェステには村長について何も述べられていない︒

クルマ⁝ラント東部のいαげ雪地方にはポーランドのプロツク司教によって発布されたハントフェステをもつ七つの村

落を見出すが︑これによって同地方の一部が同司教の領主権の下に服していたことが判る︒これらのハントフェステによ

ると免租年が八一一二年に及んでおり︑村長は大抵一つの居酒屋を保有し︑賃租はフーフェ毎に二分の一マルクとなって

おり︑十分の一税として一シェッフェルの小麦と同量の燕麦および二羽の鶏を要求されている︒ここでも一般に騎士団の
曾

＠

村落とは大きな差異はないといってよい︒ただ08口αN9毒村のように村長が全裁判収入の取得と共に街道裁判権をも与

えられているのは全くの異例であろう︒なおゲルトナーのいる村○興三σq︒︒OO誌が緊①︒︒︒︒霞地区に見出されるが︑この村

つぎにポメザニーン司教区をとび越えてマリエソブルク地区に移ろう︒プロイセン史料集に

は村長を欠いており︑ゲルトナーの負担はモルゲン当り一フィルドゥソグの賃租となっており︑かつ彼らは土地の売買を
禁じられていた︒

マリエンブルク地区

はこの地区の村落ハントフェステがのちに更新されたものを含めて四入収録されているが︑特に≦φ8房Φ劉賭○σq暮間の
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OHoゆ①H≦①a豊にあるものが比較的多いし︑また○同02︵oB夢裡毛①彦豪く◎β○錺①言の在任期間︵二瓢一五ーエ四年︶に多

くのものが発布されている︒

また村長は自由な市場権馬冒§書§

この村一〜六フ⁝フェ︑村の司祭に六フーフェ︑村長ディトリヒに一〇免租フーフ

まず諺箆①U8導︒峯︒芝村︵Oづご︒寡Φ塗〜一三一二年︶の場合︑
﹁発布者はヴェルナー・フォン・オルゼルソ︒

ェと村長職をクルム法により与える︒彼は村の大小裁判の収入のうち三分の一を取得する︒

ミミ鷺ミ寒ぎ帥§謡§蕊§妬心ミぎ一筆凄を認められ︑村の住民はフーフェ毎にニマルクと四羽の鶏を支払う︒﹂

一三四九年︶村のハントフェステを取上げると︑

ここではフーフェ賃租が著しく高いことに気付く︒しかし免租年︑鷲鼻の賦役︑プフルクコルン等についての規定は見

ホツホサイメタ

出されない︒つぎに〇二〇R︵○凱︒≠︑

門発布老は総監督揖︒ぎユ︒同μ9あ︒営︒びロカートルOo筈㌶自○邑︸鐸oo︸詳と住民たちに四八フーフェをもつオルロウ村をクルム法

により永久に占有させる︒境界明示︒フーフェ数が少ないときは減少している分には賃租を課さない︒フーフェ数が多いときは他の

ツーフェと同様に賃租を支払う︒ゲルハルトに免租でニフーフェを占有させる︒裁判収入あるときは三分の二は騎土団に収め︑三分

の一を村長に与える︒但し街道裁判権は除く︒四六フーフェからはフーフェ毎に一マルク半と二羽の鷲鳥を毎年マリア墾燭祭に納入

する︒農民は乾草作りの賦役と大きな堰翠黛築の賦役とから免除される︒村域内の湖沼︑堀︑川甲における漁獲権を認める︒また鳥の

捕獲を認めるが︑§も象撃ミミ§§肉食鳥を除く︒農民たちが土地にとって有害となる水を川に導引することを認める⁝⁝︒﹂

ここでは何故か柑長領はわずかニフーフェである︒冒頭にみる﹁ロカト⁝ルー村長と村の住民に村を与える﹂という表

現はしばしば使われている︒またこの農民は賦役を免除されているが︑この地区では乾草作りの賦役のほかに堰堤構築の
賦役を義務づけられている場合が多い︒

更に他のハントフェステかちマリユンブルク地区における特色を探ってみる︒村長の裁判権は圃より非ドイツ人には及

ばないが︑GQ︒びα器げ負σq村における如く村人が騎士団の秘録または異邦人と争った場合はこれを行使することができた︒
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鐙

鍛

⑳

倶しゑ2ヨ鴛閃村および国露No巳︒は村における如く譜○畠巴①ωに対する裁判権と街道裁判権とはもっぱら騎士団側の留
︒

⑪

保するところであった︒また村長の軍役は切δ罫Φ村の場合の如くOμ≦興鳥窪において慣例になっていたようである︒

農民に関してはこの地区では一般にフーフェ賃租は高額を示しており一−四マルクに達している︒賦役もフーフェ毎に
曾

⑭

⑮

三⊥出撃負担し・育の禦多晦・その内容は上述の如く乾草作りが多いが・しばしばぎ選①に関する規定が見出

される︒賦役の代納金は比較的高額に上っている︒プフルクコルンを要求されているのはわずか一村のみであるが︑他に

一般にゲルトナーの

＜o詳伝αqo已藁薦︒戦ロ・oゴ⁝嚥oF切傷Gσ︵62︶Qり・峯ω■

︑謡辱︑ミ翫窯跨唱ミ︑oぎミ恥︾ミ嚇︑題謡︒笑窪託ミミごミ駄馬ミ馬織慧ミ昏§こ

娼お蝿ゆ︒算H口

蕊象ミ聴慧騎Oo§．a恥︒ミ砺ミ賜ぎこミ舞茸驚︒糺ミ器ミ鰻丼象8鳶︒ミ守﹄§防
⑦℃￠切囲＼N血続ま︒︒

⑥

ついては詳かにできない︒ゲルトナ⁝のいる村は鼠邑︒自のほかに数例をあげることができるが︑
負担は農民のそれに較べて重いといえる︒
①プ戸イセンの歴史地理的な考察は甲轡ノδ︒︸冨05蛍Φ図β冨梓多∈一αq
αoωω議α自重さ嘗霧中昌〜♂．o︒c挫℃き當蝕切︒岸︒嵩〆＜oざ同翫︒＝営託﹁国ぎ〇三緯︒門学

No剛伜ψ07鉾PO︒蔭款︒塁巳ごり．

︸讐お09ぼ︒客膳■本稿に関して利用した歴史地図は護9︑出差︒㌣

︒︒oげ鹸ooα貸養℃三ωo︸δd一詳︒お自︒一国禺鈴回昌

⑩℃d切ぐト︒▼冥μ認野

錯○こω．H吊り■

⑨営︷山こH押窯罫回︒︒︒︒．年総額を示している︒＝．緊阿憲PO︒ヨ︒﹃︵一ρP

ジ﹁o霧︸︻霧︵7窃σq︶噛訟陣︒︒oほ6607σq8αq﹃︹も三ωo︸μo轟﹀￠霧鳥︒︒︒耀δpら︒⑧
㌣ 笹鐸讐気5器⇔．
一議臣篇︒も隠︑いδ︷こ押ノ＜δωげ舞戸05一ΦON

いて1扁︑﹃史学雑誌﹄七五編七号︑五〇頁︒

②拙稿﹁プロイセンにおける都市の特権状i特にクルム法都市につ

弓開δ○託σQヨし︒oh勺岳ω鐵斜○諏︒議Hり⇔♪

③℃￠bごH＼b︒セ目aρ夏野oH瓢σq危難≦o貯甑︒ゴ︵訂g・σqYφ弊嘗二鳥◎
28剛瓢こ客5噛Oρこの村がポーランド法からクルム法に転換されたと

℃﹂＄

いう指摘は尉．U．6鴛溝︒⇒

誉ξ二同押累月．し︒鰺︑U鯖二＃ぐう毒鐸︑誌ミ吟ミミミ蔚ミ§︑凡qミミ？δ︾寧

向恥鴨ミ噴馬馬ミミ黛ミ嵐暖腰梱

⑭芭α H押累5ωり野Ω︒琶

§乱wミミ§馬︑§ミミ§恥ミミ魯

篭︑ミ起§魅愚§篭偽軌ミ︑ミ強いミ﹂Qζo qミ偽窺詮︑ミ黛ミ§ミ浅こミミ〜もミミ．．

⑬

⑫℃￠切ぐト︒噂翼鉾象ρ望冨︒隔yミミ箋δ避竃ミミ醤p

ド8巴押￠霞︐9処鋤畠櫛掃O⑪QQ曽ソ7︐．回卜∂傘

この語を含めたハントフェステの解釈については野ノ＜oぎユ︒営

三遠Φ養二三〇昌匙oρ自︒＝o昌聾自画︒怨も◎oゴ︒鵠○︒︒討貯巳≡嶺凶コρ窯卿＃ゆ貯潔臼︐

④

Uδ⇔節ヨ60ぎユ霞qσ㊦謎①言§磯貯鳥曾Qっ巴ヨづ一∈嘱く︒＝○ω冨δ争
ε詳αq誓参籠愚㊦戸戸箒鱒二三げき＝o財蒙憎蝕oQo︒︒oプ一9祥︒ツ食客07毎乙
○ω＆①9ωo竃餌謬鳥伊尉9お︵お圃O︶oっ．で亟Q︒．

⑥麺娼ρ言ρU①暮︒︒︒︸6げ留鐸①集︒90︒厳鼠＆︒一覧○＆oま砺3鉢
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⑯彦山こ潤押属戸︒︒㎝P図二巴ωでは村長は免租四フーフェと賃租ニフ

