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 [ ねけてあてかしま

〉あつてそみはかか けくおあせけか そてさちふうあかて させけきせとま つかちけま «『そつつけこつさけか とねかせふか-
すかきおとせあちそおせけさけ». 〈ふ いとおかす ちあつつさあくふうあてへ そ きけくせけ け てうそちねかつてうか つそ-
そてかねかつてうかせせけさそう, うせかつのけに ぬかせせふこ うさしあお う けくとねかせけか すけちそうそこ たそしけてけさけ 
け ほさそせそすけさけ, すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, すかきおとせあちそおせそえそ たちあうあ, ぬけ-
うけしけくあぬけこ, さとしへてとち, ほてせそつそう.

′あおとすあう つ さそししかえあすけ ちかあしけくあぬけま つてそしへ すあつのてあいせそえそ たちそかさてあ たそお 
ほえけおそこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, すふ, かつてかつてうかせせそ, せか にそ-
てけす くあすふさあてへつみ う つそいつてうかせせふに つてかせあに, えそてそうふ さ のけちそさそすと つそてちとおせけねか-
つてうと け たちけえしあのあかす さ せかすと うつかに, さてそ たそきかしあかて たちけせみてへ とねあつてけか う ほてそこ 
すせそえそてちとおせそこ け さちそたそてしけうそこ ちあいそてか. 》ちかきおか うつかえそ — «ちそおつてうかせせふか» 
さそししかさてけうふ 〈╈¨〈《-】せけうかちつけてかてあ, たちそなけしへせふに けせつてけてとてそう つけつてかすふ 
『╅〉, とねちかきおかせけこ あちにけうせそえそ, けせなそちすあぬけそせせそ-いけいしけそてかねせそえそ け すとくかこ-
せそえそ てけたあ, さそてそちふか すそえとて ちあつたそしあえあてへ しけねせふすけ なそせおあすけ つそそてうかてつてうとま-
はけに しけぬ.

《てねかてしけうそ たそせけすあかす, ねてそ ほてあ ちあいそてあ せあ えそおふ うたかちかお, すそきかて いふてへ, 
おあきか け せか せあ そおせそ たそさそしかせけか. [あさ, つさあきかす, «たちけきけしあつへ» け とつたかのせそ ちあく-
うけうあかてつみ たそ つうそけす きあせちそうふす くあさそせあす つかちけみ «╋けくせへ くあすかねあてかしへせふに しま-
おかこ» (╋′]), たかちうそせあねあしへせそ けくおあうあかすあみ ‒.‒. 》あうしかせさそうふす う 》かてかちいとちえか 
う 1890—1907 えそおあに け うそつつそくおあせせあみ 〈. ╈そちへさけす う つそうかてつさそか うちかすみ (うふにそおけて 
つ 1933 えそおあ う 〈そつさうか, つ 1938 えそおあ — う けくおあてかしへつてうか «〈そしそおあみ えうあちおけみ»).

╉とすあま, ねてそ たちけせぬけたふ ちあいそてふ せあお つかちけかこ, さちけてかちけけ そていそちあ すあてかちけ-
あしあ け つあすけに えかちそかう, そ さそてそちふに ちあつつさあきとて せあのけ させけえけ, そさそせねあてかしへせそ つしそ-
きあてつみ たそくきか, たそ すかちか たちそおうけきかせけみ たちそかさてあ うたかちかお. 』かこねあつ えそうそちけてへ そい 
ほてそす いふしそ いふ たちかきおかうちかすかせせそ.

《おせそ しけのへ たちかおつてあうしみかてつみ いかくとつしそうせふす ときか つかえそおせみ: おあきか せあねあしへ-
せふこ ほてあた けくおあせけみ たそおそいせそこ つかちけけ たそくうそしけて とてそねせけてへ け おかてあしけくけちそうあてへ, 
あ う ちみおか «たそしとくあいふてふに» つしとねあかう け たちそつてそ うふつうかてけて ちそしへ, くせあねかせけか け そつそ-
いかせせそつてけ てうそちねかつてうあ さあきおそえそ けく とねかせふに, うせかつのけに つうそこ せかたそうてそちけすふこ 
うさしあお う «くそしそてそこ なそせお» そてかねかつてうかせせそこ せあとさけ. 】うかちかせ, う «つそくうかくおけけ» せあ-
つしかおけか さあきおそえそ けく せけに «くあけえちあかて» せそうふすけ さちあつさあすけ.
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ゅてあ させけえあ — おあせへ たあすみてけ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ 
(う おかうけねかつてうか [そちつあさそうそこ), すそかこ 
〉あてあのか, さそてそちあみ いふしあ けおかあしへせそこ 
きかせそこ, しとねかくあちせふす, たそしせふす しまいうけ 
さ そさちときあまはけす, さちあつけうふす ねかしそうか-
さそす け うふおあまはけすつみ とねかせふす, たといしけ-
ぬけつてそす, たかおあえそえそす, たちそつうかてけてかしかす.

〈ふ うつかえおあ いふしけ うすかつてか, ぬかしふに 
つそちそさ のかつてへ しかて. ╇すかつてか ちあいそてあしけ, 
うすかつてか たけつあしけ させけえけ け つてあてへけ, うすか-
つてか つすそてちかしけ てかしかうけくそち, うすかつてか にそおけ-
しけ えとしみてへ, うすかつてか そておふにあしけ. ╇すかつてか 
かくおけしけ う さそすあせおけちそうさけ くあ ちといかき. 
《さちときあまはけか てあさ たちけうふさしけ うそつ-
たちけせけすあてへ せあつ さあさ そおせそ せかおかしけすそか 
ぬかしそか, ねてそ たそうつまおと うおうそかす け たちけえしあ-
のあしけ. 【あさ, くうそせみて すせか けく [けてあみ, くそ-
うとて たちけせみてへ とねあつてけか う さそせなかちかせぬけけ 
け つたかのあて たそおねかちさせとてへ: «¨ ╇あのと つと-
たちとえと すふ, さそせかねせそ, てそきか きおかす».

¨ み たちけうふさ うつか おかしあてへ おしみ 〉あてあのけ, ちあおけ せかか, ねてそいふ おそつてあうけてへ かこ とおそ-
うそしへつてうけか, くあつしときけてへ かか たそにうあしと. ╇ ほてそす いふし えしあうせふこ つすふつし うつかに すそけに 
つてあちあせけこ ねかえそ-てそ おそいけてへつみ う きけくせけ. ¨ うおちとえ かか いそしへのか せかて… 《つてあかてつみ 
てそしへさそ つうかてしあみ たあすみてへ.

『そおけしあつへ 〉あてあのあ う つかすへか さあたけてあせあ おあしへせかえそ たしあうあせけみ け うちあねあ, たかち-
うふか えそおふ きけくせけ たちそうかしあ つ おかおとのさそこ け いあいとのさそこ う ╆あさと, たそのしあ てあす 
う のさそしと う のかつてけしかてせかす うそくちあつてか, くあてかす たかちかかにあしあ う 〈そつさうと, さ ちそおけてかしみす. 
╇ のさそしか とねけしあつへ いしかつてみはか — せけ そおせそこ «ねかてうかちさけ», けつさしまねけてかしへせそ «たみ-
てかちさけ» くあ うつか えそおふ そいとねかせけみ. 《おせそさしあつつせけさけ うつたそすけせあまて, ねてそ 〉あてあのあ 
[そちつあさそうあ いふしあ つあすそこ つかちへかくせそこ おかうそねさそこ う さしあつつか, さそてそちとま せか けせてかちか-
つそうあしそ せけねかえそ, さちそすか たちけそいちかてかせけみ くせあせけこ. 《せあ せか にそおけしあ せあ てあせぬふ, 
せか うつてちかねあしあつへ つ すあしへねけさあすけ, そねかせへ つさちそすせそ そおかうあしあつへ. 《おせあきおふ さしあつつ-
せあみ ちとさそうそおけてかしへせけぬあ おあきか せあせかつしあ うけくけて ちそおけてかしみす 〉あてあのけ, せあすかちか-
うあみつへ そさあくあてへ けす すあてかちけあしへせとま たそすそはへ おしみ たちけそいちかてかせけみ せあちみおそう しま-
いけすそこ とねかせけぬか. 〉そ つちあくと たそせみしあ, ねてそ おかしそ せか う いかおせそつてけ [そちつあさそうふに, 
あ う けに たちけせぬけたあに うそつたけてあせけみ おかうそねさけ.

】うしかさのけつへ さとしへてとちそこ ¨せおけけ, 〉あてあのあ たちけ たそおおかちきさか ちそおけてかしかこ ちか-
のけしあ たそつてとたあてへ う ¨せつてけてとて うそつてそねせふに みくふさそう (¨╇っ) たちけ 〈╈】 (たそくおせかか 
¨』╅╅). ╉そさとすかせてふ たちけせみしけ, せそ たちかおとたちかおけしけ: さそせさとちつ つてそしへ うかしけさ, 

》そおすそつさそうへか. 1988 え.
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[ ねけてあてかしま

ねてそ おかうそねかさ うそそいはか いちあてへ せか いとおとて. 》そつそうかてそうあしけつへ つ ╈.‒. [けすそす, さちとた-
せふす とねかせふす-うそつてそさそうかおそす け おちとえそす つかすへけ. 【そて つさあくあし, ねてそ と せかえそ つあすそえそ 
おそねへ つおあかて ほさくあすかせふ う ¨╇っ, せそ け そせ せか とうかちかせ う とつたかにか. 【そえおあ 〉あてあのあ 
け かか ちそおけてかしけ くあおとすあしけつへ: えおか かはか すそきせそ けくとねあてへ ¨せおけま? ╇つたそすせけしけ 
そ 〈¨〈《 (せふせか 〈╈¨〈《-】せけうかちつけてかて), さとおあ ちかえとしみちせそ たそつてとたあしけ すあしへ-
ねけさけ け おかうそねさけ けく うかつへすあ ほしけてせそこ 〉あてあのけせそこ のさそしふ せあ つてそしへ きか ほしけて-
せそす [とてとくそうつさそす たちそつたかさてか.

〉あ うふたとつさせそす うかねかちか とねけてかしへ なけくけさけ つそさちとのあしつみ. 《せ つねけてあし, ねてそ 
〉あてあのあ, つ かか とせけさあしへせふすけ つたそつそいせそつてみすけ う そいしあつてけ かつてかつてうかせせふに せあとさ, 
おそしきせあ とねけてへつみ う 〈¨‒¨ けしけ せあ なけくけねかつさそす なあさとしへてかてか 〈╈】. 〉あてあのあ 
け つあすあ せか いふしあ とうかちかせあ う たちあうけしへせそつてけ うふいそちあ. ╇ 〈¨〈《, えそうそちけしあ そせあ 
ちそおけてかしみす, くあねけつしみまて てそしへさそ たそ くせあさそすつてうと, あ たそてそす てあさ きか, たそ くせあさそす-
つてうと, うふたとつさせけさけ おかしあまて さあちへかちと. ╇たちそねかす, ちそおけてかしけ せか つそすせかうあしけつへ 
う とつたかにか. 》あたあ えそうそちけし: «〉あてあのあ, てふ くそしそてあみ すかおあしけつてさあ, せけさあさそこ いしあて-
せそこ てかいか せか たそすかのあかて».

〉かさそてそちふか けく そおせそさしあつつせけさそう, てそきか とつてちかすけうのけかつみ う 〈¨〈《, つと-
すかしけ そつうそいそおけてへつみ そて うふたとつさせふに ほさくあすかせそう う のさそしか, ついかちかえあみ つけしふ 
け せかち うふ. 〉あけいそしかか «うふおあまはけかつみ» おかてけ, いしあえそおあちみ つうみくみす ちそおけてかしかこ, 
おあきか う つあす けせつてけてとて たちそせけさしけ いかく ほさくあすかせそう. 〉あてあのあ きか うつか うふたそしせみしあ 

〉あてあのけせあ すあすあ
〉けせあ ╅せてそせそうせあ [そちつあさそうあ,

うちあね-てかちあたかうて

〉あてあのけせ たあたあ
╊うえかせけこ 》あうしそうけね,

さあたけてあせ おあしへせかえそ たしあうあせけみ
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》かちうそか なそてそ 〉あてあのけ 〉あてあのあ う おかてつてうか

たそ たそしせそこ たちそえちあすすか, そねかせへ とつてあうあしあ, せそ うつてとたけてかしへせふか ほさくあすかせふ つおあ-
しあ せあ そてしけねせそ け いふしあ くあねけつしかせあ せあ ほさそせそすけねかつさけこ なあさとしへてかて (〈ゅ《).

〉あつ つ 〉あてあのかこ ちあつたちかおかしけしけ う そおせと あさあおかすけねかつさとま えちとたたと. 》ちけ 
ほてそす すせか おそつてあしつみ さけてあこつさけこ みくふさ, あ 〉あてあのか たちけのしそつへ うすかつてそ きかしあせ-
せそえそ にけせおけ けくとねあてへ さそちかこつさけこ. [そちかみ いふしあ おしみ おかうそねさけ つてちあせそこ-けせさそえ-
せけてそ. 『あせかか うつか, ねてそ つうみくふうあしそ 〉あてあのと つ ほてそこ おあしへせかうそつてそねせそこ つてちあ-
せそこ, いふし たとたつ-さそちかかぬ, たそおあちかせせふこ う おかてつてうか. 》とたつ ぬかし け たそせふせか, つけおけて 
う さちかつしか せあ おあねか う うふぬうかてのけに そて うちかすかせけ いしとくか け のてあせけのさあに. ╊はか 
つとたちとえあ くあたそすせけしあ ほたけくそお けく おあしかさそえそ たちそのしそえそ, さそえおあ つ いあいとのさそこ かにあしあ 
う たそかくおか 〈そつさうあ—╆あさと. ╇ そおせそす けく つそつかおせけに さとたか せあにそおけしけつへ さそちかこぬふ, 
け たそつさそしへさと せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか てそえおあ のしあ さちそうそたちそしけてせあみ うそこせあ, 
たあつつあきけちふ けに そねかせへ きあしかしけ.

【かす せか すかせかか おけつぬけたしけせけちそうあせせあみ け てちとおそしまいけうあみ おかうそねさあ ほせかち-
えけねせそ うくみしあつへ くあ けくとねかせけか ほてそこ つてちあせふ, てあさ きか, さあさ け おちとえけに おけつぬけたしけせ. 
】ねけしあつへ そせあ, さあさ け う のさそしか, いしかつてみはか. ]けのへ そおせあきおふ たそしとねけしあ «ねかて-
うかちさと» たそ たちかおすかてと «╇あしまてせそ-なけせあせつそうふか そてせそのかせけみ» と たちそなかつつそちあ, 
さそてそちふこ «たみてかちさけ» うそそいはか せけさそすと せか つてあうけし, てそしへさそ «てちそこさけ» け «おうそこ-
さけ». 〉そ, たそつさそしへさと 〉あてあのあ そてうかねあしあ いかくとさそちけくせかせせそ, ほさくあすかせあてそち てあさ け 
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』てとおかせてさあ 〈╈¨〈《 〉. [そちつあさそうあ 
とせあつしかおそうあしあ えかせふ たあたふ-すそちみさあ

╆ちあさそつそねかてあせけか ╊. ╆あきあせそうあ 
け 〉. [そちつあさそうそこ 16 すあちてあ 1968 え.

せか つすそえ たそこすあてへ かか せあ せかくせあせけけ ねかえそ-しけいそ け うふせときおかせ いふし たそつてあうけてへ かこ 
«うふつのけこ», たそ かえそ つそいつてうかせせそこ のさあしか, いあしし.

っ, さつてあてけ, うつてとたけしつみ くあ 〉あてあのと, たそけせてかちかつそうあしつみ と たちそなかつつそちあ, たそねか-
すと そせ つせけくけし かこ そぬかせさと. 》ちそなかつつそち そいひみつせけし: «《せあ すせそえそか せか たそせみしあ». 
っ うそくちあくけし: «╊おけせつてうかせせそか, ねてそ つてとおかせてさあ せか くせあしあ, — くあさそせそおあてかしへせふす 
しけ たとてかす ううかおかせあ う ╆かしへえけけ さそせうかちつけみ うあしまてふ». 》ちそなかつつそち うそつさしけさせとし: 
«╇そて けすかせせそ!» っ う そてうかて: «〉そ ほてそ てあさ きか つしそきせそ たそせみてへ, さあさ つねかて う すあてねか 
“』たあちてあさ”—“》あにてあさそち”. ¨しけ てふ かえそ くせあかのへ, けしけ せかて».

[あたちけくせふこ たちそなかつつそち あき うくうけしつみ, つにうあてけし すかせみ くあ ちとさと, たそてあはけし 
う ちかさてそちあて くあ うふえそうそちそす. ¨ たそてそす う てかねかせけか えそおあ せあ さあきおそこ しかさぬけけ さちけ-
ねあし う くあし: «】ねけてかつへ さあさ つしかおとかて — いとおかてか せあつてそみはけすけ しまおへすけ. ╇ そてしけねけか 
そて ほてそえそ, さそてそちふこ いとおかて けえちあてへ くあ “』たあちてあさ” け “》あにてあさそち”».

[そちかこつさけす みくふさそす 〉あてあのあ そうしあおかうあしあ つてそしへ とつたかのせそ, ねてそ かおうあ たかちか-
のしあ せあ ねかてうかちてふこ さとちつ, さあさ さあなかおちあ たそちとねけしあ かこ たちかたそおあうあてへ ほてそて みくふさ 
たかちうそさとちつせけさあす. 】せけさあしへせふこ つしとねあこ! 【かす せか すかせかか おかうとのさあ たちかさちあつ-
せそ つたちあうけしあつへ つそ つてそしへ そてうかてつてうかせせそこ くあおあねかこ け せあ たちそてみきかせけけ てちかに たそ-
つしかおとまはけに しかて そいとねあしあ さそちかこつさそすと みくふさと つてとおかせてそう つせあねあしあ たかちうそえそ, 
あ たそてそす うてそちそえそ け てちかてへかえそ さとちつそう. 〉かさそてそちふか けく かか いふうのけに たそおそたかねせふに 
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たちけくせあまて てかたかちへ, ねてそ せあ たかちうふに たそちあに いかく ほせてとくけあくすあ くといちけしけ さそちかこ-
つさけこ みくふさ, せか うふいちあせせふこ けすけ, あ せあうみくあせせふこ あおすけせけつてちあぬけかこ けせつてけてと-
てあ. 〉そ たそつしか たそみうしかせけみ う あとおけてそちけけ ませそこ とねけてかしへせけぬふ, そいあみてかしへせそこ, 
きけくせかちあおそつてせそこ, しまいそくせあてかしへせそこ, つかちへかくせそこ け とすせそこ, うおちとえ くあえそちかしけつへ 
ほせてとくけあくすそす け うしまいけしけつへ け う さそちかこつさけこ みくふさ, け う [そちかま う ぬかしそす.

』ちかおけ 〉あてあのけせふに とねかせけさそう いふしけ: ╅せあてそしけこ ╇あつけしへかうけね 【そちさとせそう, 
せふせかのせけこ ちかさてそち 〈╈¨〈《(】), あさあおかすけさ 『╅〉; ╇あしかちけこ ¨そつけなそうけね ╉か-
せけつそう, たそつそし 『そつつけけ う [〉╉『 う 1993—1996 えそおあに, おそさてそち けつてそちけねかつさけに 
せあとさ, たちそなかつつそち; ╅せおちかこ ╈かせせあおへかうけね [あちしそう, たそつそし 『そつつけけ う [〉╉『 
う 2004—2008 えそおあに, せふせか — たそつそし 『そつつけけ う 【とちぬけけ; 』うかてしあせあ 』かちあなけ-
すそうせあ 』とつしけせあ, えしあうせふこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ ¨せつてけてとてあ ╉あしへせかえそ ╇そつ-
てそさあ 『╅〉, おそさてそち ほさそせそすけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち 〈╈¨〈《(】); ╇あしか-
ちけこ 〉けさそしあかうけね ╊ちすそしそう, たそつそし 『そつつけけ う 〈あしあこくけけ, け すせそえけか おちとえけか. 
》そちあくけ てかしへせそ, ねてそ 〉あてあのあ, いとおとねけ かはか つそうつかす う ませそす うそくちあつてか, とねあつてうそ-
うあしあ う たそおえそてそうさか しとねのけに さそちかかうかおそう つてちあせふ.

〉あてあのあ, そおせあさそ, せか いふしあ せあつてちそかせあ せあ たちかたそおあうあせけか さそちかこつさそえそ 
みくふさあ. ′あさそせねけう 〈╈¨〈《 つ «さちあつせふす おけたしそすそす», そせあ そねかせへ にそてかしあ くあ-
せみてへつみ せあとさそこ. ゅてそ そさあくあしそつへ せか てあさ たちそつてそ. 〈けせけつてかちつてうそ うせかのせかこ 
てそちえそうしけ (〈╇【) けすかしそ たちけそちけてかてせそか たちあうそ せあ うふたとつさせけさそう なあさとしへてか-
てあ 〈ゅ《 け う つしとねあか つ 〉あてあのかこ せあつてあけうあしそ せあ ちかあしけくあぬけけ おあせせそえそ たちあうあ. 
╊か にそてかしけ ちあつたちかおかしけてへ う ╇そつてそねせそか とたちあうしかせけか 〈╇【.

』 いそしへのけす てちとおそす とおあしそつへ けくいかきあてへ «たちけくふうあ» う 〈╇【 け おそいけてへつみ 
せあたちあうしかせけみ う ¨せつてけてとて せあちそおそう ╅くけけ ╅さあおかすけけ せあとさ 』』』『 (せふせか — 
¨せつてけてとて うそつてそさそうかおかせけみ 『╅〉). 【そしへさそ うそて おそしきせそつてへ たそしとねけしあ せけく-
のとま — せあとねせそ-てかにせけねかつさけこ つそてちとおせけさ つ さちそのかねせそこ くあちたしあてそこ う 75 ちとい-
しかこ. 》そちとねかせけみ たちけ ほてそす たそつふたあしけつへ そてせまおへ せか てかにせけねかつさけか. ╉かうとのさか 
たちけのしそつへ, う ねあつてせそつてけ, たそすそえあてへ たけつあてへ うそつたそすけせあせけみ, つうみくあせせふか 
つ [そちかかこ, えかせかちあしと ]かいかおかうと, そつうそいそきおあうのかすと [そちかこつさけこ たそしとそつてちそう 
う 1945 えそおと, ちかきけつつかちと ]とさけせつさそすと, ╈かちそま 』そぬけあしけつてけねかつさそえそ 【ちとおあ ちあ-
いそねかすと ╅せてそせそうと.

《おせそうちかすかせせそ 〉あてあのあ たちそいけうあしあつへ う ちあくしけねせふか えそつとおあちつてうかせせふか 
あちにけうふ (╈[ゅ』, 〈¨╉, 〈╇【 け て.お.) おしみ ついそちあ すあてかちけあしそう たそ はかさそてしけうそこ 
おけつつかちてあぬけそせせそこ てかすか «『そしへ つそうかてつさそ-さそちかこつさけに ほさそせそすけねかつさけに つうみくかこ 
う ちあくうけてけけ せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『». 〉あのけ うしあつてけ せか にそてかしけ あなけ-
のけちそうあてへ ほてけ つうみくけ, いそしへのとま ねあつてへ おそさとすかせてそう たそ せけす くあつかさちかてけしけ け 
たちみてあしけ くあ つかすへま たかねあてみすけ う えそつとおあちつてうかせせふに あちにけうあに. ぁてそ さあつあかてつみ 
つかうかちそさそちかこぬかう, てそ そせけ さ てそすと うちかすかせけ うそそいはか そてちけぬあしけ たそしとねかせけか 
さあさそこ-しけいそ たそすそはけ けく 』』』『. ╉あ け う しまいそす つしとねあか う [〉╉『 たそねてけ せか つと-
はかつてうそうあしそ そなけぬけあしへせそこ つてあてけつてけさけ, あ てそ, ねてそ たといしけさそうあしそつへ, みうしみ-
しそつへ あいつそしまてせそこ «しけたそこ». [そえおあ 〉. ╆あきあせそうあ たそおあしあ くあみうさと せあ たそかくおさと 
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う 』かうかちせとま [そちかま おしみ けくとねかせけみ すあてかちけあしそう たそ つうそかこ てかすか, つかうかちそさそ-
ちかこつさそか たそつそしへつてうそ う 〈そつさうか そてうかてけしそ: てあさけに すあてかちけあしそう う [〉╉『 せかて, 
たそほてそすと け かにあてへ てとおあ おけつつかちてあせてさか せかくあねかす.

╊つてかつてうかせせそ, えそてそうけてへ てあさとま おけつつかちてあぬけま いふしそ おかしそす あちにけつしそき-
せふす. 》ちかきおか うつかえそ, せかそいにそおけすそ いふしそ たそしとねけてへ ちあくちかのかせけか せあ ちあいそてと 
う つかさちかてせふに あちにけうあに. ╉しみ ほてそえそ てちかいそうあしあつへ ぬかしあみ さとねあ うけく ねけせそうせけ-
さそう けく ちあくせふに うかおそすつてう. ぁてそいふ たそしとねけてへ さあきおとま けく うけく, たちけにそおけしそつへ 
そいくあうそおけてへつみ つそそてうかてつてうとまはけすけ くあたちそつあすけ そて ちとさそうそおつてうあ けせつてけてとてあ 
つ といかおけてかしへせふす そいそつせそうあせけかす ぬかしかつそそいちあくせそつてけ ちあくちあいそてさけ おあせせそこ 
てかすふ. 』あすと おけつつかちてあぬけま てそきか, かつてかつてうかせせそ, たちけのしそつへ くあつかさちかてけてへ, ねてそ, 
たそせみてせそ, つそくおあうあしそ すあつつと おそたそしせけてかしへせふに そつしそきせかせけこ. 》そおとすあてへ てそしへ-
さそ — つさそしへさそ にしそたそて け とつけしけこ, ねてそいふ そたけつあてへ ほさそせそすけねかつさけか つうみくけ おうとに 
えそつとおあちつてう!

《おせあさそ, せかつすそてちみ せあ うつか たちかたそせふ, 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ とつたかのせそ くあはけ-
てけしあ おけつつかちてあぬけま う みせうあちか 1974 えそおあ. ¨つつしかおそうあせけか たそしとねけしそつへ そねかせへ 
つけしへせふす, つ つかちへかくせふすけ け うあきせふすけ うふうそおあすけ. 》そつしか 1991 えそおあ つそおかちきあう-
のけかつみ う ちあいそてか おあせせふか たそてかちみしけ つてあてとつ つかさちかてせそつてけ, け 〉あてあしへみ うくみしあつへ 
くあ けくおあせけか すそせそえちあなけけ せあ いあくか おけつつかちてあぬけけ. 》そさあ のしあ ちかおあさぬけそせせあみ 
たそおえそてそうさあ, «たそおつとかてけしけつへ» まきせそさそちかこぬふ — うかおとはかか ほさそせそすけねかつさそか けく-
おあてかしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ «｠あせえとさ さかせねきか けしへいそ» そたかちあてけうせそ たかちか-
うかしそ ちとさそたけつへ せあ さそちかこつさけこ みくふさ 
け ときか う 1992 えそおと うふたとつてけしそ う つうかて 
させけえと たそお くあえそしそうさそす «〈かきおと すかちて-
うふすけ おそえすあすけ け たちあさてけねかつさけすけ 
たそてちかいせそつてみすけ. 』かうかちそさそちかこつさあみ 
ほさそせそすけさあ». ╇ 〈そつさうか すそせそえちあ-
なけま けくおあしけ う 1993 えそおと たそお せあくうあ-
せけかす «╇せかのせかほさそせそすけねかつさけか つうみくけ 
[〉╉『. ╇ たそけつさあに うふにそおあ けく てとたけさあ».

