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ASF, Libri di commercio, n. 174

[B 1] 1539. 11. 12, Firenze, Girolamo da Somaia
(190t) Questa signoria a fatto una legie che chi conduce fonzRenti di tere non subite al
do;ninio, per tutto dicembre debia avere lire 4 dello staro, e per tutto genaro lire 3, e

ancora da de doni a chi conduce miglio e surgho.

[B 2] 1539. Il. 15, Pera, Gugliermo da Somaia
(195t) Venturino della Vechia a auto d' Ancona, dal Gerino e da Tomaso della Vechia,
ordine di nolegiare 6 o 8 nave. E non trovando nesuna, e andato alla sigRoria, e {atto li
inteRdere che se li daranno 7 o 8 nave, che tutte le fara caricare per questa terra. Ano li

risposto che se iui vuole asicurare da garbugli turcheschi, che glie ne daranno quanto ce
ne sara.

E credesi che il Gerino d' Ancona Ron vuora asicurare e corppi delle nave.

[B 3] 1539. 11. 19, Firenze, Girolamo da Somaia
(202r) El formento del continuo piti presto cresce di reputazione che altramente. E Ron
sene trova se non per conto della signioria, e quello si distribuisce con molta diligenzia

a fornai per fare pane, e farina a poveri per mangiare mezzo staro per omo.

[B 4] 1539. Il. 29, Pera, Guglielmo da Somaia
(211t) ... il quale formento si sta a lire 15 1/2, che per Iegge non puo valere magior

prezzo. Ma si crede lo laseranno moRtare e il dono lire 4, che fanno lire 19 l/2.
(212r) Domani qui ariva il marchese del Guasto, generale governatore di MilaRo e tutta

Lombardia per Ceseri, con esso ne viene il luoghotenente di Turino per Francia, per
consultare con questi signori veneziani il modo del procedere in questa guera turchesca.
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Gredesi che a ogni modo dara parole, ma al

concludere non si fara nulla.

[B 5] 1539. 12. 12, Pera, Guglielmo da Somaia

che da Viena ed' altre parte

d'

Allamaglia, tanto discosto che parte per terra. g chi io conduce, li costa lire l7 in 18

lo

(225t) E da banda nessuna non ne viene, salvo

staro.

[B 6] 1539. 32. IZ Firenze, Giroiamo da Somaia
(229r) A formenti siamo malisimo, che sono pia di 6 giorni che non si trova farina di
formento iR luogo alucuno, ma solo farina di miglio e di surgho. Il miglio vale lire 10 Io

staro. E li fornari sspesso spesso[sic] sono seRza pane di formeRto, di quello di miglio

ne anno del continuo.

[B 7] 1539. 12. 28, Roma, Baldasare Olgiatto
(231t) Ci si vede questa signoria iersera fece inbasciator per maRdar fra 4 giorni al
Turco, per tentare di nuovo la pace. Non si sa quello seguira.

[B 8] 1539. 1. 13, Pera, Guglielmo da Somaia
(260r) [supplemento di 22 del mese] El formento veramente qui si puo dire nonn a
prezzo, perche tutto proviene i' mano e a custodia della signoria. Come ne capita, li da
subito di conttanti lire 4 dello staro, e dapoi da fornari gliene fa pagare Iire 15 1/2 lo
staro, che viene venduto lire 19 1/2. E siamo che chi vuole un staro di farina di formento,
nonlo puo avere, perche questi sigRori lo vogliano dare a fornari per far pane, e conviene
comprare il pan fatto. E a questo, anno cura di mantenere e fornari che abino della farina

da far pane, e molto a la mito [sic] ne anno tanta che possino provedere al bisogno. La
poverta mangia farina di miglio che ce ne assai.

[B 9] 1539. 1. 28, Firenze, Girolamo da Somaia
(265r) Qui e formenti stanno con reputazione e per mantenerssi lungo tempo. E la
signoria alungho e doni e per mezzo febraio, e si peRssa la lungheranno molto piv in la
di modo che si giudica passera tutto maggio. Questi signori pare che ne sieno acomodati
dal signor marchese del Guasto di cara 3 mila. Si pensa il vice re non lassera tral}o del
paese. Anno scritto a Napoli, e fra 4 giorni ci sara l2 risposta.

[B 10]

1539. 2. 9, Pera, Guglie}mo da Somaia

(270t) Che il formento,che Roi abiamo mandato a levare colle nave veniziane, non puo

andare altorove che venire a Venetia. E certamente se le nave andassino a discaricare
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altrove, il Bernardi sarebe bandito di Venezia, e confiscatoli tutte e sua beni.

(271t) E di Puglia e di Cicilia oramai sono fuora d' ogni speranza d' averne. Traghone

per terra delle Alemagnia, ma costa carissimo. Sta loro qui lire 20 o meglio.

[B ll] 1539. 2. 12, Firenze, Girolamo da Somaia
(274t) Gredete voi che noi Ron abiamo considerato questo articolo, che voi mostrate
essere, di tanto pericolo del perdere la vita e la roba. E che a ogni modo manderanno ei
formento in qusta terra. E inghaneranno queili bascia a dispetto de ogni omo. Iinperd se
Guglielmo e in sul fatto e sa benisimo il costume del suo paese, ne conforta e ne prometta

asolutamente mandare di gua il formento.

[B 12] 1539. 2. 18, Firenze, Girolamo da Somaia
(278r) Le ghalere de veneziani anno preso sopra Raugia 4 nave raugee cariche di
formenti di portata di stara 35 mila in circa, delle quali parte ne serviva per le loro terre

come Zara, Corfu e Zente, e parte ne manderanno in questa terra. Ma potra essere al
quanto pig scarsso di prezo. Battera secondo noi da iire 19 in 2e }o staro, che non ci sara

ordine ad arivare a lire 21, come la prima volta. (278t) Le ghalere veniziane anno preso
i} ghaleone di G. di Pasqua}e di ritorno d' Alexandria, richo per scudi 25 mila e carico di

spezi e lini per Raugia a nolo preso per coRtrabando, rispetto alla legie fatta questa
signoria nel [15] 37, che le nave rausee non potessino navicare in Levante. Pensasi che

ne rlaranno o poco o mente.

[B 13] 1540. 2. 23, Pera, Guglielmo da Somaia
(281r) Di Siciiia ne di Puglia non aranno granello. E solo d' Alemagnia ne vera, ma
costa lire 18 el staro condotto in questa terra.

[B 14] 1540. 2. 26, Firenze, Girolamo da Somaia
(290r) Aspettasi d' ora in ora inbasciatori raugei sopra le nave sute loro tore. El
proveditore del gholfo, che tolse il gha}eone Gian. di Pasquale, che renvia d' A}exandria
con i spezi, aveva spartito le robe come contrabando, e questa signoria a preso parte che
tutto vengha in questa terra. E ioro giudicheranno se gli e contrabando o non. Credesi che

sara danno di 25 o 30 per cento, e forsse 40, ma tutto certo non perderanno.

[B 15] 1539, 3. 3, Firenze, Girolamo da Somaia
(291r) Divisi 1' arivo della Rave di Niccolo Cicini a Parenso, e come li soracomiti delle

ghalere non lo lasavano venire qui. E io ier da matina spedi dalla signoria una lettera

ducale, che lasasino venire subito. E promessi, non venendo, paghare ducati 4 mila. E
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questo giorno e comparsso qui detto patrone. Trovo che questa navetta e stata nolegiata
per Rafaello vostro a Napoli. .... O auto la poiza di caricamento, che fnostra Giambattista

avere carico chi}o 892 1/2 per conto di Rafaello o si veramen" te vostro e della
chongregazione, e tutto il resto per conto del patrone d' essa nave e delli marinari, che

sono da chilo 500. Che mi marviglio Rafael}o contentassi di tanta parte al patrone.
(291t) El patron mi dice che tante nave quanto vandranno tutte saranno spedite subito,

che conparira tanto grano, che non potevano 3 nave a un tratto risceverllo. Perb, state
di buona voglia, che tutto passera benissimo. E mi dice, che queste nave veneziane non
aranno un travaglio al mondo, che v' e uno saRgiacho il piut da bene che mai fussi in paese,

e che porta tanto amore a Giambattista come se li fussi fratello. Dice mi che il formento
de vilani costava da aspri 38 in 40, che mi pare gran prezo. e che a lui glie n' a messo
spaciato, e tutto aspri 80 il chilo conputato le mangerie.

(292r) Le nave 4 de raugei de forrnenti sono a Parenso. E 1' ambasciatore raugeo e
venuto. Ma non credo ne riara granello.

[B 16] 1539. 3. 4, Napoli, Rafaello da Somaia
(292t) Che 3 giorni sono ebbi lettera da messer Paulo di Niccolo Cicini, patron di nave,

date a PareRso. E mi notifico,come era carico di grani indritto a me da Gianbattista da
Somaia e Plero Pomaro dal Volo, e come gli era stato levato in questo gholfo, stara l196

di formento in diverssi luoghi. E tutto aveva discaricato d' ordine e di comessione del
capitano del gholfo di questo comune, e con el resto del carico di detta nave era comparso

a Parenso, e ritenuto dalle ghalere veneziane, di non posere venire a VeRezia senza
licenzia di questa signoria, di modo che io andai alla signoria, e ottenni subito una lettera

aili soracomiti e in asenzia al podesta di Parenzo, che la lasasino venire detta nave a
Venezia. E mi bisognio ubligarmi paghar di pena ducati 4 mila, se la nave andava altrove.
E cosi li spaciai un mio servitore al patrone, accib potessi venire colla nave a Venezia,
di modo che l' aspetto qui fra dua girni. Dapoi ieri comparsse qui il dette patrone, il quale

invero mi pare molto dabene persona. E m' a detto avere Iasato ordiRe ai suo scrivano.
E m'a portato le fede del formento sutoli levato in piu luoghi, le quali non sono cosi
autenticke come deverebono essere niente di manco. O speranza che per mezo delli amici,
non s' abia da mancar d' ottoner [sic] il paghamento delli formenti al prezo che vale in
questa tera, e inoltre il dono come se fussi venuto in questa citta.