⑯ぎ︑§ミ偽§嵩§ ミミ守ミ塁㌣︒§ミ慧ミ防ぎ驚︑跨§噛ミ謹恥画§㍗

⑳凶玄山こH＼卜︒噂累戸謡︒︒﹁

堵μ謡歴

凶σ置二H＼N闇物5勺︒◎ρ

No搾ωo﹃μい○ω諜︒崩OげこHN日αQ

uQ．屋蒔占卜．なおこの二論文は共に次の書物に収められている︑≦．

N駕憎Ωoωoプ．O凸℃毎鐸ゆ︒巳ρ嵩ユO︒︒．鵠湯σq■︿O昌国切ρげ野レ臼霞σ鐸茜δ①Q︒讐

︵δ①ω︶ω．ミもQ18ρUoH︒・己Uq踏巴内①瓢営︾津℃円︒償ゆ①戸囲範ωε象︒鐸

切簿ユ︒び︒・o貯ぴ①諜ぎ︾冨℃お昌ゆ⑦pH冨

⑳プフルクとハーケンの意味については︑ノ＜・H︵昏詳U窪同日鐸σq巴ω

⑳

⑳受畠二ぐトっ

匙§登このような禁令は上掲のシャルナウ村でも見られる︒

⑮曇血こH同噛寄︐おP蜜09内曄戸

ーフェを与えられ軍役を負嘉した恥ミミ轟§§ミミミ§馬稔らミミ畿
り
題ミミ勘萄ミ︑馬Oミミ§笥勲疇馬§ミ8嚇ミミ竃蕊騎§帖騎︾汽ミ§勝

村長はプロイセン人 な り と ︒

⑰3陣飢二H押翼鉾8もe岸︒彰ω﹃鳴．劉○騨尻ω向洋餌・騨○二や③り．この

蔭①︒

⑱りObd嵩25＝︒︒噛○ω零〇三け汁■暴説言①噛O︒ヨ魯孟ρ︒︒マ容b︒噛書日■

⑲℃￠切胃ぐ鱈頃︻二蒔．銀鼠袖畳では二人の居酒屋が年二六マルクの

ω冨嵩村は二日の賦役を負担︑但しON切や

両三ぎ噸く2σq冷蹄96コ畠︒￠暮震誓︒プ昌昌αqN口円ヨ蠕け巴ρ洋O識8げ⑦昌○の叶ω︻？

O︽には賦役の記載はない︒

勺d雪輪H魎裟戸さρ圃︒︒

与えられ︑裁判音入の三分の一の取得を認められていた︒麟・℃暮NP

賃租を要求された︒なお彼らは所属する土地について大小の裁判権を
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においても村長を欠いている︒

例えばζd罠︒誼︒﹂σ置二上押客四一ρOδヨげ︒︒器騨層ξ峯

HH噛多色ω︒︒bっ噛ミb︒ゆ困HぐP累5卜︒ホ・

H押聚戸お．

竃凹㊦ωδ三ω評O毫ρ子こ二HH噂累μ目り伊OO諺6≦P一げ試こ属二一㊤①．
⑱ま6

⑳

H＼bo．翼μα①P累︒βαo臥陶ヨ肖山こ堵ぴ刈胎ρΩ2ぎσq呂︒醜臨魑酬げ鐵■噛屠h鴫︒︒O

⑳§ミミき恥ミ§鷺も襲腰§い肉︒恕器N§︵翔︒σqσq雪質器象︶層勺αゆ

⑳

巳ロ謬限囚αぎH竃G︒9

○霧︒三︒茸︒軍⑦島︒塁層HH囲こQD■ミ①層

ΩOヨOヨOρψドリω凸

⑳℃Oω同＼b︒．累5遊民回＜︒翼
卜︒・H＜糟ω．﹃ω伊︾鵠葺■心．

勺d切鱗ぐ押扇昌ミリ¶
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唱窪地区では村落によって三シェッフェルずつの四種の麦︑一マルク
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⑪例えば涛振興魯二村は

マルクと野鶏自餌二員累p舘︒︒．上掲の

Ω5濃︒鐸①瓢窪村はニマルクと四鶏︵詫⑳︶︑ωoま謬鼠Φω①村は一マ

冥︻①o︒③び斜OΦぎb℃村は四マルク︑マイ

出雪げψ審簿村では六日の賦役を負担︑き㌣⁝−

きh︑§§繋ぎ§ミぎ︾一§ミミ§覧ミ轟ミ恥§ミ斗魯忌唖＆§ミ

一三伽こH＜・写．①お

ナスーフィルドゥング︑箭乙二嫉H＼野累5負O・

クと六日の賦役箭峯 ▼ H ＜

ルクと一ポンドの胡椒3ここ幾同＼押属μ︒︒ま・曳︒ヲ︿騨一計⑦村は四マル

⑫

圃げ一αこ鍔Z5︒︒簡潔鰹冒剛︒葺§髭・N艶ミ§砺馬§︸愚ヤミ3風翁

§唖§8
⑬

§繕ミ毯§きミO
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一げ一色．．H押客﹁．ω㊦9両為目窪婁︑§軌碍︑詩ぎいミ恥窃

フ⁝フェにつ

き六日目クーフィルドゥング︒幽σ乙二H＜▼区μ①◎︒9冥︒巳鑑﹁oゴ村では

前堂⑫国巴げω葺黛は一九フ⁝フェ一〇モルゲソをもつ村で︑村長

七マルク半︒

られ︑モルゲソ当りニスコットの賃租と八日の賦役を負担した︒その

巨ゆ；HH噂客国．ω㎝P竃δ一︒嵩村ではゲルトナーは一フーフェを与え

詳細は不明である︒

負握︒ONじdはこの地区の個々の村落について記載していないので︑

さらにプフルク毎に一シェッフェルの小麦と一シェッフェルの裸麦を

ーフェ賃租一マルク五スコット︑一︑イナス一〇ペニヒと四羽の鶏と︑

の三免租フーフェを除き︑残余の一穴フーフェ一〇モルゲソからフェ

㊥

⑯

ほかゲルトナーの住む村はUpα︒叢雲﹂玄血二H目＼一層宕白雲ρ切餌7

二︑帥乙ρ3ご二囲凝＼卜︒署客戸萱ω．ゴ︒αqo﹂げ剛α 凝ぐト︒噂署磐おタ客2一内罵07
一び置■．囲く．瓢戸⑦o◎O．

①

②

プロイセン植民史の上でクリストブルク地区はモデル学校であったといわれる︒特に地区監督

一玄畠こ調押客鉾 凸 N 腎 ﹁ σ q ㊤ 階 嶺 村 で は 賦 役 の 代 納 は

題嶺︾＆︑亀ミ評

⑭

クリストブルク地区

い暮げ曾く︒昌ゆ峯仁⇔ωoげ≦虫σQの在任期間︵＝三四−三一︶に多くのハントフェステが発布された︒ヴンダーによると一四一

③

ケ年までにこの地区において建設された賃租村落三四︵さらに更新一一︶︑都市付属の村落三︑私領主による村落三︑計
④

五一を数える︒プロイセン史料集で検証すると四九のハントフェステを拾うことができるから︑かなり詳細に実態を把握
できるであろう︒まずしdξ臼窪びΦ嗣げ村へのハントフェステ︵一二九九年︶をみると︑

この村は六三フーフェ︑うち五フーフェは村の教会に︒村長Oo葺盆く8鼠︒︒﹃

三四に村の一〇分の一フーフェとすべての裁判収入の三分の一を︑︸ミミ鋤ミご§遷永久に自由に占有する︒村の住罠は一〇年間免

﹁発布老は地区監督缶︒一ξ8げく︒訂N琴︸畠︒プ≦興汁
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＝

⑤

程ののちフーフェ毎に三フェルトネスと二鶏を毎年聖マルチィソ祭に納入し︑翔祭にフ竃フェ毎に一ジニッフエ︑ルの裸菱と雨量の燕

麦を納める︒村の住民はマグデブルク法を享受し︑緊急のときはその判決をクリストブルク市に提示することができる︒村の居酒屋
からは二年間免程ののち毎年ニマルクを支払う︒﹂

この地区においても村落ハントフニステの発布者は︑前掲のハントフ蕉ステの如く︑もっぱら地区監督である︒村の面

積はまちまちで小は三三フーフェから大は一二ごヲーフェまでの幅をもつが︑六〇フーフェ程度のものが多い︒

頂カトール即ち村長は通常村域全体の一〇分の一のフーフェを免租でクルム法により永久に占有する︒しかし詳細にみ
︑︑⑥
るとフーフェ数を以て示されている場合︑一〇分の一未満であったり︑それを超過したりしている︒
⑦
村長の相続権が前掲の如く貯おび︒お瓢笹易﹁世襲法により﹂とあって︑通例のクルム法によりという表現をとらない

⑨

⑭

場合がある︒この二うの表現にどれほどの差異があるのか明確にできないが︑世襲法がクルム法に較べて著しく不利にな
⑧
ることはないと思われる︒村長の裁判権は前述の地区の場合と同様である︒村の居酒屋の持主が個人である場合︑その賃

租が騎士団と村長とで配分されている︒村長自身にパン騒および肉屋の占有を認められている場合︑まえそれが村の住斑
⑪
に認められている場合もある︒

⑬

⑭

⑮

⑫
漁獲権は一般に村長と村人とに窃由に与えられているが︑小さい網によって自己の食篭のためだけに限られている︒小

さい網とは窪σQ①押げ帥ヨ①戸芝下熱④同どまたは簿︒園切oNN①と呼ばれるものである︒また堰止めなどを禁じた場合もある︒

⑯
粉骨場に関するハントフェステはただ一例のみを見出す︒ 一五世紀前半においては密益ヨ︒δ水車のほかに書纂白︒冨
⑰
風車も見られ︑一般に粉畷場からは穀物給付が義務づけられた︒クリストブルクにおいては粉畷場は多く騎士齪の独占で
⑱
あったのだろうか︒