[せけえけ たちけうしかさしけ うせけすあせけか 
せか てそしへさそ すかきおとせあちそおせふに せあとねせふに 
さちとえそう, せそ け たそしけてけさそ-ほさそせそすけねか-
つさそえそ けつてかいしけのすかせてあ ょきせそこ [そちかけ, 
ったそせけけ, [けてあみ. ╇ あおちかつ すそしそおそえそ けつ-
つしかおそうあてかしみ たそつふたあしけつへ たちかおしそきか-
せけみ そ ねてかせけけ しかさぬけこ, たちそうかおかせけけ 
つかすけせあちそう け さそせつとしへてあぬけこ, とねあつてけけ 
う たちかつつ-さそせなかちかせぬけみに け けせてかちうへま, 
たそおえそてそうさか つてあてかこ. ╇ ちかくとしへてあてか 
たそねてけ うつま きけくせへ 〉.╊. ╆あきあせそうあ たちそ-
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おそしきあしあ けつつしかおそうあせけみ せあ おあせせとま てかすと け おそつてけえしあ おかこつてうけてかしへせそ うふおあま-
はけにつみ とつたかにそう. ╉そつてあてそねせそ うつたそすせけてへ てあさそこ ほたけくそお. 30 つかせてみいちみ 2003 えそおあ 
たちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ, しあとちかあて 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ [けす ╉ほ 
ぁきとせ とつてちそけし たちけかす う えそちそおか 》とつあせか おしみ えちとたたふ うかおとはけに さそちかかうかおそう 
すけちあ. ╇ にそおか うつてちかねけ たちそなかつつそち けく ╈かちすあせけけ たそたちそつけし [けす ╉ほ ぁきとせあ 
そにあちあさてかちけくそうあてへ つそつてそみせけか ほさそせそすけさけ 』かうかちせそこ [そちかけ. 》ちかくけおかせて ょき-
せそこ [そちかけ せあ ほてそ そてちかあえけちそうあし てあさ: «』ちかおけ せあつ たちけつとてつてうとかて おそさてそち 〉あ-
てあしへみ ╆あきあせそうあ — しとねのけこ う すけちか つたかぬけあしけつて たそ 』かうかちせそこ [そちかか. 《せあ 
たそすそきかて ちあくそいちあてへつみ う つけてとあぬけけ しとねのか すかせみ».

¨せてかちかつせあ け ちかすあちさあ うふつそさそたそつてあうしかせせそえそ あすかちけさあせつさそえそ ねけせそう-
せけさあ け さちとたせそえそ とねかせそえそ おそさてそちあ 〈あこさしあ 『かこつあ. ╇ たちかおけつしそうけけ さ なとせ-
おあすかせてあしへせそすと さそししかさてけうせそすと てちとおと さそちかかうかおそう 『そつつけけ け 』ぃ╅ そせ そて-
すかてけし: «《つそいそ うたかねあてしみまて おうか えしあうふ, せあたけつあせせふか 〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ, 
ねしかせそす 『そつつけこつさそこ あさあおかすけけ せあとさ… 《せあ とさあくふうあかて, ねてそ ちかなそちすふ 
う [〉╉『, つさそちかか うつかえそ, つたちそうそぬけちとまて けせなしみぬけま, いかくちあいそてけぬと け つそぬけ-
あしへせとま せかつてあいけしへせそつてへ… 》そほてそすと しそえけねせそ そきけおあてへ, ねてそ たそしけてけさあ “とちか-
えとしけちそうあせけみ ほさそせそすけさけ” 》にかせへみせあ いとおかて け おあしへのか にあちあさてかちけくそうあてへつみ 
うせとてちかせせけすけ たちそてけうそちかねけみすけ, そてちあきあまはけすけ なけしそつそなけま つかうかちそさそ-
ちかこつさけに うしあつてかこ: たそたふてさけ たちけうしかねへ けせそつてちあせせふこ さあたけてあし いとおとて つそたちそ-

〉.╊. け ╊.》. ╆あきあせそうふ うふつてとたあまて う 】せけうかちつけてかてか ｠そささあこおそ (』あたたそちそ, ったそせけみ, 2003 え.)
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うそきおあてへつみ とつけしけみすけ たそ とさちかたしかせけま たそしけてけねかつさそえそ け けおかそしそえけねかつさそえそ 
さそせてちそしみ せあお せあつかしかせけかす»*.

〉あてあのあ, そおせあさそ, せか そつてあせあうしけうあしあつへ せあ おそつてけえせとてそす. ╇ 1999 えそおと 
う ょきせそこ [そちかか いふしあ そたといしけさそうあせあ ちあいそてあ すそかこ つとたちとえけ, たそつうみはかせせあみ 
[そちかこつさそこ うそこせか 1950—1953 えそおそう. [せけえあ いふしあ たそおえそてそうしかせあ せあ いあくか 
ちあせかか つかさちかてせふに あちにけうせふに すあてかちけあしそう け つてあしあ たけそせかちつさそこ ちあいそてそこ, 
ちあつさちふうのかこ てあこせふ さそせなしけさてあ, さそてそちふこ せあくふうあしけ «つあすそこ くあえあおそねせそこ 
うそこせそこ ｠｠ つてそしかてけみ». ′あてかす 〉あてあのあ うふたとつてけしあ う つうかて てちとおふ たそ つかうかちそ-
さそちかこつさそこ みおかちせそこ たちそいしかすか, たかちつたかさてけうあす そいひかおけせかせけみ [そちかけ, うせかの-
せかこ たそしけてけさか [〉╉『 け ょきせそこ [そちかけ, つてちあてかえけけ うかしけさけに おかちきあう せあ 
[そちかこつさそす たそしとそつてちそうか, たそ ぬけうけしけくあぬけけ け せそうかこのかこ けつてそちけけ [そちかけ.

╇そつてちかいそうあせせそつてへ 〉あてあのけ さあさ とねかせそえそ-さそちかかうかおあ おそつてけえしあ てあさそえそ 
とちそうせみ, ねてそ つてあしあ すかのあてへ せそちすあしへせそ きけてへ. 【あさ, う たみてへ とてちあ ちあくおあかてつみ くうそ-
せそさ. っ たそおにそきと さ てかしかなそせと. ′うそせけて たちそなかつつそち けく 』かとしへつさそえそ とせけうかちつけてか-
てあ, たちそつけて たそおそくうあてへ さ あたたあちあてと おそさてそちあ ╆あきあせそうと おしみ さそせつとしへてあぬけけ たそ 
つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさか. っ そてねけてふうあま たちそなかつつそちあ: «ぁてそ きか ╇ふ くうそ-
せけてか う たみてへ とてちあ!» 》ちそなかつつそち つさそせなときかせせそ そたちあうおふうあかてつみ: «¨くうけせけてか, 
み おとすあし, ねてそ つかこねあつ う 〈そつさうか てちけ せそねけ!»

》ちけかくきあかす すふ つ 〉あてあのかこ う 』かとし, う えそつてけせけぬか しそきけすつみ つたあてへ. 〉そねへま 
てちけ くうそせさあ たそおちみお, てちかいとまて さ あたたあちあてと おそさてそちあ ╆あきあせそうと. 〈せか ほてそ いか-
くそいちあくけか せあおそかおあかて. 《てさしまねあま てかしかなそせ. ╇つさそちか ちあくおあかてつみ いあちあいあせせふこ 
つてとさ う おうかちへ. 《てさちふうあま — せあ たそちそえか つてそみて つしときあはけこ そてかしみ け きとちせあしけつて 
つ たけのとはかこ すあのけせさそこ け たあねさそこ いとすあえけ う ちとさあに. 〉か けくうけせみみつへ, てちかいとかて: 
«》とつてへ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ せあたけのかて さ つかすけ とてちあ つてあてへま おしみ せあのかこ えあくかてふ 
そ みおかちせそこ たちそえちあすすか 』かうかちせそこ [そちかけ!» ╋とちせあしけつてふ さちとえしそつとてそねせそ えそ-
せみしけつへ くあ 〉あてあのかこ たそ うつかすと 』かとしと.

〈そみ きかせあ うそそいはか-てそ そにそてせそ おあうあしあ けせてかちうへま, うふつてとたあしあ つ おそさしあ-
おあすけ け しかさぬけみすけ う せあとねせふに, とねかいせふに け そいはかつてうかせせふに そちえあせけくあぬけみに 
ちあくしけねせふに えそつとおあちつてう. 『あいそてあしあ う さあねかつてうか たちけえしあのかせせそえそ たちそなかつつそちあ 
う あすかちけさあせつさけに とせけうかちつけてかてあに ╉き. ╇あのけせえてそせあ, 』てほせなそちおつさそす, [あしけ-
なそちせけこつさそす, [そしとすいけこつさそす. ╊か つしとのあしけ う ╅うつてちあしけこつさそこ あさあおかすけけ 
うそそちときかせせふに つけし, てあこうあせへつさそす 】せけうかちつけてかてか ╇ほせへにとあ, 】せけうかちつけてかてか 
╆とせおかつうかちあ, ‒かおかちあしへせそす えかちすあせつさそす けせつてけてとてか ちそつつけこつさけに, うそつてそね-
せそかうちそたかこつさけに け すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ, ╈かちすあせつさそす ぬかせてちか 
╉き. 〈あちのあししあ, 〉あちそおせそす とせけうかちつけてかてか [けてあみ, ╇かせつさそこ ╉けたしそすあてけねか-
つさそこ あさあおかすけけ, ╋かせかうつさそす ぬかせてちか たそ けくとねかせけま たちそいしかす いかくそたあつせそつてけ, 
とせけうかちつけてかてあに 〉けにそせ, ╅そみすあ ╈あさとけせ, ｠そささあこおそ, 〉あぬけそせあしへせそす けせつてけ-

* h e North Korean Nuclear Program: Security, Strategy, and New Perspectives from Russia / 

James Clay Moltz and Alexandre Y. Mansourov, editors. New York: Routledge, 2000. P. 10.
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てとてか そいそちそせせふに けつつしかおそうあせけこ たちけ 】たちあうしかせけけ そいそちそせふ, ¨せつてけてとてか すけ-
ちそうそこ たそしけてけさけ け ほさそせそすけさけ たちけ [あいけせかてか すけせけつてちそう ったそせけけ け おちとえけに 
たちかつてけきせふに ぬかせてちあに そいちあくそうあせけみ け せあとさけ.

〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ たそおえそてそうけしあ 28 おそさてそちそう け さあせおけおあてそう せあとさ. 』ちかおけ 
せけに とたそすみせとてふこ うふのか たちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ [けす ╉ほ ぁきとせ, たちかおつか-
おあてかしへ 』かせあてあ たあちしあすかせてあ [あくあにつてあせあ [.-╋. 【そさあかう, ちかさてそち 〈╈¨〈《 あさあ-
おかすけさ ╅.╇. 【そちさとせそう, ねかてふちか まきせそさそちかこつさけに おけたしそすあてあ う ちあせえか たそつしあ, 
いふうのけこ すけせけつてち けせそつてちあせせふに おかし [けちえけくけけ ╅. ╉きかせのかせさとしそう, いふうのけこ 
たそつそし 『そつつけけ う [〉╉『 ╇.¨. ╉かせけつそう.

〉あとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさけか けせてかちかつふ 〉あてあのけ せかとさしそせせそ け おけせあ-
すけねせそ ちあつのけちみしけつへ. ¨く-たそお かか たかちあ うふのしけ ちあいそてふ たそ [けてあま, 『そつつけけ, 
』ぃ╅, そいはけす たちそいしかすあす ╅【『, てかせおかせぬけみす つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ. 』そうすかつてせそ つそ すせそこ 〉あてあのあ そたといしけさそうあしあ たといしけぬけつてけねかつさけか 
させけえけ たそ ‒ちあせぬけけ, ¨てあしけけ, ╆しけきせかすと ╇そつてそさと, うつかすけちせそすと なそしへさしそちと, 
せあぬけそせあしへせふす にあちあさてかちあす, おけあつたそちあす. ╇つかえそ 〉あてあのあ — あうてそち 26 させけえ, 
33 えしあう け ちあくおかしそう う さそししかさてけうせふに ちあいそてあに, 24 けつつしかおそうあせけこ, いそしかか 400 つてあ-
てかこ う せあとねせそこ け そいはかこ たかちけそおけさか 『そつつけけ, あ てあさきか [〉『, 』ぃ╅, ったそせけけ, 
ょきせそこ [そちかけ, ╈かちすあせけけ, ╇かしけさそいちけてあせけけ, ╅うつてちけけ, ̈ てあしけけ, ╅うつてちあしけけ, 
〉そうそこ ′かしあせおけけ, 【あこうあせみ, 』けちけけ, ¨ちあせあ, ¨つたあせけけ, ょえそつしあうけけ, ¨くちあけしみ 
け おちとえけに えそつとおあちつてう. 〉かさそてそちふか けく 〉あてあのけせふに てちとおそう とおそつてそかせふ すかきおと-

》そおえそてそうさあ さ さそせなかちかせぬけけ う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ



 

17

[ ねけてあてかしま

せあちそおせふに たちかすけこ. 《せあ てあさきか みうしみ-
しあつへ さそしとすせけつてそす えあくかて «ぁきとせ’みせ 
きけいあそ» (【あこうあせへ) (1991—1998); «』かとし 
つけせすとせ» // «【ほにあせ すほけしへ» (ょきせあみ 
[そちかみ) (1991—2000); «[かせにかせ つけせ-
すとせ» (ょきせあみ [そちかみ) (1991—2000).

〉かさそてそちふか すそけ さそししかえけ つねけ-
てあまて, ねてそ み せけねかえそ つあす せか たけのと, くあ 
すかせみ たけつあしあ つとたちとえあ, け み しけのへ たそお-
たけつふうあしつみ たそお ちとさそたけつみすけ. 〈そこ ちか-
おあさてそち, ╅おあ ‒かおそちそうせあ, うつみさけこ ちあく, 
さそえおあ うつてちかねあしあ う ちとさそたけつけ さちあつけ-
うふこ たあつつあき, せあ たそしみに そてすかねあしあ: «ゅてそ 
さそせかねせそ きか 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, 
てそしへさそ そせあ すそえしあ うふちあくけてへつみ つてそしへ 
ちそすあせてけねせそ!» 〈せか, さつてあてけ, うつか ほてそ 
いふしそ たちけみてせそ つしふのあてへ.

》ちけ うつかこ つうそかこ とねかせそつてけ 〉あてあ-
のあ そてしけねあしあつへ さちあつそてそこ け けくみはかつて-
うそす. っ うしまいけしつみ う せかか かはか うそ うちかすみ 

╆あせさかて たそ つしとねあま くあはけてふ おけつつかちてあぬけけ さけてあみせさそこ ぁきと をくみのとこ, 
あつたけちあせてさそこ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ (さちあこせみみ つしかうあ)
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うつてとたけてかしへせふに ほさくあすかせそう う 〈╈¨〈《 たちそつてそ たそてそすと, ねてそ せか うしまいけてへつみ 
う ほてと ねとおかつせとま おかうとのさと いふしそ せかうそくすそきせそ. 《さそせねあてかしへせそ そたちかおかしけし すそま 
しけせけま たそうかおかせけみ うかちおけさて, うふせかつかせせふこ たあたそこ. 『そおけてかしけ きけしけ う えそちそおか 
』そねけ, み そておふにあし と せけに う しかてせけこ たかちけそお. 〉あつ ねあつてそ せあうかはあしけ そおせそさとちつ-
せけさけ. 《おせあきおふ しかてそす 1967 えそおあ つそいちあしあつへ さそすたあせけみ ねかしそうかさ う おかつみてへ, 
う てそす ねけつしか 〉あてあのあ. 〈あすあ たちけえそてそうけしあ そいかお, たあたあ けつたそしせみし くあ つてそしそす 
ちそしへ てあすあおふ. ╇ さあさそこ-てそ すそすかせて そせ たそおあし すせか つけえせあし: おあうあこ, すそし, うふこおかす 
せあ さとにせま. 【あす たあたあ たそおせみし ううかちに いそしへのそこ たあしかぬ け うくうそしせそうあせせそ つさあくあし: 
«〉あてあのあ — ほてそ おかうとのさあ ねてそ せあおそ! ]とねのか せか いふうあかて!»

】きか う つしかおとまはかす, 1968 えそおと すふ たそきかせけしけつへ. ╇ 1973—1979 えそおあに すふ 
ちあいそてあしけ う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 』かすへ しかて 
たちそうかしけ う 』ぃ╅, け うつか ほてけ えそおふ あすかちけさあせぬふ せあたかちかいそこ くあみうしみしけ, ねてそ 〉あ-
てあのあ そねかせへ たそにそきあ せあ さけせそくうかくおと 《おちけ ｠かたいむちせ. 《おせけ えそうそちけしけ, ねてそ 
と 〉あてあのけ てあさけか きか しとねかくあちせふか えしあくあ, おちとえけか そいちあはあしけ うせけすあせけか せあ 
かか えちあぬけそくせそつてへ, けくみはせふか すあせかちふ, としふいさと. ╇ 1976 えそおと すふ とねあつてうそうあしけ 
う ぬかちかすそせけけ うちとねかせけみ «《つさあちそう» う ]そつ-╅せおきかしかつか. 』けおかしけ せあ てそちきか-
つてうかせせそす ときけせか くあ そおせけす つてそしそす つそ くせあすかせけてふす えそししけうとおつさけす ちかきけつつか-
ちそす 〈あすとしみせそす, さけせそくうかくおあすけ 〉けせそこ ‒その け ゅしけくあいかて 【かこしそち. ¨ うおちとえ 
〉けせあ ‒その うそつさしけぬあかて: «〉あてあのあ! ╇ふ うふしけてあみ 《おちけ ｠かたいむちせ!» 〈あすとしみせ 

てとて きか うそくちあきあかて: «〉かて! 〉あてあのあ — 
『けてあ ｠かこうそちて». ゅてそ かはか そおせあ えそし-
しけうとおつさあみ くせあすかせけてそつてへ, けく いそしかか 
ちあせせかこ ほたそにけ. 〉あ たちそてみきかせけけ うつかえそ 
そつてあうのかえそつみ うかねかちあ せあのけ つそつかおけ たそ 
つてそしと つたそちけしけ, せあ さそえそ きか けく さけせそ-
くうかくお 〉あてあのあ たそにそきあ いそしへのか うつかえそ.

』 てかねかせけかす うちかすかせけ つにそおつてうそ 
〉あてあのけ つ 《おちけ ｠かたいむちせ うちそおか いふ 
つそのしそ せあ せかて. 〉そ うそて う 2003 えそおと すふ 
かおかす う ったそせけま. 』けおけす う 【そさけそ, たへかす 
ねあこ つ みたそせさそこ, ませそこ たかちかうそおねけぬかこ. 
¨ ほてあ おかうそねさあ くあみうしみかて: «╅ ╇ふ, すあ-
おあす ╆あきあせそうあ, てあさ たそにそきけ せあ 《おちけ 
｠かたいむちせ う なけしへすか “『けすつさけか さあせけ-
さとしふ”!» 〉あ つしかおとまはけこ おかせへ たそつしか 
ねあかたけてけみ つ たかちかうそおねけぬかこ しかてけす ねか-
ちかく うつま ったそせけま せあ そつてちそう ｠そささあこおそ, 
う えそちそお 』あたたそちそ. 【あす すかつてせふか くせあさそ-
すふか たそおせけすあまて せあつ せあ てかしかいあのせま. 
《ててとおあ しまいとかすつみ たかこくあきかす. [ せあす 〉あ いかちかえと 【けにそえそ そさかあせあ
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たそおにそおけて すそしそおそこ ねかしそうかさ, たそさあくふうあかて せあ ほさちあせ つうそかこ うけおかそさあすかちふ. 〉あ 
ほさちあせか — けくそいちあきかせけか てそこ きか さけせそくうかくおふ. 》あちかせへ さそすすかせてけちとかて, えしみおみ 
せあ 〉あてあのと: «ゅてあ おあすあ — うふしけてあみ 《おちけ ｠かたいむちせ!»

╇ ほしけてせそす ちかつてそちあせか のうかこぬあちつさそえそ ╆かちせあ そなけぬけあせて とてうかちきおあし, 
ねてそ 〉あてあのあ さあさ おうか さあたしけ うそおふ たそにそきあ せあ 』そなけ ]そちかせ. ╅ せかおあうせそ つそ-
つかおさあ すそけに ちそおけてかしかこ たそ おそすと う えそちそおか 』そねけ たちけくせあしあつへ, ねてそ う おかてつてうか 
そせあ け かか たそおちときさけ くあ えしあくあ せあくふうあしけ 〉あてあのと ╋あさしけせ [かせせかおけ. 《しかえ 
╈かちあつけすそうけね 》かちかつふたさけせ, たそつそし, いふうのけこ ちかさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあ-
おかすけけ, う うそつたそすけせあせけみに つちあうせけし 〉あてあのと つ うかしけさそこ させみえけせかこ ╊しけくあうかてそこ 
‒かおそちそうせそこ.

[ちあつそてあ けせそえおあ つそくおあうあしあ たちそいしかすふ. ╇ せあねあしか 1980-に えそおそう すふ ちあ-
いそてあしけ う つそうかてつさそす たそつそしへつてうか う 》かさけせか. 【そえおあ 』』』『 せあにそおけしつみ う つそ-
つてそみせけけ さそせなちそせてあぬけけ つ [けてあかす, たそおおかちきけうあみ つ ほてそこ つてちあせそこ しけのへ 
そえちあせけねかせせふか さそせてあさてふ け せか たそくうそしみみ うそつてそねせそかうちそたかこつさけす つそまくせけさあす 
ついしけきあてへつみ つ 》かさけせそす. 《おせあきおふ たそ くあうかちのかせけけ そてたとつさあ すふ うそくうちあはあ-
かすつみ けく 〈そつさうふ う さけてあこつさとま つてそしけぬと. 〉あ つしかおとまはかか とてちそ さそ すせか たちけにそ-
おけて たちけみてかしへ けく たそつそしへつてうあ ぁかにそつしそうあさけけ け つかてとかて:

— ぁてそ きか うふ くあ せあのかこ つたけせそこ ちあくうけうあかてか つ [けてあかす さとしへてとちせふか 
つうみくけ?!

っ とおけうしみまつへ:
— [あさけか かはか さとしへてとちせふか つうみくけ?
╉けたしそすあて たそみつせみかて:
— ╇ねかちあ たちけしかてかしけ ちかこつそす 

«╅ほちそ なしそてあ» せあのけ しまおけ, け そせけ うけおか-
しけ う つあすそしかてか つそうかてつさとま さけせそくうかくおと!

〉あてあのと たちけせみしけ くあ さけせそちあいそて-
せけさあ, たちけいふうのかえそ う [〉『 つ つかさちかて-
せそこ すけつつけかこ.

╆ふうあしけ つしとねあけ, う つあすふに ちあくせふに 
つてちあせあに, う 』ぃ╅, ¨てあしけけ, ╈かちすあ-
せけけ, さそえおあ とねあつてせけさけ さそせなかちかせぬけこ 
つたちあのけうあしけ と 〉あてあのけ:

— ╅ ╇ふ ねてそ, せあとねせふこ ちあいそてせけさ?
— ╉あ, — そてうかねあしあ 〉あてあのあ. — 

╅ たそ ねかすと ╇ふ つたちあのけうあかてか, つそすせかうあ-
かてかつへ?

— ╇ふ きか てあさあみ さちあつけうあみ! ′あねかす 
╇あす くあせけすあてへつみ せあとさそこ?!

╇ ょきせそこ [そちかか うそ うちかすみ えあ-
つてちそしかこ てちとたたふ ╆そしへのそえそ てかあてちあ, 〉あ そておふにか う [ちふすと. 1984 え.
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さそてそちとま すふ つそたちそうそきおあしけ, 〉あてあ-
のと ちかえとしみちせそ たちけせけすあしけ くあ たちけすあ-
いあしか ちけせと け うふたちあのけうあしけ あうてそえちあな, 
ねてそ そねかせへ ちあつつてちあけうあしそ せあにそおけう-
のけにつみ ちみおそす せあつてそみはけに いあしかちけせ. 
[つてあてけ, せあの おちとえ ╅しかさつあせおち ╅しかさ-
つあせおちそうけね 【ちといけせ, せか くせあみ ほてそえそ, そて-
すかてけし う うそつたそすけせあせけみに, ねてそ うつかえおあ 
うそつたちけせけすあし 〉あてあのと さあさ いあしかちけせと. 
╉ちとえけか あうてそちふ うそつたそすけせあせけこ そて-
すかねあまて, ねてそ けに くあうそちあきけうあしけ えそしそつ 
け つすかに 〉あてあのけ.

《つそいかせせそ すかせみ ちあおそうあしそ てそ, ねてそ 
〉あてあのけせあ さちあつそてあ せか とうみおあしあ つ えそ-
おあすけ. 〉か てあさ おあうせそ すふ そつてあせそうけ-
しけつへ つ せかこ と えあくかてせそえそ さけそつさあ. ′あてかす 
〉あてあのあ そてそのしあ う つそつかおせけこ すあえあ-
くけせ, あ み たちそおそしきあし うふいけちあてへ えあくか-
てふ. ¨ てとて さけそつさかち つたちあのけうあかて すかせみ, 
けすかみ う うけおと 〉あてあのと:〉あ せあとねせそこ さそせなかちかせぬけけ

【そちきかつてうかせせふこ ときけせ
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— [ちあつけうあみ おかうとのさあ. 【うそみ?
っ そてうかねあま:
— 〈そみ.
[けそつさかち とてそねせみかて:
— ╉そねへ?
╅ かはか いふし つしとねあこ う えそちそおか 

』とにとすけ, さそえおあ たあぬあせふ うそつへすけ-おかうみ-
てけ しかて つてあしけ さしみせねけてへ と すかせみ おあてへ 
けす くあさとちけてへ. 》そしとねけう そてさあく, くあうそたけ-
しけ: «【あさそこ と てかいみ すそしそおそこ け さちあつけ-
うふこ きかせあ, あ てふ てあさそこ きあおせふこ!»

〉あてあのけせ けつさちそすかてせふこ ますそち 
うふくふうあし うそつてそちえ と そさちときあまはけに. 
《せあ しまいけしあ たかちかなちあくけちそうあてへ けく-
うかつてせとま のとてさと, さそえおあ さあうさあくかぬ くあ-
みうしみかて たちけ うふにそおか けく ちかつてそちあせあ: 
«》あしてそ せか せあおそ!» 》そつしか そさそせねあせけみ 
てちあたかくふ う ちかつてそちあせか 〉あてあのあ くあみう-
しみしあ そなけぬけあせてと: «』ねかてあ せか せあおそ!» 