Come la nave sara qui, sene procurerA la fine, a benche non acadera fare mercato,
nemeno discaricarllo i' rnaghazino o altro. Perche li proveditori mi anno detto, volerllo
per la signoria per fare biscotto per l' armata. E sepure non lo toranno, loro celo farano

vendere subito a fornai.
(293r) Il prezzo de formenti ogRi omo si pensava avessia a essere lire 15 l/2 del staro

ffee : [)7'=% hY d 7' l･l t3 tS6eePMxfi op gts.1. I{stel 165
e lire 4 per dono. Adesso che gli anno preso 4 nave rausee cariche di forinento, uRa a
Negroponte e 3 al Volo, di portata di stara 28 mila. E avendolo a paghare alli raugei,
anno trovato una legie vechia, che li formenti di Levante, che si chiama in questa tera
formenti grossi, non debino valere piU di lire 13 1/2 el staro. Clie se non era queste nave

raugee che posta grossa, nesuno ricercava questa leggie, per non essere iR uso.
Questo patrone ariv6 al Volo alli 12 di genaio, e alii 28 partl. E la nave Palamota parti

il medesimo giorno, e s' enteso per lettera di costi, era stato ritenuta a Mesina, e la
facevano discaricare, che sara gran danno, che stato poca prudenzia a far}ia toccare in
luogho alcuno.
La nave di Luca d' Angioio era del tutto carica al Volo, e partiva per questo gholfo a}ii
4 di febraio. Se la ratocho Raugia, sara ritenuta, percke vi si moiono di fame, se gia prima

nen sara trovata dalle ghaiere veneziane, le quaqi senza misericordia.
(293t) Da nuova Ferdinando avere fatto trieghua cen e} Turco per uno anno. E als? che
a corr}e fermo la trieghua fra il Turco e Ceseri, e che la pace seguira fra e veneziani, e

che per questo anRo armata nesuna non faceva il signori.

[B 17] 1539. 3. 12, Pera, Guglielmo da Somaia
(297r) Sopra il fare mercato de formenti colla signoria, non ci sono vedere pi" ordine
alcune. Perche ne anno preso 4 nave alli rausei, e di Cipri ne venuto da stara xx miia, e

d' Alemagnia Re conparisce assai, di modo che non anno bisognio di compra di sorta.
Una navetta nolegiata per Rafaello a Napoli, spaciata da GiaRbattista e Pomaro ... per
questa tera e dalli sopracomiti delle ghalere fu ritenuta. E il capitano del gholfo gli fece

discaricare iRfra Zara e Sebenigho circa stara 1200.
Le 4 nave de raugei ... anno da 30 mila stara di formento. E l' oratore raugeo e qui, ma

asolutamento pure un granello non glie ne daranno. Traterassi del paghamento in dua
modi, o pagharllo queilo che costa loro un poco grasetto, o quello che vale in questa terra.

E stato detto che li patroni delle nave voluntariamente si sono lasati prendere, perche
quella somma che gli anno di formenti per loro conto asai meglio, lo venderanno in questa
tera che a Raugia. Perb anno auto a caro d' essere ritenuti.

[B 18] 1539. 3. 18, Pera, Guglielmo da Somaia
(301t) In causa formenti, arete inteso 1' arivo della nave di Niccolo Cicini qui a
salvamento, e de in questo e li fromenti soRo in maghazino, e domani si vedra di farne
fine. Che il prezo di questi di Levante che vaRo in nome di formento grosso e lire i3 l/2
e lire 4 per ii dono. E tanto sene cavera di tutto e il medesimo prezo areRo di quello che
ci e stato tolto dal armata.

166 re Vxlxl Jit¥twgt# gg XEIINQ70
[B 19] 1539. 3. 22, Anversa, Salviati

(307r) A Mesina la nave Palamota, dispaciata dal Volo con formenti per Livorno, fu
ritenuta. E fatta discaricare, che ne areno danno.

[B 20] 1539. 3. 23, Volo, Gianbattista da Somaia e Piero Pomaro
(309r) La nave di Pagholo di Niccolo ariv6 di qua a salvamento, la quale entr6 in questo
porto, e lo del tutto discarica. E m' a consegniato stara 1647 1/2 di formento a misura di
questa terra. E stara 1280, dice, essere gliene fatto discaricare in pi" luoghi, dal capitano

del gholfo. Che in tutto fanno stara 2855 1/2.
Che la legie e in questa terra, che il formento minuto non possa valere pirk di lire 15 1/2,

e il grosso lire 13 1/2. E questo di Levante si mette in conto di formento grosso.

E perche ne conparso assai di Cipri e le 4 nave de Raugei tolte, questa signoria, che

tutte in una settimana sono conparse, anno fatto un poco d' aboRdanza. Che questi
patroni di nave raugee, dello loro portate, per tocarne denari l' anno dato a lire l3.
Di quello che ne stato tolto, ne fu discarico a Sebenigho alla comunita stara 402, che

avemo a andare la a tore e denari. E cosi a comesso la signoria, la quale v' a fato una
Iettera ducale, che il rettore ne faccia dare e denari, a ragione di lire 17 1/2 dello staro.

E del resto che sono stara 806, fareno d' eserne rifatti in questa terra. O mandato lo

scrivano a Sobenigho a recuperare la montare di stara 402 di formento, e spetto la
rltornata sua.

[B 21] 1540. 3. 23, Firenze, Girolamo da Somaia
(310r) Delle stara 1647 1/2 riscevuto di qua, s' e ne venduto a pia fornari da stara 400
incirca per avere e denari dapoil le feste, a persone sicurisime, a lire 13 1/2 lo staro. E
delli primi denari sene pagher2 e noli, e del resto, seguir6 l' ordine che me n' avete dato.

Delli doni di questo forrnento venuto qui, bisognia prima mostrarne la fede d' averlle
tutto veRduto alli fornari, e dapoi mi daranno del dono.
(310t> Siamo stati colli sigRori proveditori delle biave sopra e formenti stati tolti, cioe

le stara 1208. E de primis loro anRo auto lettere dal rettore di Sebenigho, in el quale
luogho ne fu discaricato stara 4e2 di formento, che servi per quella comunita, la quale

comunita e pronta di pagharllo quel prezo a chi la signoria ordinera. E perb ce forza

maRdara pigliare il paghamento a Subenigho, delle dette stara 402, per la quale
recuperazione io o auto una lettera ducale da questa signoria, che comette che questo
formento sia paghato a me o a mio comesso lire 17 1/2 lo staro, che viene a ragione di
lire 13 1/2 corne qui vale, e lire 4 per il dono. E cosi abiarno reso}uto di mandare lo
scrivano della nave a pigliare tal paghamento. Io, colt lettere d' amici, lo racomandato
al rettore di Sebenigho,che lo faccia spedire presto, e mi reputb certissimo. Delle altre
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stara 806 di scariche in pia luoghi, mi anno detto che asolutamente dapoi le feste faraRno

e mia conti, e mi dispacieranno si dello amontare del formento come delli doni.
E doni di lire 4 lo staro a chi conduceva formenti in questa citta di luoghi non suditi

al dominio, dttravano per tutto questo mese. Adesso li aimo moderati, a chi condura per
tutto aprile dalle bande di tera abia lire 3, e chi condura dalle bande di mare debia avere
lire 2 del staro. ... Che in efetto, queste 4 nave tolte arausei e il venuto di Cipri pare che

abia ripieno meza la cita, tamen. Si dovera mantenere in prezo la legie ista che il
formento non possa valere pia di }ire 15 1/2 lo staro.
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[B 22] 1540. 4. 3, Firenze, Girolamo da Somaia
(lr) ... de} quale luogho di Raugia, intendiamo della presa delle 4 Rave di formenti. Il
Turco n' aveva auto aviso, e non se n' era molto conturbato, anzi aveva dato Ruova tratta

alli raugei di stara 25 mila. E iRsu questo aviso mandavano 3 nave al Volo a levare e
formenti.

[B 23] 1540. 4. Ie, Firenze, Girolamo da Somaia
(2t) Dapoi torno lo scrivano della nave mandato a Salonichi [sic, ma chiaramente
errore per Sebenigho] per recuperare la montar delle stara 402 di formento. E dal
rettore della terra ebbe riscevuta che aveva speso tutti e danari in bisogRi de}la signoria,
di modo che colla riscevuta li a fatti metere in somma delli altri suti tolti. E o saldato

interamente colli signori delle biave. E tutto fino a uno granello mi anno fatto buono. E

dapoi di avere e denari che in termine di dua mesi s' averanno dal camarlingho.
Vegendo che io non possevo coperare che li forRari togliesino il mio formento a l3 1/2,
perche ne trovavano da}li raugei a lire 13. Io per amicizia coperai, che li signori delle

biave comandorno a fornanri, dovesino levare tutto il mio formento, avanti che da altri
ne conperassino da nesuno. E cost iRfra loro tutto se lo sono smaltito, e restono ubrighati
l'uno per i' altro per dare e denari alla fine del mese, che non sara 15 dei proximo che tutti

saranno riscossi. E subito misurati e consegniati tutti a fronari, si levera il mandato per

conto de doni, e saranno buoni e presti danari. E dapoi anderO saldando e conti d' ogRi
cosa.

<3r) Sono a xxiii ore, ed e compasso Pasqualino dal Elba colla persona, qui da me. E
conta corne aili 3 di questo la nave fu ritenuta a Zara dalle ghalere e metto li acezione
che gli e contrabando, di modo che a lassato la nave col patrone a Zara, ed e venuto qui

per difendere e diberare questa nave.

Operer6 che none andato di male granello di grano. Il carico suo e 126 botte di uva
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passa e 14 balle di graRa.