クルマーハントフェステにおいてはクルム市がクルマーラントの上級法廷として指定されていたが︑クリストブルク地
⑲
区の一二の村落においてクリストブルク市への上訴が認められている︒
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村の住民が﹁特別な恩恵により﹂穀物輸出および販売の自由が認められ︑エルピンクまで自己の舟で輸送することが許
⑳
されている︒これはこの地区での特色の一つにあげてよかろう︒

さて農民の権利および義務について︑村落に定住した農民がそれぞれどれほどのフーフェ数を世襲保有していたか︑ハ

ントフェステは何も語らない︒一般にニー三フーフェであったと推測されている︒農民の家族数についても不明であるが︑
⑳
凡そ季寄位を想定してよいだろう︒もし農畏がニフーフェを保有していたとして︑余剰の穀物をエルビソク市まで運んで
販売できるほどの生産力を保持しえたであろうか︒これについても具体的には判らない︒

この地区において農民の負担するフーフェ賃租は︑一五スコットニ鶏から最高三〇スコット議題の幅を示している︒そ

して三四村落のうち五村落は一マルク以上になっている︒免租年の長さは︑記載のないものから︑四年︑六年︑一〇年︑

一五年︑さらに一八年に及んでいる︒フ1フェ賃程の納期はマルチィン祭︑ミカエル祭︑聖夜︑マリア聖燭祭またはマリ
珍
ア清浄祭となっていて一定してはいない︒この質租と納期が農民たちの要請によって決定乃至変更された場合もみられる︒

司祭への十分の一言は村長も負担し︑一フーフェ毎に一シニヅフェルの裸菱と同量の燕麦である︒地区監督によって発

布された五ハントフェステにおいて十分の一六はフーフェ毎に二分の一シェッフェルの裸麦と同量の燕麦を要求されてい
⑬
るが︑これらの村落はすべてのちのオステローデ地区に属するものである︒
⑳

プフルクコルソの要求は男魚︒げ①忌節︒げ村においてのみ見出される︒この現物貢稚は一般に騎土領に賦課されたが︑ラ

イヒェソバッハ村はクリストブルク地区に六〇フーフェ︑エルピンク地区に五四フ⁝フェを擁し︑二つの地区に跨ってい

たから︑後述するようなエルビソク地区の慣例に倣ったものであろう︒しかし一五世紀前半においてはクリスブルク地区
において℃論￠σqσq①崔と℃臨蝿σQ己滋国跳窪σqΦヰΦ答①が徴収されている︒

愚

⑳

農民の賦役義務について︑ヴソダーはそれがクリストブルク地区のハントフェステにおいて一三五〇年以降に現われる

といっているが︑筆渚の検出によるとそれ以前に裟①琶︒ほ村および囚ρ導℃窪碧村のハントフェステに見られる︒しか
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し前者はのちオステローデ地区に︑後者はマリエソブルク地区に編入されたから︑ヴソダーの取扱う対象には心えられな
⑱

フーフェ村落一
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かったのであろう︒一方農民の賦役は免除されているが︑かなり高額の代納金を義務づけられた村落もある︒

オーバソによってクリストブルク地区のドイツ農民の年負担をみると︑一フーフェにつきフーフェ賃租は一ニスコヅト

と心添︵二四ペニヒ︶︑プフルクゲルト乃至ヴァルト坦ーンはニスコット︑プフルクコルンは八分の三シェッフェルの小

︵一四〇ペニ

変︵三六ペニヒ︶と同量の裸麦︵二九ペニヒ︶︑シャルヴェンコルンは四分の一シェッフェルの裸麦︵二〇ペニヒ︶︑計一
㊧
七スコット一九ペニヒとなる︒これに対してヴソダーの箕定は＝二八九年ころニフーフェをもつ農民の負担は︑フーフェ

賃租が三六スコット四〇ペニヒ︑プフルクゲルトがニスコヅト︑プフルクコルンが一シェヅフェルの小麦

ヒ︶と圃量の裸麦︵コ一八ペニヒ︶︑シャルヴェソコルンが三分のニシエッフェルの裸麦︵八五ペニヒ％︶︑計五一スコッ
⑳
ト三ペニヒ％となる︒オーバンの箕定をニフーフェに合わせ二倍すると三五スコット八ペニヒとなる︒両者の算定にはか

なり大きな隔りがある︒ヴソダーに与するとすれば︑我々はプロイセンにおけるドイツ農民の経済状態についての従来の
⑳

見解を改めなければならない︒

ハーケン村落においては︑プロイセン人︑ポーランド人或いはリタウエン人が住んでいたが︑プロイセン史料集はハー

ケン村落へのハントフェステを欠いているため詳細に比較検討することができない︒因みに一四三七年におけるこの地区
⑫
のハーケン村落は四六を数え︑計一二〇六ハーケン半をもち︑ いくつかのハーケン村にはニー三ハーケンを免租でもつ
⑳

︵うちハーケン村落四六︑

この地区の村落ハントフェステは史料集に︑更新のものを含めて約四〇が収録されている︒ゲルマ

け①団ρ芝δ夢ぎσqしおヨ︒穏鶏がいた︒

エルピンク地区

⑭

ーズハウゼンの報告では一五世紀中葉にこの地区にドイツ人の賃租村落六四

O二〇1三一年︶のときであった︒

七︶︑計一︑〇五一ハーケン余が存在していた︒またこの地区での村落建設の高潮期はコムトゥル頃賃ヨき昌く︒鵠○℃噂Φ⇔
（一

プロイセンにおける村落建設（山田）

⑮

この村は六〇フーフェをもち︑図！︑霧葺謬にクルム法により委譲︒

まず切震ヨσq貧鏑村︵一三二〇年︶のハントフェステについて︑
﹁発布者はコムトゥル囚○昌量α＜oコい8岩窟げΦヨ

エヴェルヴィ

ソは一〇分の一のフーフェを免租で︑村長職と共に永久に占有︒残余の五四フーフェから農民は八年間免租ののち︑フーフェ毎に二

分の一マルクと四羽の鶏を毎年マルチィソ祭に支払う︒但し鶏については開拓の最初のときから︑要求されたときいつでも納入す

る︒また六〇フーフェのプフルク毎に一シェッフェルの小麦と同量の裸麦を毎年納入する︒この村において居酒屋と粉近場とは特に

騎士団に留保する︒村長には村におけるドイツ人に対する小裁判権を与える︒大裁判権は騎士団に留保する︒裁判収入あるときはそ
の三分の一を村長に与え︑他の三分の二は騎士団に留保する︒﹂

このハントフェステの規定はこの地区において一三六〇年に至るまで基本的に殆んど変更されていないことがまず指摘

されなければならない︒勿論村域はまちまちで＝パー八Oフーフェの幅をもっているが︑上掲のようなフーフェ賃租と鶏
鐙

⑰

の給付についての条件づけ︑プフルクコルソの要求︑また居酒屋と一楽場との騎士団による留保︑村長の裁判権について

の規定は︑どのハントフェステにおいてもほぼ一貫して見出され︑このことは地区監督が交零しても変っていない︒しか
⑲

⑳

しマリエンブルク地区におけると同様に司祭への免租フーフェ委譲は殆んど晃出されない︒村長の軍役負担についてふれ

ているのも一例しか見当らない︒なおこの地区においても辺境守備税たるωo茎ζ①昆︒ヨは微収されていた︒

前述の如く居酒屋と粉写場とは原則として騎士団に留保され︑ これらが村長に与えられている例は見出されない︒
⑪
ω︒げ9σ露σq村の居酒屋は単独のハンフェステによってニコラウスに年賃租ニマルクと四鶏の支払いに代えて委譲されて

いる︒居酒屋からの賃租は一般に％−三マルクとなっている︒また単独の悼惜場のハントフェステは例えば麟芭6⇔α○ほ
⑫
における粉張場がニフーフェと共に国鷺角なるものに与えられている︒
⑬

エルピンク地区に属する℃⇒①αq舞ヨけ○糞①︸ωげ弩σqに切Φ煽葺Φao篤へのハントフェステが見出される︒

﹁ここには一六名の養蜂家が定住し︑彼らはそれぞれ一フーフェの耕地を与えられ︑土地の相続権については妻と子に認められ︑妻
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と子のいないときは騎士団に収納される︒彼らは一〇年閾免租ののちフーフェ毎に二分の一マルクと乾草作りのため三臼の賦役を自

シャルヴェン覗ルンはプフルク

フーフェ賃租は二分の一マルクと四鶏︵四八ペニヒ︶︑

弁で給付し︑それ以上の賦役に対しては手当を支給される︒彼らに条件づきで狩猟権︑漁獲権および養蜂権が与えられ︑特に蜜は紋
穫の二分の一を騎士繍に売り渡さなければならない︒⁝⁝﹂