╉そすあ つ さけてあこつさけす おちとえそす

〉あてあのあ うつかえおあ としふいあしあつへ



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

22

《なけぬけあせて せかけくすかせせそ にそにそてあし. ¨しけ 
せあ ちふせさか, さそえおあ そねかちかおせそこ てそちえそ-
うかぬ たふてあしつみ つとたちとえと そいつねけてあてへ, そせあ 
うそつさしけぬあしあ: «っ せか てあさ えしとたあ, さあさそこ 
さあきとつへ!» 〉あ すそか たちかおとたちかきおかせけか 
せあさあせとせか たそつかはかせけみ けちあせつさそえそ たそ-
つそしへつてうあ, ねてそ きかせはけせあ おそしきせあ うか-
つてけ つかいみ てあす «てけのか うそおふ», 〉あてあのあ 
そてちかあえけちそうあしあ ちかたしけさそこ: «〈そきかて 
いふてへ, てふ すせか おあのへ すあつてかち-さしあつつ たそ 
たそうかおかせけま う たちけつとてつてうけけ けちあせ-
ぬかう?» ╆ふうあしそ, とてちそす み つたちあうしみし-
つみ と 〉あてあのけ, せか えそしそおせあ しけ そせあ. 
』しかおそうあし そてうかて: «〉かて, つたあつけいそ, み ときか 
うそ つせか たそかしあ».

ょすそち たちそみうけしつみ かはか う ちあせせかす 
おかてつてうか. 『そおけてかしけ さあさ-てそ たちかおしそ-
きけしけ 〉あてあのか ちかのけてへ くあおあねさと: «【ふ 
けおかのへ う すあえあくけせ け たそさとたあかのへ おうか-
つてけ えちあすすそう “╉そさてそちつさそこ” さそしいあ-

つふ け つてそ えちあすすそう “]まいけてかしへつさそこ”. 』さそしへさそ うつかえそ さそしいあつふ てふ さとたけしあ?» 
〉あてあのあ すそしねけて け すそしねけて. 『そおせふか ちあつつてちそけしけつへ: «【あさあみ えしとたかせへさあみ おか-
うそねさあ! 』てそしへ たちそつてかせへさとま くあおあねさと せか う つそつてそみせけけ ちかのけてへ!» 〉あさそせかぬ, 
〉あてあのあ そいひみつせけしあ: «っ せか にそねと けおてけ う すあえあくけせ! 《せ おあしかさそ!»

《おせあきおふ 〉あてあのあ たそしとねけしあ う のさそしか そねかせへ ちかおさとま おしみ つかいみ «てちそこ-
さと». ╆あいとのさあ つてあしあ さちけてけさそうあてへ うせとねさと, あ てあ う そてうかて: «〉か ちあつつてちあけうあこつみ, 
いあいとしみ, み かはか “おうそこさと” たそしとねと, け う つとすすか うふこおかて “たみてかちさあ”».

〉あ つそいかつかおそうあせけけ たちけ たちけかすか う すそつさそうつさとま のさそしと おけちかさてちけつあ 
つたちそつけしあ 〉あてあのと: «ぁてそ おかしあまて しそたあてそこ?» ╉かうそねさあ そてうかてけしあ: «╇ふ — おけ-
ちかさてそち のさそしふ け せか くせあかてか ほてそえそ, あ み かはか おあきか せか うあのあ とねかせけぬあ, そてさとおあ きか 
すせか くせあてへ?» ╇ふこおみ けく さあいけせかてあ おけちかさてちけつふ, 〉あてあのあ たそけせてかちかつそうあしあつへ 
と つうそかこ いあいとのさけ: «╅ ねてそ, ほてあ てかてみ — さと-さと? 〉かときかしけ そせあ せか くせあかて たちかおせあ-
くせあねかせけか しそたあてふ?»

』しかおとまはかか くあすかねあてかしへせそか さあねかつてうそ すそかこ つとたちとえけ — そせあ つそくおあてかしへ 
け にちあせけてかしへ おそすあのせかえそ そねあえあ. ′あ せあのと つそうすかつてせとま きけくせへ すふ う 〈そつさうか 
つすかせけしけ うそつかすへ あおちかつそう, てちけ ちあくあ たかちかかくきあしけ う 』ぃ╅, そおけせ ちあく う [けてあか. 
【そ かつてへ おうかせあおぬあてへ ちあく たちけにそおけしそつへ そいとつてちあけうあてへ すかつてそ たちそきけうあせけみ. 
¨ うつみさけこ ちあく つ せとしみ: つせあねあしあ さそすせあてあ う そいはかこ さうあちてけちか; くあてかす そておかしへ-
せあみ さうあちてけちあ つ そえちそすせふすけ はかしみすけ う つてかせあに, さあねあまはけすつみ たそてそしさそす, 
くあてそたしかせせふす たそおうあしそす おそすあ; てちかてへみ さうあちてけちあ — そたみてへ はかしけ, おあ てあさけか, 

[あせとせ 〉そうそえそ えそおあ. 31 おかさあいちみ 2002 え. 
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ねてそ ねかちかく せけに さ つそつかおみす すそきせそ いふしそ たちそつとせとてへ ちとさと. ╇ [けてあか すふ うひかにあ-
しけ う きけしけはか, たそさちふてそか ねかちせそこ つあきかこ. [あきおふこ ちあく たちけにそおけしそつへ おかしあてへ 
さあたけてあしへせふこ ちかすそせて, すかせみてへ たそしふ, つてかせふ, つあせてかにせけさと, くあさとたあてへ せそうとま 
すかいかしへ. ¨ うつか ほてそ おかしあしあ つとたちとえあ. ゅてそ あちにけてちとおせあみ け すあつのてあいせあみ ちあいそてあ 
う しまいふに とつしそうけみに, あ とき たちけ てそてあしへせそす つそうかてつさそす おかなけぬけてか! ぁてそ てそしへさそ 
〉あてあのか せか たちけのしそつへ けつたふてあてへ...

′あ うあせせそこ そせあ かくおけしあ う 〈そつさそうつさとま そいしあつてへ, くあ 50 さけしそすかてちそう そて つてそ-
しけぬふ. ╇あせせふ うあしみしけつへ う えちみくせそこ みすか, け せあおそ いふしそ とたちそつけてへ すかつてせふに たへみ-
せけぬ うふとおけてへ けく みすふ そおせと. ¨く 』ぃ╅ うかくしあ う 』』』『 たとつてふか たしあつてけさそうふか 
いとてふしさけ, つてけちあしへせふか たそちそのさけ, えうそくおけ け たちそねけか すあてかちけあしふ. 》ちけ ほてそす 
おかせかえ せあ ちかすそせて け いしあえそとつてちそこつてうそ きけしへみ さあてあつてちそなけねかつさけ せか にうあてあしそ.

〉そ, せかつすそてちみ せあ うつか せかけすそうかちせふか てちとおせそつてけ, きかせあ つそくおあうあしあ せか たちそ-
つてそ とまてせふか えせかくおふのさけ, あ のかおかうちふ. ╇つみさけこ ちあく, さそえおあ う せあのと そねかちかおせとま 
さうあちてけちと うにそおけしけ えそつてけ — ちとつつさけか, あすかちけさあせぬふ, さけてあこぬふ, さそちかこぬふ, あう-
つてちあしけこぬふ, そせけ せかすかおしかせせそ うそつさしけぬあしけ: «╉あ と うあつ せあつてそみはけこ すとくかこ!» 
¨しけ «おうそちかぬ». 〉あてあのあ すそえしあ いふ つてあてへ うふつそさそさしあつつせふす たちそなかつつけそせあしへ-
せふす おけくあこせかちそす.

╅ さあさ きかせあ えそてそうけしあ! ╇ 』ぃ╅ ちかえとしみちせそ たそうてそちみしあつへ そおせあ け てあ きか 
けつてそちけみ: すふ ときけせあしけ う のけさあちせそす ちかつてそちあせか つそ くせあさそすふすけ あすかちけさあせ-

╉かせへ ちそきおかせけみ 4 みせうあちみ 2003 え.
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ぬあすけ, あ たそつしか ときけせあ そせけ せあたちあのけうあしけつへ さ せあす う えそつてけ, ねてそいふ たそしあさそ-
すけてへつみ 〉あてあのけせふすけ たけちそきさあすけ, たかしへすかせみすけ, さそてしかてあすけ, えそしといぬあすけ, 
なあちのけちそうあせせふすけ いあさしあきあせあすけ け おちとえけすけ みつてうあすけ. ╊はか いそしかか とおけうけ-
てかしへせそ てそ, ねてそ さけてあこぬふ, たそたあう さ せあす う おそす, せあいちあつふうあしけつへ せあ 〉あてあのけせと 
つそしかせとま さあたとつてと け きあちかせふこ さあちてそなかしへ. 》かちうそか いしまおそ — さそちそせせそか さけ-
てあこつさそか, せそ さけてあこぬふ たちけくせあうあしけ, ねてそ と 〉あてあのけ たそしとねあかてつみ しとねのか, ねかす 
と せけに. 〉と あ きあちかせふこ さあちてそなかしへ さけてあこぬふ そいふねせそ せか かおみて, せそ と せあつ う すえせそ-
うかせけか そさあ つひかおあしけ うかつへ. ¨ たちそつけしけ さとしけせあちせふか ちかぬかたてふ.

╊はか そおせそ うあきせかこのかか おそつてそけせつてうそ 〉あてあのけ — かか たちかおあせせそつてへ, たそすけ-
すそ すときあ, ちそおけてかしみす, しまいそうへ さ せけす. ╇ せあねあしか 1970-に えそおそう いそしかくせへ つかちおぬあ 
たそおさそつけしあ すそかえそ たあたと. 〉あてあのあ すそいけしけくそうあしあ しとねのけに さあちおけそしそえそう 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ せあ たそすそはへ たあたか — あせあしけくあすけ, さそせつとしへてあぬけみすけ う たけつへすあに, 
しかさあちつてうあすけ. ╇ せあねあしか 1980-に てみきかしそ くあいそしかしあ すそみ すあすあ, け 〉あてあのあ そておあ-
うあしあ うつか つけしふ, ねてそいふ そいしかえねけてへ かか とねあつてへ. ╅ くあてかす, う せあねあしか 1990-に えそおそう, 
せかおとえ たそちあくけし 〉あてあのけせと すあすと, 〉けせと ╅せてそせそうせと. ╆そしかくせへ たちけさそうあしあ かか 
さ たそつてかしけ. ¨ おそねへ せあ おそしえけか 12 しかて たそおねけせけしあ つうそま きけくせへ とにあきけうあせけま 
くあ すあすそこ. 】のしあ つ ちあいそてふ, さそちすけしあ すあすと, とつてちあけうあしあ かか う いそしへせけぬと, たそさあ-
くふうあしあ うちあねあす, おそつてあうあしあ しかさあちつてうあ, つそいけちあしあ さそせつけしけとすふ, ちあくうしかさあしあ.

】 さそししかさぬけけ さとさそし
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¨ たちけ ほてそす 〉あてあのあ かきかつかさとせおせそ たちそみうしみしあ しまいそうへ さそ すせか, おあきか 
さそえおあ つあすあ ときか てみきかしそ いそしかしあ. ╆かつたそさそけしあつへ そ すそかす くおそちそうへか, おあうあしあ つそ-
うかてふ たそ おかしあす せあ ちあいそてか, くあいそてけしあつへ そ たけてあせけけ. ╅ さあさ 〉あてあのあ くあせけすあ-
しあつへ すそけす えあちおかちそいそす! っ せけさそえおあ せか しまいけし たそつかはあてへ つそそてうかてつてうとまはけか 
すあえあくけせふ, け 〉あてあのあ うつま きけくせへ つあすあ くあさとたあしあ すせか そおかきおと け そいとうへ, けつ-
たそしへくとみ おしみ たちけすかちさけ う さあねかつてうか すそかえそ «おといしかちあ» さそえそ-せけいとおへ けく さそし-
しかえ けしけ くせあさそすふに. 【あさ いふしそ け う 〈そつさうか, け う しまいそす おちとえそす えそちそおか すけちあ, 
えおか せあす おそうかしそつへ ちあいそてあてへ けしけ たちそつてそ いふうあてへ. ╇ たそつしかおせけか えそおふ 〉あてあのあ 
たちけいかえあしあ さ とつしとえあす うそおけてかしみ, 』かちえかみ ╇あつけしへかうけねあ, つそたそつてあうけすそえそ つそ 
すせそこ たそ えあいあちけてあす. ¨ つさそしへさそ うつかえそ きかせあ すせか たそせあさとたけしあ くあ ほてそて たかちけ-
そお! [そつてますふ, たあしへてそ, たしあはけ, てとなしけ, ちといあのさけ, つうけてかちあ, のあたさけ, のしみたふ. 
』しそうせそ ねとうつてうそうあしあ, ねてそ つさそちそ くあいそてけてへつみ そいそ すせか いとおかて せかさそすと. ¨ さあさ 
そせあ えそちおけしあつへ てかす, ねてそ たちけそいちかてあしあ すせか さしあつつせふか, うふつそさそさあねかつてうかせせふか 
うかはけ! 》ちみすそ つうかてけしあつへ そて つねあつてへみ け とおそうしかてうそちかせけみ!

〉あてあのあ しまいけしあ せか てそしへさそ いしけくさけに, せそ うそそいはか うつかに しまおかこ. ¨ そせけ 
そてうかねあしけ かこ うくあけすせそつてへま. 》ちあさてけねかつさけ と うつかに, つ さかす つそたちけさあつあしあつへ, 
〉あてあのあ うふくふうあしあ つあすふか たそくけてけうせふか ほすそぬけけ, あ てそ け うそつてそちえ. っ う きけくせけ 
いそしへのか せか うつてちかねあし しまおかこ, さそてそちふか たそしへくそうあしけつへ いふ てあさそこ たそたとしみちせそ-
つてへま と そさちときあまはけに.

╇ せあのかす おそすか ちあくすかはあしつみ いそしへのそこ えあつてちそせそす. [あさ てそしへさそ 〉あてあのあ 
てあす たそみうしみしあつへ, たちそおあうぬふ いとさうあしへせそ いちそつあしけつへ さ せかこ せあうつてちかねと. ¨ せあ-
たかちかいそこ さちけねあしけ: «〉あてあのあ! 》ちけいふし てうそこ しまいけすふこ つふち! っ てかいか たちけたあつ 
さとつそねかさ!», «〉あてとしみ! 』たかぬけあしへせそ ちあおけ てかいみ くあさあくあしけ たあちてけま つうかきかえそ にしか-
いあ!», «〉あてあのかせへさあ! 》そたちそいとこ ほてけに つそしかせふに そえとちねけさそう, たあしへねけさけ そいしけ-
きかのへ!»

』てそしへ きか ちあおそつてせそ — せか たちそつてそ おちときかしまいせそ, あ たそ-せあつてそみはかすと 
つ しまいそうへま — たちけせけすあしけ つとたちとえと う すそおせそす いとてけさか け ねあつそうそこ すあつてかち-
つさそこ, う つあしそせか さちあつそてふ け おそすそとたちあうしかせけけ. [そえおあ 〉あてあのあ くうそせけしあ 
う せあの しまいけすふこ ちかつてそちあせ, かこ おそつてあてそねせそ いふしそ つさあくあてへ «╅ししそ!», さあさ せあ 
てそこ つてそちそせか たちそうそおあ うそつさしけぬあしけ: «〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ! ╇ふ たちけかおかてか? 
╇あの つてそし せそすかち たみてへ, さあさ そいふねせそ, いとおかて くあちかくかちうけちそうあせ くあ ╇あすけ せあ 
うかつへ おかせへ». [そえおあ すふ たちけいふうあしけ う ほてそて ちかつてそちあせ, せあつ うつてちかねあしけ つちあくと 
てちけ すかてちおそてかしみ, そてうそおけしけ さ つてそしと せそすかち たみてへ, さそししかさてけうせそ たちけせけすあしけ 
くあさあく. ╅ たそさあ すふ かしけ, さ せあす そおけせ くあ おちとえけす たそおにそおけしけ うつか そなけぬけあせてふ, 
たそうあち け, せあさそせかぬ, おけちかさてそち ちかつてそちあせあ け うかしけ つ 〉あてあのかこ てかたしふか いかつかおふ 
せあ うつかうそくすそきせふか てかすふ — そて さあねかつてうあ たそおあせせそえそ すみつあ おそ えあおあせけみ せあ 
さあちてあに. 》ちそうそきあしけ せあつ てそきか, ねてそ せあくふうあかてつみ, うつかす すけちそす け たちけ たちそ-
はあせけけ すかてちふ そいみくあてかしへせそ うちとねあしけ 〉あてあのか さあさそこ-てそ たそおあちそさ — いあせさと 
うあちかせへみ, つうかきけか みえそおふ, いとさかてけさ ぬうかてそう. 《せあ け つあすあ いかく たそおあちさそう う ほてそて 
ちかつてそちあせ せか たちけにそおけしあ.
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╆ふし かはか てあさそこ つしとねあこ: くあにそおけす すふ う えちとくけせつさけこ ちかつてそちあせ, う さそてそ-
ちそす おそ ほてそえそ そいかおあしけ てそしへさそ そおせあきおふ, おうあ えそおあ ちあせかか. 》ちけせけすあみ くあさあく, 
そなけぬけあせて うおちとえ えそうそちけて 〉あてあのか: «╇ たちそのしふこ ちあく ╇ふ うふいちあしけ いあちあせけ-
せと, あ つかこねあつ にそてけてか えそうみおけせと!» 〉あいしまおあみ くあ さそちそしかうつさけす たちけかすそす すそかこ 
きかせふ う ちあくしけねせふに くあうかおかせけみに, み う のとてさと たちけくふうあし かか いあししそてけちそうあてへつみ 
う すほちふ 〈そつさうふ. 》そしとねけのへ, すそし, 100 たちそぬかせてそう えそしそつそう.

〉あてあのあ うつかに くせあしあ たそ けすかせけ, つそ うつかすけ いふしあ せあ «てふ», けせてかちかつそうあしあつへ 
たちそいしかすあすけ ほてけに しまおかこ け けくそ うつかに つけし, せあつさそしへさそ すそえしあ, たそすそえあしあ けす, 
くあはけはあしあ けに. 《おせあきおふ せあ ╆あえちあてけそせそうつさそす ちふせさか すけしけぬけみ くあおかちきあしあ 
たちそおあうはけぬと そおかきおふ, と さそてそちそこ きかせあ みうしみしあつへ さしけかせてさそこ. 】くせあう そい ほてそす, 
〉あてあのあ そてたちあうけしあつへ たちみすけさそす さ せあねあしへせけさと ちあこそせせそえそ そておかしかせけみ すけ-
しけぬけけ け といかおけしあ かえそ そてたとつてけてへ たちそおあうはけぬと. ╅ くあてかす つおちときけしあつへ け つ つあ-
すけす すけしけぬかこつさけす せあねあしへせけさそす. 《せ ちかえとしみちせそ くうそせけし せあす, たそくおちあうしみし 
つ たちあくおせけさあすけ.

〉あてあのあ かはか う けせつてけてとてか, いとさうあしへせそ つ たかちうふに おせかこ とねかいふ, たそちあくけしあ 
すかせみ つうそかこ たちけせぬけたけあしへせそつてへま, つすかしそつてへま け せあたそちけつてそつてへま う そてつてあけうあ-
せけけ ねかつてけ け おそつてそけせつてうあ おちとえけに しまおかこ. [あさ-てそ せあ さそすつそすそしへつさそす つそいちあ-
せけけ さとちつあ つ とねあつてけかす 130—140 つてとおかせてそう ちあくいけちあしそつへ たかちつそせあしへせそか おかしそ 
ませそのけ, そいうけせみうのかえそつみ う ちみおか せかいしあえそうけおせふに たそつてとたさそう. ╇ふつてとたあしけ つそ-
さとちつせけさけ, う てそす ねけつしか おちときさけ たちそうけせけうのかえそつみ, け さしかこすけしけ かえそ, てちかいそ-
うあしけ けつさしまねけてへ けく さそすつそすそしあ け けせつてけてとてあ. 〉そ うそて せあ てちけいとせと たそおせけ-
すあかてつみ 〉あてあのあ [そちつあさそうあ け ねかてさそ, とうかちかせせそ, つさしあおせそ たちそけくせそつけて ちかねへ 
う くあはけてと たあちせみ. ¨ かえそ たちそはあまて, そせ そつてあかてつみ け う さそすつそすそしか, け う 〈╈¨〈《! 
』たちあのけうあかす 〉あてあのと, くあねかす そせあ くあはけてけしあ つそさとちつせけさあ. 《てうかて: «¨く ねとう-
つてうあ つたちあうかおしけうそつてけ!» 》ちけ ほてそす そいけおせそ, ねてそ つたあつかせせふこ 〉あてあのかこ う おあしへ-
せかこのかす おあきか せか くおそちそうあしつみ つ せかこ け そたみてへ つそのかしつみ つ ちかいみてあすけ, さそてそちふか 
せあ つそいちあせけけ たちかおあしけ かえそ.

╇つさそちか せそうそか たかちつそせあしへせそか おかしそ, せあ つかこ ちあく つてとおかせてさけ, さそてそちあみ 
う そいはかきけてけけ そいうそちそうふうあしあ つそつかおかこ. 【あさあみ きか けつてそちけみ: うつか いけねとまて うそ-
ちそうさと け てちかいとまて ちあつたちあうふ, あ 〉あてあのあ うつてあかて せあ くあはけてと おかうけぬふ, さそてそちとま 
てそしさそす け せか くせあしあ. 〉と け, せあさそせかぬ, 〉あてあのあ うつてとたけしあつへ くあ ぬかしとま えちとたたと 
ちかいみて, う てそす ねけつしか おうとに さけてあけつてそう けく せあのかこ あさあおかすけねかつさそこ えちとたたふ, 
そいうけせみうのけにつみ う «せあおちとえあてかしへつてうか» せあお つそうかてつさけす なしあえそす. 〉あてあのあ 
う つてちあつてせそこ ちかねけ おそさあくあしあ しきけうそつてへ そいうけせかせけこ, たそおうかちえしあ さちけてけさか つあ-
すそえそ えしあうせそえそ そいうけせけてかしみ つそさとちつせけさあ ょ. ]まいそたふてせそ, ねてそ うつさそちか たそつしか 
そさそせねあせけみ けせつてけてとてあ ょ. たそつあおけしけ くあ すあにけせあぬけけ つ くそしそてそす け うあしまてそこ.

〉かおあうせそ, ねけてあみ のさそしへせふこ おせかう せけさ つとたちとえけ, み とくせあし, ねてそ たちけせぬけ-
たけあしへせそつてへ 〉あてあのけ とにそおけしあ えしといそねあこのけすけ さそちせみすけ う おあしかさそか おかてつてうそ 
け さあつあしあつへ う たかちうとま そねかちかおへ かか つあすそこ. ╇そて たちそつてそ たそてちみつあまはあみ けつたそうかおへ 
いしあえそちそおせかこのかこ, ねけつてかこのかこ け ねかつてせかこのかこ おかうそねさけ:
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[ ねけてあてかしま

«』かえそおせみ つしとねけしあつへ すそみ たかちうあみ せあ-
つてそみはあみ いかおあ. ╇つか せあねあしそつへ つ たそお-
つさあくさけ, すそかこ つてちあのせそこ いそしかくせけ 

つ つあすそえそ おかてつてうあ. ╇ のさそしか うつかえおあ 
たそおつさあくふうあまて, たそおつさあくふうあしけ け すふ, 

せそ くあ たそつしかおせけか えそおふ と せあつ たそおつさあく-
さあ つてあしあ けえちあてへ すかせへのとま ちそしへ. 
〉あうかちせそか, たそてそすと, ねてそ すふ つてあしけ 

つてあちのか け さあきおふこ (いそしへのけせつてうそ) 
う おとのか たそせけすあし かか うちかお け せかせとき-

せそつてへ, せそ たちけ つしとねあか すふ うつか くあいふ-

うあしけ け “つたあつあしけ とてそたあまはけに”. 【あさ 

いふしそ け つかえそおせみ. 

ぃかし くあねかて たそ けつてそちけけ, せそ たそ-
つしか ちあつたちかおかしかせけみ うそたちそつそう とねけ-

てかしへせけぬあ 〈あこみ 〈そけつかかうせあ おそしきせあ 
いふしあ うふこてけ けく さしあつつあ, ねてそいふ たそ-
くうそせけてへ さそすと-てそ, て.か. すふ そつてあ-
うあしけつへ そおせけ つ たちかおうあちけてかしへせふす 

たちかおとたちかきおかせけかす せあす そ たそおつさあく-
さあに. 』あすそか つてちあのせそか いふしそ てそ, ねてそ 
〈.〈. たちそつけしあ たそつしかおけてへ くあ たそちみお-
さそす あさてけう さしあつつあ, う さそてそちふこ うにそおけしあ け み. 〉あす うかちけしけ, せあ せあつ せあおかみしけつへ. 
っ たそねかすと-てそ う ほてそて すそすかせて せあねあしあ とつけしかせせそ たそうてそちみてへ けせおとつてちけあ-
しけくあぬけま, つしそうあ 〈.〈. つそうかちのかせせそ せか おそのしけ おそ すかせみ.

╉あしへのか つしとねけしそつへ つあすそか せかけつたちあうけすそか: み とつしふのあしあ つうそま なあすけしけま, 

すかせみ そさしけさせとしけ — ほてそ いふしあ ╈. 〉か おとすあみ せけ そ ねかす, み せあねあしあ おそうそしへ-
せそ つさうかちせそ け ちあくおちあきかせせそ そいひみつせみてへ くあさそせそすかちせそつてへ 〉ゅ》あ. 〉かつさそしへさそ 
つしそう たそおつさあくさけ ╈. せか たそせみしあ, み いふしあ くしあ せあ ╈., て.さ. すふ くあ 30 すけせ. おそ 
せあねあしあ とちそさあ つたかぬけあしへせそ ちあくそいちあしけ ほてそて うそたちそつ. っ, たそきあしとこ, たそねてけ 

せか せあいしまおあしあ くあ てかす, さてそ たそおつさあくふうあし, て.さ. う さしあつつか いふしそ つちあうせけてかしへせそ 
てけにそ, すせそえけか ちあくえそうあちけうあしけ すかきおと つそいそこ, せかさそてそちふに, さてそ たそおつさあくふうあし, 

み うけおかしあ, せそ けに たそおつさあくさけ てあさ け せか おそのしけ おそ そてうかねあまはけに (たそくきか み とくせあ-
しあ, ねてそ たそおつさあくふうあしけ すせそえけか).

ぁかちかく すけせとてと うそのしあ 〈.〈., う ほてそ うちかすみ み ときか たちかつたそさそこせそ くあせけ-

すあしあつへ けつてそちけかこ, くあさそせねけう つうそま いかくちかくとしへてあてせとま すけつつけま. 》かちうふす うそ-
たちそつそす 〈.〈. いふし うそたちそつ そ たそちみおさか, け そいちあはあしつみ そせ さそ すせか. っ そてうかてけしあ, 
ねてそ う さしあつつか いふし たそちみおそさ, て.さ. ほてそ おかこつてうけてかしへせそ てそえおあ いふし たそちみおそさ 

たそ つちあうせかせけま つ おちとえけすけ たちかおすかてあすけ. 〉そ たちけ とおけうしかせけけ 〈.〈. てかす, 

ねてそ あいつそしまてせそ うつか いふしそ う たそちみおさか, み つさあくあしあ, ねてそ つあすあ たそおつさあくふうあしあ ╈. 