[B 24] 1540. 4. Ie, Volo, Giambattista da Somaia e Piero pomare
(3t> A voi messer Piero Pomaro dico, avere dato stara 5 a Marco e stara 5 a vostra
madre. E state di buona voglia, che nesuno di vostri fratelli ne vostra madre non sapra
niente de fatti vostri.

[B 25] 1540. 4. 15, Napoli, Rafaello da Somaia
(5r) L' altro forntento condotto in questa tera tutto e stato venduto alla universita de
fornari per darne e denari per tutto il mese presente.

(7r) Disivi per l' utima, l' arivo di Pasqualino in questa terra, e come a Zara dalli

sopracomiti li era stata ritenuto la nave con dire che qli era coRtrabando. Dapoi la

domenica da matina la signoria non si ridusse insieme, e cosi indugiai a lunedi. E
informati prima alcuni mia particulari amici, che vanno di cotinuo in colegio, entrai alla

signoria, esposi il caso domandando, che quelle comettesino al rettore di Zara, a chi era
stato lasato la nave in custodia, che ia lassasino andar a suo viagio. E di xxii ch' erono

in colegio, alla maggior parte parve domanda onesta, e ogni modo a consentiva, tamen.
Uno di loro rispuose, che sarebbe bene udire il patroRe della ghalera che 1' aveva ritenuta,

che ancora che noi diciamo che 1' era Rave fiorentina. Poteva benissimo essere la fussi

veniziana, che per legie non pu6 andare in Ancona, e su esse nave veneziane non pub
caricare forestieri, o si veramente potrebe essere raugea, che per legie fatta da questo
dominio 1537, non possono navicare in Levante, di modo che dicendo costui cose in favore

del dominio. Ogni omo di loro le coRsentl, e tutti disono che si facessi venire il

sopracomito della ghalera, che 1' aveva ritenuta. Fu per me risposto, che detto
sopracomito era andato in Cipri, e aveva lassato in custodia la nave alli rettori di Zara,

che a voler farllo convenire ci andava tempo assai, e che la nave e la mercanzia ne
patirebe assai, inperd, non era il dovere che si patissi questo danno. E in questo inferi uRo

altre di colegio, fu messo a canpo, si dovessi fare venire la nave qui, e subito arivata, si

esaminerebe ogni cosa, e si vedrebbe quello fussi il dovere e non mancherebono di
giustizia. Quanta dificulta era a difendere una causa e dispaciarlla, che la nave e a Zara,

e il sopracomito in Cipri e il dominio in questa terra, e li assai neghozi di questo (7t)

publigho, che non si pud avere al' dienzia a sua posta. E legiemo fer meno rnale che la

nave vinissi in questa terra, considerando che le robe facilmente si venderanno assai
meglio che in ARcona, si l' uve passe come le grane, e cosi contentamo che la nave dovessi

venire di qu}. E martedl sera parti Pasqualino per Zara colla lettera ducale a quelli
rettori, che lassasino venire in questa terra la detta nave con el carico subito.

Delia tratta delle 2 mila carra di formento per questa signoria di Puglia, vedesi che
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danno tanto cattivo ordine a condurllo, che si pensa apena per tutto giugnio ne posiRo

avere tutto una mlmma parte.
[B 26] l540. 4. 19, Pera, Guglielmo da Somaia
(8r) Della Palamota discarica a Mesina da quella comunita, e dato 1500 salme in a}tro
iuogho di Cicilia per Gienova, la quale Palamota dapoi arivb a Genova.
(8t) Questa sigRoria fece li doni per tutto questo mese lire 2 de lo staro, a chi ne

conduceva di Levante.
(iOt) Divisi come Pasqualino arivb qui alli x al tardi, e aveva lassato i} navile ritenuto
a Zara, con 126 botte di uva passa, xiiii balle di grana, e iiii di polvere [di zucchero] e
a}ucune akre baghaiette. E come una ghalera 1' aveva condoeto alli rettori di Zara, e meso

lo a guardia e a custodia di detti rettori, come cosa contrabando, la roba e la nave, e

andato sene in Cipri. E quali rettori per li ordini loro non possono (11r) relasare e
contrabandi, lasati loro dalle ghalere, senza licenzia di questa signoria. E cos} Pasqualino

se ne vene iR qua. E io alli xii da matina, per esere stato alli xi festa e non s' esere

raghunato la signoria, informato prima alcuni di colegio del caso mio, eRtrai drento e
despuosi il caso suceso. E narai che per esere la nave fioreRtna, e la mercanzia per legie
alcuna di questa terra non era contrabando, e richiesi dovesino cometere a quelli rettori,

che lassasino andare la nave a suo viagio destinato. Parve alli piU del colegio la mia
domanda onestisima, e fu detto si dovessi cometere al segretario, che scrivessi una lettera

alli rettori del tinore, che io desideravo in questo. Uno gentiluomo si leve e disse, che
avanti si facessi licenziare detta nave, era bene che fu dissi le ragione del sopracomito per

contrabando, che sebene io dicevo che l' era fioreRtina e la roba di fiorentini, poteva non

esere vero, ed esendo questo in benefizio dei populo. Fu detto si dovessi fare venire il

sopracomito o alcuno per lui a dire le ragion sua. Io rispuosi ch' esendo andato il
sopracomito alla volta di Cipri, ci aRdava 3 mesi avanti s' avesi risposta da lui, e le
ragioni di modo che in questo mezo la nave starebe a Zara in su la spesa, e }a mercanzia
patirebbe. E per uno altro gentiluomo fu detto, fate venire la nave in questa terra, che a

ogni modo la mercanzia che v' e drento venderete meglio di qua che in Ancona, e subito

arivata a qui ve la spedireno, e non si manchera di giustizia. ARche questo parve e
benefizio del publigho, e tutti di colegio laumeRtorno. Io repricai non dovessino inpedire

il viaggio destinato della nave, e che non avemo comesioRe di farlla venire in questa
terra, e non sendo contrabando, loro signorie dovessino aRdare la nave in Ancona, come

era destinato. Eu mi risposto, che io pigliassi uno de dua partiti, o fare venire il
sopracomito o alcuno per lui a dire le sua ragione per le quali a tolte le nave per
contrabaRdo, o si veramente che la nave vengha in questa terra, e che subito arivata me
la spediranno. E che ad altro per adesso non era rimedio alcuno, di modo che Pasqualino
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ed io e alcuni altri mia amici molto pratichi a noghozi di qttesto domiRio, considerando

che avendo a neghoziare e trattare di una nave che e aliesina il sopracomito in Cipri e
noi qui e il dominio, o asaisimi neghozi che non si pub avere al' dienzia a sua posta, che

era meglio lassare venire la nave in questa terra. Perche, se noi volevamo stare a
mantenere che la nave andassai in Ancona, sapiate che in 4 inesi non si spediva, e
considerando il danno grande dHassare perdere tempo alla mercanzia, e inoltre che'
nvero lo robe si venderanno forse meglio in questa terra che in Ancona. Pasqualino ed io
dovessi la nave pia presto venire in questa tera, che la farlla andare a Zara, per di molto

cause che non si possono cosi esprimerlle colla penna. (11t) E mi persuado che la nave
sara qui fra 6 giorni. Io mi sono andate preparando per la deliberazioRe d' essa nave in
quello che acadera, e mi rendo certisimo che arivata e liberata sara una ixtedisima cosa.

Perche o visto tutte le leggie e ognicosa e informatomi benisimo, e non tro [vato] che

ci abino a picho nessuno dove atacarssi. E non credo che nessuno ardira a difendere
questa causa. Inpero prometetevi sopra di me, che il tutto passera per l' ordine si
desidera.

[B 27] 1540. 4. 24, Firenze, Girolamo da Somaia
(15t) Sopra i} formento, come detto per l' altra, il tutto e venduto a lire 13 1/2 e lire 4

di dono per istaro, si quello che avemo avuto qui, come quello che a tolto l' armata.
Manca d' averne e denari, che si risecevuta avere dalla signoria da ducati 4 mila e da
fornari da ducati 2 mila sono sicurisimi. E per tutto magio si pub dire saranno riscossi,
se non tutti, la magior parte.

[B 28] 1540. 5. 21, Raugia, Zanobi Bertoli
(25r) Intendo non possevi venire a fine con cotesti signori raugei del formento della
nave di Luca d' Angio}o, che veramente ci fanno torto, avendone loro preso il formento,
e servitosene alli loro bisogni. Anno volere dispaciarvi, io mi persuado che ve l' anno
paghato a ragione di scudi 3 1/9 d' oro lo staio veneziano, come di qua n' avevo fatto

mercato, che invero non doverebono pagharvelo niente di manco. (25t) E adesso non
volere pagharlli il prezzo onesto, il quale sarebe quello, che di qua li avemo venduti, e als}

quello che ce li an [no] paghati questa signoria delli che ci anno tolti dalla nave di
Pagholo di Niccolo Cicini. Inpero vene mandai la fede che fu a lire 17 1/2 lo staro, per
tanto vedete non ci sia fatto torto.

Forrrienti stanno in prezo a lire l5 l/2.

[B 29] 1540, 5. 28, Lione, Ceseri Cantelmo
(29t) Avemo lettere di Pera delli 4, 6 e 8 di maggio molto fresche. E dicono la pace
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esser fatta con questa signoria, }a quale deve dare Napoli di Romania, e Malvagia, e
ducati 20e miia o 300 mila di coRttanti.

[B 30] 1540. 5. 29, Firenze, Girolamo da Somaia
(30t) Riscevesti li scudi 500 mandatovi per conto de formenti. E vi pare alquanto di

strano che questa sigRoria vabia al tardar tanto a darne e deRari, che invero avete
ragione, ma il costume loro e di cosr. g non se ne pub altro.
Dal Volo ebbi de 28 passato, come la Bemarda era partita al}i 24 carica di circa a 4232

chilo, che d' ora in ora doverebe arivare. Come arrivi, il formento sar2 in mia mani in
liberta di venderllo in questa terra, ma non di trarllo fuori di questa citta. E maggior di

prezo dHire 13 1/2 non si potra vendere. Il quale formento da 3 giorni in qua e calato
assai di prezo, i} miRuto a lire 13. 5, e ii grosso a lire 10.i5, per apressarsi al ricolte.