この地区のドイツ農民の負担は︑ゲルマーズハウゼンによると︑

プフルクゲトライデは一シェッフェルの小菱と同量の裸麦︵計一スコットニ七ペニヒ︶︑
⑭

⑮

毎にニシエッフェルの麦を毎年ラントの三分の一から微収︵一八ペニヒ︶︑さらに賦役を換算して四スコット︑合計二〇

スコット三ペニヒとなる︒オーバソの算定によれば一八スコットであった︒因みにプロイセン人のハーケンからの負担は︑

⑯
Uδ霧お暮が六スコットニニペニヒ半︑缶○覧窪σqΦ箆が一スコット︑十分置一税が一〇スコット︑ω︒︾署Φ三く︒諺︵％シェ
⑰

ッフェル︶が一八ペニヒ弩︑合計一八スコット一一ペニヒ％︒オ⁝パンの計算によれば約一八スコットである︒ここでも

クリストブルク地区の場合の如く︑フ！フェと鳳毛ヶソの担税能力はほぼ匹敵している︒従って賃租ハ⁝ヶンをもつプロ

イセン人農民の負担は︑ドイツ人農民のそれに比して過重となる︒さらに一部の地区ではハーケン賃稚農罠は賦役または
⑱

徳

⑳

その代納としての二二σQ①匡ニスコット一五ペニヒを支払ったから︑これを加えると総計二〇スコヅトニ六ペニヒ％とな

四一年に分離したオステ羅ーデ地区に

一︵αH鵠耀．bゴO﹁ご嵩H㊤刈b⊃．

これは誤りで︑ヴソダーも示すようにのちの国α三重げ乏き︒ロ磐であ

る︒なおこの村は陽フーフェ半の森を与えられ︑そこからフ⁝フェ毎

N椅ミ馬ミミ碁ミ§偽§ぴミ帖馬詮鴇憾ヤさむ註N鳶切馬§M肘ミ＆ミ︑審簿趣黛驚ミー

に三フィルヂゥソグの賃租を義務づけられた︑男qじdH娼＼ド桟戸b︒ρ

よると︑一五世紀前半においても五二賃租フーフェをもち︑フーフェ

ミ§§誉粋なおこの村は︑ONじごやQ︒9︒︵H幽軒b︒NYや欝㎝︵憲ω曵︶に

蝋ミ鶏鰍蕊賦ミ転ミ恥○︾蔑防鳳穿食＆9ミ＆禽鴇暮職恥覧ミ︸愚ミ偽ミミ自記ミミ肘9§

⑤

④℃￠切H＼N蕊ω．編者はこの村を匪ロヨ窪窪村に比定しているが︑

る︒最後にゲルトナーのいる村落としてゆ晋①9岩○げとど○︒回お目をあげることができる︒

≦戸田山⑦斜曽㊦巳賃下σqω−自鵠貸ゆ︒︿α︸︸︵①毎コσq︒︒σq⑦ωo︸μざプ3島鶏回︵oヨー

酔β屍①沸Oげユ簿σβHσq誌■IHO︸餌げHげ鎧部儀賃戸♂≦8げρ伽㊦昌H㊤①Qo．

国

①︾．寓■図︒ヨ︒葬p 鉾 O こ ω ． δ ●
②

③プロイセン史料集では︑クリストブルクの地区監督の発布したハン

落のものをも含んでいる︒＝一

トフェステは︑その当時のピαげ僧FO︒・8門︒αρ蜜拶該①oげ霞αqにある村

噛

MVHO屋ωω①5

ついては国■︸げρOぽ閑︒筥窪H鼠06・冨増︒鳥Φ鳥窃Oo耳ωoプΦ昌○乙opω
一
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プロイセンにおける村落建設（山国）

賃観は一ニフィルドゥングと二鶏で︑一二九九年のハントフェステの賃
⑯

⑭例えば︒︒ぎ職掌村の二会︑﹇ぼ幽．

累鉾轟︒︒︒︒．

oQの巳︷巴山市の風車からは三ラスト半の撫麦と同髭の麦芽が︑ノ＜ア

σq髭象巴︒無の風車からは四ラストの裸麦が徴収されている︑ONむご

ミ︒ミ匙遷︸ミq§包．時馬ミ§窪G芸無魯§嘱殴ミNoミミ鴨為ミq遷鈍ミ恥ミ

⑯ONしご℃﹂轟﹄へ§ミミミ︸ミへこミ§ミミNミ︒鳶§ミト導馬〒

も﹂ωρ

⑰

を負担︑一げ一野目同＼b︒旧客58︒︒・

の村はエルピンク地区にも跨っていた︒ベーターは年三マルクの賃租

⑯○⑦三︷①δ村における粉面場がぺ⁝ターなるものに授与された︒こ

例えば﹀賃①円村の場合︑§偽鑓ミ馬唾§職§駕慢ミ恥§．凶銘αこ聴く・客戸野

租額と筒じである︒この之とは他の村落についてもいえることである
が︑ただ一五世紀においては多くの村で荒廃フーフェの増大が臣立っ

例えば≧審3舞の村長は八照フーフェのうち四フーフェを与えら

ている︒

⑥
毒峯ρ3δこ一型噂累﹃．ま9プ

れているにすぎない︑℃￠しご娼雪上鉾①O．ノく自コ犠︒斜9 鐸○二QD．G︒OIω﹄︒凸

署昌G︒ωρ躍画ω

ロイセン人騎士領へのハントフェステにおいてこの蓑現はしばしば

⑦穴O部お鴇⑦P勺￠切ぐト︒

︵﹃愛知教育大学研究報告﹄二二輯︶所収︒

使われた︒拙稿﹁プロイセンにおける騎士領−原住プロイセン人の
u凶①霧茜鋒臼について﹂

ミ馬遵ミNミ劉防§§＆蝋嚇ミ§へ§O︑§謎蓉恥■これらは騎士団専用

Nミもbミ無ミ§嵐ミoN晒ミ馬壽ミ駆ミ劉特§N8噛ド§ミ三富ミ醤NミO驚糟

ω﹁卜︒︒︒．でははっきりした差異を指摘七ていない︒

客5

﹀コヨ■OPは四例をあげている︒なお

簑塗恥§§N黒蜜画罵6ミ︑傍＆ミ帖亀ミ︑ミ馬窺§︸§ミ9℃dしd同＼卜Q

鋒迷嵩恥黛妥偽ミ§黛§

黛ミ慢起a遣8券含馬謡§恥︑︑§食寒§ミ肉︑ミ臨監恥qミ鳶謡ミミ偽§

oミ弾語恥乱︒蔦防塁§s罵憶§噂恥離隔轟袋潮気ぴ§§層

例えば﹀犀︷o置︒村の場合︑ぎ謡恥幅§§ミ忌§讐u合織§凡ミ︒門馬鎚㌣

GQoooD噂℃卸叶NρO①ヨO陣昌鐸ρω．掃Oり．

⑳

⑳

蜜胃σ蟷噌σq巳刈ρψ霧■

例えば難戦鉱舞岡伽︒村の場合︑：・⁝載a建讐︑様ミミ曲馬鳶ミ驚鳶︸＝ミ鴨肋ミ

一Pプニμ∈邑Oは

＄弓誕︒嵩置昌捻り瞬︒ご︒︒審創倖鎧嵩傭竃︒げ凄コαqoコノδヨ巳巳玄ωNq亀嵩．

⑳やO負ヨ母号窪ω㊦鋒駿a一弓αqω①暮三︒H︻H毒αq自霞℃お自門︒︒9雪︸ヨー

9♪■POこ︒り噛αo◎噛諺厳戸8♂︿二＝血Oび卑欝．○この︒心S

凶σ己こ麟H．瓢罫日boP6三Φ吋σq韓ダ3ぼこH＜曽属罫ΦO鮒男U■O碧︒・伴①算

題§轟ミミぎミ§︸w馬ミ§ミ一同d切目H層客戸雪Q︒．同様に囚ρ∋や︒謬百

註

H尚巴誌♂＜益鳥︒村の場合︑Nミ・鴨ミ§驚ミさ聴筏§穿卜誌ミ〜鴇嚇︑愚︑寒§晦蕊

≦p＝乙︒びP㊤．○こuQ・も︒蒔

のものであり︑かつ磯臼の数によってその規模を示している︒

③≦言α①斜PPO

⑲

⑨︸畔鐸窪Oo誌の場合︑﹁村の居酒屋から騎士団に一マルク半を︑村
長に半マルクを嘆︒︒Φ濤綴毎年納めるべし﹂とある︑℃￠切ぐN犠芦
◎︒◎︒ρこれについてヴンダーは村長に一マルク半と書いているが︑誤り
であろう︒ノく雪畠︒きP騨○こ幹︒︒ω¶またOo洋＄乏ρ置︒村の場食︑

またの︒導？

﹁六年間免租で︑そののち毎年騎士団に一マル

聚けきω

﹁居酒屋は免租期間は毎年村長にニマルクと四鶏を︑そののちは騎士

σo諺︐村の居酒屋は

団に一マルクを納めるべし﹂どある︑℃￠切目く

H＜魑岩戸卜︒罫

グ︑村長に一マルクを納め．る﹂8二二員押．堵捗ミQ︒・菊郁唱℃⑦話宅巴山①

村の場合も同様である︑3一畠

の﹂醤層

⑩例えば≦出導︒︒鳥︒罫茸四二葺客︻︒︒︒︒メごΦげぞ巴山Φ．彦山；H踏＼卜︒﹁
客μ蒔卜︒刈．︸鐸O．コ一日置こ回く噛累叫．野

﹀鋤旨■㊤bσ．

≦ロ昌餌︒が斜PO

の．ω︒︒岨﹀一お8象村では漁獲は禁じられていた︑

⑪例えば窯冨≦巴αρ同玄鳥二HH噛署﹃ 嶺ρ頃■℃僧言ρ○・ヨ︒ぎα㊦

⑫

勺d﹈WHH 裟脱■①O．

⑩ 例えば缶巴＝σq⑦鵠ぞ巴αo村の場合︑管幽ユこ冥鉾＆G︒．
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、