〉あてあのあ う おそすか そておふにあ 
«]かつせふか たそしみせふ»
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《てさちそうかせせそ えそうそちみ, と すかせみ せか いふしそ け すふつしけ, ねてそいふ さあさ-てそ ほてそ とてあ-
けてへ, せそ, さあさ み とくせあしあ たそくきか, おあきか う ほてそす せかけくうかつてせふか すせか しまおけ そいうけせけ-

しけ すかせみ, そせけ つねけてあしけ, ねてそ み おそしきせあ いふしあ しえあてへ!!!
〉そ, つさあくあう たちそ つかいみ, み つねけてあしあ つかいみ たそつすかのけはかす せあ うかつへ さしあつつ, 

て.さ.  いそしへのか せけさてそ せか つさあくあし そ つかいか, ほてそて いかくすそしうせふこ きかつて いふし しけいそ 
うふたあおそす てちとつそつてけ, しけいそ てけにけす たちかくちかせけかす さ すそかこ たちあうおか (いあいとのさあ 
すせか ねあつてそ えそうそちけしあ, ねてそ み いとおと つてちあおあてへ そて つうそかこ えしとたそこ たちあうおふ, せそ, 
にそてみ み け つてちあおあしあ, おけさそ つてちあおあしあ そて せかか, み くせあしあ, ねてそ ほてあ てかちくあまはあみ 

たちあうおあ しとねのか いかくすみてかきせそこ しきけ, たそほてそすと け てそえおあ うそたちそつあ そ てそす, ねてそ-
いふ つさちふてへ, とてあけてへ, せあしえあてへ 〈.〈., せか いふしそ, おあきか せか てそしへさそ たそてそすと, 

ねてそ ほてそ いふしあ 〈.〈., あ, つさそちかか, たそてそすと, ねてそ ほてそ いふしそ つしけのさそす せけくさそ, 
け さあさ にそちそのそ, ねてそ み たそせけすあしあ ほてそ).

〉そ てそしへさそ たそつしか てそえそ, さそえおあ み つかしあ せあ すかつてそ, たそせみしあ, ねてそ せあてうそちけ-

しあ つうそかこ たそおつさあくさそこ. ╈しあうせそか, さそせかねせそ, いふしそ せか う てそす, ねてそ み たそおつさあくあしあ 
╈., あ う てそす, ねてそ み せか つとすかしあ かか そてとねけてへ そて たそおつさあくそさ, かこ てかたかちへ そねかせへ 
てちとおせそ いとおかて うそ うつかす きけてへ いかく たそおつさあくそさ. 〉そ う てそて すそすかせて, さそえおあ 
み ときか つけおかしあ, さそえおあ み いふしあ ぬかしけさそす うせとてちけ つかいみ, み たそせみしあ, ねてそ つうそかこ 

たそおつさあくさそこ せあしえあしあ, そいすあせとしあ おそうかちけか ねかしそうかさあ. ╇つか ほてそ うちかすみ, さそえおあ 
み かはか つてそみしあ せあ すそかす “つてちあのせそす つとおか”, おとすあしあ, ねてそ と すかせみ そて たそ-
くそちあ け たちかくちかせけみ さ つあすそこ つかいか ちあつてとて つかおふか うそしそつふ, ねとうつてうそうあしあ, ねてそ 
ほてそ いふしあ せか たちそつてそ たそおつさあくさあ, あ ねてそ-てそ いそしへのかか, あ さそえおあ み たそせみしあ うつか, 
すせか つてあしそ つてちあのせそ け つてふおせそ. ╇たかちうふか う きけくせけ み けつたふてふうあしあ てあさそこ 

すとねけてかしへせふこ つてふお, み つあすあ つかいみ てあさ そたそくそちけしあ. 〈せか いふしそ つてふおせそ たそ-
つすそてちかてへ う えしあくあ うつかす, てかす いそしかか 〈.〈. 〈せか さあくあしそつへ, おあ うそ うつかす ほてそす 

み とうかちかせあ け てかたかちへ, ねてそ うつか えしあくあ たちかくけちあしけ すかせみ.

〉そ すあしそ ほてそえそ つてふおあ, すせか いふしそ いそしへせそ け そいけおせそ くあ ねかちつてうそつてへ 
け ちあうせそおとのけか たそおちときかさ, ]かそせそうそこ け 『あにけすそうそこ. 』 ほてそえそ おせみ おしみ すかせみ 

せか つとはかつてうとかて せあのかこ ねかてうかちさけ! [あさ み すそえと けに たちそつてけてへ くあ ちあうせそ-
おとのけか, うかおへ そせけ すかせみ, たそ-すそかすと, くせあまて おそつてあてそねせそ にそちそのそ, おしみ てそえそ, 
ねてそいふ たそせみてへ すそか つそつてそみせけか, せそ そて せけに み せか とうけおかしあ せけ さあたしけ とねあ-
つてけみ. 》あちあ しあつさそうふに つしそう 《しけ ‒けしけたたそうそこ うふくうあしあ, せあうかちせそか, と すかせみ 

すとねけてかしへせとま としふいさと, せそ み かこ いかつたちかおかしへせそ いしあえそおあちせあ くあ せけに.

¨ そたみてへ せあ たそすそはへ たちけのしあ 〈.〈. ╅ すせか さあくあしそつへ, ねてそ そせあ たそ-

つしか ほてそえそ たちかくけちあしあ すかせみ うおうそこせか. ｠そてみ たちけ ちあくえそうそちか つ せかこ み かしか 
いそちすそてあしあ さあさけか-てそ つしそうあ, すせか いふしそ ねとてへ-ねとてへ しかえねか. 〉そ う ほてそて 

おかせへ み せか にそてかしあ うかちけてへ う てそ, ねてそ さそえおあ-せけいとおへ “うつか つてあせかて せあ つうそけ 

すかつてあ”, すせか さあくあしそつへ, ねてそ すそみ きけくせへ さそせねかせあ, うかおへ, さあさ えそうそちけしあ ╈., 

“つてちあのせふこ たそくそち すそきせそ つすふてへ てそしへさそ さちそうへま”. っ, たちあうおあ, つそうつかす 

せか にそてかしあ け せか おとすあしあ とすけちあてへ, せそ きけくせへ おしみ すかせみ つかこねあつ せか けすかかて 

せけさあさそえそ つすふつしあ.
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[そえおあ ╈. そねかせへ たそつちかおつてうかせせそ そてうかてけしあ, そせあ うかちせとしあつへ せあ すかつてそ 
け つてあしあ すかせみ とうかちみてへ う つうそかこ うけせか, ねてそ そせあ すかせみ たちそつけしあ そ たそおつさあくさか, 
にそてみ せか けすかしあ たちあうあ おかしあてへ ほてそえそ. 〉そ み-てそ くせあしあ, ねてそ うそ うつかす うけせそ-
うあてあ てそしへさそ み つあすあ, うかおへ み たそおつさあくあしあ, み そいすあせとしあ. (]そきへ う ねかしそうかさか 
み たちかくけちあしあ いそしへのか うつかえそ, おあきか いそしへのか ほえそけくすあ, あ てかたかちへ せあしえあしあ つあすあ. 
[あさ み てかたかちへ つかいみ ちとえあま くあ ほてと たあさそつてへ くあ つたけせそこ 〈.〈., すせか つてふおせそ 
かはか いそしへのか たそてそすと, ねてそ み つあすあ うつかえおあ そつときおあしあ ちかいみて くあ しそきへ, あ つあすあ 
いふしあ にときか けに.)

[あさ たちそのしけ とちそさけ おあしへのか, み せか たそすせま, せそ とうかちかせあ, ねてそ そせけ いふしけ 

おしみ すかせみ うかねせそつてへま. ╇つみさけこ ちあく, さそえおあ み うつてちかねあしあつへ えしあくあすけ つ 〈.〈., 

すせか さあくあしそつへ, ねてそ み せけさそえおあ いそしへのか せか つすそえと つてあてへ ねかしそうかさそす, てあさけすけ 

たちかくけちあまはけすけ いふしけ かか うくえしみおふ, さそえおあ み けせそえおあ ちかのあしあつへ たそつすそてちかてへ 
〈.〈. う しけぬそ. [そえおあ み うかちせとしあつへ おそすそこ, すせか いふしそ かはか にときか. ╇せとてちけ いふしそ 
たとつてそ, せそ にそてかしそつへ つ さかす-せけいとおへ たそえそうそちけてへ (すせか いふしそ そねかせへ つてちあのせそ, 
み せけ うそ ねてそ せか うかちけしあ, み いふしあ さそせねかせあ). 〉そ つ さかす? 【そしへさそ 〈.〈., おそちそえあみ 

〈.〈., てそしへさそ かこ み すそえしあ うつか つさあくあてへ, てそしへさそ かこ み すそえしあ うふつさあくあてへ せかせあ-
うけつてへ さ つあすそこ つかいか, てそしへさそ かこ み おそしきせあ いふしあ つさあくあてへ そ てそす, ねてそ せか おそしき-

せあ いふしあ そつさそちいしみてへ かか つうそかこ たそおつさあくさそこ くあ かか つたけせそこ. っ すかてあしあつへ たそ さうあち-

てけちか, せそ さ 〈.〈. たそこてけ てあさ け せか ちかのけしあつへ, み つてちとつけしあ, み いそみしあつへ, せそ 
たそ-たちかきせかすと すそしねあてへ み せか すそえしあ.

╇ふにそお けく たそしそきかせけみ みうけしつみ — 

ほてそ いふし おせかうせけさ. ╇ふにそお! っ せあのしあ 
うふにそお! ╇たかちうふか う きけくせけ み せあねあしあ 
たけつあてへ つうそこ おせかうせけさ. 】 すかせみ いふしけ 

さそえおあ-てそ たそたふてさけ, て.さ. う おかてつてうか 
すふ うつか つてちあおあしけ そて つてちあつてけ たけ-

つあてへ おせかうせけさけ, せそ み つさそちそ たそせみしあ, 
ねてそ おそうかちみてへ いとすあえか つうそけ すふつしけ 

せか そねかせへ けせてかちかつせそ. 【かたかちへ きか 
み ねとうつてうそうあしあ う ほてそす たそてちかい せそつてへ. 
【そしへさそ う てか すけせとてふ, さそえおあ み たけつあしあ 
おせかうせけさ, すせか いふしそ しかえねか, たそつしか きか 
うつか いふしそ たそ-たちかきせかすと, たちあうおあ, すそか 
たちかくちかせけか さ つかいか つすかせけしそつへ てそしへさそ 
いそしへま け きあしそつてへま さ つあすそこ つかいか, 
おあ ほてそ いふしそ かはか にときか!»

╇ させけえか たあすみてけ そ 〉あてあしへか ╊う-
えかせへかうせか ぬかしふこ ちあくおかし そてうかおかせ 
たそお たけつへすあ, さそてそちふか そせあ たそしとねあしあ 

〉あてあのあ [そちつあさそうあ とねけしあつへ け う のさそしか,
け う けせつてけてとてか てそしへさそ せあ «そてしけねせそ»
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せあ たちそてみきかせけけ うつかこ きけくせけ. 【あす うふ せあこおかてか すせそえけか つそてせけ てかたしふに つしそう 
う あおちかつ すそかこ きかせふ.

』とたちとえあ たそしへくそうあしあつへ たそたとしみちせそつてへま け と たちかおつてあうけてかしかこ おちとえけに えそ-
つとおあちつてう. ╇ 1970-に えそおあに う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ と 〉あてあのけ, せかつすそてちみ せあ にそしそお-
せとま うそこせと, つしそきけしつみ のけちそねあこのけこ さちとえ くせあさそすふに — そて たちかおつかおあてかしみ 』そ-
うかてあ おけちかさてそちそう さちとたせかこのかえそ てそえおあ う すけちか いあせさあ «╆ほせさ そな ╅すかちけさあ» おそ 
としけねせそえそ なそてそえちあなあ, そて たちかくけおかせてあ 【そちえそうそこ たあしあてふ 』けしけさそせそうそこ おそ-
しけせふ おそ たちかおつてあうけてかしみ さそつすかてけねかつさそこ さそすたあせけけ «Avon» う [あしけなそちせけけ. 
¨ うそて さあさ, う ねあつてせそつてけ, ほてそて たちかおつてあうけてかしへ, 〈ほちけ 〈あおきけそしけ, そてくふうあ-
しあつへ そ 〉あてあのか. 』せあねあしあ たちそぬけてけちとま かか たけつへすそ 〉あてあのけせそこ すあすか 〉けせか 
╅せてそせそうせか, せあたけつあせせそか う 1978 えそおと:

«╉そちそえあみ 〉けせあ!
╇あのあ すけしあみ おそねさあ ちあくちかのけしあ すせか せあくふうあてへ ╇あつ “〉けせそこ”. 》そほてそすと, 

おそちそえあみ 〉けせあ, いしあえそおあちま ╇あつ くあ たちかさちあつせとま つさあてかちてへ! 〈せか てあさ たちけみて-

せそ たそしとねけてへ ╇あの たそおあちそさ, てかす いそしかか ねてそ そせ たちけいふし さ 65-しかてけま すそか-
えそ すときあ, いそしへのそすと つそいふてけま! 》そつさそしへさと かえそ ╉かせへ 『そきおかせけみ つそうたあおあかて 

つ ╉せかす 『そきおかせけみ ╉きそちおきあ ╇あのけせえてそせあ, ぬうかてあ つさあてかちてけ うふえしみおみて 

たそしせそつてへま つそそてうかてつてうとまはけすけ つしとねあま — さちあつせふこ, いかしふこ け えそしといそこ!

╉けたしそすあてけねかつさけこ たちけかす
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っ にそねと, ねてそいふ ╇ふ くせあしけ, せあつさそしへさそ すせか たちけみてせあ おちときいあ つ 〉あてあのかこ. 

╋あしへ, さそせかねせそ, ねてそ すそか たちけそいちかてかせけか 〉あてあのけ けすかかて すかつてそ くあ つねかて 

╇あのかこ たそてかちけ, せそ み せあつしあきおあまつへ せあのけすけ うつてちかねあすけ つ 〉あてあのかこ. ゅてあ 

おちときいあ ねちかくうふねあこせそ ちあつのけちけしあ すそこ さちとえそくそち, たそうかちへてか すせか!
¨ かはか ちあく, そねかせへ-そねかせへ ╇あつ いしあえそおあちま.

〈ほちけ».

〉あさあせとせか せあのかえそ そさそせねあてかしへせそえそ うそくうちあはかせけみ けく さあしけなそちせけこつさそこ 
さそすあせおけちそうさけ う 』』』『 う あうえとつてか 1979 えそおあ 〉あてあのあ たそしとねけしあ そて 〈ほちけ てあ-
さそか たけつへすそ:

«3 あうえとつてあ 1979

╉そちそえあみ 〉あてあのあ!

ゅてそ たけつへすそ つしかおそうあしそ いふ せあたけつあてへ えそしといふすけ ねかちせけしあすけ, ねてそいふ 

そてちあくけてへ すそま たかねあしへ う つうみくけ つ たちかおつてそみはけす ちあつつてあうあせけかす つ てそいそこ! 

〉あのあ おちときいあ いふしあ そおせけす けく うかしけねあこのけに とおそうそしへつてうけこ う すそかこ きけくせけ, 

け てうそこ そてひかくお つそくおあかて おしみ すかせみ うあさととす. 』さそしへさそ くあすかねあてかしへせふに いかつかお 

すふ たちそうかしけ つ てそいそこ, さあさ すせそえそ すふ のとてけしけ! 【ふ おあきか たちかおつてあうけてへ つかいか 
せか すそきかのへ, せあつさそしへさそ み いとおと たそ てかいか つさとねあてへ!

〉あてあのあ け かか すあすあ つ たちかくけおかせてそす 【そちえそうそこ たあしあてふ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ
╈. 《ちいかしみせそす け かえそ つとたちとえそこ
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【ふ け てうそこ にそちそのけこ ╋かせみ うそくうちあはあかてかつへ せあ 『そおけせと, け うあつ きおかて せそ-
うあみ きけくせへ. っ, えしといそさそ う おとのか, せあおかまつへ, ねてそ そおせあきおふ うふ うかちせかてかつへ け ねてそ, 
さそえおあ ほてそ つしとねけてつみ, ╋かせみ つてあせかて てかす ねかしそうかさそす, さそてそちふこ つさちかたけて 

せあのけ おうか つてちあせふ てあさそこ きか おちときいそこ, さそてそちあみ つしそきけしあつへ すかきおと てそいそこ 

け すせそこ. ╉きそちおき, すそこ すとき, てそきか う ほてそ うかちけて.

╆とおかす きおあてへ うあのかえそ うそくうちあはかせけみ. 〉そ, いそきか すそこ, さあさ きか み いとおと 

つてちあおあてへ いかく すそかこ たちけかすせそこ おそねかちけ! 》そぬかしとこ くあ すかせみ つうそけに 『そおけてかしかこ 

け ちあつつさあきけ, さあさ み いしあえそおあちせあ けす くあ てそ, ねてそ そせけ うふちあつてけしけ てかいみ け せあ 
うちかすみ “そおそしきけしけ” てかいみ すせか.

』 しまいそうへま, 〈ほちけ».

[あさけす-てそ ねとおそす 〉あてあしへみ ╊うえかせへ かうせあ おそいけしあつへ たそたとしみちせそつてけ おあきか 
う [けてあか, えおか すふ てちとおけしけつへ う たそつそしへつてうか 』』』『 う たかちうそこ たそしそうけせか 
1980-に えそおそう. 》そおせかいかつせあみ てそえおあ てそしへさそ せあねけせあしあ うふにそおけてへ けく つそつてそみせけみ 
さつかせそなそいけけ け たそしせそこ くあさちふてそつてけ, たちそつてそこ しまお かはか たちそおそしきあし うそつたちけ-
せけすあてへ けせそつてちあせぬかう さあさ «くあすそちつさけに ねかちてかこ» け のあちあにあてへつみ そて せけに. 〉あ 
〉あてあのと ほてそ, そおせあさそ, せか ちあつたちそつてちあせみしそつへ.

【けたけねせふこ ほたけくそお: すふ たちけいしけきあかすつみ う 》かさけせか さ としけねせそすと しそてさと, 
つ さそてそちそえそ たちそおあまてつみ そうそはけ け なちとさてふ. 】 しそてさあ うふつてちそけしあつへ おしけせせま-
はあみ そねかちかおへ. 》ちけ うけおか 〉あてあのけ せあちそお ちあつつてとたあかてつみ け きかつてあすけ たちけえしあ-

【そちきかつてうかせせふこ うかねかち〉あ つうあおへいか おちとくかこ
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のあかて たそおそこてけ さ たちそおあうはけぬか. 〉あてあのあ ちあせかか さけてあこつさけこ みくふさ せか とねけしあ, 
せそ う 》かさけせか そつうそけしあ かえそ せあつてそしへさそ にそちそのそ, ねてそ せかさそてそちふか うけくけてかちふ けく 
』』』『 そいちあはあしけつへ さ かか たかちかうそおねかつさけす とつしとえあす. 【あさ うそて う てそて ちあく きかせあ 
えそうそちけて たちそおあうはけぬか: «【とせねきけ! 』けにとせのけ, にとせおほ — とぬくけせへ, しまこおほ — とぬ-
くけせへ; にとあせえとあ — つあせへぬくけせへ». ゅてそ そくせあねあかて: «【そうあちけは! 》そすけおそちふ, さちあつ-
せふか — たみてへ ぬくけせかこ, くかしかせふか — たみてへ ぬくけせかこ, そえとちぬふ — てちけ ぬくけせみ».

》ちそおあうはけぬあ そいひみつせみかて, ねてそ くかしかせふか たそすけおそちふ たちそおあてへ すそきかて, 
あ さちあつせふか け そえとちぬふ — せかて, おそしきせあ けに つせあねあしあ そたちけにそおそうあてへ. 〉あてあのあ たそ-
うてそちみかて たかちうそせあねあしへせとま たちそつへいと. っ せあねけせあま せかちうせけねあてへ, そたあつあみつへ つさあせ-
おあしあ, たふてあまつへ つとたちとえと とうかつてけ. 《せあ せか たそおおあかてつみ. 【そえおあ み, ねてそ せあくふうあかて-
つみ, そて つてふおあ たそおあしへのか, つさちふうあまつへ くあ とえしそす, きおと ちあくうみくさけ てあす. 〉そ うつさそちか 
うそくうちあはあまつへ さ すかつてと おかこつてうけみ — け ねてそ きか み うけきと! 》ちそおあうはけぬあ たちけ あさ-
てけうせそす つそおかこつてうけけ とねあつてせけさそう そねかちかおけ, てかてとのかさ け おみおまのかさ, しまいそうせそ 
うふいけちあかて おしみ 〉あてあのけ しとねのけか たそすけおそちふ け そえとちぬふ. ╅ くあてかす たそさとたあてかしけ 
そてせそつみて そうそはけ う せあのと すあのけせと. ¨ かはか おそしえそ すあのとて うつしかお.

』ちかおけ さそちかこぬかう たそたとしみちせそつてへ 〉あてあのけ たちそつてそ くあのさあしけうあしあ. [あさ てそしへ-
さそ すふ たちけいふしけ う ╈かせさそせつとしへつてうそ 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う 1973 えそおと, たそ 
すせそえそねけつしかせせそこ さそちかこつさそこ おけあつたそちか くあ そさかあせそす うけにちかす たちそせかつしあつへ うかつてへ, 
ねてそ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ — さそちかけつて. ′あそさかあせつさけか さそちかこぬふ つてあしけ たちけえしあのあてへ 

〉あてあのあ — まいけしみちのあ. 4 みせうあちみ 2007 え.
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せあつ せあ たちけかすふ, えおか うふつてちあけうあしけつへ 
う そねかちかおへ, おあいふ けすかてへ ねかつてへ たそくおそちそ-
うあてへつみ つ 〉あてあのかこ, あ くあそおせそ たそたちそつけてへ 
そ つそおかこつてうけけ. 《おせけ にそてかしけ たそつかてけてへ 
』』』『, おちとえけか — とつしふのあてへ すせかせけか 
つそうかてつさそえそ ほさつたかちてあ そ たそしそきかせけけ おかし 
う 』かうかちせそこ [そちかか, あ てちかてへけ うふちあきあしけ 
せあおかきおと せあ たそすそはへ えそつたそきけ ╆あきあせそ-
うそこ う たそけつさか ちそおつてうかせせけさそう う [〉╉『. 
¨ 〉あてあのあ たそ すかちか うそくすそきせそつてけ たそ-
すそえあしあ, ねかす かはか いそしへのか たそおそえちかうあしあ 
しまいそうへ さそちかこぬかう さ つかいか. ╇ くせあさ たちけ-
くせあてかしへせそつてけ 〉あてあのと, かおけせつてうかせせとま 
せかさそちかみせさと, うさしまねけしけ う ╅つつそぬけあぬけま 
さそちかこぬかう 』ぃ╅, あ たそくおせかか — う ╅つつそ-
ぬけあぬけま ちそつつけこつさけに さそちかこぬかう.

』ちかおけ たちそねけに すそみ つとたちとえあ たそお-
ちときけしあつへ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ つ まきせそ-
さそちかこつさけす おけつつけおかせてそす [けす ╉ほ 
ぁきとせそす. ぁかちかく さあさそか-てそ うちかすみ そせ 〉あてあのか のしけ しまいふか せあちみおふ

╉かせへ ちそきおかせけみ 4 みせうあちみ 2005 え.
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たかちか いちあしつみ う 【そさけそ, そてさとおあ かえそ うふさちあしけ あえかせてふ まきせそさそちかこつさけに つたかぬつしときい 
つ せあすかちかせけかす なけくけねかつさけ とせけねてそきけてへ. 〉そ [けす ╉ほ ぁきとせ うふきけし. ╅ たそつしか 
せあねあしあ おかすそさちあてけくあぬけけ ょきせそこ [そちかけ たちけいふし う せあのと つてちあせと, えおか つてあし えそ-
てそうけてへ たそお ちとさそうそおつてうそす 〉あてあのけ おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま. 】つたかのせそ くあ-
はけてけしつみ, あ う 1997 えそおと いふし けくいちあせ たちかくけおかせてそす ょきせそこ [そちかけ.

╇そて てそえおあ け せあねあしそつへ! ょきせそさそちかこつさけか おけたしそすあてふ う 〈そつさうか せあたかちか-
いそこ たちけえしあのあしけ せあつ う えそつてけ. 】きけせあかす すふ と まきせそさそちかこつさそえそ うそかせせそえそ 
あててあのか, そせ せあえけいあかてつみ さ 〉あてあのか け のかたねかて: «╉そさてそち ╆あきあせそうあ, たそにそおあ-
てあこつてうとこてか たかちかお たちかくけおかせてそす [けす ╉ほ ぁきとせそす, ねてそいふ そせ たちそけくうかし すかせみ 
う えかせかちあしふ». ╇ つしかおとまはけこ ちあく ときか たそつそし ょきせそこ [そちかけ たちそつけて 〉あてあのと 
たそにしそたそてあてへ そ たちかおそつてあうしかせけけ かすと にそちそのかこ おそしきせそつてけ たそつしか うそくうちあはか-
せけみ けく 『そつつけけ せあ ちそおけせと.

《いあみせけか う つそねかてあせけけ つ せあたそちけつてそつてへま たそくうそしみしけ 〉あてあのか とつたかのせそ 
くあはけはあてへ けせてかちかつふ せあのかこ つかすへけ, たちかそおそしかうあてへ うそくせけさあうのけか せあ せあのかす 
たとてけ たちかえちあおふ.

╇ 1979 えそおと み そおけせ とかにあし けく 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う 〈そつさうと おしみ つおあねけ 
うつてとたけてかしへせふに ほさくあすかせそう う ╉けたしそすあてけねかつさとま あさあおかすけま. ′あにうあてけし うつか 
うかはけ, さそてそちふか つさそたけしけつへ と せあつ くあ つかすへ しかて たちそきけうあせけみ う 』ぃ╅. 17 さそちそ-
いそさ! 〉そ う 〈そつさうと いあえあき せか たちけいふし. 》そくうそせけし 〉あてあのか, そつてあうあうのかこつみ 
う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 《せあ たそおせみしあ せあ せそえけ ねとてへ しけ せか うつか すかつてせそか せあねあしへ-

をうかてふ おしみ 〉あてあのけ
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つてうそ, うさしまねあみ すほちあ えそちそおあ. ╇ ちかくとしへてあてか おうとにせかおかしへせふに さそししかさてけうせふに 
たそけつさそう いあえあき そいせあちときけしつみ せあ つさしあおか つあせ-なちあせぬけつつさそえそ あほちそたそちてあ. 
╉そ ほてそえそ, さあさ うふみつせけしそつへ, そせ たそいふうあし う ╅ちえかせてけせか, ╊うちそたか, くあてかす う ╆ちあ-
くけしけけ け, せあさそせかぬ, うかちせとしつみ う すかつてそ そてたちあうさけ. 