(31r) Disivi ieri la pace fatta nella signoria e il Turco, e le condizioni che danno
Malvagia e Napoli di Romania e ducati 300 miia, e il tutto si raferma ecetto che dicono
che il signor a l' incontro delli denari da 300 mila stara di formento in 3 anni, ogni anno
la terza parte.

[B 31] 1540. 6. 5, Firenze, Girolamo da Somaia
(32r) Li albitri anno giudicato questo giorno la diferenzia col patrone della nave. E

anno, secondo intendo, dato in quel meze, che anno mangiato da 80 in 100 ducati. Loro
salderassene il conto come prima si possa. Sono drieto a questo camarlingo, che mi dia
denari, a rrti promesso, della proxime darmi scudi 1500.

[B 32] 1540. 6. 11, Roma, Baldassare Olgiatto
(34r) Li formenti erono cala￡i, che sono tornati da }ire l5 a lire 9. Noi abiamo persso
la ventura di 15 giorni, che ceRe arivato di Levante stara xii mila e lo diamo a }ire 8, che

l' aremo veRduto a lire l6 se arivava uR poco prima.

[B 33] 1540. 6. 28, Napoli, Rafael}o da Somaia
(40r) Noi finimo ll tutto con quel tristo di Pagholo di Niccolo, che non si possette fare

tanto che non ci rubassi qualcosa. E s' e saldato interamente con esso. E noi colla prima
vi mandereRo il conto della fine delli formenti ci a condotti. E della mita, vene fareno

credittori, corne da Girolamo s' ebbe ordine, e alsi de}la mita de ducati 170 d' oro lo
servisti, fareno creditori voi separatamente, di modo che il tutto potrete aconciare a suo

dovere. Reseasi a risquotere daila signoria ducati 1800 incirca per Rostra parte, che di
brieve promettono di pagarlli. Stimasi che non passera tutto luglio.
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[B 34] 1540. 6. 28, Napoli, Somaia e Salviati
(400 E potrebbe essere che questa signoria volessi fase provisione di formenti in Cicilia.

E forsse acadera rimettervi somma di denari, impero se vi pare, rinfrescateci la
coraessione di trare a Palermo, come altra volta, se la conoscete di profetto.

[B 35] 1540. 7. 10, Firenze, Girolamo da Somaia
(49r) Delli formenti di Pagholo di Niccolo, voi n' avete auto scudi 1000, e Rafaello a

auto scudi 1600. Della proxima tocher6 forsse scudi 500.

[B 36] 1540. 7. 24, Pera, Guglielmo da Somaia
(56r) Perche si vede per tutte parte d' Italia le ricolte non riuscire come si mostrava,

e per tutto valere buono prezzo.
In Italia, per tutte }e tratte sono serate, sl in Sicilia, come in Puglia e la Marcha e la

Romagnia e la LoRbardia.
[B 37] 1540. 8. 5, Napoli, Rafaello da Somaia
(58t) Quanto alle incette de graRi, e al fare vendita con questa signoria di formenti di

Puglia, e vostri vorebono ubrigarssi darlli condotti a marina.

[B 38] 1540. 9. 1, Pera, Guglielmo da Somaia
(760 Di qui, non mancherebe nave, perb quando voi vi risolvessi a fare l' incetta e che

avessi bisognio di nave, date subito aviso. Ma avertite che bisogniera fare condure il

formento in questa terra, che per condure il formento a Livorno, queste nave non vi
potranno servire. E stando fermi questi prezi, e di piU il dono che anno fatto, che e lire
2 per tutto ottobre e lira una e soldi 10 per tutto novenbre. Sarebe onesta incetta, e quali

doni si pensa s' alungheranno a ogni modo.
Sento che li raugei de formenti feciono e prezi a lor modo della nave di Luca d' ARgiolo,

che mi dispiace assai. Io non mancai di mandare a Zanobi una fede autentichissima, come
questa signoria, del formento toltomi la sua armata, me l' aveva pagato lire 17 1/2 lo
staro. E credetti dovesi giovare.
(80t) E s' enteso delle 4 nave prese de raugei sieno liberate.

'
[B 39] 1540. 9. 9, Barletta, da Somaia e Cavalcanti
(84t) Di qua, sono montati alli giorni passati a lire 13 1/2 iR su l' aviso che la pace era
inturbata, e subito rabasorno a lire 11 in sul sentirssi che le dificulta della pace non erono

molte, e dapoi sono andati rimoRtando che di prexe vagliono lire 11. 16 e lire 11. 18 e per
piU valere. E l' s' intende che questa signoria a fatto corr}pra dal signor vice re di carra
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3 mila di tratta a scudi 6 d' oro per carro. E adesso questa signoria ne vuole fare partito
e conteneria di dare la tratta franca a chi si obligasse condurllo in questa terra per tutto

ottobre e novenbre. Per ancora non a de}iberato a cosa alcuna sopra a tal materia. Ma,
vogliono che la signoria sia ubligata pig}iarllo per lire i2 lo staro, e in su questo ci e
qualche dificulta.

[B 40] 1540. 9. 11, Firenze, Girolarri{o da Somaia

(88r) Questa signoria a comprato dal vice re carra 3 mila di tratta a scudi 6 1/2 il

carro. E adesso cerca di fare partito con e mercaRti, che conduschino questa soma. E
contenta dare la tratta franca, a chi s' obligha condure per tutto ottobre e novembre. Non
trovano. E li mercanti vogliono oltre alla tratta franca, il tempo pia lungo, e fare vendita
alla signoria de formeRti a lire 12 staro.

[B 41] 1540. 9. 11, Napoli, Rafaello da Semaia
(89r) E formenti da l5 giorni in qua ann fatto molto variazione, che da lire 10 montorno
in 30 giorni a lire 13 l/2, e dapoi in 2 giorni calorno a lire 11, e adesso sono rimontati a
lire 11. 16 e lire 11. 18 e per inanteRerssi.

[B 42] l540. 9. 15, Napoli, Rafaello da Somaia
(91r) Noi riscotemo‑ ogni restante de denari. S' avevono avere dalla signoria per e
formenti. E vi rimettemo.

[B 43] l540. 9. 18, Firenze, Girolamo da Somaia
(92t) E il partito questa signoria lo fecie con uno mercante nominato Piero Falghero a
lire 11. 15 lo staro, e la tratta franca a condurne 70 mila stara, ogni mese la rata in mese

7, cominciando il mese d' ottobre. Dove in tal mercato interviene questo oratore di
Spagna e di molti altri. E a me e stato forza torne una particella.

[B 44] [1540. 9. 23], Raugia, Zanobi Berttoli
(93t) Questa signoria compro la tratta dal vice re di Napoli di stara 70 mila, scudi 6 1/

2 il carro. E adesso a fatto partito con uno mercante, a condurllo tutto in 6 mesi. Io in
detto mercato participo in una particella.

[B 45] 1540. 10. 6, Roma, Alexandro Deti
<98r) Le lane si stanno a basso, e la causa e che per ancora in Levante non si puO
navicare per e veneziani, e inoltre ia carestia grande de formenti, perche li poveri non

anno danari apena da spendere in pane, non che in panni da vestirssi. E questo e causa
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［B・1］

di

comrnercio，

1539。！1・12，

n．174

フィレンツェ，

ジロラーモ・ソマイア

（190t）このシニョーリアは，領土以外の土地から小麦を輸入する者には，［奨励金とし

て］12月一杯であれぽスタイオあたり4リラを，1月一杯であれぽ3リラを支給するという
法律を制定しました。さらに，粟およびモロコシを輸入する者にも支給します。

［B・2］

1539・11。15，

ペラ，

グッリエルモ・ダ・ソマイア

（195t）ヴェントゥリーノ・デッラ・ヴェッキアは，アンコーナのジェリー・ノおよびトマ

ーゾ・デッラ・ヴェッキアから，1当地で］6ないし8隻の船を雇用するようにとの指示を
受けました。1隻も見当たらないので，シニョーリアに行き，もし7ないし8隻の船を手配
してくれるなら，当地向けに全船に1小麦を1積込ませます，と陳情しました。もし彼がト
ルコとの紛争から保障してくれるのであれぽ，あるだけの［船］を提供しましょう，という
回答でした。……アンコーナのジェリーノは，船体を保障する気はないもの，と思います。

［B・3］

1539・11・29，

フィレンツェ，ジロラーモ。ダ・ソマイア

（202t）小麦は，引き続き，以前の場合よりも急速に，価格が上昇しています。シニョー
リアの勘定によるものでなければ，［小麦はコ見当たらず，それは，大変な熱心さでパン屋
にパンを製造させるために配給され，また貧民に食用として〜人あたり半スタイオが配給さ
れます。

［B・4］

1539．11．29，ペラ，

グッリエルモ・ダ・ソマイア

（21！t）法律により，それ以上の価格はつけることができないので，小麦は151／2リラ

です。しかし，4リラの奨励金を上乗せすることになるので，191／2リラとなります。
（212r）明日，当地に，このトルコ戦争の処理方法についてヴェネツィアの当局者と相談
するために，皇帝代理のミラーノおよび全ロンバルディーア総督であるグァスト侯爵と，彼
と同道するフランスのトリーノ大守とがやって来ます。いずれにせよ，言葉のやりとりはす
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斉藤：ヴェネッィアにおける海外小麦の輸入取引

るものの，結論は何も出ないものと思われます。

［B。5］

1539・12。12，

ペラ，

グッリエルモ・ダ。ソマイア

（225t）陸によって非常に隔てられている，ウィーンやドイツのほかの地方を除けば，そ
れ1小麦］はどの地方からも来ません。それを輸入する者には，スタイオあたり！7から18リ
ラの費用がかかるでしょう。