Nミ陽転黛＄︑§§ミ§陵蕊鞘§魯軌噛携為§一躍黛e§ミ災こミミ︒§評風§賎黛魍

フーフェ弱を授与され︑これについては教会十分の一税︑軍役および

の記載を欠いているが︑のちの更新ハントフェステにおいて超過の七

税は一シェ

9＞心玄ジN望憎Ω霧︒ダ鳥＄σQ暮鮎お護臣︒﹃−げ旧臣2ζoロ︒轟く︒筈巴賞マ

㍑ωOω貯○簿巴戦O霞ゆO鐸ぴ①ゼN黄一㊤一〇層ω．ω卜⊃辱

⑳︶

ヴンダーはこの代納金を無視している︑ノ＜量曾眞P騨○・ω・藤ω・

ィルドゥソグを支払わなければならなかった︑勺￠切く︾・︒§ω︒︒︒︒■

農既的賦役を免除されている︒しかしその代りに毎年一五マルターフ

臼へ犠偽起鴇ミミ山農§口恥画犠§謡恥＆ミ榊層勺O切囲＝＼一噛翼さ冨0．rδ9く巴鳥ρ

但しオステローデ地区の五つの村では司祭への十分の

㎞σ置幽静HH＼bρ層客戸別悼メ勺㊤仲NO鴫ΩO諺O一昌α㊦噂幹一刈P

⑬
ッフェルの裸蓑と同量の燕菱となっている︒
⑳ 勺d切H押匿μ煙ノぐロコ岱Oき騨92︶．○こω■GQcQ．

⑮ONしdやおり︵謀も︒刈︶ではクリストブルク地区における貢租規準が

⑳

⑳芝三論︒さ9■p．○こω．呉

ヴァ．シンスキイの穀物価格の算定によるとヴンダーとはまた違った

次のように示されているハ寄§鱒亀一軒音域

魯鷺幅嘩亀︒ミN§佃ミミ馬

鷺．窪鷺．恥ミ鳥§§音Nミ四織︒忌腰縄ぴミミ鳶︑ミ︑ミ︑凱ミN象慧ミ壽馬

ON切やδω−δ︒︒︵圃︑錠鴫︶この集計は多少の誤差をもっている︒

℃門Oσ一〇嵩同O

負担額になる︑国ンぎω9一蕊算U一①葦戸葺N−§α≦勝訂暮αqω℃oω℃︒年鐸

︸鼠も陰けO月忌ωOげOコ

黛同語寒露馬ミ馬楠ミ亀霧置生︸嚇ミ偽ミ詩ミ恥．⁝魯§N恥ミ騨詩爲ミ轟鷺簡茜属ミ

！

O朝NQO・bQ亟9

一口図・O

葺回Oωo諄OコO嵩O．o℃門餌σqρOO簿貯σqOコ

OOo手討︶⑦霞伸G陰07㊦瓢○μ︐OO昌oo一富勺屈O鐸◎ロω⑦コ

⑫

嘲

§蕊㎏防轟︹映ミ嵩︺ミ題ミ馬ミミ︑ミと贈袋憲鷺紅夷偽ミ噛．ミ翫魯計§﹄馬壕

洋弓忌門N題榊載︒ミ博． 織︒ミミぎ蕊農偽ミ辱偽導馬ミ馬︑ミ風ミ︑鳶き賊題︸§無題

隠魯ミSき︒ぎ斜ミ︾︑匿鎚︑qぎ嵩靴S§瞳偽さミ亀︑︑ミ風ミ︑ミ黛轟⁝N象喬

⑱

類毒忌溜P卑○二￠︒︒ 隼プロイセン人村落の村長に当たる簿臼︒誇

級官僚であったと思われる︒ ハーケン賃租困民の負担については︑

δ︽夢ぎαq層♂くざ昏︸σ貸噛！丘二昌α葺は小自撫民で閑紆匿昌巽霞並みの下

またザ⁝ルフェ

鑓蔑題やN目貫︾Oミ y N 9 国 恥 馬 誘 鷺 § ミ ㎏ 題 ︸ 歴 象 い ミ

とノく貿茜巴◎とを義務づけられており︑壽§為偽§oミミミ賊湧N§§舶

ルト箭に付属する韻巴ぎOo臥︵℃O罷目同．瓢5b︒刈O︶は℃膝戸開σqざ導

日の賦役︒

濁︸σ即日σq噛

目く9土魂回①肖帥き汁

男冨Oげ蓼ρ

ノく騎一︵㌶ヨけ

レR9げ鵠μ舞崖Φジ

即ち一四〇〇年頃の行政区でエルピンク市とその領域︑譲欝＝︒︒−
昇O島昏昌﹁

い︒

ルマ⁝ズハウゼソの研究領域はエルビソク地区の金器を含んではいな

エルピンク地区に関しては三顧O巽白︒笏げ髪︒︒⑦P斜PO・㌧識⑳︒ゲ

はこの地区のハントフェステでは見当らなかった︒
⑧

とある︒またいわゆる辺境守備税としての︒り︒︸回巴≦o鼻︒ヨはザール

フェルト市へのハントフェステにおいて山嵐されるのみである︒ヴン

≦受皿傭①き費POこQQ・幽も︒■

ダーによると三年毎にこれが微収された︑ノく貿コ畠︒さ勲勲○；の・Q︒ρ
︵㈱V

⑳客①昌︒罫℃⊂ごdH押匿昌㎝一⑦．ここではフ；フェ毎に年

℃￠ヒdぐト∂嘲客μ刈GQρ

勺識︒σq￠欝ヨ什○冨︒訪σ霞σqの管轄領域は含まれていない︒

例えば類質包撃村へのハントフェステにおいて騎土団は粉綴場と

属5亀同ではフーフェ毎に二臼の賦役︒

⑯︶

穴ρ昌も︒コ⇔〜凄5二H岡H

切きヨαq鶏窪①では八七賃租フーフェのうち二五フーフェは賦役およ

⑳

αqΦω〇三〇げ言αoωU￠暮ωo﹃oaopし︒ざ諮匹︒ω・ヒdΩ．HoQ円舞p活昌σq①昌同Φ謬層

る︑勺G切目同＼押翼昌海．O梱国冨〇一ぎQり貯蝕窪N震男OO葬？＝鄭αωO恩Pザ

その道路︑塩︑金属または宝石の摺師権をすべて宙らに溜保してい

び鶏の貢釈を免除されているが︑他の六ニフーフェからは軍役および

や鵠ら・

賦役を要求された︑℃d温く＼押賭μ鍾◎︒．この村は村長を欠いている︒
一五世紀においても然り︑ONしごやGゆ心︒

⑱≧けOξ冨9霞σq村の一三一二年頃ハントフェステにおいては賦役
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ω

⑳

一ゆ刈q◎﹁ω．戸一メ

涛㊤℃o昌αoほはフーフェ賃租一マルクと二鶏を負担︑勺￠し﹂類噛家μ
一激．

劉5り鐸鍔ま竈・pO①︒︒︒三三8罎艶≒︒湧．up回巨σq

に留保している︑管置こく＼鮒客μb︒c︒①．

⑬℃dごd＜＼b︒

○年ごろ成立し︑以後開拓がすすんだ︒同O℃需昌はオルテスブルクに

掃QQ刈O︵裳⑦鎧α﹁．諺鉱Φ轟一㊤0⑩︶QQ．O卜0．℃繭OσqΦ餌コ昏○詳①冨ぴ自弓αqは一一瓢山ハ

のいずれにおいてもフ：フエ賃租その他の貢租は︑我々の見た額と変

おける＝認八︸年以後の八村落のハγトフェステをあげているが︑そ

Q霞ヨ︒邑冨蕊oP鉾9コ・○こω．総t㎝⇔．ただし〆＜孚齢σqo置については

わっていない︑↓9噴︒ジPPO． QQ 露ゑ■

祭に四フーフェが与えられている︑℃C切固押客μ蕊￠い︒碁器二村で

⑭

︾心証戸P費○二ω・ωさ︒．オーパンは賦役の換算をしていない︒

⑯OO嵜冨湊7磐ωOP鈴Pρ℃ω■HoQ噛Oす届茜暮と￠O覧O昌σqO置とは

⑯

不詳︒

した︑℃O切く＼N窯憎罐ρ村長軍役がたとえハントフェステに述べ

d員おげ霧げの村長は○﹁．QD言一き詠の村長と共に日象昌簿を負担

ハントフェステによる︶︒

P斜○二Zμ感①．○賃ヨ①盛剛笛霧⑦P穿欝．○・噛ω．G︒b∂いΩ︵一三八七年の

は司祭に四フーフェが与えられている︑￠包三σq−≦前馬oF￠舞＝鼠︒ジ

⑳国︒σq︒爵＝ω窪村では七八フーフェのうち︑村長に八フーフェ︑司

⑳

られていなくてもそれが逓例であったことは賃租帳から判明する︑

︾蝦σ貯糟ppO二〇つ．ω春⊃．

⑱O︒三お邑6蕊窪噛9．穀．○二〇︒しり■

⑰

ON切やHPN恥8N§傍逡為恥ミ論無やN恥馬︾馬隔ミミ魁M跳壁絨Nq憾謎毯吻ミミエルピンク地区においてのみN︒ご國二号︒昌から微収された︒
鷺穿遷ミ︑梼軌9ミミ浅蛍匿O恥暮ミ魯馬噛贈ミ浅ミ

を保有し︑計七マルク半の高い賃租を負担した︒従ってモルゲソ盛た

⑲℃￠しσH押翼5トつゆ︒︒．ここではゲルトナ：︵人数不詳︶が一フーフェ

⑳一五世紀はじめのシャルヴェンコルンの規準が示されている︑邸ち
プロイセン人はハーケン毎に一シェッフェルの裸麦︑自由民は皆竃ミ
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五世紀のはじめここには四名