〉かつさそしへさそ しかて つたとつてみ, うそ うちかすみ そておふにあ せあ 『けきつさそす うくすそちへか, つしとねけしあつへ 
さあてあつてちそなあ — み ちあくいけし そねさけ. ╆かく そねさそう み たそねてけ せけねかえそ せか うけきと, あ たちけ-
そいちかつてけ せそうふか つ すそけす ちかぬかたてそす いふしそ たちあさてけねかつさけ せかちかあしへせそ. ╉あきか つかこ-
ねあつ, う ちふせそねせとま ほたそにと, けくえそてそうしかせけか せときせふに すせか つてかさそし くあせけすあかて そさそしそ 
20 おせかこ. 【そえおあ きか う せあしけねけけ せか いふしそ せか てそしへさそ すそけに つてかさそし, せそ け つあすふに 
そいふねせふに そたちあう. っ うたあし う そてねあみせけか, せそ せかせあおそしえそ. ╋かせあ う すえせそうかせけか そさあ 
たちそちうあしあつへ せあ たちけかす さ えしあうせそすと うちあねと せあのかえそ つあせあてそちけみ, てそて つうみくあしつみ 
しけねせそ つ すけせけつてちそす くおちあうそそにちあせかせけみ ]あてうけけ, け ときか さ うかねかちと てそえそ きか おせみ 
そねさけ いふしけ おそつてあうしかせふ う せあのと たあしあてと.

╇ 1983 えそおと すふ そておふにあしけ う っしてか, う そおせそけすかせせそこ えそつてけせけぬか さしあつつあ 
しまさつ, たちかおせあくせあねかせせそこ おしみ けせそつてちあせせふに えそつてかこ. ╇ ちかつてそちあせか えそつてけせけぬふ 
さそちすけしけ くあうかてちかせせそこ さそしいあつそこ, きけちそす け きけしあすけ きけうそてせふに. ╇ さあねかつてうか 
えあちせけちあ たそおあうあしけ せけくさそつそちてせふこ ちけつ. 〉そ せあつ, たそつしか たかちかえそうそちそう つとたちと-
えけ つ あおすけせけつてちあぬけかこ, つてあしけ たそてねかうあてへ えそうみきへけすけ そていけうせふすけ, さとちけぬかこ, 
さちあつせそこ ちふいそこ.

[けてあこつさあみ ほさくそてけさあ う 〈そつさうか
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』すそえしあ 〉あてあのあ つたちあうけてへつみ う えそつ てけせけぬか け つ たちそいしかすそこ てあさつけ. 
′あさあくふうあてへ かえそ すそきせそ いふしそ てそしへさそ ねかちかく たそちてへか け てそしへさそ くあ 15 すけせとて 
おそ そてひかくおあ. ¨ たちけ ほてそす せかそいにそおけすそ いふしそ そつてあうけてへ くあしそえ う 2 ちといしみ. 〈ふ 
えそてそうけしけつへ さ うそくうちあはかせけま う 〈そつさうと, てあさつけ てちかいそうあしそつへ おしみ たそかくおさけ せあ 
つけすなかちそたそしへつさけこ きかしかくせそおそちそきせふこ うそさくあし. ╊にあてへ おうあ ねあつあ, あ くあさあく くあ 
15 すけせとて おそ そてひかくおあ?! ╅ うおちとえ てあさつけ せか いとおかて? — うそくすとはあしけつへ すふ. 〉あす 
つたそさそこせそ ちあくひみつせけしけ, ねてそ せか いとおかて てそねせそ — たちけ そさそせねあてかしへせそす といふてけけ 
けく えそつてけせけぬふ くあさあくふ せか たちけせけすあまてつみ, けいそ せかうそくすそきせそ うかちせとてへ くあしそえ 
う 2 ちといしみ. 【そえおあ 〉あてあのあ そてたちあうけしあつへ たちみすけさそす さ おけちかさてそちと えそつてけせけ-
ぬふ, け そせ たちかおそつてあうけし せあす つそいつてうかせせとま つしときかいせとま すあのけせと おしみ たそかくおさけ 
う 』けすなかちそたそしへ. ╆かつたしあてせそ!

╇ 2000 えそおと すふ うそくうちあはあしけつへ けく 》あちけきあ う 〈そつさうと. 〉あの つあすそしかて 
ちかこつあ LH 4117 («]まなてえあせくあ») しけのせけに 45 すけせとて きおあし ちあくちかのかせけみ せあ 
うくしかて. 〈ふ そねかせへ せかちうせけねあしけ — うそ ‒ちあせさなとちてか-せあ-〈あこせか たちかおつてそみしあ 
たかちかつあおさあ せあ すそつさそうつさけこ ちかこつ. ╆しあえそ しかてねけさけ つそさちあてけしけ うちかすみ たそしかてあ 
つ 80 おそ 35 すけせとて.

》そつしか たちけくかすしかせけみ すふ いちそつけしけつへ せあ たそけつさけ ちかこつあ せあ 〈そつさうと. 
╆しあえそおあちみ せあつてそこねけうそつてけ 〉あてあのけ つそ つうそかえそ 33-えそ ちみおあ たかちうふすけ たちそ-
てけつせとしけつへ さ うふにそおと けく たあちけきつさそえそ つあすそしかてあ. ╅ おあしへのか — せあつてそみはけこ 
いかえ つ たちかたみてつてうけみすけ: ほつさあしあてそちふ, たかちかにそおふ, しけなてふ, たそうそちそてふ. ╉うあきおふ 

』 たそつしそす ╈ちとくけけ う 〈そつさうか
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み ついけうあしつみ つ たとてけ, うふちとねあしあ つすかさあしさあ 〉あてあのけ. ╇ けてそえか おそすねあしけ おそ けつさそ-
すそえそ てかちすけせあしあ くあ 10 すけせとて おそ うふしかてあ たそ ちあつたけつあせけま.

╇ 〈そつさうか 〉あてあのあ くうそせけしあ あおすけせけつてちあてそちあす う さけせそてかあてちふ け てかあてちふ 
け, せか つつふしあみつへ せけ せあ さあさけか あうてそちけてかてふ, たちそつけしあ そつてあうけてへ う さあつつか いけしかてふ 
おしみ つうそけに «ちかいみてけのかさ». ¨ たちそつへいふ せかけくすかせせそ, つしそうせそ たそ さあさそすと-てそ うそし-
のかいつてうと, うふたそしせみしけつへ. ╆かく うつみさそえそ いしあてあ きかせか とおあうあしそつへ たそちそこ たそしとねけてへ 
ちかおさけこ おかなけぬけて: そいそけ, にそしそおけしへせけさ, ほしかさてちそとてまえ.

╇ そいはかす, 〉あてあのあ そいしあおあしあ つそくうかくおけかす おそつてそけせつてう. [あくあしそつへ, きけうけ 
け ちあおとこつみ. 〉そ せあねあしけつへ いそしかくせけ, そおせあ くあ おちとえそこ. ╆とおてそ さてそ-てそ つえしあくけし. 
¨ せあつてとたけしあ てちあえけねかつさあみ ちあくうみくさあ…

》かちかお うあすけ たそうかつてうそうあせけか そ すそかこ つとたちとえか. ╉しみ とおそいつてうあ ねてかせけみ 
そせそ つそつてそけて けく おうとに させけえ. ╇ たかちうそこ けくしそきかせあ いけそえちあなけみ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ つ あさぬかせてそす せあ かか せあとねせとま, たといしけぬけつてけねかつさとま, たかおあえそえけねかつさとま, 
おけたしそすあてけねかつさとま, そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ. ╇ たかちうそす 
ちあくおかしか させけえけ たかちかねけつしみまてつみ うつか かか すそせそえちあなけけ; えしあうふ, つてあてへけ う さそししかさ-
てけうせふに ちあいそてあに; けつつしかおそうあせけみ; つてあてへけ う せあとねせそこ け そいはかつてうかせせそ-たそしけ-
てけねかつさそこ たかちけそおけさか; ちかおあさてとちあ させけえ/ついそちせけさそう; せあとねせそか ちとさそ うそおつてうそ 
おそさてそちつさけすけ け さあせおけおあてつさけすけ おけつつかちてあぬけみすけ; うふつてとたしかせけみ, おそさしあおふ, 
しかさぬけけ; けせてかちうへま つちかおつてうあす すあつつそうそこ けせなそちすあぬけけ; たちかたそおあうあてかしへつさあみ 
ちあいそてあ; ねしかせつてうそ う せあとねせふに け そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさけに そいひかおけせかせけ-
みに, せあえちあおふ け たちかすけけ; ぬけてけちそうあせけか てちとおそう 〉あてあのけ, つてあてへけ そ せかこ, とたそ-
すけせあせけみ う つたちあうそねせけさあに け たかねあてせふに ちあいそてあに. ╇そ うてそちそこ ちあくおかし うさしまねか-
せふ おそさとすかせてふ そ たちけつうそかせけけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ くうあせけみ 》そねかてせそえそ おそさてそちあ 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ (たそつすかちてせそ).

』しかおとまはけこ ちあくおかし つそおかちきけて ちかぬかせくけけ け そてくふうふ せあ てちとおふ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ, そたといしけさそうあせせふか う そつせそうせそす う せあとねせそこ け そいはかこ たかちけそおけさか, 
せそ てあさきか そておかしへせふか (せあけいそしかか たそさあくあてかしへせふか), たそしとねかせせふか う うけおか いしあえそ-
おあちつてうかせせふに たけつかす そて いけいしけそてかさ け けせおけうけおとあしへせふに ねけてあてかしかこ.

╇ たそつしかおせかす ちあくおかしか たかちうそこ させけえけ たそおそいちあせふ せかさそてそちふか たけつへすあ 
けく てかに, さそてそちふか 〉あてあのあ たそしとねあしあ せあ たちそてみきかせけけ きけくせけ そて そちえあせけ-
くあぬけこ, そなけぬけあしへせふに しけぬ, さそししかえ, くせあさそすふに, おちとくかこ. 』まおあ うさしまねかせふ 
たけつへすあ けしけ けに なちあえすかせてふ, せあけいそしかか みちさそ にあちあさてかちけくとまはけか てうそち-
ねかつさとま おかみてかしへせそつてへ け うふつそさけか ねかしそうかねかつさけか さあねかつてうあ すそかこ きかせふ, 
あ てあさきか たちそつてそ つそおかちきあてかしへせふか け しまいそたふてせふか, ちあつさちふうあまはけか てか けしけ 
けせふか そつそいかせせそつてけ きけくせけ ちあくしけねせふに つてちあせ け せあちそおそう. 《つせそうせあみ ねあつてへ 
たけつかす — そて たちかおつてあうけてかしかこ くあちといかきせふに えそつとおあちつてう. ╅おちかつあてふ そてちあ-
きあまて ちあくしけねせふか たかちけそおふ きけくせけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ (てあさ, う 1970-に 
えそおあに すふ ちあいそてあしけ おけたしそすあてあすけ う 』ぃ╅, け, さあさ つしかおつてうけか, たちかそいしあ-
おあまはあみ ねあつてへ たけつかす てそえそ たかちけそおあ — そて あすかちけさあせぬかう). ╇すかつてか つ てかす 
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う ちあくおかし たちあさてけねかつさけ せか うさしまねかせふ たけつへすあ ちそおせふに け いしけくさけに, う てそす 
ねけつしか すそけ たけつへすあ 〉あてあのか.

》かちうふこ ちあくおかし うてそちそこ させけえけ — そつせそうせそこ け つあすふこ そいひかすせふこ. ゅてそ 
うそつたそすけせあせけみ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか, さそてそちふか あうてそちつさそすと さそししかさてけうと 
とおあしそつへ つそいちあてへ くあ たみてへ すかつみぬかう たそつしか かか さそせねけせふ (けませへ — そさてみいちへ 
2014 えそおあ). 〈ふ ちあくいけしけ ちあくおかし せあ ちといちけさけ: うそつたそすけせあせけみ ちそおつてうかせ-
せけさそう, おちとくかこ おかてつてうあ, けせつてけてとてつさけに てそうあちけはかこ, おちとくかこ, たちけそいちか-
てかせせふに う くちかしそす うそくちあつてか, さそししかえ たそ ちあいそてか う 『そつつけけ け くあ ちといかきそす, 
とねかせふに, えそつとおあちつてうかせせふに け そいはかつてうかせせふに おかみてかしかこ, くあちといかきせふに くせあ-
さそすふに け て.お.

╉うあ つしそうあ そ にあちあさてかちせそこ そつそいかせせそつてけ ほてそえそ ちあくおかしあ. ╇ つけしと そてすかねかせ-
せそえそ つそぬけあしへせそえそ け けせそえそ ちあくせそそいちあくけみ しけぬ, たそきかしあうのけに つさあくあてへ つうそか 
たちそはあしへせそか つしそうそ, せあ かえそ つてちあせけぬあに つとえといそ しけねせそつてせふか うそつたそすけせあせけみ 
け ねとうつてうあ つそつかおつてうとまて つ あせあしけくそす け そぬかせさあすけ てうそちねかつさそえそ せあつしかおけみ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. 《くせあさそすけうのけつへ つ すあてかちけあしあすけ, ねけてあてかしへ たそこすかて 
すそてけうふ せあのかえそ ちかのかせけみ つてちとさてとちせそ せか そておかしみてへ そおせそ そて おちとえそえそ. 》そこ-
すかて, さそえおあ とうけおけて, さあさ てかつせそ たかちかたしかてあかてつみ たかちうそか つそ うてそちふす うそ すせそえけに 
けく たといしけさとかすふに あうてそちつさけに おそさとすかせてそう.

[ つそきあしかせけま, おあしかさそ せか つそ うつかすけ たそてかせぬけあしへせふすけ あうてそちあすけ すふ 
つすそえしけ つうみくあてへつみ. 》そつしかおせかか おかつみてけしかてけか, さそえおあ 〉あてあのあ つけしへせそ いそしかしあ, 
せあのあ つかすへみ ちかくさそ つそさちあてけしあ さちとえ そいはかせけみ, つそ すせそえけすけ たそてかちみしあ さそせ-
てあさて. ╉かつみてさけ けせそつてちあせせふに さそししかえ け くせあさそすふに せか そてさしけさせとしけつへ せあ そいちあ-
はかせけみ ちかおさそししかえけけ たそ なあさつと けしけ ほしかさてちそせせそこ たそねてか. ╇けおけすそ, けくすかせけ-
しけ あおちかつ, あ うそくすそきせそ, とのしけ う すけち けせそこ. ╆ふしけ け てあさけか, さてそ そいかはあし ねてそ-てそ 
せあたけつあてへ, せそ てあさ け せか つおかしあし ほてそえそ. 

╇ しまいそす つしとねあか, すふ つそいちあしけ いそしかか 130 うそつたそすけせあせけこ. 〉か てあさ とき 
すあしそ! 》ちけねかす たちけてそさ うそつたそすけせあせけこ そてせまおへ せか けつつみさ, すふ けに たそしとねあかす 
かきかおせかうせそ け そいみくあてかしへせそ うさしまねけす うつか うそ うてそちそか けくおあせけか すそせそえちあなけけ.

╇つしかお くあ うそつたそすけせあせけみすけ たそすかはかせふ つそいそしかくせそうあせけみ う つうみくけ つ たそ-
つてけえのかこ すかせみ てちあえかおけかこ. 《せけ たそつてとたけしけ け たちそおそしきあまて たそつてとたあてへ そて つあ-
すふに ちあくせふに しまおかこ — け うふつそさそたそつてあうしかせせふに, け たちそつてふに, け てかに, さてそ くせあし 
〉あてあのかせへさと つ ちあせせかえそ おかてつてうあ, け おあきか そて, さあくあしそつへ いふ, つしとねあこせふに くせあさそ-
すふに. ｠あちあさてかちせふこ たちけすかち. 〈せか たそくうそせけしあ いしけきあこのあみ 〉あてあのけせあ たそお-
ちとえあ 〉けせあ ╈ちかのせふに け つそそいはけしあ つしかおとまはかか. 《せあ てそしへさそ ねてそ たそつかてけしあ 
すあえあくけせ きかせつさけに のしみたそさ «╉あすつさけこ のけさ», う さそてそちふこ ちあせかか せあうかおふうあしあつへ 
つ すそかこ きかせそこ. [ 〉けせか たそおそのしあ たちそおあうはけぬあ け たそけせてかちかつそうあしあつへ: «╅ えおか 
╇あのあ つたとてせけぬあ, 〉あてあのあ ╆あきあせそうあ? 》そねかすと かか せか うけおせそ? っ さあさ ちあく つそ-
いちあしあつへ かこ たそくうそせけてへ け つそそいはけてへ, ねてそ すふ たそしとねけしけ せそうとま さそししかさぬけま 
さちあつけうふに のしみたそさ». 】くせあう そ つしとねけうのかすつみ, きかせはけせあ くあちふおあしあ け うそつさしけさ-
せとしあ つさうそくへ つしかくふ: «[そえおあ 〉あてあのあ うにそおけしあ う すあえあくけせ, うつか うそさちとえ つしそうせそ 
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そくあちみしそつへ さあさけす-てそ みちさけす, うそしのかいせふす つうかてそす, け と つそてちとおせけさそう すあえあくけせあ 
つちあくと たそおせけすあしそつへ せあつてちそかせけか. ╅ つうかて, けつにそおみはけこ そて 〉あてあのけ, たちそおそし-
きあし つそえちかうあてへ せあつ かはか おそしえそ たそつしか かか とにそおあ». 【あさけす うそて いそきかつてうかせせふす 
つそくおあせけかす いふしあ すそみ 〉あてあのあ.

《いか させけえけ けししまつてちけちそうあせふ すせそえそねけつしかせせふすけ なそてそえちあなけみすけ, う てそす 
ねけつしか けく つかすかこせそえそ あちにけうあ, け おちとえけすけ すあてかちけあしあすけ.

｠そねと くあすかてけてへ, ねてそ ほてあ ちあいそてあ — しけのへ たかちうあみ けく ぬけさしあ たといしけさあぬけこ 
そ せかくあいうかせせそこ きかせか. ╉あしかか たそつしかおとかて すそみ させけえあ そ 〉あてあのけせそこ きけくせけ — 
つ すそすかせてあ ちそきおかせけみ け おそ つあすそこ さそせねけせふ. ╇ せかこ ちあつつさあきと そ くあすかねあてかしへ-
せそこ 〉あてあのけせそこ つかすへか, そ てそす, さあさ そせあ ちそつしあ, とねけしあつへ, さあさ てちとおけしあつへ 
おそすあ け せあ ちあくしけねせふに せあとねせふに け おけたしそすあてけねかつさけに たそつてあに. 《たけのと せあのけ 
おそしえそ つちそねせふか さそすあせおけちそうさけ, ちあうせそ さあさ け すせそえそねけつしかせせふか さちあてさそつちそね-
せふか たそかくお さけ くあ ちといかき.

【ちかてへかこ いとおかて させけえあ, つそつてそみはあみ けく 〉あてあのけせふに おせかうせけさそう, たけつかす, くあ-
すかてそさ, せかそたといしけさそうあせせふに つてあてかこ け すあてかちけあしそう.

〉あさあせとせか さあきおそこ たそかくおさけ くあ ちといかき すふ つ 〉あてあのかこ つそいけちあしけ おそつへか 
たそ つてちあせか, さそてそちとま たちかおつてそみしそ たそつかてけてへ. ╇ にそおか たそかくおさけ うかしけ おせかうせけさけ. 
》しあせけちそうあしけ せあたけつあてへ たとてかうふか くあすかてさけ かはか そ ぬかしそす ちみおか つてちあせ ╊うちそたふ, 
╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ, ╆しけきせかえそ け 』ちかおせかえそ ╇そつてそさあ. ╇おうそかす 
せか とつたかしけ. 》そたふてあまつへ う そおけせそねさと そつけしけてへ そさそしそ 60 てそすそう すあてかちけあしそう 
う せあのかす おそすあのせかす あちにけうか

〉あさそせかぬ, かはか そおせあ すそみ すかねてあ — そておかしへせあみ させけえあ-あしへいそす 〉あてあのけせふに 
なそてそえちあなけこ.

╇ くあさしまねかせけか つさあきと, ねてそ 〉あてあのあ とのしあ けく きけくせけ う ちあつぬうかてか てうそちねか-
つさけに つけし. 】うふ, かか せか うかちせかのへ. 〉そ, たそうてそちまつへ, そつてあかてつみ つうかてしあみ たあすみてへ 
そ すそかこ くあすかねあてかしへせそこ つとたちとえか. 』たあつけいそ うあす うつかす くあ ほてと たあすみてへ.

╊うえかせけこ ╆あきあせそう
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《て つそつてあうけてかしかこ

〉かつさそしへさそ とてそねせみまはけに つしそう そ ちあいそてか せあお ほてそこ させけえそこ. 】にそお 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ けく きけくせけ 7 けませみ 2014 えそおあ うふくうあし そのかしそすしみまはとま おとのかう-
せとま いそしへ せか てそしへさそ と かか ちそおせふに け つあすふに いしけくさけに かこ しまおかこ, せそ け つちかおけ 
さそししかえ-とねかせふに, おけたしそすあてそう, えそつつしときあはけに け おち. [ちとえ かか おちとくかこ け くせあさそ-
すふに, さあさ う 『そつつけけ, てあさ け くあ ちといかきそす, いふし たそけつてけせか そえちそすかせ, そつそいかせせそ 
う せあとねせそこ つちかおか. 》そねてけ つちあくと さ せあす う ╉けたしそすあてけねかつさとま あさあおかすけま 
〈¨╉ 『そつつけけ せあ あおちかつ ちかさてそちあ け つとたちとえあ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, ╊うえかせけみ 
》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ, つてあしけ たちけにそおけてへ すせそえそねけつしかせせふか そてさしけさけ せあ ほてと 
てちあえかおけま. 

』 つあすそえそ せあねあしあ つさそちいせそえそ «たそてそさあ» つしそうあ たあすみてけ, つそいそしかくせそうあせけこ 
け つそねとうつてうけみ たかちかすかきあしけつへ つそ «つてけにけこせふすけ», けくせあねあしへせそ せけさかす せか そちえあ-
せけくそうあせせふすけ そぬかせさあすけ しけねせそつてけ け てうそちねかつさそえそ せあつしかおけみ 〉.╊. ╆あきあせそ-
うそこ. 【あさけす そいちあくそす, うそたちそつ そ せかそいにそおけすそつてけ けくおあせけみ させけえけ, さそてそちとま 
せふせか ねけてあてかしへ おかちきけて う ちとさあに, ときか さあさ いふ け せか つてそみし. 》ちそいしかすあ つそつてそみしあ 
う おちとえそす: さあさ てかたかちへ そちえあせけくそうあてへ ほてと ちあいそてと, たちけおあてへ かこ そつすふつしかせせふこ 
け ぬかしかせあたちあうしかせせふこ にあちあさてかち.

《 てそす, ねてそ たそしとねけしそつへ — つてちとさてとちせそ け たそ つすふつしと, — ときか せあたけつあし 
╊うえかせけこ 》かてちそうけね. 《つてあかてつみ おそいあうけてへ, ねてそ う てかねかせけか せかつさそしへさけに すかつみぬかう 
すふ つそいけちあしけ, つけつてかすあてけくけちそうあしけ, ちかおあさてけちそうあしけ たそつてとたあまはけか すあてか-
ちけあしふ. ╇ そいはかす, えそてそうけしけ さ たかねあてけ ほてと させけえと. 〉あ てそす ほてあたか たちかおつてそみしそ 
そたそうかつてけてへ そ せあのかこ ちあいそてか てかに, さてそ かはか せけねかえそ せか くせあし, せそ たちかおたそしそ-
きけてかしへせそ にそてかし いふ つさあくあてへ う たあすみてへ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか さあさけか-てそ つうそけ 
つしそうあ. 〉かそいにそおけすそ いふしそ たそつてあうけてへ けに う ちあうせふか とつしそうけみ つ てかすけ, さてそ たそ 
つそいつてうかせせそすと たそねけせと つうみくふうあしつみ つ せあすけ. ╇たかねあてしみまはとま «えかそえちあなけま» 
せあのけに さそせてあさてそう, けに すあつのてあい け うつか すふつしけすふか つそぬけあしへせふか つちかくふ そいはか-
つてうあ, たちかおつてあうしかせせふか う ちあくおかしか うそつたそすけせあせけこ, てかたかちへ すそきせそ とうけおかてへ 
うそそねけま.

╇てそちあみ たちそいしかすあ つそつてそみしあ う てそす, ねてそ おあしかさそ せか うつか けく ほてそえそ ちあくせそそ-
いちあくけみ しまおかこ すそえしけ, たちけ うつかす きかしあせけけ, うふちあくけてへ つうそけ すふつしけ せあ いとすあえか 
けしけ せあ さそすたへまてかちか (けしけ おあきか つおかしあてへ ほてそ, せそ いかく くあてみきかさ). 《てつまおあ — 
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つそつかおつてうそ たけつへすかせせふに あうてそちつさけに てかさつてそう つ «いかつかおあすけ» け «けせてかちうへま», 
さそえおあ すふ くあたけつふうあしけ きけうとま ちかねへ け くあてかす そいちあいあてふうあしけ すあてかちけあし.

╊はか そおせあ けく たちそいしかす いふしあ つうみくあせあ, さあさ ほてそ せけ たあちあおそさつあしへせそ たちそ-
くうとねけて, つ ねちかくすかちせそこ おそいちそつそうかつてせそつてへま ちみおあ せあのけに あうてそちそう. ¨つさちかせせか 
おうけきけすふか きかしあせけかす そたてけすけくけちそうあてへ, «としとねのけてへ» ちあせかか ときか たちけつしあせ-
せふか けすけ け そいちあいそてあせせふか せあすけ てかさつてふ, そせけ たかちかおあうあしけ せあす けく ちとさ う ちとさけ 
けしけ たちけつふしあしけ たそおねあつ たそ ちあくせふす ほしかさてちそせせふす あおちかつあす いかつねけつしかせせそか 
すせそきかつてうそ けに うあちけあせてそう つ たちかおしそきかせけみすけ け たちそつへいあすけ ねてそ-てそ くあすかせけてへ, 
とてそねせけてへ, おそいあうけてへ けしけ たそおたちあうけてへ. ¨ にそてみ てあさけか たちそつへいふ, たちけくせあてへつみ, 
とつしそきせみしけ せあのと ちあいそてと, すふ いかつさそせかねせそ いしあえそおあちせふ ほてけす しまおみす, てちそ-
せとてふ けに くあけせてかちかつそうあせせふす とねあつてけかす う そいはかす おかしか け ちあつぬかせけうあかす けに 
つさちとたとしかくせそつてへ てそきか さあさ おあせへ とうあきかせけみ さ たあすみてけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ.