［B・6］

1539・12・17，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（229r）小麦事情は最悪で，もう6日以上も小麦粉はどこにもなく，粟やモロコシの粉し
かありません。粟は，スタイオあたり10リラです。パン屋たちは，しぼしぼ小麦粉のパソは
きらしますが，響町のは切らしません。

［B・7］

1539・12・28，

ローマ，

バルダッサーレ・オルジャット

（231t）このシニョーリアは，和平を新たに試みるため，昨夕，使節を4田後にスルタン
のところに派遣することにしました。さて，どうなることやら。

［B・8］
（260r）

1540・1・13，

ペラ，

グッリエルモ・ダ・ソマイア

［但し，以下の部分は同月22日目加筆された部分］小麦は，まことに当地では，

値を付けることができません。というのは，［それは］全部シニョーリアの手に入り，その
管理下に入るからです。［政府は］現金ですぐにスタイオあたり4リラを支払い，それから
パソ屋からスタイオあたり15

1／2リラを支払わせるので，売値は！9

1／2リラとなります。

この当局者は，パン屋にパンを製造させるためにそれを配給するつもりであり，［市民には1

できあがったパンを買わせることにしているので，1スタイオの小麦粉が欲しいと思っても，

誰も買うことができない状態です。このことについては，［当局者は］パソ製造のための
［小麦コ粉を必要とするパソ屋を支えようと配慮しており，その半数もが，必要を賄えるだ
け［の量〕をもっています。貧民は粟の粉を食べていますが，それはたくさんあります。

［B・9〕

1540・1・28，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（265r）当地では小麦の価格は，長期にわたって高いままです。シニ・一リァは，奨励金
を2月半ぽまで延長しましたが，それをさらにもっと延長するものと思われ，5月一杯続く
ものと観測されています。……この当周者は，グァスト侯爵閣下から，3，000カッロ［の小
麦の輸出］を約束してもらったということです。……副王は，領地からそれを搬出させない
だろうと思われます。［当局者は］ナポリに書簡を送りましたが，4日後に回答が型着する
でしょう。

lB・10コ

1540・2・9，ペラ，

グッリエルモ・ダ。ソマイア
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（270t）我々は小麦を積込むためにヴェネツィア船を派遣しましたが，その小麦を，ヴェ
ネツィアに運搬しないで，他所にもって行くことはできません。……もしその船が荷降ろし
するために他所に行なうものなら，［その所有者であるコベルナルディは，ヴェネツィアか
ら追放され，彼の全財産は没収されることになります。

（271t）プーリアおよびシチリアから［小麦を］えることは，既に絶望となりました。ド
イツから陸路で運搬するのですが，非常に多くの経費がかかります。盗地では，20リラ以上
になります。

［B・11］

1539・2・12，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ。ソマイア

（274t）我々は，貴方がたにお伝えしたこの事項が，生命および財産を失うほど危険であ
るとは思っていない，と御承知おきください。……彼らは，どうにかして当地に小麦を送っ
てくるでしょう。人々を出抜いて，パシャたちの目をごまかすでしょう。そうであるから，

グッリエルモはこれに取掛かり，その地方の慣習を熟知しているから，やる気になって，絶
対に当地に小麦を送ると約束しているのです。

［B・12］

1540・2・18，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（278r）ヴェネツィアのガレー艦隊が，ラグーザ沖で，約35，000スタイオの小麦を積んだ，

4隻のラグーザ船を蒙捕しました。その［小麦の］一部は，ザラ，コルフ，ザンテといった
彼らの領土のために役立てており，［残りの］一部は，当地に運んでくるつもりのようです。
…… ｵかし，［小麦の］価格が幾らか下がるかも知れません。我々の［予想］では，スタイ

オあたり19ないし20リラに下がり，以前のように，21リラにも達するようなことにはならな
いでしょう。

（278t）香辛料や亜麻を大量に25，000スタード分も積んで，アレクサンドリアからの帰途

にあり，雇用されてラグーザに向かっていた，G・ディ・パスクァーレのガレオン船を，ヴ
ェネツィアのガレー艦隊が掌捕しました。このシニョーリアが［15コ37年に制定した，ラグ
ーザ二野はレヴァソテに航行してはならないという法律に違反する，密輸だというのです。
それを取戻すことはできないか，できても少しだけだと思われます。

［B・13］

1540・2・23，

ペラ，

グッリエルモ・ダ・ソマイア

（28！t）シチリアおよびプージアからは，一粒だに入りません。ドイツからだけやって来
ますが，当地に着いた蒔にはスタイオあたり18リラします。

［B・14］

1540・2。26，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（290r）彼らから取上げられた船について［の交渉のために派遺された］ラグーザの使節
たちを，今か今かと待っています。……香辛料を積んでアレクサンドリアからの帰途にあっ
た，Gian．［ジョヴァンニ］・ディ・パスクァーレのガレオン船を掌捕したプロヴェディト
ーレ・デル・ゴルフォ［アドリア海監督劇は，密輸だとしてその商品を取上げてしまい，
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このシニョーリアは，当地に送られてくるもの全部を処分することになりました。彼らが，

それが密輸であったか否かを判断します。こパスクァーレ側にとっては125ないし30，ある
いはおそらく40％の損害になるでしょうが，全部を失うことはないものと思われます。

［B・15］

1540。3・3，フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（291t）ニッコロ。チチ一二の船がパレンツォに劉着しましたが，ガレー艦隊の艦長たち
はそれを当地に来させないようにしている，とのことです。私は，［その船を1すぐに来さ
せよとのドージェ書簡を1通，昨朝，シニョーリアから発送しました。もし，［その船が当
地に〕来ない場合には，翻金として］4，000ドゥカートを支払うと，［シニョーリアに1誓
約しました。……そうしたら，今日，当地に，その船長が現れました。……この小船は，貴
方がた［御〜族の］ラファエッロによって，ナポリで雇われたことが分りました。……私は
積荷証書を受取りましたが，それは，ジャンバッティスタが，ラファエッロの，ということ

はまさに貴方がたおよび［御一族の企業コ集団の勘定で，892！／2キロを積込み，残りは
全部で約500キロにもなりますが，それはその船の船長および乗組員たちの勘定で積込んだ
こと，を示しています。ラファエッロが多くの持分を船長に譲ったことに，私はびっくりし
ました。

（291t）船長が私にいうには，3隻の船でも一回では引受け切れない程の大量の小麦が集
魁

められるので，船は何隻でも行っただけのものが，［それを積んで〕すぐに出港させられる
そうです。ですから，全てがうまくいくと，お心を安んじていてください。［船長が1私に
いうには，現地には，あの地方にはいまだかっていたこともないような立派なサンジャック
・ベイがいて，ジャンバッティスタを兄弟のように大変可愛がっているので，そのヴェネツ

ィア船は，決して困ったことにはならないだろうとのことです。……［船長が／私にいうに
は，農民の小麦は，私には高値だと思われるのですが，38から40アスプロし，［この価格で］

彼にそれを送り届けており，［運搬人の］飲食いの費用を含めて全部でキロあたり80アスプ
ロとのことです。

（292r）小麦を積んだラグーザの船は，パレンツォにいます。ラグーザの大使がヴェネツ
ィアにやって来ました。しかし，一粒だに取返せるとは思えません。

［B・161

1540。3・4

ナポリ，

ラファエッロ。ダ。ソマイア

（292t）船長のパウロ・ディ・ニッコロ・チチ一二殿が，パレンツォから発送した手紙を，

3日前に落手しました。書いてあるところでは，その積荷は，ジャンバッティスタ・ダ・ソ
マイアとピエロ・ポマロとが，ヴォーロスから私にあてた小麦であり，アドリア海の各地で，

U96スタイオの小麦を荷降ろしさせられた，とのことです。荷降ろししたのは，全て，この
コムーネ［ヴェネツィア］のカピターノ・デル・ゴルフォ［アドリア海司令官］の命令と要
請とによるものです。上記の船は，積荷の残りを積んでパレンツォに現れましたが，ヴェネ
ツィアのガレー艦隊によって仰留され，このシニョーリア1ヴェネツィアの政府機関］の許
可なしには，ヴェネツィアに来ることができません。というわけですので，私は，シニョー
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リアに行き，上記の船をヴェネツィアに来させるようにとの，艦長あての，艦長の不在時に
はパレンツォの執政嘗あてとした，一通の〔公認書簡をすぐに手に入れました。しかし，
その船が他所に行ったら私が罰金4，000ドゥカートを支払う，と誓約せざるをえませんでし
た。こうして，船長がその船と一緒にヴェネツィアに来れるように，私の召し使いの一人を
［その手紙をもたせて］彼のところに行かせて，2日後にでも来るかと待っていました。そ
うしたら，昨日，当地にその船長がやって来ましたが，とても誠実な人物にみえました。彼
がいうには，［船の管理については］彼の書記に指示を与えておいたとのことです。……彼
は，各地で荷降ろしさせられた小麦についての証明書を持って来ましたが，それらは，完全
無欠な効力を持つようなものでありません。私は，友人たちの仲介によって，当地の価格で
その小麦の代金を支払ってもらい，さらに，この都市に搬入した場合に準じて奨励金を支払
ってもらうために，あらゆる努力をするつもりです。……その船が当地に着いたら，［小麦
の］売却について配慮し，取引が行われなくても，倉庫やそのほか［の保管所］に収納して
しまうようなことはしないつもりです。というのは，［穀物］監督宮たちが，私に，シニョ

ーリアはそれを艦隊のためのビスケットにしょうとしている，といったからです。もし，そ
うしなくても，彼らは，それをすぐにパン屋に売却させるでしょう。

（293r）皆，小麦の価格は，スタイナあたり151／2リラになり，奨励金として［スタイ
オあたり］4リラもらえるだろうと思っていました。現在では，彼らは28，000スタイ、の小