の居灘屋︑三名のフーフェ農民︑二名のハーケン農蔑︑さらに＝工名

O葭ヨ2︑︒・プ婁ωo芦費勢．○二ω・軽軽．

のゲルトナーがいる︒ゲルトナーはそれぞれ七スコットの賃租を負担

⑭

り六スコットとなる︒O︒旨同︒諺げ9qG︒oP即日○こω．＝O・

ミ蕊馬N象鋭ドイツ人村落からはプフルク毎にニシエッフェルの裸麦
を負担︑Ω湊℃﹂①︵一き令b︒b︒︶

℃￠しロ潤▼客μQ︒倉⑦りドOα吾⑦o署長の粉破場はヨハンネスなるもの

した︒このゲルトナーが賦役を負担したかどうか凋らない︒

欝霧︒野ρ．pOこω．ωωり．

目ど翼罫◎︒罫巨魚ヨ㊤口塁巴︒一〇〇

⑪℃￠ゆ月δ穿O︒コき邑
＠

に四フーフェと共に与えられた︑薮6

地

区①

私領主も︑騎士団と同様に︑彼の勺哉跨窪村において粉破潅を虞己

三

プロイセン史料集にはこの地区の村落ハントフェステニ四が収録されている︒ここでも一三二〇一．三〇

（663）

村の粉劇場は五つの村落の粉破権をもっていた︑害凹山；Hく．累戸定さ⊃・

が
バ
ル

ヘルマンなるものに八四フーフェをもつイ⁝ゼソベルク村を委譲︑

②
年代に発布されたものが多い︒まず麟・︒Φ魯興σQ村︵一三〇八年︶の場合︑
﹁発布者はバルガの地区整手占韓ヨ餌匿！δp謝窪σ霞σq

③

ヘルマ

ソには村長職と一〇分の一のフーフェを免租でクルム法により与える︒この村の住民はプフルクコルンの納入をβカティオソの故に

免除される︒残余のフーフェからはそれぞれ聖マルチィン祭に三フィルドゥングと四鶏を支払う︒但し四フーフェは司祭教会のため

に除外する︒ヘルマソ村長に四ソリドゥスとそれ以下の裁判権と裁判収入の三分の一を与える︒倶しプロイセン人に対する裁判権は

除外する︒村長に一居酒屋を免租で与える︒特別な恩恵により村長と村の住民に小さな網を以てする漁獲権を与える⁝⁝﹂

ハイ

このハントフェステにおいては司祭への十分の一塩について何も述べられていない︒つぎに○歪づ釜︵一三三一年︶の場
④
合︑

﹁発布者はパルガの地区監督国︒ぎユ︒プ幻︒暴︒︒ノδ二三ρ蛋︒♪七〇フーフェをもつこの村をクルム法によリハイソリヒに委譲︒

ソリヒは七フーフェ半を免租で︑また一屠酒屋と村長職をクルム法により永久に占有する︒村の司祭に四フーフェ︒残余のフ⁝フェ

からは六年間免租ののち一四スコットと二羽の鶏を毎年マルチィソ祭に︑村の司祭にはフーフェ毎に一シェッフェルの裸麦と岡量の

燕菱を納める︒村長に四ソリドゥスとそれ以下の裁判権と大裁判からの収入の三分の一とを与える⁝⁝﹂

⑥

なおこのハントフェステにおいて︑これまで見出されなかったoo︾甘汁○話ωが言及され．ている︒これは裁判の際に村長
⑤
を補佐する役割を果すものであったと思われる︒なおここにおいてはプフルクコルンに関する記述が欠けている︒

⑦

麟七宝︒︒αo焦において村長は居酒屋︑粉面場さらにパソ屋︑肉屋の設立を認められている︒どのハントフェステにおい

ても村長および農民の軍役について何も述べられていない︒とはいえ彼らに軍役が免除されていたわけではないのである︒

農民のフーフェ賃租は上例では三ブイルドゥング︵一八スコット︶と四鶏︑一四スコットと二鶏であるが︑多くは二分
の一マルクと二鶏で︑この額は一五世紀前半になっても変っていない︒

農民の賦役についてはハントフェステは何も語っていないが︑一五世紀前半において賦役解放金を負担した村落を見出

（664）
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プロイセンにおける村落建設（山曝）

す︒

⑨

⑩

またいくつかの村落においては小自由民が介在していた︒また村内に匿ω︒昌≦︒爵があり賃租を義務づけられている︒
⑪

オルテルスブルク区における如くこの地区の℃臣①σqo霞9ω8ω庁Φ嵩でもbdo暮囲μ興︹δはが見出される︒

ブランデンブルク地銭
史料集においてこの地区の村落ハントフェステはわずかに八件のみを拾うことができる︒
⑬
例えば℃○塁詳窪村︵一三二八年︶のハントフェステの内容は︑

⑭

﹁発布者はブランデンブルクの地区監督零こ蒔窪くop↓7巴ぎ一同野コンラ；トにニフーフェと村長職を授け︑村の裁判収入の三分の
一を与える⁝⁝﹂

￠詳この村は二三フーフェをもち︑村長にニフ⁝フェ︑他の二一フーフェの保有老は︑他

これは極めて簡単な文面であるが︑一三八五年の更新ハントフェステによると
﹁発布老は地区監督霞δ臼8﹃〜︑oコノく霧

⑮

のドイツ村落と同様に︑毎年フーフニ毎に二分の一マルクと四鶏とを墾マルチィソ祭に︑また彼らはプフルクコルソをフーフエ毎に

⑮

⑰

ニシエッフェル半を納入しなければならなかった︒また村の司祭へは毎年フーフェ毎に一シェッフェルの裸麦と同量の燕麦を十分の
一税として納め︑いわゆる辺境守備税たる1＜霞お︒冨は免除されている︒﹂

この村は一四−一九世紀に至るまで二三−二四フーフェをもち農家の数は八戸を保っていた︒つぎに鷺8ぎ羅琶村への
⑱
ハントフェステ︵；西七年︶の場合︑

﹁発布者は地区監督国甑轟鼠︒プ！．oコ国σ一9び￠戸この村三七フーフェをもち︑村長ン角葺霧罵はクルム法により三フーフェを免租で永

久に占有し︑他のフーフェの保有巻は毎年聖マルチィソ祭にフ⁝フェ毎一六シリングと四若鶏を納入する︒住民はプロイセン法によ

⑲

りプロイセン人の賦役を給付する︒但し村長は馬と武器とを以て遠征およびラント防衛のため軍役を負担︒農民は三フ⁝フェ毎に馬

一頭を給付する︒村長は三〇マルクの︑農罠は一六マルクの毛︒霞σQ9鼻つく2σQ巴α︶人命金を適用される⁝⁝﹂

このハントフェステは特徴的である︒村長も住民もプロイセン人である︒村長はクルム法を認められているが︑農罠は

（665）
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⑧

プロイセン法の適用をうけ賦役を課せられている︒村長の軍役のほか農民が三フγフェ毎に馬一頭を提供するという例は

他に余り見られないものである︒また人命金はもっぱらプロイセン人騎士に対して六〇︑三〇または一六岬︑ルクを保証さ

れるのが通例であるが︑それが村長および村の住民に適用されているのは全く異例というべきであろう︒切①ωoげ≦①aΦの

取扱いについても他のハントフェステに例を見ない︒村長の裁判権については通常の規定になっており特異な点は見優ら
⑳
ない︒

上述のポナルテン村と同様にこの地区においてはそれぞれの村落から℃津σQぴ鋒臼が徴収されていたが︑他の地区にお
⑳

いてプフルク毎に要求されていたのと違ってここではフーフェ毎にニシエッフェル半になっている︒村長自身もまた一シ

ェッフェルの小麦と一シェッフェルの裸麦を納入した︒これらの貢租はラソデスヘルの支配の確認料の性格をもっていた
⑬

といってよいだろう︒

麟

この地区はザムラント司教領と併存しており︑多数のプロイセン人が定住していたところで

⑳
さらに村落によっては貨幣賃租を負担するパン屋或いは手工業者が見出される︒

ケーニヒスベルク地区
⑮

ある︒史料集において我々は村落ハントフェステー〇を見出すのみであるが︑まず芝︒圧雪①器8村︵；一三三年︶の場合︑

﹁発布者は○び巽巳錠ω︒プ巴一兼地区監督Uδ＃一︒プ＜8＞洋窪ぴ帽同卯この村巷〇フーフェをもち︑クルム法により村長ヨハンは免租の

三フ⁝フェを与えられ︑残余の工七フーフェから村の住民はフーフェ毎に二分の一マルクと二鶏を︑九年間免租ののち毎年マルティ

ソ祭に§馬§ミミ馬§納める︒首と手に関する大裁判および四シリング以上の裁判の収入については村長にその三分の一を与え︑

三分の二は騎土団に留保する︒倶し裁判は騎土団員一名の列席の下に行う︒村長に服属していないプロイセン人からの三分の一のペ

⑳

つぎに口①葺σq§≦巴αo村へのハント

ニヒは彼に所属しない︒四シリング以下の小裁判は村長が行う︒村長と佐民は司祭にフーフェ毎にニシエッフェルの穀物︑即ち〜シ
エッフェルの裸麦と一シェッフェルの燕麦を毎年マルチィソ祭に納入する⁝⁝﹂