〉かつさそしへさそ つしそう そい そつそいかせせそつてみに ちかおあさてそちつさそこ ちあいそてふ つ ちあくせそちそお-
せふすけ すあてかちけあしあすけ させけえけ. ╇ あうてそちつさけか てかさつてふ うせそつけしあつへ せかそいにそおけすあみ 
たちあうさあ, ちあくとすかかてつみ, う たかちうとま そねかちかおへ, せか つそおかちきあてかしへせそ-つすふつしそうあみ, 
あ そちなそえちあなけねかつさあみ け たとせさてとあぬけそせせあみ. ¨, さそせかねせそ きか, つてけしけつてけねかつさあみ 
(せか つ くあおあねかこ つおかしあてへ けく さあきおそえそ あうてそちあ ╆としえあさそうあ, ╆とせけせあ けしけ 〉あいそ-
さそうあ, あ たちかきおか うつかえそ, う ぬかしみに そいしかえねかせけみ ねてかせけみ せかしそうさそ つそつてあうしかせせふに, 
つしけのさそす たかちかえちときかせせふに け くあたとてあせせふに たちかおしそきかせけこ) け, うそそいはか, つけせ-
てあさつけねかつさあみ, たちけくうあせせあみ そいかつたかねけてへ たちあうけしへせそか つそかおけせかせけか け つそえしあつそ-
うあせけか つしそう う ちとつつさそす みくふさか, けに たあおかきせふに そさそせねあせけこ け て.た. 〉そ けせそえおあ 
たちけにそおけしそつへ うせそつけてへ け つすふつしそうとま たちあうさと, せあたちあうしかせせとま せあ とつてちあせか-
せけか せかてそねせそつてかこ, なあさてけねかつさけに そのけいそさ けしけ そたけつそさ. [あさそか-しけいそ うてそちきか-
せけか う ちあせかか ときか たといしけさそうあうのけかつみ てかさつてふ (せあたちけすかち, う ちあくおかしか そてくふうそう 
け ちかぬかせくけこ) おそたとつさあしそつへ しけのへ う つあすふに さちあこせけに, «さちけてけねかつさけに» つしとねあみに. 
╅ なあさつけすけしへせそか うそつたちそけくうかおかせけか そちけえけせあしへせふに おそさとすかせてそう せか おそたと-
つさあしそ, かつてかつてうかせせそ, おあきか け そいそつせそうあせせそえそ ちかおあさてそちつさそえそ うてそちきかせけみ 
う てかさつて.

〉けさてそ, そおせあさそ, せか くあつてちあにそうあせ そて そておかしへせふに そのけいそさ. ╇ せあのかす つしとねあか 
そせけ, たちかきおか うつかえそ, すそえとて いふてへ つうみくあせふ つ てかす, ねてそ たちけそちけてかて そておあうあしつみ 
そたかちあてけうせそつてけ たそおえそてそうさけ けくおあせけみ. ╇そくおかこつてうそうあし け つといひかさてけうせふこ なあさ-
てそち. 【あさ, せあたちけすかち, たそつそしへつてうあ け さそせつとしへつてうあ, おそしきせそつてけ け くうあせけみ しけぬ 
そたちかおかしかせせそえそ おけたしそすあてけねかつさそえそ ちあせえあ けしけ, つさあきかす, えしあう えそつとおあちつてう 
う そなけぬけあしへせふに つしとねあみに たけのとてつみ つ たちそたけつせそこ いとさうふ, あ う せかそなけぬけあしへせそ-
そいふおかせせふに — つそ つてちそねせそこ. ╇ ちかあしへせふに, «きけうふに» てかさつてあに ほてあ えちあせへ そねかせへ 
とつしそうせあ, あ たそちそこ せかちあくしけねけすあ うそうつか. ╉あきか たちけ あせあしけくか つあすそこ けせてそせあ-
ぬけけ あうてそちつさそえそ つしそうあ うそくすそきせあ せかいかくそのけいそねせあみ てちあさてそうさあ ほてけに たちあうけし. 

【かたかちへ さそちそてさそ そ しまおみに, たそおえそてそうけうのけに うすかつてか つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけ-
ねかす ╆あきあせそうふす けくおあせけか さ たかねあてけ. 

╅しかさつあせおち ょちへかうけね ぁとおそおかかう, くあすかつてけてかしへ ちとさそうそおけてかしみ ¨せつてけ-
てとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす (¨╅〈》) ╉けたしそすあてけねかつさそこ 
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《て つそつてあうけてかしかこ

あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, うくみし せあ つかいみ そつせそうせとま そちえあせけくあぬけそせせとま ちあいそてと. 
[ちそすか てそえそ, そいしあおあみ そえちそすせふす きとちせあしけつてつさけす そたふてそす, けすかせせそ そせ, くあ 
ちかおさけすけ けつさしまねかせけみすけ, うつてちかねあしつみ け いかつかおそうあし つ しまおへすけ, さそてそちふか せか 
すそえしけ たそ てかす けしけ けせふす たちけねけせあす たちかおつてあうけてへ せあす たけつへすかせせふこ てかさつて.

¨せかつつあ 〉けさそしあかうせあ ╊たけなあせそうあ, くあすかつてけてかしへ たちそちかさてそちあ たそ せあとさか 
╉けたあさあおかすけけ, せかつすそてちみ せあ つしときかいせとま くあえちときかせせそつてへ おかしあすけ, せか つうみ-
くあせせふすけ つ たそおえそてそうさそこ ほてそこ させけえけ, せあにそおけしあ うそくすそきせそつてへ たかちけそおけねか-
つさけ うせそつけてへ たちあうさと う ほしかさてちそせせふか うかちつけけ おそさとすかせてそう, なそちすあてけちそうあてへ 
のちけなてふ け そてつてとたふ, つけつてかすあてけくけちそうあてへ すあてかちけあしふ ちあくおかしあ うそつたそすけせあ-
せけこ たそ つそそてうかてつてうとまはけす たそおちあくおかしあす.

》かてち ╅しかさつあせおちそうけね 『あくうけせ, えしあうせふこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ ╉けたあさあ-
おかすけけ, つそいけちあし ほしかさてちそせせふか うかちつけけ おそさとすかせてそう, おそえそうあちけうあしつみ そ おかてあ-
しみに ちあいそてふ つ あうてそちあすけ, さあさ ちそつつけこつさけすけ, てあさ け くあちといかきせふすけ, そいかつたか-
ねけうあし つ せけすけ け つ うせかのせけすけ とねちかきおかせけみすけ とつてそこねけうとま てかしかなそせせとま 
け さそすたへまてかちせとま つうみくへ. ╇けちてとそくせそ うしあおかみ あせえしけこつさけす, そせ てあさきか たかちか-
うそおけし せあ ちとつつさけこ みくふさ うつか せときせふか すあてかちけあしふ くあえちあせけねせそえそ たちそけつにそき-
おかせけみ.

¨えそちへ ]かそせけおそうけね ╆かせおかちつさけこ, つたかぬけあしけつて たそ つうみくみす つ そいはかつてうかせ-
せそつてへま I さあてかえそちけけ, そいしあおあみ たそ にあちあさてかちと つうそかこ たちそのしそこ ちあいそてふ おそつてあ-
てそねせふす ちかおあさてそちつさけす け さそちちかさてそちつさけす そたふてそす, ちかおあさてけちそうあし そつせそう-
せふか ちあくおかしふ させけえけ け う せかそいにそおけすふに つしとねあみに つせあいきあし けに たそおつてちそねせふすけ 
たちけすかねあせけみすけ.

《ておかしへせふか ちあくおかしふ け すあてかちけあしふ たちあうけしけ ちとさそうそおけてかしへ ちかおあさぬけそせせそ-
けくおあてかしへつさそえそ そておかしあ ╅おあ ‒かおそちそうせあ 』すけちせそうあ け かえそ つそてちとおせけさけ 【あてへみせあ 
╉すけてちけかうせあ 》そしみせつさあみ け 》あうかし ╈かせせあおへかうけね [あいあせかせ.

『かおあさてそちつさとま たちあうさと, さあさ け おちとえけか けくすかせかせけみ, う ほしかさてちそせせふか うかち-
つけけ おそさとすかせてそう うせそつけしけ ╅しかさつあせおちあ 』かちえかかうせあ [としかのそうあ, ╇あしかせてけせあ 

》かてちそうせあ 〉そうけねさそうあ け ¨ちけせあ ╇あつけしへかうせあ ‒ちそしそうあ.
《いひかおけせかせせふか そいはかこ くあおあねかこ, うつか たちけうしかねかせせふか さ ちあいそてか せあお させけ-

えそこ しまおけ てちとおけしけつへ そねかせへ おそいちそつそうかつてせそ, くあ ねてそ けす そえちそすせそか つたあつけいそ.

╇ くあさしまねかせけか せかつさそしへさそ つしそう そ せあのかす えしあうせそす ちかおあさてそちか ╊うえかせけけ 

》かてちそうけねか ╆あきあせそうか. 〉か つかさちかて, ねてそ うそ すせそえけに うかおそすつてうあに け とねちかきおか-
せけみに, えおか つちかおけ たちそねかえそ えそてそうみて さ たかねあてけ け つそそてうかてつてうとまはけか たちそけくうかおか-
せけみ, くあねあつてとま えしあうせふこ ちかおあさてそち — なけえとちあ たちあさてけねかつさけ せそすけせあしへせあみ. 
[ちとたせふこ せあねあしへせけさ, さそてそちそすと せそつみて うつか せあ そさそせねあてかしへせとま たそおたけつへ 
け たそさあくふうあまて う えそてそうそす うけおか. 〈ふ きか けすかしけ おかしそ おかこつてうけてかしへせそ つ えしあう-
せふす ちかおあさてそちそす, み いふ つさあくあし, う けくせあねあしへせそす, たそおしけせせそす つすふつしか ほてそえそ 
つしそうあ. 

╊うえかせけこ 》かてちそうけね ちかあしへせそ そちえあせけくそうあし せあのと ちあいそてと, たちけねかす 
せか てそしへさそ ちかえとしみちせそ ちとさそうそおけし かま, せそ たしそおそてうそちせそ とねあつてうそうあし け ちあくいけ-
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ちあしつみ うそ うつかに かか おかてあしみに, さそてそちふに, とうかちみま, いふしそ う つそてせけ ちあく いそしへのか, ねかす 
すそきせそ そ てそす くおかつへ うさちあてぬか せあたけつあてへ. 》そちあくけてかしへせあ ちあいそてそつたそつそいせそつてへ 
ほてそえそ ねかしそうかさあ. 〉かて つすふつしあ そいひみつせみてへ しまおみす せあとさけ, さそすと たちかけすとはか-
つてうかせせそ け あおちかつそうあせあ せあのあ させけえあ, ねてそ くせあねけて いふてへ ちかさてそちそす さちとたせかこ-
のかえそ け たちかつてけきせかこのかえそ う つてちあせか け すけちか たちそなけしへせそえそ せあとねせそ-そいちあくそうあ-
てかしへせそえそ とねちかきおかせけみ, ちあつつさあくふうあてへ, さあさそうあ つてかたかせへ かえそ そてうかてつてうかせせそつてけ 
け くあえちときかせせそつてけ. [あさ そせ たちけ ほてそす とにけてちみしつみ かはか け そたかちあてけうせそ たけつあてへ 
つうそか け たちあうけてへ ねときそか, たそねてけ かきかおせかうせそ たそおおかちきけうあてへ つ せあすけ つうみくへ, うせけ-
さあてへ うそ うつか てかさとはけか すかしそねけ, せあたちあうしみてへ せあのけ さそせてあさてふ け て.た., さそえおあ そせ 
うそそいはか そておふにあし, つたあし — うつか ほてそ そつてあしそつへ おしみ せあつ くあえあおさそこ…

〉か そえちあせけねけてへつみ ほてそこ け おちとえけすけ させけえあすけ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか, 
あ たそしそきけてへ せあねあしそ ぬかしそこ つかちけけ させけえ «『そつつけこつさけか とねかせふか-すかきおとせあ-
ちそおせけさけ» — てそきか, さつてあてけ, かえそ けおかみ. 〈あつのてあいせそつてへ ほてそこ くあおあねけ たとえあかて 
け うおそにせそうしみかて そおせそうちかすかせせそ. ぁてそ き, さあさ えそうそちけてつみ, «えしあくあ いそみてつみ, あ ちとさけ 
おかしあまて».

¨.]. ╆かせおかちつさけこ





Баку. Старый город
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╇╊｠¨ ╆¨《╈『╅‒¨¨

╆╅╋╅〉《╇╅
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ

(4 みせうあちみ 1947 え., え. 〈そつさうあ — 7 けませみ 2014 え., 〈そつさそうつさあみ そいしあつてへ)

』╊〈ゃっ

『そおけてかしけ: 《てかぬ — ╊うえかせけこ 》あうしそうけね [そちつあさそう (1917—1990), さあたけてあせ 
おあしへせかえそ たしあうあせけみ, えしあうせふこ けせつたかさてそち ╈そつとおあちつてうかせせそえそ さそすけてかてあ 』』』『 
たそ てちとおと け くあちあいそてせそこ たしあてか. 〈あすあ — 〉けせあ ╅せてそせそうせあ [そちつあさそうあ (1921—
2005) — くあう. そておかしかせけかす てかちあたかうてけけ ╆そてさけせつさそこ いそしへせけぬふ え. 〈そつさうふ.

〈とき: ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう, ちかさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 
〈¨╉ 『そつつけけ (つ 2011 え.), けくうかつてせふこ たそしけてそしそえ, けつてそちけさ, たといしけぬけつて, おけたしそ-
すあて, たかおあえそえ, うそつてそさそうかお, さけてあけつて, あうてそち すせそえけに させけえ け つてあてかこ, そたといしけさそうあせ-
せふに う 『そつつけけ け くあ ちといかきそす, たそ そいはけす たちそいしかすあす すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, 
たそ 『そつつけけ, [けてあま, 』ぃ╅, [そちかか, ╊うちそたか, ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ け おち.

】ぁ╊╆╅ ¨ 『╅╆《【╅

╇ 1954—1964 ええ. とねけしあつへ う つちかおせけに のさそしあに ╆あさと け 〈そつさうふ. 《さそせねけしあ 
のさそしと つ くそしそてそこ すかおあしへま.

╇ 1964 え. たそつてとたけしあ う 〈そつさそうつさけこ えそつとおあちつてうかせせふこ けせつてけてとて すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ (〈╈¨〈《) せあ なあさとしへてかて すかきおとせあちそおせふに ほさそせそ-
すけねかつさけに そてせそのかせけこ つそ つたかぬけあしけくあぬけかこ たそ つてちあせあす ╇そつてそねせそこ ╅くけけ.

╇ 1969 え. そさそせねけしあ 〈╈¨〈《 つ そてしけねけかす たそ つたかぬけあしへせそつてけ «ほさそせそ-
すけつて-すかきおとせあちそおせけさ».

1969—1973 ええ. — せあとねせふこ つそてちとおせけさ ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ ╅〉 
』』』『.

っせうあちへ 1974 え. — くあはけてけしあ う ¨せつてけてとてか うそつてそさそうかおかせけみ おけつつかちてあぬけま 
«『そしへ つそうかてつさそ-さそちかこつさそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ う ちあくうけてけけ 
せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『 (1954—1970 ええ.)». 》ちけつうそかせあ とねかせあみ つてかたかせへ 
さあせおけおあてあ ほさそせそすけねかつさけに せあとさ.

1973—1979 ええ. — たちかつつ-あててあのか ╈かせさそせつとしへつてうあ 』』』『 う 』あせ-‒ちあせ-
ぬけつさそ (』ぃ╅).
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1979—1981 ええ. — つてあちのけこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうか-
おかせけみ ╅〉 』』』『.

1981—1985 ええ. — たちかつつ-あててあのか 》そつそしへつてうあ 』』』『 う [〉『, 》かさけせ.
1985—1993 ええ. — えしあうせふこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうか-

おかせけみ ╅〉 』』』『 / 『╅〉.
1993—2014 ええ. — さそせつとしへてあせて をかせてちあ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけ-

そせあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
《さてみいちへ 2003 え. — くあはけてけしあ う え. 》とつあせか (ょきせあみ [そちかみ) おけつつかちてあぬけま 

«ゅさそせそすけねかつさあみ つけつてかすあ 』かうかちせそこ [そちかけ (けつてそさけ, ほうそしまぬけみ, そつせそうせふか 
たあちあすかてちふ, つてちとさてとちあ, すかてそおふ とたちあうしかせけみ, けくひみせふ, たかちつたかさてけうふ ちかなそち-
すけちそうあせけみ)». 》ちけつうそかせあ とねかせあみ つてかたかせへ おそさてそちあ ほさそせそすけねかつさけに せあとさ.

¨せそつてちあせせふか みくふさけ: さそちかこつさけこ, あせえしけこつさけこ, なちあせぬとくつさけこ, さけてあこつさけこ.

〉╅】ぁ〉╅っ, 》】╆]¨を¨』【¨ぁ╊』[╅っ, 》╊╉╅╈《╈¨ぁ╊』[╅っ 
¨ 《╆ぅ╊』【╇╊〉〉《-》《]¨【¨ぁ╊』[╅っ ╉╊っ【╊]ゃ〉《』【ゃ

【かすふ せあとねせふに けくふつさあせけこ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ: そいはけか たちそいしかすふ すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ; えしそいあしけつてけさあ け ちかえけそせそうかおかせけか; うせかのせみみ たそしけ-
てけさあ け うせとてちかせせかか たそしそきかせけか 『そつつけけ, 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかけ, [けてあみ, 
』ぃ╅, つてちあせ ╅』╊╅〉, ╊うちそたふ; せあぬけそせあしへせふか にあちあさてかちふ, おけあつたそちふ.

『とさそたけつへ さあせおけおあてつさそこ おけつつかちてあぬけけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ
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╇かにけ いけそえちあなけけ

〈そせそえちあなけけ
1. 》そくそしそねかせせそか えかててそ (《ねかちさけ そ きけくせけ う 』ぃ╅ ほすけえちあせてそう けく [けてあみ, 

[そちかけ け ったそせけけ). 〈.: 〉あとさあ, ╈しあうせあみ ちかおあさぬけみ うそつてそねせそこ しけてかちあてと-
ちふ, 1983. 168 つ. 10,5 とつし. たかね. し. 【けちあき 5 000 ほさく. / ╇ つそあうてそちつてうか つ ╆あ-
きあせそうふす ╊.》., たそお しけてかちあてとちせふすけ たつかうおそせけすあすけ [そちつあさそうあ 〉.╊., 
』かうあつてへみせそう ╊.》.

2. 》そつしかおせけこ ちといかき (《ねかちさけ そい あすかちけさあせつさそす そいはかつてうか). 〈.: 》そしけ-
てけくおあて, 1984. 256 つ. 13,06 とつし. たかね. し. 【けちあき 200 000 ほさく. / ╇ つそあうてそち-
つてうか つ ╆あきあせそうふす ╊.》., たそお しけてかちあてとちせふすけ たつかうおそせけすあすけ [そちつあさそ-
うあ 〉.╊., 』かうあつてへみせそう ╊.》.

3. 〈かきおと すかちてうふすけ おそえすあすけ け たちあさてけねかつさけすけ たそてちかいせそつてみすけ. ╇せかの-
せかほさそせそすけねかつさけか そてせそのかせけみ 』かうかちせそこ [そちかけ, 1945—1990. 』かとし: 
¨くお-うそ «｠あせえとさ さむせねきか けしへいそ» (“The Korea Economic Daily”), 1992. 
321 つ. 20 とつし. たかね. し. 【けちあき 2 000 ほさく. (せあ さそち. みく.).

4. Russia and Korea. Seoul: Seoul Sihnmun, 1992. 210 p. 12 とつし. たかね. し. 【け-
ちあき 1 000 ほさく. / Co-author Yevgeny Bazhanov.

5. ╇せかのせかほさそせそすけねかつさけか つうみくけ [〉╉『. ╇ たそけつさあに うふにそおあ けく てとたけさあ. 
〈.: 〉あとさあ, ¨くおあてかしへつさあみ なけちすあ «╇そつてそねせあみ しけてかちあてとちあ», 1993. 215 c. 
13,5 とつし. たかね. し. 【けちあき 610 ほさく.

6. Soviet Foreign Policy under Gorbachev. Taibei (Taiwan): Zhongyang 
ribao, 1993. 240 p. 14 とつし. たかね. し. 【けちあき 800 ほさく.

7. Russia’s Changing Foreign Policy. Köln: Bundesinstitut fur Ostwissen-
schaftlishe und International Studien (BIOST), 1996. No 30. 40 ち. 3 とつし. 
たかね. し. 【けちあき 1 000 ほさく.

8. 』あすあみ くあえあおそねせあみ うそこせあ ｠｠ つてそしかてけみ. 』かとし: ¨くおあてかしへつてうそ «╊しへしけす», 
1997. 239 c. 19 とつし. たかね. し. (せあ さそち. みく.).

9. ╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. ¨くいち. てちとおふ 
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226 (108). 『そつつけみ たちそてけう ちあつのけちかせけみ 〉╅【《 — 25 みせう.
227 (109). 》ちそてけうそちかねけうふか ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけか そてせそのかせけみ — 

14 すあちてあ.
228 (110). 『かあさぬけみ 『そつつけけ せあ つすかちてへ ╉ほせ 』みそたけせあ — 24 すあちてあ.
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229 (111). 》かちかいかきねけさ けく 』かうかちせそこ [そちかけ け つけてとあぬけみ う ちとさそうそおつてうか 
[〉╉『 — 3 あたち.

230 (112). 〉あてそうつさあみ てかすあ いかつたそさそけて ちそつつけこつさとま おけたしそすあてけま — 7 あたち.
231 (113). 『そつつけみ け ╆かしそちとつつけみ とねちかきおあまて 』そまく — 15 あたち.
232 (114). をくみせ をくほすけせへ せあせそつけて うけくけて う 『そつつけま — 22 あたち.
233 (115). 』しとのあせけみ たそ ちそつつけこつさそ-てあこうあせへつさけす そてせそのかせけみす — 30 あたち.
234 (116). 〉そうふこ 』そまく 〈そつさうふ つ 》かさけせそす? — 4 すあみ.
235 (117). ]けおかち たちそてあこうあせへつさそえそ しそいいけ たそお たそおそくちかせけかす — 22 すあみ.
236 (118). ╆けてうあ くあ さあつたけこつさとま せかなてへ — 7 けませみ.
237 (119). 『そつつけみせか おかいあてけちとまて つそえしあのかせけか つ 〉╅【《 — 21 けませみ.
238 (120). 》そくけてけうせふか てかせおかせぬけけ う ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさか — 

5 けましみ.
239 (121). 『そつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ たちけそいちかてあまて さそすすかちねかつさけこ 

そててかせそさ — 19 けましみ.
240 (122). ╇くえしみおふ う 『そつつけけ せあ いとおとはかか ╈そせさそせえあ — 27 けましみ.
241 (123). 』そぬけあしへせあみ たそしけてけさあ う 『そつつけけ — 4 あうえ.
242 (124). 『そつつけみ たそ-たちかきせかすと せか そてつてあかて そて 』ぃ╅ う そつうそかせけけ さそつすそつあ — 

10 あうえ.
243 (125). ¨せそつてちあせせふか いけくせかつすかせふ そつうあけうあまてつみ う 『そつつけけ — 28 あうえ.
244 (126). ╉かいあてふ う 『そつつけけ そ 〉けさそしあか II け ]かせけせか — 13 つかせて.
245 (127). 『かあさぬけみ う 『そつつけけ せあ 15 つひかくお [そすたあちてけけ [けてあみ — 29 つかせて.
246 (128). 》そおにそお 『そつつけけ さ てあこうあせへつさそすと たちかおつてあうけてかしへつてうと う 《《〉 — 

7 そさて.
247 (129). ぁかねせま せかしへくみ つちあうせけうあてへ つ 【あこうあせかす — 13 そさて.
248 (130). [けす ぁかせ ¨ち とさちかたしみかて うしあつてへ — 2 せそみい.
249 (131). 『そつつけみせか さそすすかせてけちとまて たそかくおさと をくみせ をくほすけせみ う 』ぃ╅ — 

7 せそみい.
250 (132). 『そつつけこつさけか たあちしあすかせてあちけけ そ [〉『 け 【あこうあせか — 13 せそみい.
251 (133). ╇けくけて ╊しへぬけせあ う [けてあこ — 30 せそみい.
1998 えそお
252 (134). [とちつ 『そつつけけ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ — 3 みせう.
253 (135). 【ちけ さあねかつてうあ たちかくけおかせてあ ょ. [そちかけ — 13 みせう.
254 (136). 『そつつけみ うそのしあ う えそお 【けえちあ — 21 みせう.
255 (137). 『そつつけこつさあみ ほさそせそすけさあ そきけうしみかてつみ — 29 みせう.
256 (138). 』うかちにおかちきあうふ XXI つてそしかてけみ — 30 みせう.
257 (139). ¨ちあさ せか ちそつつけこつさけこ つそまくせけさ — 18 なかうち.
258 (140). ╉ちときいあ ╊しへぬけせあ つ ｠あつけすそてそ — 16 すあちてあ.
259 (141). 『そつつけみ け 】さちあけせあ: いちあてつてうそ, そてみえそはかせせそか たちそいしかすあすけ — 

19 すあちてあ.
260 (142). 『あくしけねせふか うくえしみおふ ちそつつけこつさけに つけせそしそえそう — 22 すあちてあ.
261 (143). 『そつつけみ け ‒ちあせぬけみ つそたかちせけねあまて せあ さけてあこつさそす ちふせさか — 26 すあちてあ.
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262 (144). ╅くけあてつさけこ さちけくけつ いかつたそさそけて ちそつつけみせ — 17 あたち.
263 (145). 『そつつけこつさけか そぬかせさけ ぁきと ぁきとせぬくけ — 20 あたち.
264 (146). 》そしけてけねかつさあみ つけてとあぬけみ う 『そつつけけ — 10 すあみ.
265 (147). ‒けせあせつそうふこ さちけくけつ う ╅くけけ: とちそさけ おしみ 『そつつけけ — 19 すあみ.
266 (148). 『かあさぬけみ う 『そつつけけ せあ おけあしそえ 》かさけせ—【あこいほこ — 22 すあみ.
267 (149). 〈そつさうあ にそねかて おちときけてへ つ ╉かしけ — 28 すあみ.
268 (150). 『そつつけみせか おかいあてけちとまて うそたちそつ そい そてせそのかせけみに つ 【あこうあせかす — 

5 けませみ.
269 (151). 《たてけすけつてけねせふこ つぬかせあちけこ ちあくうけてけみ 』かうかちせそこ [そちかけ — 

22 けませみ.
270 (152). 『そつつけこつさそ-みたそせつさけか そてせそのかせけみ: たちそいしかすふ け たかちつたかさてけうふ — 

30 けませみ.
271 (153). 『そつつけみ け [〉『 うふつてとたあまて うすかつてか せあ あくけあてつさそす ちふせさか — 5 けましみ.
272 (154). 〈そつさうあ せか うかちけて う さけてあこつさそ-あすかちけさあせつさとま おちときいと — 11 けましみ.
273 (155). 』てちあてかえけみ 》かさけせあ う そてせそのかせけけ 『そつつけけ — 15 けましみ.
274 (156). 『そつつけみ け 』けせえあたとち: てかつせそか つそてちとおせけねかつてうそ — 24 けましみ.
275 (157). ¨せおそせかくけこつさけこ さちけくけつ えしあくあすけ ちそつつけみせ — 6 あうえ.
276 (158). 》ちそてけうそちかねけうふこ にあちあさてかち ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのか-

せけこ — 9 あうえ.
277 (159). 》そすそきかて しけ うけくけて [しけせてそせあ おかすそさちあてけくあぬけけ [けてあみ? — 15 あうえ.
278 (160). 〈けち け つてあいけしへせそつてへ う ╅【『 う つうかてか うけくけてあ [しけせてそせあ う [〉『 — 

16 あうえ.
279 (161). 〈そつさうあ け 》かさけせ えそてそうみてつみ さ «うつてちかねか いかく えあしつてとさそう» — 16 あうえ.
280 (162). ╅すかちけさあせそ-てあこうあせへつさけか そてせそのかせけみ たそつしか うけくけてあ [しけせてそせあ 

う [けてあこ — 19 あうえ.
281 (163). 》かちつたかさてけうふ そてせそのかせけこ [〉『 つ 【あこうあせかす — 22 あうえ.
282 (164). ╇けくけて [しけせてそせあ う 『そつつけま — 7 つかせて.
283 (165). 〉そうふこ «ぃかしさそうふこ たとてへ» — 8 つかせて.
284 (166). 《てうかて 』かうかちせそこ [そちかけ あすかちけさあせぬあす — 12 つかせて.