麦を積んだ4隻のラグーザ船を鼠捕しましたが，そのうちの1隻はネグロポソテで，3隻は
ヴォーロスで積んでいます。［その小麦の代金を］ラグーザ人に支払う段階で，旧い法律を
みつけだしてきました。レヴァンテの小麦は，当地ではグロッソ［粗大なコ小麦とよぼれて
いますが，これには，スタイオあたり13

1／2リラ以上の価格を付けてはならない，という

ものです。……たくさん積んだこれらのラグーザ船さえなかったならぽ，使われていないこ
んな法律を，誰もみつけださなかったでしょう。……

この船長は，！月12日にヴォーロスに到着し，28日に出港しました。パラモータ〔という
名前の］船は，それと同じ日に出港しましたが，そちらからの手紙では，メッシーナで二心
され，荷降ろしさせられたとのこと。大変な損害であり，どこであれ寄港させるなどとは，
軽率なことです。

ルカ・ダンジョロの船は，ヴォーロスで［小麦を］満載し，アドリア海に向けて2月4日
に出航しました。もし，それがラグーザに寄港すれば，そこでは餓死者が出ているので，掌
捕されるでしょう。それより先に，情け容赦のないヴェネツィアのガレー艦隊にみつからな
かったら，の話ですが。

（293t）フェルディナンドは，1年の期限でスルタンと休戦した，というニュースがあり
ました。同様に，スルタンと皇帝とが休戦しましたが，ヴェネツィア［とスルタン］との間
にも和平が成立するでしょう。［ヴェネツィアの］当局者は，今年は艦隊の派遣をしません。

［B・！7］

1540・3・12，

ペラ，

グッリエルモ・ダ・ソマイア

（297r）シニョーリアと小麦の取引をすることについては，何の進展もみられません。と
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いうのは，ラグーザから4隻の船を掌捕したし，キプロスから20，000スタイオが搬入され，
ドイツからも多くがもたらされたので，買う必要が全然なくなったのです。

ナポリでラファエッロによって雇用され，……当地に向けてジャンバヅティスタおよびポ

マロによって［ヴォーロスから1送り出された……1隻の小船が，ガレー艦隊の艦長たちに
よって掌捕されました。カピターノ・デル・ゴルフォは，約1，200スタイオを，ザラとセベ
ニコとに荷降ろしさせました。

4隻のラグーザ船には……約30，000スタイオの小麦があります。ラグーザの大使が当地に
来ていますが，彼には，絶対に一粒も返さないでしょう。［小麦の代金の1支払いについて
は，原価よりも少し多く支払うか，あるいは当地での価格を支払うかという，二つの方法が
協議されたようです。また，次のことが串立てられました。つまり，その船長たちは，喜ん
で掌捕されるに任せた。というのは，ラグーザで売るよりも，当地で売る方が，彼らの勘定
にとっては，小麦［の販売コからえる金額がはるかに多いからだ。だから，掌捕されるのを
喜んだのだ，ということです。

［B・18］

1540。3・18，

ペラ，グッリエルモ。ダ。ソマイア

（301t）小麦の件について，貴方がたは，ニッコロ・チチーこの船が無事に当地に着き，

小麦は当世で倉庫に入れられたということを御承知ですが，明日，売却される手筈になって
います。グロッソ小麦とよばれる，このレヴァンテもの［の小麦コの価格は，13

1／2リラ

であり，その奨励金は，4リラです。その全額を手に入れるつもりですし，艦隊によって没
収された分についても，同じ額を貰うつもりです。

〔B・19］

1540・3・22，

アントヴェルペン，

サルヴィアーティ

（307r）ヴォーロスから小麦を積んでリヴォルノに向かった船，パラモータが，メッシー
ナで掌捕されました。そして荷降ろしされましたが，損害となります。

［B・20］

1540。3・23，

ヴォー・ロス，

ジャンバッティスタ。ダ・ソマイア，およびピ

エロ・ポマロ

（309r）パゴロ・ディ・ニッコロの船は，無事に当地に到着し，この港に入って，全部荷
降ろししました。そして，私に，当地の単位で16471／2スタイオの小麦を委託しました。
聞くところでは，カピターノ・デル・ゴルフォによって，各地で［計］！208スタイオが荷降

ろしさせられました。全部で，28551／2スタイオとなります。当地の法律では，ミヌート
小麦には151／2リラ以上の，グロッソ［小麦］には！31／2リラ以上の，価格は付けては
ならないことになっています。レヴァンテものは，グロッソ小麦の勘定となります。

キプロスより大量に来ましたし，4隻のラグーザ船が掌捕されましたが，全てが一週間の
うちに起こったので，このシニョーリアは，少々豊かになりました。……ラグーザ船のこの
船長たちは，その積荷を，現金をえるために，13リラで売却しました。

取上げられたものについていえぽ，セベユコでは自治体のために402スタイオを荷降ろし
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しましたが，これは代金を徴収しに行くことになりました。シニョーリアは，一通のドージ
ェ書簡を作成し，その執政官に，スタイオあたり171／2リラの割合いで現金を支払うよう
にしてくれるよう，要請しました。・…・・そのほかの806スタイオについては，当地において

代金が支払われることになりました。……私は，小麦402スタイオ分の代金を徴収するため
に，書記を派遣し，彼の帰りを待っているところです。

［B・21〕

1540・3・23，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（3！0r）当地で受取った16471／2スタイオのうち，現金をえるために，約400スタイオ
を，数人のパン屋に売却しました。即ち，休日明けに，絶対に信用できる人々に，スタイオ
あたり13

1／2リラで。……最初の［手に入った］現金で，雇船料を支払うことにし，残り

については，貴方がくださった指示に従います。当地に搬入されたこの小麦の奨励金につい
てですが，最初に，全部をパン屋に売却したという証明書を示す必要があり，その後で，私
に奨励金が支払われます。

（310t）我々は，没収された1208スタイオの小麦のことで，穀物局の監督宮の方々と話し
合いました。彼らは，先に，セベニコの執政官から手紙を受取っておりますが，そこで，
402スタイオの小麦が荷降ろしされ，その自治体のために役立てられたのです。その手紙で
は，自治体は，シニョーリアが指示する価格を［その代金として］支払う用意があるとのこ
とです。ですから，セベニコでこの402スタイオの代金を徴収するために，令状を送ります。

その徴収のために，私は，このシニョーリアから，一通のドージェ書簡をもらいました。そ
れは，この小麦［代金］を，私ないしは私が委託する者に，スタイオあたり17！／2リラを，

つまり当地の価格に準じた131／2リラと，奨励金としての4リラとを支払うように命じた
ものです。こうして，我々は，その船の書記をその徴収のために派遣することにしました。
…… рﾍ，友人たちの手紙を添えて，セベニコの執政宮に，早急に処理してくれるように要

請しました。……各地で荷降ろしさせられた，そのほかの806スタイオについては，彼ら
［穀物局の監督富］は，私に，休日あけには絶対に私の勘定にとりかかり，小麦の代金にせ
よ，奨励金にせよ，然るべく処理するといいました。
［ヴェネツィアの］支配に服従していない土地からこの都市に小麦を運んで来た者への，

スタイオあたり4リラの奨励金については，今月一杯続くことになりました。現在，次のよ
うに減額されています。4月一杯，陸路で往来する地方から搬入する者には，スタイオあた

り3リラ，海外から搬入する者には，2ジラ。……まことに，ラグーザから掌捕したこの4
隻の船と，キプロスからの到来とによって，この都市［の需劉の半分が満たされてしまっ
たようにみえます。小麦はスタイオあたり15

1／2リラ以上してはならない，というこの法

律どおりに，価格は維i持されるでしょう。

ASF，

Libri

1B・22］

di

commercio，

！540・4・3，

n．182

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア
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（1r）そのうグーザから，4隻の小麦［輸送］船の箏捕について聞きました。スルタン
は，この知らせを聞き，大して動揺もぜずに，新たにラグーザに対し25，000スタイオの輸出

［許可］を与えました。この知らせに，1ラグーザの人々は］小麦を積むためにヴォーロス
に3隻の船を送り出しました。

［B・23／

1540・4。10，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（2t）小麦402スタイオの代金微収のためにテッサロニキ［原文ではこうなっているが，
明らかにセベニコの書き誤り］に派遣した，その船の書記が帰って来ました。彼は，その土
地の執政官から，［執政官が］シニョーリアの必要に用立てた全ての現金の領収書を受取っ
て来ましたが，［執政官はコこれによって，没収した［小麦の代金である1それとは別の金
額と差引きしたわけです。私は，穀物局の方々から，全額を清算してもらいました。彼らは，

最後の一粒にいたるまで，キチンと計算してくれました。……2ヵ月期限の［その〕代金の
支払いについては，財務宮から受け取ることになっています。

私は，ラグーザ船のこ小麦］が13ジラでしたので，バン屋が私の小麦を131／2リラで買
うように，うまくいくとは思っていませんでした。私は，友情のおかげで，穀物局の方々が
パン屋に対して，ほかのどの者から買うよりも先に私の小麦を全て買ってしまわなけれぽな
らない，と命令するようにもっていぎました。こうして，私は，彼らに全部を売り尽くし，

月末に各人が代金を支払うということになっていますが，来月の15日までには全部を徴収し
終わるでしょう。……計：心し，全てをパン屋に引渡してから，すぐに，奨励金の勘定請求書

を作成することになりますが，確実かつ早急にもらえるでしょう。それから，あれこれの勘
定を清算していくつもりです。

（3r）23時に，パスクワァリーノ・ダル・エルパが，もう一人とともに，ここ私のとこ
ろにやって来ました。彼がいうには，今月3田，［彼の〕船がザラで［ヴェネツィアの〕ガ
レー艦隊によって掌捕され，密輸だとして抑留されたので，その船を船長に預けてザラにお
いたまま，この船を保護し，釈放するために，ここに来たのです。……私は，……麦の一粒
だに損をしないで済むように努力します。その積荷は，126ボッテの干しブドウと，王4バッ
レのグラーナ［染料］です。