ここでは村長の裁判に際し騎土団員の嵐席を必要としたことが明示されている︒

（666）

22
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フェステ︵一三四四年︶について︑

﹁発布者はオ⁝ベルマルシャルタNヨユ︒プノ︑○⇔図コゼ8αρこの村六〇フーフェをもつ︒司祭に四フーフェ︑村長く︒涛宅ぎに六フー

フヱを免租で︑村はクルム法をもち︑村長には大小裁判からの三分の一のペニヒと小裁判からの四シリングを与える︒村人に漁獲権

を認める︒残余の五〇フ⁝フェからはフ：フェ毎に二分の一マルクと二士を毎年マリア聖専心に︑また五〇フーフェからはフ⁝フニ
蓼

毎に年四日の賦役を給付する︒また要求されたときは年一日︵の賦役︶を給付する⁝⁝﹂

この二つのハントフェステからは特に目立った点をあげることはできないが︑フーフェ賃租の額は一五世紀初期におい
⑭

ても変っていない︒なお賃租帳によって補足すると︑この地区のハーケン保有者に対する十分の一税︑鵠紡げ鉱Φ漕艇女学

勺おβゆ⑦三雀乙

つた︑睡窯畠．︑首邑︐誤8護陣咽諄窪村ではプフルクコルンは一シェッ

エユフェルの課麦と〜シェッフェルの燕麦を給付しなければならなか

ｳ乙の給付規準が示されており︑その際一ハーケン半が一フーフェに換箕されている︒

目＝

No一戸O姉︒ゆ︒ω一〇巳戸5αq︵一〇q︒麟三宅︒ω出︒一＝σqo騒げ︒州一ぎ飢︒﹁〇三9栃No岸

①特にパルが地区西部の譲〇三σqo呂亀地方については劉い○暮学

目窃．︸弛嵩ゴ毎回二〇諄噛

ズーレン地方にあるQQ①oω8コ村ではプフルクコルンは特別な思恵に

αoω

フェルの小蓑と露盤の裸麦を要求ざれている︑一玄鳥二頃押累戸器ρマ

誕巴 h 8

よリプフルク毎ではなしにフーフェ毎に％シェッフェルの小麦と圃量

σぢ二三︒﹁珍︒⇒

お㎝Q︒■またバルガ︑ブランデンブルク両地区についての最近の労作

自コ岱σoβ梓︒︒07賃OaoP舅︒︒︒峠︒︒oゲユ誇漆﹃囚．男︒主神〇三〇︻≦二簑玄貫αq

なお国07魯津窃け︵註③︶と口︒︒︒年明置の場含ぎ葭震§とあ

られている︑℃￠しd＜＼押累豊海coN

保有するものが六モルゲソの土地つきで闘マルクと三〇鶏を義務づけ

⑥勺￠ごごH撰＼押属境．誌け○β簿N︒搾斜鐸O ω．HOメ単独で粉磯場を

Ω露舞N①搾噛帥．節．○．▼QQ■一〇伊℃ρ言ρOO3⑦一5αρoQ．一①①．

り︒これもoo飴蝕呉︒話ωと同様のものであろう︑勺αゆく＼押属戸澄ω．

⑤

④℃dしd鐸累︻謹ヒO附言︒拝ppρ℃ψお膳■

ブランデンブルク地区にも見られる︑註⑭参照︒

スチン村は二四フーフェをもっていた︑ON切やH旨．このような例は

の裸麦を徴収された︑8α℃やoPOoの︒戸㌶餌ω戸罵2あ噛︒り．旨9このゼー
切巴σqp

Ooヨ︒ぎ血ρ

＝嵩鳥

は︑署︒O鼠紆戸U凶︒円9簿9暮σq嵩二〇国暮三〇三＝轟α霞℃吋写馨窪

︵○の6話島窪︶蜜母σ霞σQ一￠誤マ

O同区広げ①轟Q︒oプ臥言嶺 貯 戯op ︾罎8導 切犀謬q①自σ二品

②勺dじご囲＼卜︒℃累μ◎︒ΦQ︒噂9三助①一戸斜鋭○．噂oD﹂Oピ回生No

ψ麟ρ︾コ幹ω切．ONbdや置戸︵瞠ω刈︶ではこの村はなぜか五三賃租フ

ーフェとなっているし︑居酒屋からの賃租がニマルクとなっている︒
③⁝嚢偽愚ミ落ミaミ恥腰§9§ミ・Q蓬ミミN蜘喚§むミ§腰特ミミぎ§冒

誉q§凶暴ご§亀§鋳着欺SN馬．ズ︒黒︒ζ村の場合も同

騎鷺ミ特︒鴇跨いミ羽§畠↓窮ミNミ白搾誤§ミq画鳶恥ミ馬§8巨匠題§急い§毯

特ミ特ミき讐ミぎ

様である︑℃d切Hお累罫ωG︒9出︒げ︒コ費げ話田村ではプフルク毎に一シ

（667）
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σq

⑦

バルが地区の妻雲霧ヨけ濃ω①ロび︒おでは一五世紀初期に逡ぎ︑＆§

即ち農民は一〇フーフェ毎に ≦9誌面 一名を提供した︒尋N§ひ

§凌愛馬恥ト偽魯堤ミミ梼賜轟恥嵩ミ壽乳3遣喰罵越壁O遮賊Oミきミw噛取偽O越鴨特ミ胸亀メ

ゆミとなっている︑ONζdや塾二令零・O鼠身戸ρ・費○・ω・諺・

切aミ§無無§罫帽さ蕊黛q図勘蕊鷺§黛い老恥佃島ε︑嵩黛砺馬射鷺起N㎏電馬特㍗

⑧ON切や逡︵置誌y六〇フーフェをもつωε8器ロ澄雀村で農斑は
フーフェ賃租のほかフ⁝フェ毎に一フィルドゥングの︾馬旗鷺ミを負
担した︒

無浅ミNO防も§ミ恥ミミミ

銭苔炉㍉暮§月録簿恥旨§防ミ無

⑨例えば濤§騎§ミぎ特壊ぎ富︸騨農角髪︑wミ譜呼§匙q︑慢遷ぎぴ§噛
皆ミ馬ミい9
噴O憧袋鼻馬メONじごやりメ

では聲§§ミQ葛§§ミぎ嵐Oミ．賑みにオステローデ地区の≦留伽︒亭

⑩勺孚巨δぎにおいてミミ恥塗鴇§鍵田碇ミ鳴らN隠ぷ■勺鱒国易ε昌σ震σq

⑮§面恥ミ︑§駐勲曾炉開ミ鳶§︑ミ巳嵩職ミぎぎリミミ馬ぎ奪寒

鴇馬曽§︑ぴもミ

ミ§忠餐富§⁝⁝

動蝕§馬鷺窯偽︸袋ひミき9自説ミミ§写影．神ミ罵§起糺恥噛w遠点磯馬嵩砺ミ鳶嵩

鷺︒讐津禦薦＄eb嵩

⑯︑塗壁ミ蝋ミ§§加載ミ．鷺守§胆繋§笥起ミ曹ミ題恥鑑曼qミミ魯

累

b︒藁芝㊦Hあ冨︒・五二Φ重く葭鼠昆ρppO■．︒︒¶b︒OS

⑰出p冨導雪pp騨○こω■腿．

悼ド○自O山ρ亘PPOこQQ．刈ρoQメ

⑱℃￠ヒご点く

つづいて︸ミ臓葺§§縣薯脳蟷︑w§§層．野営§騰ミ§︸§︑ミ§轟

︾⇒ヨ

⑲

とあり︒

ミ︸§oミ嚇ミ醤ぎ§恥ぴ偽恥き建ミ．§§鞠彰彰壽8揖恥§ミミ噛脚犠ミ逡ミミ書ミ

⑳例えば勺嘗p罫︒昌︵註⑱︶︑ピ＆三二・︒ヲ二二箱dじごH剛曽鷹野ミO︶．

⑳これについては前掲拙稿﹁プロイセンにおける騎±領﹂で言及した︒

いずれも

ω伸09昏甑ヨ︵3ぼこく＼ど翼昌おO︶﹁国コαq二ω白銑傷︒♪．︵＜＼押窯同●旨Oソ

o︒①︶噛ωoげ︒旨ρ≦︵＜＼卜︒覧冥巴．窃卜︒幽︶

富鉱舞︒犠㊦δo︵く＼押琴曲噂

Nき亀こ︑§こ墳§．門ミミ§魯軌誌

ぴ︒嶺では肉§ミ畠き§恥ま曼娩§軍馬さ

例えばご膏ミミト§ミ縞翁乱︒へ趣ミ鳶ミ＆§︑ミミ詩譜◎N帖誠ミ

村長の裁判権について岡様の規定を示してある︒

恥ら遵喚O昏籍ミN闇無馬ミ

神岡︑馬ら頓ミ．嵩ミ︑

巌ミ§ミ彊奪§馬メ躊鵯ミ8喩ミ轡屋恥O強N油搾恥き鷺費審壽＆暗︑

フェ毎にニシエッフェル半になっていることが判る︒前述の如くエル

てこの村の℃笥qσqゴ餌罐戦は︑上掲のポナルテン村における加ハ＜︑フー

軌ミ魯ミへ無浅ミ隔ミ翰§筏試魯ぎ鞭詠幅ミ塁ON罷唱．一⑤9これによっ

剛ミN凶暴鴨唖物飾ミ噛鳶引馬独恥鳥遵電離慧ミ四崎こ．曽載㎏

＠

匙§ミ砺蜷§§嘱魯讐ミS隔四■亀ミ︑硲§ミ起職蕊馬壕罵起§ミ奇魯讐も℃ミ噸
ON切℃■昌Qσ．卜oHN塾︒療ρ

⑪目︒憲︒pO⑦ω︒ダ鼠霧珪Φロ・︒・︒︒・㊤Oゑ・諺ノおご窪村︵＝二九七年︶は

三〇諏︵一四四八年︶も貨幣貢租ではなく蜜を給付した︒

六〇フ⁝フェをもち貢租は蜜である︒また三五フーフェをもつ℃︒﹃
N㊦

圏︵峯茜σ奪σqは三三村落︑≦麟■しd峯星窪一︶ε︑σ脅は二五村落︑ズpじさ葭掌

ーフェの割合いを引繊すことはできないだろう︒ただ例外的に＞H蕊︐

ピンク地区の村において盛ん忙現われたプフルコルンはプフルク毎に

σ賃餅蜜霞げ母αqぢ8．ψ㌣ω︐一四三七年においてもこの村は二一賃

エッフェルの小麦と一シェッフェルの襟麦を負担した︑ON切や♂ゆ・

げ霞σq村︵四五賃租フーフェ︶は一七ブフルクからプフルク毎に一シ

割当てられていた︒しかし要求された麦の種類の違いからプルクとフ

租フーフェをもち︑フーフェ毎k渥マルクと四鶏︑さらに計五ニシェ

⑩℃qじdH押以昌8卜︒

ッフェル半の勺⇔葺σqげρσ寄を給付した︑ONしご︸︶・器O・

⑭彰鵠鴛蒙醤p巨︒O︒ω9一こ訴①9ωUo臥霧ぎ量門幡7σ魚汽〇三σq︒︒−

︸三五は一四村落を有す︒ONしd℃．ミ㊤第

⑫賃租帳ではこの地区の事情はかなり詳しく述べてある︒例えば零げ
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⑭ 丙蛋ぎ噛U霞勺旨購GQ︒蒔︒︒刈．