* * *

╈あくかてあ «』かとし つけせすとせ» (つ 1999 え. — «【ほにあせ すほけしへ»). 』かとし (ょ. [そちかみ).
(せあ さそち. みく.). 《いひかす さあきおそこ つてあてへけ — 0,4 とつし. たかね. し.
╇つかえそ 44 つてあてへけ.
1991 えそお
285 (1). [あさ いふしあ せあねあてあ うそこせあ う [そちかか — 25 けませみ.
286 (2). 》かちつたかさてけうふ そてせそのかせけこ すかきおと 』かうかちそす け ょえそす [そちかけ — 10 あうえ.
287 (3). 』てかせあ せかおそうかちけみ すかきおと 』かうかちそす け ょえそす [そちかけ — 11 あうえ.
288 (4). ぁてそ つとしけて ねしかせつてうそ おうとに [そちかこ う 《《〉? — 15 つかせて.
289 (5). ╇たかねあてしかせけみ そ [そちかか — 16 あうえ.
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1992 えそお
290 (6). ゅさそせそすけねかつさけか たちそいしかすふ [〉╉『 — 25 みせう.
291 (7). [〉╉『 け ′あたあお — 24 あたち.
1994 えそお
292 (8). 』かうかちせあみ [そちかみ: せあつてそみはかか け いとおとはかか — 5 みせう.
293 (9). ゅうそしまぬけみ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ — 3 すあみ.
294 (10). ゅさそせそすけねかつさそか つそてちとおせけねかつてうそ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ — 

31 すあみ.
1995 えそお
295 (11—20). ¨つてそちけみ [そちかこつさそこ うそこせふ う 10 ね. — 15, 17, 19, 22, 24, 29, 

31 すあみ; 2, 6, 8 けませみ.
296 (21). 【ちけ つぬかせあちけみ うせかのせかこ たそしけてけさけ [けてあみ — 5 すあみ.
297 (22). 『そつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけか そてせそのかせけみ — 21 けませみ.
298 (23). ╈そお たそつしか つすかちてけ [けす ¨ち 』かせあ — 7 けましみ.
299 (24). 『そつつけみ け 〉╅【《 — 18 あうえ.
300 (25). ╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ — 3 そさて.
301 (26). [ そいひかおけせかせけま [そちかけ — 30 そさて.
302 (27). 》ちそいしかすふ とちかえとしけちそうあせけみ う [そちかか — 8 せそみい.
1996 えそお
303 (28). 》そしけてけさあ 』ぃ╅ う [そちかか — 1 みせう.
304 (29). 》ちそおそうそしへつてうかせせあみ たちそいしかすあ う [〉╉『 — 22 みせう.
305 (30). 』けてとあぬけみ う [そちかか — 17 なかうち.
306 (31). ぁてそ おかしあてへ つ そつてちそうそす 【そさてそ? — 26 なかうち.
307 (32). [けてあこ け 【あこうあせへ — 25 すあちてあ.
308 (33). 『そつつけみ け [けてあこ — 3 あたち.
309 (34). [けてあこ け [〉╉『 — 23 すあみ.
310 (35). 〈そつさうあ おそしきせあ とねあつてうそうあてへ う さそちかこつさそす とちかえとしけちそうあせけけ — 2 つかせて.
311 (36). 〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ う 1997 えそおと — 16 おかさ.
1997 えそお
312 (37). 》かちかきけうとて しけ ちかなそちすふ ╉ほせ 』みそたけせあ? — 3 すあちてあ.
313 (38). 『そつつけみ け 《《〉 — 26 すあみ.
314 (39). をかしけ 『そつつけけ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ — 28 せそみい.
1998 えそお
315 (40). 》そくけてけうせふか てかせおかせぬけけ う ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさか — 

27 みせう.
316 (41). 【ちけ さあねかつてうあ [けす ╉ほ ぁきとせあ — 25 なかうち.
317 (42). 『そしへ 『そつつけけ う さそちかこつさそす とちかえとしけちそうあせけけ — 30 すあちてあ.
318 (43). ╉そさしあお 】. 》かちちけ け そてせそのかせけみ [〉╉『 つ 』ぃ╅ — 23 つかせて.
2000 えそお
319 (44). 〈かきさそちかこつさけこ つあすすけて すそきかて けすかてへ いしあえそたちけみてせふか たそつしかお-

つてうけみ おしみ さそちかこぬかう — 16 けませみ.
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おかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2006. 17 けませみ.

181. 【かすあ: «《いくそち ちそつつけこつさそ-けくちあけしへつさけに そてせそのかせけこ くあ 15 しかて». ╇ふつてと-
たしかせけか せあ すかきおとせあちそおせそこ さそせなかちかせぬけけ «『そつつけみ — ¨くちあけしへ: 15 しかて 
うそつつてあせそうしかせけみ おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ». 《ちえあせけくそうあせあ ¨せ-
つてけてとてそす うそつてそさそうかおかせけみ 『╅〉 け 『とつつさけす そいはかつてうそす おちとくかこ ╊うちかこ-
つさそえそ とせけうかちつけてかてあ う ¨かちとつあしけすか. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2006. 12 そさて.

182. 【かすあ: «╉そつてけきかせけみ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ う ╅【『». ╇ふつてと-
たしかせけか せあ さちとえしそす つてそしか «〉そうふか うふくそうふ う ╅【『 け けせてかちかつふ 『そつ-
つけけ» う たあすみてへ ちそつつけこつさそえそ おけたしそすあてあ 〉.〉. 』そしそうへかうあ. 《ちえあせけくそうあせ 
╉╅ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2006. 30 せそみい.

183. ╇ふつてとたしかせけか せあ さちとえしそす つてそしか «[そちかこぬふ — きかちてうふ たそしけてけねかつさけに 
ちかたちかつつけこ». ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつ-
つけみ. 2008. 3 あたち.

184. 【かすあ: «〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ せあ つそうちかすかせせそす ほてあたか け うせかの-
せかたそしけてけねかつさあみ つてちあてかえけみ 『そつつけけ». ]かさぬけみ おしみ つそてちとおせけさそう みたそせ-
つさそこ さそちたそちあぬけけ «〈けぬとけ» (せあ あせえし. みく.). ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおか-
すけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2008. 31 けましみ.

185. 【かすあ: «》ちそいしかすふ け たかちつたかさてけうふ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ». 
╇ふつてとたしかせけか せあ たちかくかせてあぬけけ とねかいせけさあ たそ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけす そて-
せそのかせけみす. 〈╈¨〈《(】). 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2008. 1 そさて.
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186. 【かすあ: «《 くあおあねあに 『〉[ ╅【』』╆». ╇ふつてとたしかせけか せあ けせあとえとちあぬけそせせそす くあ-
つかおあせけけ 『そつつけこつさそえそ せあぬけそせあしへせそえそ さそすけてかてあ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせ-
つさそえそ つそうかてあ つそてちとおせけねかつてうあ たそ いかくそたあつせそつてけ (『〉[ ╅【』』╆). 〈そつさそう-
つさけこ おそす そいはかつてうかせせふに そちえあせけくあぬけこ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2009. 11 けませみ.

187. 【かすあ: «』けてとあぬけみ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ. 《てせそのかせけみ すかきおと 『[ 
け 『‒». ]かさぬけみ おしみ おかしかえあぬけけ つしとのあてかしかこ ╅さあおかすけけ せあぬけそせあしへ-
せそこ いかくそたあつせそつてけ 『かつたといしけさけ [そちかみ. ╉けたあさあおかすけみ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 
2009. 15 そさて.

188. 【かすあ: «《てせそのかせけみ 『そつつけけ つ [けてあかす, ったそせけかこ け ¨せおけかこ». ]かさぬけみ 
せあ なあさとしへてかてか たそうふのかせけみ さうあしけなけさあぬけけ (えちとたたあ せそうふに つそてちとおせけ-
さそう 〈¨╉ 『そつつけけ). ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 
『そつつけみ. 2009. 3 せそみい.

189. 【かすあ: «[あさ たそつてちそけてへ すせそえそたそしみちせふこ すけち? (¨ししまくけみ おうとにたそしまつ-
せそえそ すけちあ)». ╇ふつてとたしかせけか せあ せあとねせそこ さそせなかちかせぬけけ «『そつつけこつさそ-
あすかちけさあせつさけか そてせそのかせけみ: つそつてそみせけか け たかちつたかさてけうふ». 《ちえあせけくそうあ-
せあ ¨せつてけてとてそす 』ぃ╅ け [あせあおふ 『╅〉. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2009. 11 おかさ.

190. 【かすあ: «╇せかのせかたそしけてけねかつさあみ つてちあてかえけみ 『そつつけけ». ╇ふつてとたしかせけか せあ 
いちけなけせえか おしみ つしとのあてかしかこ ╅さあおかすけけ えそつつしときいふ 》あさけつてあせあ. ╉けたしそ-
すあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2010. 12 すあみ.

191. 【かすあ: «╇》[ 『そつつけけ». ╇ふつてとたしかせけか せあ いちけなけせえか おしみ つしとのあてかしかこ ╇そ-
かせせそこ あさあおかすけけ 〉けえかちけけ. ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 
〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2010. 13 すあみ.

192. 【かすあ: «╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ け つそうちかすかせせあみ すかきおとせあちそおせあみ 
そいつてあせそうさあ». ╇ふつてとたしかせけか せあ いちけなけせえか おしみ おかしかえあぬけけ [けてあこつさそこ 
あさあおかすけけ つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ ([╅』〈《) うそ 
えしあうか つ うけぬか-たちかくけおかせてそす [╅』〈《 をくけ ぁきけか. ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあ-
おかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2010. 19 すあみ.

193. 【かすあ: «『そつつけみ け ╊うちそたあ». ╇ふつてとたしかせけか せあ いちけなけせえか つ おかしかえあぬけかこ 
╈そつおかたあちてあすかせてあ 』ぃ╅. ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 
〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2010. 21 すあみ.

194. 【かすあ: «ゅうそしまぬけみ うくあけすそそてせそのかせけこ う ちあすさあに «てちかとえそしへせけさあ» け ちそしへ 
う ほてそす たちそぬかつつか 〈. 》けしついかちけ». ╇ふつてとたしかせけか せあ さちとえしそす つてそしか たそ 
うくあけすそそてせそのかせけみす う ちあすさあに «てちかとえそしへせけさあ» 『そつつけみ — 』ぃ╅ — 
[〉『 つ あすかちけさあせつさけす うそつてそさそうかおそす 〈. 》けしついかちけ. ╉けたしそすあてけねかつさあみ 
あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2010. 8 けませみ.

195. 【かすあ: «『そつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ». ╇ふつてとたしかせけか たかちかお おかしか-
えあぬけかこ みたそせつさけに たそしけてそしそえそう, きとちせあしけつてそう, おけたしそすあてそう. ╉けたしそすあ-
てけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2010. 9 つかせて.

196. 【かすあ: «『そつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ け ったそせけみ». ╇ふつてとたしかせけか せあ 
ちそつつけこつさそ-みたそせつさそこ さそせなかちかせぬけけ «ったそせけみ け 『そつつけみ — たちそいしかすふ 
せあぬけそせあしへせそえそ ちあくうけてけみ う さそせてかさつてか たかちかすかせ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ 
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╅くけけ». ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 
2010. 24 そさて.

197. 【かすあ: «『そつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ け つそてちとおせけねかつてうそ 『そつ-
つけけ け [〉『 う ╅【『». ]かさぬけみ せあ さとちつあに おしみ つたかぬけあしけつてそう たそ ╅【ゅ』. 
╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2011. 
17 なかうち.

198. ╇ふつてとたしかせけか そ つてちあてかえけけ 『そつつけけ う すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに. 
[ちとえしふこ つてそし つ さそしとすいけこつさそこ おかしかえあぬけかこ (くあす. すけせけつてちあ けせそつてちあせ-
せふに おかし, たそつそし, うそかせせふこ あててあのか け おち.). ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 
〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2011. 11 すあちてあ.

199. 【かすあ: «『そつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ せあ つそうちかすかせせそす ほてあたか». ╇ふ-
つてとたしかせけか せあ 7-こ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそこ せあとねせそ-たちあさてけねかつさそこ さそせ-
なかちかせぬけけ «』〈¨ 『そつつけけ け [けてあみ う XXI うかさか: たちそいしかすふ すかきさとしへてとち-
せそこ さそすすとせけさあぬけけ». ╋とちなあさ 〈╈】. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2011. 16 あたち.

200. 《てさちふてけか さちとえしそえそ つてそしあ つ えちとたたそこ すあちそささあせつさけに とねかせふに け たちかお-
たちけせけすあてかしかこ. ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 
『そつつけみ. 2011. 16 すあみ.

201. ╇ふつてとたしかせけか たかちかお おかしかえあぬけかこ ╉けたあさあおかすけけ 〈あしあこくけけ. ╉けたしそすあ-
てけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2011. 24 すあみ.

202. 【かすあ: «╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ». ╇ふつてとたしかせけか せあ うつてちかねか つ おかしか-
えあぬけかこ 〈¨╉ ╇へかてせあすあ. ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 
〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2011. 2 けませみ.

203. 【かすあ: «╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ». ╇ふつてとたしかせけか せあ うつてちかねか つ おかしか-
えあぬけかこ Shanghai Institute for International Studies (うそ えしあうか つ たちそな. ]け 
』けせへ). ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 
2011. 7 けませみ.

204. ╇ふつてとたしかせけか せあ うつてちかねか つ ちとさそうそおつてうそす INFANS (『かつたといしけさあ [そ-
ちかみ). ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2011. 
30 けませみ.

205. 【かすあ: «《ぬかせさけ たそしけてけさけ [〉『». ╇ふつてとたしかせけか たかちかお おかしかえあぬけかこ 
〈¨╉ け ╉けたあさあおかすけけ ╇へかてせあすあ. ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 
『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2011. 14 せそみい.

206. ╇ふつてとたしかせけか たかちかお うそかせせそこ おかしかえあぬけかこ ょきせそこ [そちかけ (21 えかせかちあし). 
╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2011. 
28 せそみい.

207. ╇ふつてとたしかせけか せあ せあとねせそ-たちあさてけねかつさそこ さそせなかちかせぬけけ «』〉╈: けつてそちけ-
ねかつさあみ ちそしへ け たかちつたかさてけうふ ちあくうけてけみ» (さ 20-しかてけま そいちあくそうあせけみ 』〉╈). 
╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2011. 21 おかさ.

208. 【かすあ: «[ とちかえとしけちそうあせけま つかうかちそさそちかこつさそこ みおかちせそこ たちそいしかすふ». 
╇ふつてとたしかせけか せあ うつてちかねか つ おかしかえあぬけかこ ╈そつおかたあちてあすかせてあ 』ぃ╅. ╉けた-
しそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2012. 2 なかうち.
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209. ╇ふつてとたしかせけか たかちかお うそかせせそこ おかしかえあぬけかこ ょきせそこ [そちかけ うそ えしあうか 
つ くあす. すけせけつてちあ そいそちそせふ 『[ ]けす ╈うあせ-いけせそす. ╉けたしそすあてけねかつさあみ 
あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2012. 16 すあちてあ.

210. ╇ふつてとたしかせけか せあ さちとえしそす つてそしか «20 しかて おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ 
『そつつけけ つ 】くいかさけつてあせそす». ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 
〈そつさうあ, 『そつつけみ. 2012. 16 すあちてあ.

211. ╇ふつてとたしかせけか せあ うつてちかねか つ おかしかえあぬけかこ 〈けせけつてかちつてうあ けせそつてちあせせふに 
おかし ╇へかてせあすあ うそ えしあうか つ くあす. すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし ╆とこ 【にあせへ 
ぃそせそす. ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 
2012. 2 あたち.

212. ╇ふつてとたしかせけか せあ せあとねせそ-たちあさてけねかつさそこ さそせなかちかせぬけけ, たそつうみはかせせそこ 
65-しかてけま とつてあせそうしかせけみ ちそつつけこつさそ-けせおけこつさけに おけたしそすあてけねかつさけに そて-
せそのかせけこ. ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そつさうあ, 『そつつけみ. 
2012. 13 あたち.

213. ╇ふつてとたしかせけか たそ あさてとあしへせふす たちそいしかすあす すかきおとせあちそおせふに そてせそのか-
せけこ たかちかお おかしかえあぬけかこ ちとさそうそおつてうあ あつたけちあせてとちそこ [けてあこつさそこ あさあおか-
すけけ そいはかつてうかせせふに せあとさ. ╉けたあさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 2012. 12 つかせて.

214. ╇ふつてとたしかせけか たそ あさてとあしへせふす たちそいしかすあす すかきおとせあちそおせふに そてせそのか-
せけこ たかちかお おかしかえあぬけかこ みたそせつさけに たそしけてそしそえそう, きとちせあしけつてそう け おけたしそ-
すあてそう. ╉けたあさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 2012. 17 つかせて.

215. ╇ふつてとたしかせけか せあ すかきおとせあちそおせそこ さそせなかちかせぬけけ «『そつつけみ — 〉╅【《: 
15 しかて せあ たとてけ さ たあちてせかちつてうと». ╉けたあさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 2012. 
27 つかせて.

216 ╇ふつてとたしかせけか せあ いしあえそてうそちけてかしへせそす うかねかちか う たそおおかちきさと つてちそけてかしへ-
つてうあ いとおおけこつさそえそ にちあすあ う たあすみてへ そ おそさてそちか ╆あけちか ╈あしつあせそうけねか ぁそこ-
きけせけすあかうか. 〈そつさそうつさけこ おそす せあぬけそせあしへせそつてかこ. 2012. 25 そさて.

217. ╇ふつてとたしかせけか せあ せあとねせそ-たちあさてけねかつさそこ さそせなかちかせぬけけ «《てせそのかせけみ 
『そつつけけ け つてちあせ ╅なちけさけ まきせかか 』あにあちふ: うねかちあ, つかえそおせみ, くあうてちあ». ╉け-
たしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 2012. 27 せそみい.

218. ╇ふつてとたしかせけか せあ うつてちかねか そいはかつてうかせせふに おかみてかしかこ 『そつつけけ つ ねしかせそす 
》そしけていまちそ を[ [》[, ねしかせそす ╈そつつそうかてあ [〉『 えそつたそきそこ ]ま っせおとせ. 
《てかしへ «》ちかくけおかせて». 2012. 4 おかさ.

219. ╇ふつてとたしかせけか たかちかお おかしかえあぬけかこ ╅さあおかすけけ せあぬけそせあしへせそこ そいそちそせふ 
『かつたといしけさけ [そちかみ (22 えかせかちあしあ). ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 
『そつつけけ. 2012. 5 おかさ.

220. ╇ふつてとたしかせけか せあ くあつかおあせけけ ╉けたしそすあてけねかつさそえそ さしといあ. 》ちかおつてあうしか-
せけか 》そつしあ [〉『 う 『そつつけけ ]け ｠とほみ. ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 
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せそつてけ». 《ちえあせけくそうあせあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけかこ 〈¨╉ 『そつつけけ 
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70. ¨せてかちうへま ちあおけそさそすたあせけけ ╅╇』 (╅うつてちあしけみ) たそ ちそつつけこつさそ-うへかてせあす-
つさけす そてせそのかせけみす. 〈そつさうあ. 2000. 14 なかうち.
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73. 【かしかけせてかちうへま. CTL (╈そせさそせえ), たそ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけす そてせそのか-
せけみす. 〈そつさうあ. 2000. 9 すあちてあ.

74. 【かしかけせてかちうへま. [╇S (ょ. [そちかみ), たそ [そちかこつさそこ うそこせか, 1950—1953 ええ. 
〈そつさうあ. 2000. 14 あたち.

75. ¨せてかちうへま えあくかてか «｠そささあこおそ つけせすとせ» (ったそせけみ). 【かすふ: うせかのせみみ たそ-
しけてけさあ 『そつつけけ, さけてあこつさけこ なあさてそち, 』〉╇-2, ちそつつけこつさそ-みたそせつさけか そて-
せそのかせけみ. 〈そつさうあ. 2000. 17 あたち.

76. 【かしかけせてかちうへま. NHK (ったそせけみ), たそ [そちかこつさそこ うそこせか, 1950—1953 ええ. 
〈そつさうあ. 2000, 21 あたち.

77. 【かしかけせてかちうへま. NHK (ったそせけみ) たそ [そちかこつさそこ うそこせか, 1950—1953 ええ. 
〈そつさうあ. 2000. 24 あたち.

78. 【かしかけせてかちうへま. [╇S (ょ. [そちかみ), たそ つあすすけてと すかきおと [けす ╉ほ ぁきとせそす 
け [けす ぁきそせ ¨ちそす. 〈そつさうあ. 2000. 5 けませみ.

79. ¨せてかちうへま けせなそちすあえかせてつてうと «[けそおそ ぬとつけせ» (ったそせけみ) たそ さそちかこつさそこ 
たちそいしかすあてけさか. 〈そつさうあ. 2000. 9 けませみ.
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80. 【かしかけせてかちうへま. 《『【 (さあせあし づ 1), たちそえちあすすあ «╇ちかすみ», たちみすそこ ほなけち, 
たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 〈そつさうあ. 2000. 9 けませみ.

81. ¨せてかちうへま えあくかてか «¨そすけとちけ» (ったそせけみ) たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 
〈そつさうあ. 2000. 16 けませみ.

82. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと «¨せてかちなあさつ» たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 
〈そつさうあ. 2000. 16 けませみ.

83. 【かしかけせてかちうへま. NHK (ったそせけみ), たそ たそかくおさか ╇.╇. 》とてけせあ う ╅くけま. 
〈そつさうあ. 2000. 26 けませみ.

84. ¨せてかちうへま えあくかてか «｠そささあこおそ つけせすとせ» (ったそせけみ) たそ たそかくおさか ╇.╇. 》とてけ-
せあ う ╅くけま. 〈そつさうあ. 2000. 26 けませみ.

85. 【かしかけせてかちうへま. 【╇を (さあせあし づ 3), たちそえちあすすあ «〈そすかせて けつてけせふ», 
たそ すかきおとせあちそおせそこ てかすあてけさか. 〈そつさうあ. 2000. 9 けましみ.

86. 『あおけそけせてかちうへま. ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ), たちみすそこ ほなけち, たそ あくけあてつさそこ 
たそしけてけさか 『そつつけけ. 〈そつさうあ. 2000. 14 けましみ.

87. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ), たちみすそこ ほなけち, たそ 
あくけあてつさそこ てかすあてけさか. 〈そつさうあ. 2000. 17 けましみ.

88. 『あおけそけせてかちうへま. ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ), たちみすそこ ほなけち, たそ あくけあてつさそこ 
てかすあてけさか. 〈そつさうあ. 2000. 18 けましみ.

89. ¨せてかちうへま そいそくちかうあてかしま えあくかてふ «]そつ-╅せおきかしかつ てあこすつ» ╉き. 〈あせせと 
たそ すかきおとせあちそおせふす たちそいしかすあす. 〈そつさうあ. 2000. 20 けましみ.

90. ¨せてかちうへま さあせあおつさそすと きとちせあしけつてと 》あせさそうと たそ うせかのせかこ たそしけてけさか 
『そつつけけ. 〈そつさうあ. 2000. 20 あうえ.

91. 【かしかけせてかちうへま. 《『【 (さあせあし づ 1), たちそえちあすすあ «╇ちかすみ», たちみすそこ ほなけち, 
てかすふ: 『そつつけみ — ¨せおけみ — 》あさけつてあせ, うふいそちふ う ょえそつしあうけけ. 〈そつさうあ. 
2000. 2 そさて.

92. 【かしかけせてかちうへま. 《『【 (さあせあし づ 1), たちそえちあすすあ «╇ちかすみ», たちみすそこ ほなけち, 
てかすあ: 55 しかて 《《〉. 〈そつさうあ. 2000. 24 そさて.

93. ¨せてかちうへま えあくかてか «｠そささあこおそ つけせすとせ» (ったそせけみ) せあ てかすと: ちそつつけこつさそ-
あすかちけさあせつさけか そてせそのかせけみ う つうかてか たちかくけおかせてつさけに うふいそちそう う 』ぃ╅. 
〈そつさうあ. 2000. 9 せそみい.

94. 【かしかけせてかちうへま. REN-TV (『そつつけみ), たそ ちそつつけこつさそ-みたそせつさけす そてせそのかせけ-
みす, たちそいしかすあす ╅【『. 〈そつさうあ. 2001. 16 みせう.

95. ¨せてかちうへま えあくかてか «【ほにあせ すほけしへ» (ょ. [そちかみ) たそ たちそいしかすあす ╅【『. 
〈そつさうあ. 2001. 15 なかうち.

96. ¨せてかちうへま けせなそちすあえかせてつてうと «[けそおそ ぬとつけせ» (ったそせけみ) たそ さそちかこつさそこ 
たちそいしかすあてけさか. 〈そつさうあ. 2001. 9 あたち.

97. ¨せてかちうへま えあくかてか «｠そささあこおそ つけせすとせ» (ったそせけみ) たそ ちそつつけこつさそこ うせかの-
せかこ たそしけてけさか. 〈そつさうあ. 2001. 12 あたち.

98. 【かしかけせてかちうへま. NHK (ったそせけみ), たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすあてけさか. 〈そつさうあ. 
2001. 20 あたち.
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99. 【かしかけせてかちうへま. REN-TV (『そつつけみ), たそ ちそつつけこつさそ-みたそせつさけす そてせそのかせけ-
みす. 〈そつさうあ. 2001. 14 すあみ.

100. ¨せてかちうへま えあくかてか «｠そささあこおそ つけせすとせ» (ったそせけみ) たそ ちそつつけこつさそこ うせかの-
せかこ たそしけてけさか. 〈そつさうあ. 2001. 5 けませみ.

101. ¨せてかちうへま えあくかてか «】そしし-つてちけて おきそちせあし» (』ぃ╅) そい そてせそのかせけみに う ちあす-
さあに «てちかとえそしへせけさあ» 『そつつけみ — 』ぃ╅ — [〉『. 〈そつさうあ. 2001. 13 けませみ.

102. ¨せてかちうへま ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ ╅すかちけさけ» (VOA) たそ ちそつつけこつさそこ 
うせかのせかこ たそしけてけさか. 〈そつさうあ. 2001. 25 そさて.

103. 『あおけそけせてかちうへま. ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ), たそ ¨ちあさと け ╅なえあせけつてあせと. 
〈そつさうあ. 2001. 27 そさて.

104. 『あおけそけせてかちうへま. ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ), たそ ╅なえあせけつてあせと. 〈そつさうあ. 
2001. 28 せそみい.

105. 『あおけそけせてかちうへま. ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ), たそ うけくけてと えそつつかさちかてあちみ 
』ぃ╅ [. 》あとほししあ う 『そつつけま. 〈そつさうあ. 2001. 10 おかさ.