［B・24］

1540・4・10，

ヴォーロス，

ジャンバッティスタ・ダ・ソマイア，およびピ

エロ・ボマロ

（3t）ピエロ・ポマロ殿，貴方にお伝えしますが，マルコに5スタイオを，貴方の母上
に5スタイオをお渡ししました。……貴方の件については，貴方の兄弟の誰にも，また母上
にも，何も知らせませんので，御安心ください。

〔B・25］

1540・4・15，

ナポリ，

ラファエッロ。ダ・ソマイア

（5r）当地に搬入されたほかの小麦は，全部パン屋組合に売却され，今月一杯に代金が
支払われることになっています。
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（7t）最後の［私の手紙］でお伝えまししたように，パスクァリーノは当地に到着し，
密輸だということで，その船は〔ガレー艦隊の］艦長たちによってザラに抑留されています。
それから，シニョーリァは日曜の午前には会合しないので，［斗酒を］月曜に延ばしました。

予め，いつもコレージョに出席している私の幾人かの親友たちに［事情を］説明しておいて
から，シニョーリアに出頭して，問題となっている件を陳情し，その船の管理を委ねられる
ザラの執政官に，その航海を続行させるように要請していただきたい，と申入れました。コ
レージョにいる22人のうち，大多数には，正当な要求であり，いずれにせよ同意できるもの
であると映りました。［しかし］彼らの一人が，その船を掌帯したガレー船の艦長［の言い
分］を聴く方がよい，と署返しました。私は，それはフィレンツェ船である，と反論しまし
た。すると，それはヴェネツィア船であったかも知れないが，そうだとすれば，法律によっ
て，アンコーナに行くことは禁止されているし，そのヴェネツィア船に外国人は［商品を］

積むことを禁止されている。また，本当にラグーザ船であるかも知れないが，そうだとすれ
ば，この国が1537年に制定した法律によって，レヴァンテに航海することが禁止されている，

と彼は再び反論しました。この男は，国家の利益を擁護したわけです。彼らは全員これに同
意し，皆が，その船を子下したかレー船の艦長を来させるべきだ，といいました。私は，そ
の艦長はその船の管理をザラの執政留に委ねて，キプロスに行ってしまったので，彼を来さ
せようとすれぽ大変が時間がかかり，［その間］その船と商品とは大きな損害を被るが，こ
の損害を被らなけれぽならない義務はない，と反論しました。コレージョの別の一人が，そ
の船を当地に来させ，着いたら直ちに全てを調査し，然るべく判断して，公正に処理したい，

と重ねて提案しました。……船はザラに，艦長はキプロスに，決定権は当地にあるので，こ

の件を弁護し，それを釈放するのはまことに難しく，この（7t）公的な［場での］多くの
討議により，陳情をうまく処理してもらうことはできないようになりました。干しブドウに
せよグラーナにせよ，商品を，アンコーナでよりも［当地での方が〕はるかに高値で容易に
売れると思いますので，船を来させることは悪くないと考え，その船を当地に来させること
に同意しました。……火曜日の午後，パスクァリーノは，荷を積んだままその船を直ちに当
地に来させるようにとの，その執政官宛てのドージェ書簡をもって，ザラに向けて出発しま
す。

プーリアから当地にむけての2，000カッロの小麦の輸出は，その輸送についての指示がと
てもまずかったので，6月一杯かかっても，極く僅かしか搬入されないものと思われます。
［B・26］

1540・4。19，

ベラ，グッリエルモ・ダ・ソマイア

（8r）メッシーナでその自治体のために荷降ろしさせられたパラモータについてですが，

ジェノヴァのために，シチリアのほかの場所で1，500サルメ［の小刻を荷降ろしさせられ
ました。……このパラモータは，その後，ジェノヴァに着きました。

（8t）このシニョーリアは，レヴァンテから輸入する者への奨励金を，今月一杯，スタ
イオあたり2リラとしています。

（10t）パスクァリーノが10日目夜遅く当地に着いたこと，ザラに抑留されている船を置
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いて来たこと，その積荷は干しブドウ126ボッテ，グラーナ［染料114バッレ，粉［砂糖コ
4［カッサ〜］，そのほかに幾つかの荷物であること，をお伝えしました。1隻のガレーが，

それをザラの執政官に引渡し，その商品と船とを，密輸ということで彼らの保護と管理との
下において，キプロスに行ってしまいました。その執政官たちは，ガレー艦隊の命令によっ
て，（11r）このシニョーリアの許可なしに，ガレー艦隊から預けられた密輸船・商品を，釈
放することはできません。ですから，パスクァリーノは，ここにやって来たのです。私は，
1！日が休臼でシニョーリアが休会だったので，12日の午前，この私の件を予め幾人かのコレ
ージョの構成員に知らされておいてから，そこに出頭し，この事件について開陳しました。

この船はフィレンツェ船であり，当地のどの法律によってもその商晶は密輸品とはならない
ので，その船を釈放して目的地への航海をさせるように，執政官たちに要請するよう要求し
ました。コレージョの幾人かには私の要求は正当なものに思われたので，執政官たちに宛て
て，私が望んでいたような内容の手紙を書くように秘書嘗に命令せよ，という血書がありま
した。一入の紳士が立上がって，その船を解放させる前に，密輸だと判断した艦長の理由を
聞く方がよい，といいました。私が，船はフィレンツェ船であり，商品はフィレンツェ人の
ものであるといっても，それは，本当ではないかも知れないし，そうする方が公益のために
なる，というわけです。艦長，ないし彼の代理人に，彼の理由を述べさせるためにやって来
させよ，という発心がありました。私は，艦長はキプロス方面にでかけてしまったので，彼
から回答をえるには3ヵ月もかかるし，その間その船をザラにとどめておく経費がかかるし，
商品も傷む，ということを申し述べました。別の紳士が，とにかくアンコーナでよりも当地
での方が積んである商品を高値で売ることができるし，当地に着いたらすぐにこの件を適正
に処理するので，その船を当地に来させなさい，といいました。この［提案］も公益に沿っ
たものであるようにみえ，コレージョの全員の賞賛をえました。私は，その船の目的地への
航海を妨げてはならないし，我々は当地に来させるようには委託されていないし，密輸では
ないから，貴方がたはその目的地であるアソコーナへの航海をさせなけれぽならない，と応
答しました。私に対する圏答は，密輸であるということでその船を享捕した理由を陳述させ
るために，艦長ないしその代理人を来させるか，あるいは，その船が当地に着いたらすぐに
処理するが，それを本当に来させるか，二つに一つを選べ，というものでした。現在のとこ
ろ，ほかに仕方がないので，バスクァリーノ，私，それにこの国の領土内でのやりかたを熟

知している，ほかの数人の私の友人は，艦長は遠く離れてキプロスに，［当事者である1
我々と主権者とは当地にいるという状況下で，その船について交渉し，処理しなけれぽなら
ず，また，多くの討議を経たので，うまく処理してもらうことができなくなっていることを
考慮した結果，その船を当地に来させる方がよい，という結論に達しました。というのは，

我々がその船をアンコーナに行かせるべきだと主張し続けたら，御承知のとおり，4ヵ月も
未解決のままになりますし，蒔問を無駄に過ごすのは，商品にとっても大きな損害となり，
さらには，確かに商品はアンコーナでよりも当地での方がおそらく高値で売れるであろう，

と考慮したからです。……パスクァリーノと私とはその船を〜刻も早く当地に来させなけれ
ぽならず，ペソ書き表すことは到底できない多くの理由があるので，彼をザラに行かせまし
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た。……（11r）私は，その船が6日以内に来ると確信しています。……私は，この船に関
する来たるべき審判にそなえて準備をしましたが，到着すれぽ釈放されると確信しています。

というのは，全ての法律に目を通し，あらゆることを徹底的に調べましたが，攻撃されるよ
うな蝦疵は見出せませんでしたので。この訴訟を敢えて弁護しようとする者は誰もない，と
思います。ですから，私に任せてください。全て，希望通りに行くでしょう。

［B・27］

1540・4・24，

フィレンツェ，ジロラーモ・ダ・ソマイア

（15t）小麦については，別便でいいましたように，私が当地で受取ったものも，艦隊が

取上げたものも，全て，スタイオあたり13！／2リラで売れ，4リラの奨励金をもらいまし
た。まだ代金をもらってはいませんが，シニョーリアからの約4，000ドゥカートの受領と，

パン屋たちからの約2，GOOドゥカートの受領とは，確実です。5月一杯には，たとえ全額で
はなくても，その大部分は徴収でき「るといえます。

〔B・28］

！540・5・2！，

ラグーザ，

ザノビ・ベルトリ

（25r）ルカ・ダンジョロの船の小麦の件で，そちらのうグーザの官吏との問に，決着を
つけることができなかったことを知りました。［ラグーザが］その小麦を没収し，彼らの必
要に用立てたのですから，まさに我々に迷惑をかけたわけです。彼らは貴方がたに対して清
算したがっているとのことでしたので，当地で私が売却したように，ヴェネツィアのスタイ
オあたり3

1／9スタード・ドーロの割合いで，貴方がたに支払ったものと思っていました。

まさに，ビター文欠かさずに支払わなけれぽならないはずですから。……（25t）しかし，
今では，正当な価格を支払う気がないとのこと。正当な価格というのは，当地で我々が売却
したものであり，また，パゴロ・ディ・ニッコロ・チチー二の船から没収したものについて，

このシニョーリアが我々に支払ったものであるはずです。ですから，スタイオあたり17
1／2リラ［で清算したコとの証明書を送りましたので，不利益を被らないように御配慮くだ
さい。