鳥§ミ§．轟§ミ馬ミ§包ミ§浮ミN巌ぎぎ噛き賊ミ恥馬出ミ蝕砺

嵩§蕎口恥ミ§小曲§載N角忘ぎ窯メきミミ§偽噛︑§畑魯面影N試

ぎぎら§ミ§N恥Sぎ噛︑農§戚k恥き偽ミ§⁝⁝帆§遷N試ぎ蕾鷺ミ

毒筆興がい

諸97喧ゆ︒膨村および870﹁騨弊村に％マルクを汚濁付するぴ①o犀︒同が

いた︒ω︒芹茸旨㊤鴇μ村とωヨ⑦α淳④ロ村には六名のH毎呂

ミ鳶︑ミ秘恥鼻ぎ§＆㌣．§蕊N︸︒ぎミN亀謹製翼﹄防轟︸︒忌＆塁

⑭

きミ㎏＼Nぎぎ鷺§k肋

潮ぎ罫S塁§ミN試ぎ神馬ミ§書胱亀ミ

また客窪く①＆o醸のご07望く︒貧は毎年賃租二〇マルクと四δ×oを

て︑それぞれ渥フィルドゥングを負担した︑ΩNしつや屋刈−煽刈︵註ω刈︶

四頁以

建ミ蓉ミ．ミミミ母ぎら斡ミ塾§鷺婁同齢︵逡︒縣︶鑓ミ酋ミ §§

ぎ鋤やさらに≦ρ障αQΦ乙について︑誉ミミ回航︾聴鷺窯へ恥︵魯ミぎ偽︶

ザムラントの農村事情については阿部謹也︑前掲書︑四一

負担した︑ONbごや豊富

試︑︵無ミ§恥Y誉ミ馬黛蕊偽ミ鷺ミ︒甜勲翼試︑きミ＆︑ま恥ミき題

亀ミ︾塞出ぎぎ曾偽恥婁馬8畑④︒隷§恥Y籍馬§ミ帖鼻ミ恥§§還偽馬婁

㊧
下︒芝㊦屋互ω︑器︒ぎく︒3習山㊦．譲．ご℃豆お︵ξ︒︒αq︶辱鵠︒ぎ算宮9

については︑♂く︒霊智図μ国ぼ陣ヨδ﹃σ⁝ヨ篇①

ω︒卜3器．例えば比較的開発

§o鳶ミ論遷ミ馬藁職馬恥さまN題建ミ︑触舞ハーケンとフ⁝フェの換鉾

伽Oω開槻O貯O︒︒≦Oプ一ρ戸ピ⑦O﹃同￠刈㎝﹁

⑱勺G切H㌍累昌︒︒罫

の進んだノく欝置鴛耳8三里婁は一関三七年ころ二七の賃租フーフェ村

この村はコ瓢三九年忌一〇フーフェを追加されている︑圃σ置二囲鋼＼一曽

を有し︑村の面積は︸七−五九フーフェに及び︑フーフェ賃租は大抵

＠

フープ皿玉山マルクを負担︑鶏の給付については記されていない︑

窯弊悼︒︒ρなお一四三七年においてこの村は三六賃租フ⁝フェをもち︑

賜マルク︵＝ヌコット︶でわずかのものが一三または一五スコット

荒廃フーフェは増大している︑ON尊寡やおト︒⁝おω・

であり︑ハントフェステ発布のころの規定と変わってはいない︒ただ

ΩNし委やおb︒．

℃⊂切禿ぐb︒層累罫＄ρこの村は
ON切 に見当らない︒

無い

一三六〇年以降の村落建設について≦巳いぢ域声9．PO二ω巽．
ΩN口℃．巽︵一︑二ら−b︒邸y﹂ぎミ鷺婁N鷺ミ§羨ミぎぎ

と思う規定がすべて盛りこまれているのではなかった︒それ故ハントフェステを利用して村落構造の全貌を正確に覆え︑

たが︑史料集はすべての村落のハントフェステを含んでいるのではないし︑それぞれのハントフェステに我々の知りたい

一葉一葉のハントフェステを丹念に読むのはかなり卑属な味気のない作業ではある︒我々はこれらを地区別に検討してき

本稿で取扱った地区に関してプロイセン史料集に収められている騎士団の村落ハントフェステの数は三〇〇余を数える︒

び

一般原剣を引き出すことは困難である︒そのため一五世紀前半に関して大賃租帳によって補足を試みたが︑これまたそれ
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結

dy
＠＠

それの地区の記載に精粗の偏差をもっている︒

さてそれぞれの地区の特異性をどれだけ把握できただろうか︒クルマーラントとクリストブルク地区においては村長お

よび農民に関する規定は概ね標準的なものが多い︒他の地区において特に眠立った点を拾うと︑次のようになるだろう︒

まずマリエンブルク地区︑特にヴェルダーにおける高いフ⁝フェ賃租と賦役の要求︵通常フーフェにつき六日︶︒ エルビ
①
ンク地区におけるプフルクコルンの徹底した要求︑開拓の初年より要求される鶏の給付︑居酒屋および粉畷場の騎士団に

よる留保︒バルが地区における農芸の軍役負担︵一〇フ⁝フェ毎に一武装兵の提供︶︒ブランデンブルク地区における農

民の軍役︵三フーフェ毎に馬一頭の提供︶とプフルクハーフェルの給付︑村長への穀物貢租の義務づけ︒そしてこれらの
特異性を強調する場合にも︑全く特殊な異例と思われるものは捨象しなければならない︒
②

③

つぎに時代的な変化を探ってみると︑一四世紀中葉︑いわば騎士団の最盛期において︑テリトリアール国家への歩みに

伴う諸制度の整備が説かれるが︑例えばこの頃から騎士領においてマグデブルク法の採用の傾向が見られるほか︑農村に

おける賦役の出現︵例えばクリストブルク地区において︶が指摘されるが︑上述の如く後者については問題があり︑これ

を一般化することは警戒を要するだろう︒またしばしば述べたようにニニ︑四世紀に発布されたハントフェステに見られ

るフーフェ賃租額は︑一五世紀初期においても︑大面程帳に示されている限り︑本質的な変化はなかった︒また一四世紀
④
中葉からポンメレレソにおいて見出された如く︑東プロイセンにおいてもプフルク単位で徴収された貢租がフーフェ単位
に改められていく動きのあったことを指摘することができる︒

ただタソネソベルクの敗戦︵一四一〇年︶以降のプロイセンにおける諸々の新しい動き一賃銀の高騰︑農民の都市への

逃亡︑財政の危機︑一般ラント税の賦課︑傭兵指揮官の土地獲得︑騎土盤領の抵当化︑売却︑譲渡など一これらの諸現
⑤
象がどのように農民の自由と地位を圧迫するに至ったか︑いわゆるダーツヘルシャフトの成立と問題とからめて︑これら
の農村における構造の変化については別の考察を必要とするであろう︒

（670）

26

プロイセンにおける村落建設（山田）

エンゲルブレヒトは︑騎±と岡様にドイツ農混がプフルクコルンを
支払わなければならなかったことについては異論が多いとし︑この貢

＜o贋窪留σqo繍コ餌﹁o諺07露一陽2回︑じご︹轡お 匂り．も︒ミムQ︒卜σ．阿

部謹也︑前掲書︑二九七頁以下︒

置■冒二ω．冒

③前掲拙稿﹁プロイセンにおける騎士領﹂︒

①

④

わが鰯における多くの文献において︑ロカトール馴村長11在地領主

の場合−−﹂ ︵愛知教育大学研究報告八五輯︶所収︒

拙稿﹁騎士領と村落建設について−⁝ドイツ騎士団領ポンメレレソ

くといっているが︑エルビソクその他の地区に関してしばしば述べた

⑤

租を要求している文書は少なく例外的で︑むしろ発論者の誤解に基づ

ように︑筆者は必ずしもそうだとは思わない︑国国コσQ巴げ器︒葺噂Uδ
﹀αq養コ︑o﹃︷霧ω≡口σqユ①ω図ヨニp詳匹︒︒っ蛋昌山一7﹁o置戸︒﹁誘︒げ①団9芝一9？

の系譜を村長に求める見解が支配的であることは︑再検討を要すると

乃薫は下級円盆という認識の下に︑一六世．紀以降におけるダーツヘル

ωβ暮ω−葺乙ωoN一二二︑一︒︒も︒①昌ω07鷺￠幽070鳩︒門ωo剛≡⇒σqoP誕︒津

思う︒

貯μ叩貯

ルクコルン支払い免除に関する講顯が行われている︑竃・↓身︶℃oP

︵愛知教育火学教授

岡

の交付による研究成果の一部である︒

︹付記︺

本稿は昭和五二年度科学研究費補助金︵一般研究D︶

δ㊤こQQ・︒︒一筆なお〜五世紀に入ってクルマーラソトにおいてはブフ

＞90コ畠賃逡腎乙︒夢αq⑦弓器虞器Φ諺讐騨傷凝．層瓢﹁．ωρこれに先立って

暮αo切

ヴァルトゲルトおよびシャルヴェソコルンの支払い拒否の表明につい
てはン轡舅α℃℃oP鈴餐■○二野客筋①噛刈①・
② 謁隔♂＜o凄ζ昂d塁OaOコのざ乱調℃話＝ゆ︒ご溝︼切8霞ユδユ巴鴎
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