［当地では］小麦の価格は，151／2リラです。

［B・29］

154G・5・28，

リヨン，

チェーゼリ・カンテルモ

（29t）ペラからの，5月4日，6日，8田付けの最新の手紙を落手しました。……それ
によると，［スルタンと］このシニョーリアとの和平：がなり，このシニョージアは，ナポリ

・ディ・ローマニアとマルヴァジア，それに20万ないし30万ドゥカートの現金を提供しなけ
れぽならないということです。

［B・30］

1540・5・29，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（30t）小麦勘定としてお送りした500スタードを落手したとのこと。貴方がたには，この
シニョーリアが代金の支払いを葬常に遅らせていることが，少なからず奇異に映るとのこと
ですが，確かにいわれるとおりです。しかし，彼らのやりかたはこうなのです。ほかにしょ
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うがありません。

ヴォーロスからの先月28日付けの［手紙］では，ベルナルディの船は約4232キロを積んで，

24日に出港したということですので，間もなく着くでしょう。……着いたら，……その小麦
の当地における販売は私に自由委託されていますが，この都市から搬出することはできませ
ん。13

1／2リラ以上の価格では，販売することはできません。……小麦は3日前から価格

が大きく下がり，ミヌートは15リラ・5〔ソルド］，グロッソは10リラ・15［ソルド］とな
りましたが，［小麦］の収穫が近づいたせいです。

このシニョーリアとスルタンとの和平が成立したが，その条件は，マルヴァジアとナポリ
・ディ・ローマニア，および30万ドゥカートを提供することだ，と昨日いいました。スルタ

ンが，その現金と引替えに30万スタイオの小麦を3年にわたって，［つまり］毎年三分の一
ずつ引き渡すこと，という点を除けば，全て確認されました。

〔B・31〕

1540・6・4，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（32r）今日，裁判官は，その船の船長との係争に対し，判決を下しました。［判決を］聞
くところでは，〔乗組員たちは］約80から100ドゥカート［分］を食べてしまったので，その

間に［船長側はその分を］渡したのだ，というのです。……彼らは，できるだけ早く，その
勘定を精算することになっています。……私に代金を支払ってくれる財務官に会ったところ，
来週1，500スタードを支払うと，約束してくれました。

〔B・32］

1540・6・11，

ローマ，

パルダッサーレ・オルジャット

（34r）小麦は下がってしまい，……15リラから9リラになってしまいました。15日間
［の差］で幸運を取逃がしてしまいました。レヴァンテから12，000スタイオが届き，それを
8リラで売りましたが，もう少し早く着いていたなら，16リラで売ったのですが。

［B。33〕

1540・6・28，

ナポリ，

ラファエッロ・ダ・ソマイア

（40r）我々から僅かばかりのものをちょろまかす以外には能のない，あのケチなバゴロ
・ディ・ニッコロとの件は，全て終わりました。彼とは全てを精算しました。最初の［便］

で，我々に送られてきた小麦の販売に関する勘定をお送りします。ジロラーモから指示があ
ったように，その［勘定の］半額を貴方がたの貸方とし，同様に，貴方が支払った170ドゥ
カート・ドーロについても，分割してその半額を貴方がたの貸方にしますが，それは，貴方
がたが貸借関係をすべて整理できるようにするためです。我々の分として約1，800ドゥカー
トをシニョーリアから徴収することが残っていますが，間もなく支払うと彼らは約束してい
ます。7月を越すことはないと思っています。

こB・34］

1540・6・28，

ナポリ，

ラファエッロ・ダ・ソマイア，およびサルヴィアー

ティ

（40t）このシニョーリアは，シチリアで小麦の手配をする意向のようです。おそらくか
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なりの現金を送るでしょうから，利益になるように思われるのでしたら，パレルモからの輸
出に関する代理業務を，以前のように，我々との間に更新してください。

［B・35］

！540・7・10，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（49r）パゴロ・ディ・ニッコロの小麦の件では，貴方がたは！，000スタードを受取り，ラ
ファエロは1，600スタードを受取りました。来週，私は500スタードを受取る見込みです。

［B・36］

1540・7・24，

ペラ，

グッリエルモ・ダ・ソマイア

（56r）イタリアのどの地方においても，収穫は，予測されていたようにはうまくいかな
かったので，どこでも価格が上がりました。……イタリアでは，どこでも，シチリア，プー
リア，マルケ，ロマーニャ，ロンバルディーア，のどこでも，輸出はできなくなりました。

［B・373

ユ540・8・5，

ナポリ，

ラファエッロ・ダ・ソマイア

（58t）小麦の購入，およびプーリアの小麦をこのシニョーリアに売ることについては，
貴方がたは，それを海岸まで運ぶ義務を引受けなけれぽなりません。

［B・38］

1540・9・1，

ペラ，

グッリエルモ・ダ・ソマイア

（76t）当地には船がありますので，［小麦の］購入をする決心をし，船の必要ができたら，

直ぐにお知らせください。……しかし，砦地に小麦を運んで来る必要があり，小麦をリヴォ
ルノに運ぶのでしたら，これらの船は使うことができないことに，御注意ください。〔小麦
の］この価格は一定であり，さらに，彼らが決めた奨励金は，10月一杯は2リラ，1！月一杯
は！リラ！0ソルドです。妥当な購入となるでしょうし，奨励金は，いずれにせよ延期される
ものと思われます。

ルカ・ダソジョロの船の件では，ラグーザは，彼らのやりかたで小麦の価格を決めたと聞
きましたが，私には，とても納得がいきません。私は，艦隊によって私から没収した小麦に

ついて，このシニョーリアが，スタイオあたり171／2リラを私に支払ったという真正な証
明書を1通，［ラグーザにおける私の代理人であるコザノビに忘れずに送っておぎました。
お役に立つことと思っています。

（80t）牟捕された4隻のラグーザ船は……釈放されるらしい，ということを聞きました。

［B・39］

！540・9・9，

バルレッタ，

リドルフォ・ダ・ソマイア，およびカヴァルカ

ンティ

（84t）当地では，過日，和平が妨げられたという知らせで，131／2ジラに上がり，ま
た直ぐに，和平への廼難は大したものではないと聞いて，11ジラに下がり，その後再び，11
リラ16［ソルドコ，11リラ18［ソルド］と上がり，さらに上がる勢いです。……このシニョ

ーリァは，副王陛下から，カッロあたり6スタード・ドーロで，3，000カッロを輸出する購
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れを運んで来る義務を引受ける者に，当地渡しの輸入［契約］を与えることに，決めようと
しています。この件では，まだ何も結論を下してはいません。……しかし，人々は，シニョ
ーリアはスタィオあたり12リラでそれ［小麦］を引取ることにすべきだ，と望んでおり，こ
のことについては，いささか難しいことになりそうです。

［B・40／

1540・9・1！，

フィレンツェ，

ジロラーモ。ダ・ソマイア

（88r）このシニョーリアは，副王から，カッロあたり6

1／2スタードで，3，000カッロ

の輸出［をする権利］を買いました。現在，これだけの量を運んで来る商人と契約しようと
しています。10月と！1月一杯で運んで来る義務を引受ける者に，当地渡しの輸出［契約］を

与えることにしました。……［そういう商人はコみつかりません。商人たちは，当地渡しの
輸出［契約］のほかに，もっと長い期間と，小麦をスタイオあたり12リラでシニョーリアに
売ること，を望んでいます。

［B・41］

1540。9・11，

ナポリ，

ラファエヅロ・ダ・ソマイア

（89r）小麦［の価格］は，15日前から大きく変わりました。30日には10リラから！3

1／2

リラに上がり，次いで2日には11リラに下がり，現在は11リラン6［ソルド］ないし11リラ
18［ソルド］に再び上がり，このまま続きそうです。

［B。42］

1540・9・15，

ナポリ，ラファエッロ・ダ・ソマイア

（91r）我々は，代金の残額を全て徴収しました。小麦のそれを，シニョーリアから受取
ったのです。貴方がたに送金します。

〔B・43］

1駆0・9・18，

フィレンツェ，

ジロラーモ・ダ・ソマイア

（92t）このシニョーリアは，ピエロ・ファルゲーロという名の商人と契約をしました。
当地渡しで，スタイオあたり11リラ15［ソルド1で，70，000スタイオを，10月から始めて毎
月［記述欠如］の割合いで，7ヵ月の問に運び込むというものです。この取引には，スペイ
ンの使節やほかの多くの使節が介入しました。私も，強制的に，そのホンの一部を受持つこ
とにしました。

［B・44］

1540・9・23，

ラグーザ，

ザノビ・ベルトリ

（93t）このシニョーリアは，ナポリ副王から，カッロあたり6

1／2スタードで，

70，000スタイオの輸出［をする権利］を買いました。現在，その全部を6ヵ月で運んで来る
こと［という条件］で，一人の商人と契約しました。……私は，この取引にチ・ッピリ参加
します。

［B。45］

1540・10・6，

ローマ，アレクサンドロ・デーティ
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（98r）羊毛［の価格1は安いのですが，その理由は，ヴェネツィア人はまだレヴァンテ
へ航海できないこと，さらには，小麦が大変不足しており，貧民はようやくパンを買う金す
らないありさまで，衣服用の布などには手が厘1らないことです。これが，その［羊毛を加工
する］作業がおこなわれない理由であり，羊毛の（98t）価格が安いままである理由です。
（99t）以前の二つの勘定では貴方がた［のためコに銀を買いませんでしたが，

［貨幣で

はない］銀塊を当地から外に送出すのは禁止されているからです。

［B・461

1540・10・6，ナポリ，

ラファエッロ・ダ・ソマイア

（99t）このシニョーリアがおこなった取引，つまり67，000スタイオの小麦を，当地引き
渡しかつ内容吟味のうえ正味重量で，スタイオあたり11リラ15［ソルド〕で，毎月H，000ス
タイオずつ渡すという取引，をお聞きになっていることと思います。
（！990年1月22贋

受理）