106. 【かしかけせてかちうへま. 《『【 (さあせあし づ 1), たちそえちあすすあ «〉そねせそか ╇ちかすみ», たそ いそちへ-
いか つ てかちちそちけくすそす, そいつてあせそうさか う ╅なえあせけつてあせか. 〈そつさうあ. 2001. 11 おかさ.

107. ¨せてかちうへま くあすかつてけてかしま のかなあ-ちかおあさてそちあ えあくかてふ «』そまく» (〈そつさうあ) 
╅.〈. 〈かおうかおかうと たそ あさてとあしへせふす たちそいしかすあす すかきおとせあちそおせふに そてせそ-
のかせけこ. 〈そつさうあ. 2002. 31 みせう.

108. 【かしかけせてかちうへま. KBS (ょ. [そちかみ), たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすあてけさか. 〈そつ-
さうあ. 2002. 21 すあみ.

109. ¨せてかちうへま えあくかてか «[そすすかちつあせて-おかこしけ» (『そつつけみ) そ うせかのせかこ たそしけてけさか 
『そつつけけ. 〈そつさうあ. 2002. 6 けませみ.

110. ¨せてかちうへま えあくかてか «】そしし-つてちけて おきそちせあし» (』ぃ╅) たそ うせかのせかこ たそしけてけ-
さか 『そつつけけ. 〈そつさうあ. 2002. 17 けましみ.

111. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと けせなそちすあえかせてつてうと «『かこてかち» (╇かしけさそいちけてあ-
せけみ) たそ [そちかか. 〈そつさうあ. 2002. 23 けましみ.

112. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «╇かおそすそつてけ» たそ つそうかてつさそこ たそしけてけさか 
う  そてせそのかせけけ [〉╉『. 〈そつさうあ. 2002. 21 あうえ.

113. 【かしかけせてかちうへま. ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ), たちみすそこ ほなけち たそ けちあさつさそすと 
うそたちそつと. 〈そつさうあ. 2002. 5 つかせて.

114. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと «〉かくあうけつけすそこ えあくかてか» (『そつつけみ), たそ ちそつつけこ-
つさそ-えちとくけせつさけす そてせそのかせけみす. 〈そつさうあ. 2002. 5 つかせて.

115. ¨せてかちうへま けせなそちすあえかせてつてうと «[けそおそ ぬとつけせ» (ったそせけみ) たそ さそちかこつさそこ 
たちそいしかすあてけさか. 〈そつさうあ. 2002. 10 つかせて.

116. 【かしかけせてかちうへま. 《『【 (さあせあし づ 1), たちそえちあすすあ «〉そねせそか ╇ちかすみ», そい けく-
すかせかせけみに う ちとさそうそおつてうか [〉『, ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに. 
〈そつさうあ. 2002. 2 おかさ.

117. ¨せてかちうへま えあくかてか «【そさけそ つけすいとせ» (ったそせけみ) せあ てかすと: たちそいしかすあ ¨ちあさあ 
う つけつてかすか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 〈そつさうあ. 2002. 10 おかさ.
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118. ¨せてかちうへま えあくかてか «[そすすかちつあせて» (〈そつさうあ) そ うふいそちあに う ょ. [そちかか. 
〈そつさうあ. 2002. 16 おかさ.

119. 【かしかけせてかちうへま. 《『【 (さあせあし づ 1), たちそえちあすすあ «〉そねせそか ╇ちかすみ», そい そいそ-
つてちかせけけ たちそてけうそちかねけこ うそさちとえ みおかちせそこ たちそえちあすすふ [〉╉『. 〈そつさうあ. 
2002. 25 おかさ.

120. ¨せてかちうへま えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅) たそ けちあさつさそすと 
さちけくけつと. 〈そつさうあ. 2003. 10 なかうち.

121. 【かしかけせてかちうへま. MBS (ょ. [そちかみ), たそ つしとねあま けせあとえとちあぬけけ せそうそえそ 
たちかくけおかせてあ ょ. [そちかけ 『そ 〈と ｠かせあ. 〈そつさうあ. 2003. 17 なかうち.

122. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅) 
そ たかちつたかさてけうあに ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ う つうかてか うてそちきか-
せけみ 』ぃ╅ う ¨ちあさ. 〈そつさうあ. 2003. 25 すあちてあ.

123. 【かしかけせてかちうへま. NHK (ったそせけみ), たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 〈そつさうあ. 
2003. 23 あたち.

124. 【かしかけせてかちうへま. KBS (ょ. [そちかみ), たそ [そちかこつさそこ うそこせか. 〈そつさうあ. 2003. 
23 あたち.

125. ¨せてかちうへま えあくかてか «〉へまつおかこ» (』ぃ╅) そい そてせそのかせけみに 『そつつけけ つ 』ぃ╅ 
け ╊うちそたそこ. 〈そつさうあ. 2003. 28 すあみ.

126. ¨せてかちうへま えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅) そ たかちつたかさてけうあに 
ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ. 〈そつさうあ. 2003. 29 すあみ.

127. ¨せてかちうへま えあくかてか «【ほにあせ すほけしへ» (ょ. [そちかみ) そ みおかちせそす さちけくけつか せあ 
[そちかこつさそす たそしとそつてちそうか. 』かとし. ょ. [そちかみ. 2003. 7 あうえ.

128. ¨せてかちうへま きとちせあしと «』すふつし» (〈そつさうあ) たそ さそちかこつさそすと うそたちそつと. 
〈そつさうあ. 2003. 20 あうえ.

129. ¨せてかちうへま えあくかてか «¨そすけとちけ» (ったそせけみ) たそ さけてあこつさそこ たそしけてけさか う [そ-
ちかか. 〈そつさうあ. 2003. 25 あうえ.

130. ¨せてかちうへま えあくかてか «』あせさかこ つけすいとせ» (ったそせけみ) たそ [そちかか. 〈そつさうあ. 2003. 
8 つかせて.

131. ¨せてかちうへま えあくかてか «｠そささあこおそ つけせすとせ» (ったそせけみ) そ たかちつたかさてけうあに ちそつ-
つけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ たそつしか たちかくけおかせてつさけに うふいそちそう 14 すあちてあ 
2004 え. 〈そつさうあ. 2004. 10 すあちてあ.

132. 【かしかけせてかちうへま. NHK (ったそせけみ) たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 〈そつさうあ. 2004. 
24 すあみ.

133. ¨せてかちうへま えあくかてか «』あせさかこ つけすいとせ» (ったそせけみ) たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 
〈そつさうあ. 2004. 25 すあみ.

134. ¨せてかちうへま えあくかてか «〈あこせけてけ» (ったそせけみ) たそ うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ. 
〈そつさうあ. 2004. 10 けませみ.

135. 【かしかけせてかちうへま. NHK (ったそせけみ) たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 』かとし. ょ. [そ-
ちかみ. 2004. 13 けませみ.

136. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «』あせさかこ つけすいとせ» (ったそせけみ) たそ ちそつつけこ-
つさそ-さけてあこつさけす そてせそのかせけみす. 〈そつさうあ. 2004. 13 そさて.
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137. 『あおけそけせてかちうへま. ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ) たそ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけす そて-
せそのかせけみす. 〈そつさうあ. 2004. 14 そさて.

138. ¨せてかちうへま えあくかてか «╇ほせへ にとほこいあそ» ([〉『) たそ たそしけてけさか 『そつつけけ う ╅くけけ. 
〈そつさうあ. 2004. 4 せそみい.

139. 『あおけそけせてかちうへま. «ゅにそ 〈そつさうふ» (『そつつけみ) そ うそくすそきせそす うけくけてか おあしあこ-
しあすふ う [あしすふさけま. 〈そつさうあ. 2004. 5 せそみい.

140. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «【そさけそ つけすいとせ» (ったそせけみ) そ うそくすそき-
せそつてけ うけくけてあ おあしあこ-しあすふ う [あしすふさけま (『そつつけみ). 2004. 12 せそみい.

141. 【かしかけせてかちうへま. 《『【 (さあせあし づ 1), たちそえちあすすあ «╇ちかすみ», そ くあみうしかせけけ 
[〉╉『 たそ たそうそおと せあしけねけみ と せかか みおかちせそえそ そちときけみ. 〈そつさうあ. 2005. 
10 なかうち. 21:00.

142. 【かしかけせてかちうへま. REN-TV, «24» けせなそちすあぬけそせせあみ たちそえちあすすあ, そ くあみうしか-
せけけ [〉╉『 たそ たそうそおと せあしけねけみ と せかか みおかちせそえそ そちときけみ. 〈そつさうあ. 2005. 
10 なかうち. 19:30; 23:15.

143. 『あおけそたちそえちあすすあ 〉そうそつてけ. «〈あみさ» (『そつつけみ), たそ つかうかちそさそちかこつさそこ 
みおかちせそこ たちそえちあすすか. 』 たそしけてけねかつさけす そいそくちかうあてかしかす ╊.‒. ぅかおちとせそ-
うそこ. 〈そつさうあ. 2005. 14 なかうち.

144. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[そすすかちつあせて» (〈そつさうあ), そ «てちかとえそしへ-
せけさか» [〉『 — 』ぃ╅ — 【あこうあせへ. 〈そつさうあ. 2005. 9 すあちてあ.

145. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そい «そちあせきかうふに ちかうそしまぬけみに» う つてちあせあに 』〉╈ け ちかあさぬけけ せあ せけに ちそつ-
つけこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ. 〈そつさうあ. 2005. 11 あたち.

146. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «¨くうかつてけみ» (〈そつさうあ), そ たかちつたかさてけうあに 
つてあせそうしかせけみ えちあきおあせつさそえそ そいはかつてうあ う [〉『. 〈そつさうあ. 2005. 12 あたち.

147. 【かしかけせてかちうへま. REN-TV, «24» けせなそちすあぬけそせせあみ たちそえちあすすあ, そ さけてあこ-
つさそ-けせおけこつさけに そてせそのかせけみに. 〈そつさうあ. 2005. 14 あたち. 23:15.

148. ¨せてかちうへま えあくかてか «【ちとお» (〈そつさうあ) そい ほせかちえかてけねかつさそこ たそしけてけさか 『そつ-
つけけ. 〈そつさうあ. 2005. 21 あたち.

149. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «╇ほせへ にとほこいあそ» ([〉『) たそ うけくけてと たちかお-
つかおあてかしみ [〉『 ｠と をくけせへてあそ せあ たちあくおせそうあせけか ╉せみ 》そいかおふ う 〈そつさうか 
9.05.2005. 〈そつさうあ. 2005. 9 すあみ.

150. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «╇ほせへ にとほこいあそ» ([〉『) たそ うそたちそつと 
ちかなそちすけちそうあせけみ 《《〉. 〈そつさうあ. 2005. 18 すあみ.

151. 【かしかけせてかちうへま. NHK (ったそせけみ) たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 〈そつさうあ. 2005. 
31 すあみ.

152. ¨せてかちうへま さそちちかつたそせおかせてと てかしかえちあなせそえそ あえかせてつてうあ «『かせにあた» (ょ. [そ-
ちかみ) たそ たそうそおと つそうすかつてせそえそ くあみうしかせけみ とねあつてせけさそう のかつてけつてそちそせせけに 
たかちかえそうそちそう たそ つかうかちそさそちかこつさそこ みおかちせそこ たちそいしかすか け 15-こ えそおそうはけせか 
せそちすあしけくあぬけけ そてせそのかせけこ すかきおと 』』』『 け 『[. 〈そつさうあ. 2005. 19 つかせて.

153. ¨せてかちうへま きとちせあしと «》そしけてけねかつさけこ きとちせあし» (〈そつさうあ) そ うせかのせかこ 
たそしけてけさか 『そつつけけ. 〈そつさうあ. 2005. 7 せそみい.



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

110

154. 【かしかけせてかちうへま. NHK (ったそせけみ) たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 〈そつさうあ. 2005. 
22 せそみい.

155. 【かしかけせてかちうへま. NHK (ったそせけみ) たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 〈そつさうあ. 2005. 
6 おかさ.

156. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そ みおかちせそこ たちそいしかすか ¨ちあせあ. 〈そつさうあ. 2006. 11 みせう.

157. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «╇かおそすそつてけ» (〈そつさうあ), そ みおかちせそこ たちそ-
いしかすか ¨ちあせあ. 〈そつさうあ. 2006. 11 みせう.

158. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そ せそうそす さあせぬしかちか ╈かちすあせけけ 〈かちさかしへ. 〈そつさうあ. 2006. 1 なかうち.

159. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと てかしかえちあなせそえそ あえかせてつてうあ 
«『かせにあた» (ょ. [そちかみ) たそ たそうそおと てかちちけてそちけあしへせそえそ つたそちあ すかきおと 』かと-
しそす け 【そさけそ (そつてちそう ╉そさてそ). 〈そつさうあ. 2006. 18 あたち.

160. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[そすすかちつあせて» (〈そつさうあ), そ つかうかちそ-
さそちかこつさそ-あすかちけさあせつさそこ さそせなちそせてあぬけけ, ちあさかてせそす そちときけけ [〉╉『. 
〈そつさうあ. 2006. 19 すあみ.

161. ¨せてかちうへま てかしかきとちせあしけつてさか さあせあしあ «Russia Today» 〉あてあしへか [あちあね-
さそうそこ そ てかちちけてそちけあしへせそこ たちそいしかすか う ちそつつけこつさそ-みたそせつさけに そてせそのか-
せけみに. 〈そつさうあ. 2006. 16 あうえ.

162. ¨せてかちうへま きとちせあしけつてさか 〉あてあしへか ]そいあせそうそこ おしみ えあくかてふ «¨くうかつてけみ» 
(〈そつさうあ) そい けちあせつさそこ みおかちせそこ たちそいしかすか. 〈そつさうあ. 2006. 31 あうえ.

163. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと てかしかえちあなせそえそ あえかせて-
つてうあ «『かせにあた» (ょ. [そちかみ) たそ たそうそおと けつたふてあせけこ みおかちせそえそ そちときけみ 
う [〉╉『. 〈そつさうあ. 2006. 9 そさて. 

164. ¨せてかちうへま けせてかちせかて-けくおあせけま «』てちあせあ-Ru (せあぬけそせあしへせあみ けせなそち-
すあぬけそせせあみ つしときいあ)» そ みおかちせそこ たちそえちあすすか [〉╉『. 《たといしけさそうあせそ: 
http://www.strana.ru/stories/02/04/27/2938/294271.html. 2006. 4 そさて.

165. 【かしかたかちかおあねあ そ てかちちけてそちけあしへせそこ たちそいしかすか う ちそつつけこつさそ-みたそせつさけに 
そてせそのかせけみに. «Russia Today». 〈そつさうあ. 2006. 7 せそみい.

166. ¨せてかちうへま. REN-TV, «24» けせなそちすあぬけそせせあみ たちそえちあすすあ, そ ちそつつけこつさそ-
みたそせつさそこ てかちちけてそちけあしへせそこ たちそいしかすか. 〈そつさうあ. 2006. 14 おかさ. 19:30.

167. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと とさちあけせつさそすと けせなそちすあえかせてつてうと そい そてせそのか-
せけみに すかきおと 〈そつさうそこ け [けかうそす. 〈そつさうあ. 2006. 26 おかさ.

168. ′あたけつへ おしみ てかしかなけしへすあ そ [そちかこつさそこ うそこせか (1950—1953). 【かしかさそすたあ-
せけみ «』そうかちのかせせそ つかさちかてせそ». 〈そつさうあ. 2007. 26 なかうち.

169. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと «』てちあせあ-Ru» そい そたあつせそつてけ せそうそこ にそしそおせそこ 
うそこせふ. 〈そつさうあ. 2007. 28 なかうち.

170. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そ すかきおとせあちそおせそす つそうかはあせけけ たそ ¨ちあさと. 〈そつさうあ. 2007. 28 なかうち.
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171. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち, てかすあ: うけくけて たちかおつかおあてかしみ [〉『 ｠と をくけせへてあそ う 『そつ-
つけま. 〈そつさうあ. 2007. 27 すあちてあ. 11:00.

172. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち, てかすあ: そ おそさしあおか ╈そつおかたあちてあすかせてあ 』ぃ╅ そ せあちとのか-
せけみに たちあう ねかしそうかさあ う 『そつつけけ. 〈そつさうあ. 2007. 12 あたち. 13:00.

173. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち, てかすあ: そい そいそつてちかせけけ ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そて-
せそのかせけこ. 〈そつさうあ. 2007. 31 すあみ. 9:00.

174. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そい とにとおのかせけけ そてせそのかせけこ 『そつつけけ つ ′あたあおそす. 〈そつさうあ. 2007. 1 けませみ.

175. 『あおけそけせてかちうへま. 》ちみすそこ ほなけち. «╆けくせかつ-FM», そ つあすすけてか «╆そしへのそこ 
うそつへすかちさけ». 〈そつさうあ. 2007. 6 けませみ. 19:05.

176. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち, てかすあ: そ つあすすけてか «╆そしへのそこ うそつへすかちさけ». 〈そつさうあ. 
2007. 8 けませみ. 9:00.

177. ¨せてかちうへま えあくかてか «〉そうふか ¨くうかつてけみ» (〈そつさうあ) そい そてせそのかせけみに 『そつ-
つけみ — ′あたあお. 〈そつさうあ. 2007. 18 けませみ. 』. 4.

178. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち, てかすあ: そ くあにうあてか «｠╅〈╅』» うしあつてけ う ╈あくか. 〈そつさうあ. 
2007. 19 けませみ. 9:00.

179. ¨せてかちうへま «『¨╅ 〉そうそつてけ» (〈そつさうあ) そい そてせそのかせけみに 『そつつけみ — ′あたあお. 
【かしかてあこたせあみ しかせてあ せあ なち. みく. 2007. 18 けませみ.

180. ¨せてかちうへま «『¨╅ 〉そうそつてけ» (〈そつさうあ) そい そてせそのかせけみに 『そつつけみ — ′あたあお. 
【かしかてあこたせあみ しかせてあ せあ せかす. みく. 2007. 19 けませみ.

181. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ) そ せあくせあねかせけけ 【. ╆しほ-
ちあ つたかぬたちかおつてあうけてかしかす «ねかてうかちさけ» (《《〉 — 『そつつけみ — 』ぃ╅ — ╊』) 
たそ ╆しけきせかすと ╇そつてそさと. 〈そつさうあ. 2007. 27 けませみ.

182. 『あおけそけせてかちうへま. 》ちみすそこ ほなけち. «╆けくせかつ-FM» (〈そつさうあ), そ うけくけてか 
》とてけせあ う つかすかこせふこ おそす ╆とのかこ. 〈そつさうあ. 2007. 2 けましみ. 10:30.

183. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち, てかすあ: «╉けたしそすあてけねかつさけこ つさあせおあし すかきおと 〈そつさうそこ 
け ]そせおそせそす (おかしそ ]けてうけせかせさそ)». 〈そつさうあ. 2007. 17 けましみ. 10:00.

184. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «｠あつてかせいしあて» (╈かちすあせけみ), そい とにとおのか-
せけけ そてせそのかせけこ 『そつつけけ つ ′あたあおそす. 〈そつさうあ. 2007. 18 けましみ.

185. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あちあい. 
みく., くあたけつへ けせてかちうへま, てかすあ: ぃ《』 け すけちそうあみ たそしけてけさあ. 〈そつさうあ. 2007. 
20 あうえ. 14:00—15:00.

186. 『あおけそけせてかちうへま (くあたけつへ) «╆けくせかつ-FM» (〈そつさうあ), そい ほさつてちあおけさぬけけ 
いふうのかえそ たちかくけおかせてあ 》かちと ‒とにけすそちけ けく ぁけしけ う 》かちと. 〈そつさうあ. 2007. 
22 つかせて.
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187. 『あおけそけせてかちうへま (くあたけつへ). «╆けくせかつ-FM» (〈そつさうあ), そ さそせてちあいあせおか そちと-
きけみ う ¨ちあさか. 〈そつさうあ. 2007. 23 つかせて.

188. 『あおけそけせてかちうへま (くあたけつへ). 『あおけそ «『そつつけみ» (〈そつさうあ), たそ さそちかこつさそこ 
たちそいしかすか (みおかちせあみ たちそいしかすあ, つあすすけて [けす ぁかせ ¨ち — 〉そ 〈と ｠むせ). 
〈そつさうあ. 2007. 2 そさて.

189. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと きとちせあしと «をあちつてうそ おかせかえ» (たちけしそきかせけか さ えあ-
くかてか «╇かおそすそつてけ»), そい けてそえあに うせかのせかこ たそしけてけさけ たちかくけおかせてあ ╇.╇. 》と-
てけせあ. 〈そつさうあ. 2007. 15 そさて.

190. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち, てかすあ: そてせそのかせけみ う ちあすさあに «てちかとえそしへせけさあ» 『そつ-
つけみ — ¨せおけみ —[けてあこ. 〈そつさうあ. 2007. 24 そさて. 10:15.

191. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あちあい. みく., 
くあたけつへ けせてかちうへま, てかすあ: つあすすけて 『そつつけみ — ╊』 う 》そちてとえあしけけ. 〈そつ さうあ. 
2007. 25 そさて. ゅなけち: 2007. 26 そさて. 18:00—19:00. 

192. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. みく., 
たちみすそこ ほなけち, てかすあ: ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ. 〈そつさうあ. 2007. 
6 せそみい. 9:15.

193. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), くあたけつへ たちそえちあすすふ そ くあさちふてけけ 
たちかおつてあうけてかしへつてうあ ╆ちけてあせつさそえそ つそうかてあ う 『そつつけけ. 〈そつさうあ. 2008. 18 みせう. 

194. On-line さちとえしふこ つてそし, さそすたあせけみ (すとしへてけたそちてあし) KM.RU, てかすあ: «[あさ 
あすかちけさあせぬふ たかちかきけしけ “つとたかちうてそちせけさ” せあ なそせか “つとたかちさちけくけつあ”?» 
http://www/km/ru. 〈そつさうあ. 2008. 12 なかうち.

195. [ちとえしふこ つてそし う たちみすそす ほなけちか, てかしかうけおかせけか ¨ちあせあ, せあ あせえし. みく., 
そ たしあせあに 』ぃ╅ けつたそしへくそうあてへ さそつすけねかつさそか たちそつてちあせつてうそ う うそかせせふに 
ぬかしみに. 〈そつさうあ. 2008. 12 なかうち.

196. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そ たちそうそくえしあのかせけけ せかくあうけつけすそつてけ [そつそうそ. 〈そつさうあ. 2008. 19 なかうち.

197. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), けせてかちうへま せあ あせえし. みく., たちみすそこ 
ほなけち つ 〈あせかきせそこ たしそはあおけ, てかすあ: たちかくけおかせてつさけか うふいそちふ う 『そつつけけ. 
〈そつさうあ. 2008. 27 なかうち. 9:00.

198. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «をくけせぬくけ きけいあそ» ([〉『), そ ちかくとしへてあ-
てあに うふいそちそう せあ 【あこうあせか. 〈そつさうあ. 2008. 23 すあちてあ.

199. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), そ たかち-
つたかさてけうあに ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ. 〈そつさうあ. 2008. 25 すあちてあ.

200. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと すとしへてけたそちてあしと KM.RU, そ うつてちかねか う うかちにあに 
╇. 》とてけせ — ╉き. ╆との. 〈そつさうあ. 2008. 7 あたち.

201. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. みく., 
たちみすそこ ほなけち, てかすあ: うつてちかねあ う うかちにあに ╇. 》とてけせ — ╉き. ╆との. 〈そつさうあ. 
2008. 7 あたち. 19:00.

202. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «╇かおそすそつてけ» (『そつつけみ), そ てけいかてつさそす 
うそたちそつか け 《しけすたけあおか う [〉『. 〈そつさうあ. 2008. 8 あたち.
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203. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ «》あせそちあ-
すあ» せあ あちあい. みく., くあたけつへ けせてかちうへま, てかすあ: てけいかてつさけこ うそたちそつ け 《しけすたけ-
あおあ う [〉『. 〈そつさうあ. 2008. 10 あたち. 10:00—11:00.

204. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), そ たそ-
しけてけさか 『そつつけけ う そてせそのかせけけ 】さちあけせふ け ╈ちとくけけ. 〈そつさうあ. 2008. 22 あたち.

205. ¨せてかちうへま えあくかてか «〈そつさそと せへまつ» たそ ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけす そてせそ-
のかせけみす. 2008. 18—24 あたち. づ 15. 』. 14.

206. 【かしかけせてかちうへま. [あせあし «╇かつてけ» (〉【╇+). 〉そうそつてせあみ たちそえちあすすあ, たちみ-
すそこ ほなけち, てかすあ: 《しけすたけこつさけか けえちふ う [〉『. 2008. 30 あたち. 16:00—16:30.

207. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. みく., 
たちみすそこ ほなけち, てかすあ: けせあとえとちあぬけみ たちかくけおかせてあ 『‒ ╉.╅. 〈かおうかおかうあ. 
〈そつさうあ. 2008. 7 すあみ. 10:00.

208. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. みく., 
たちみすそこ ほなけち, てかすあ: なそちすけちそうあせけか たちあうけてかしへつてうあ うそ えしあうか つ ╇.╇. 》と-
てけせふす. 〈そつさうあ. 2008. 12 すあみ.

209. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ «》あせそ-
ちあすあ» せあ あちあい. みく., くあたけつへ けせてかちうへま, てかすあ: うつてちかねあ う ╊さあてかちけせいとち-
えか すけせけつてちそう けせそつてちあせせふに おかし ╆ちあくけしけけ, 『そつつけけ, [けてあみ け ¨せおけけ 
(╆『¨[). 〈そつさうあ. 2008. 14 すあみ.

210. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), たちそえちあすすふ せあ あちあい. け あせえし. みく., 
くあたけつへ けせてかちうへま, てかすあ: うけくけて たちかくけおかせてあ 『‒ ╉.╅. 〈かおうかおかうあ う [〉『.
〈そつさうあ. 2008. 21 すあみ.

211. ¨せてかちうへま さそちちかつたそせおかせてと えあくかてふ «〈あこせけてけ» (ったそせけみ) 《さけ 【そつけにあ-
ちあ, そい 《しけすたけあおか う [〉『. 〈そつさうあ. 2008. 27 すあみ.

212. ¨せてかちうへま つ くあす. えしあうせそえそ ちかおあさてそちあ きとちせあしあ «『そつつけみ — [けてあこ. 
XXI うかさ». «『そつつけみ — [けてあこ. XXI うかさ» (〈そつさうあ). 2008. 〉そみいちへ. 』. 42—46.

213. ¨せてかちうへま えあくかてか «｠とあせへぬま のけいあそ» ([〉『), そ たかちつたかさてけうあに [けてあみ
たそつしか 》かさけせつさそこ 《しけすたけあおふ 2008 えそおあ. 2008. 7 あうえ.

214. 『あおけそけせてかちうへま たそ てかしかなそせと «╆けくせかつ-FM» (〈そつさうあ), そ たかちかえそうそちあに 
╊』 — 『そつつけみ たそ えちとくけせつさそすと うそたちそつと. 〈そつさうあ. 2008. 6 つかせて.

215. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと けせなそちすあえかせてつてうと «『かせにあた» (ょ. [そちかみ) そ うけ-
くけてか う 『そつつけま たちかくけおかせてあ 『[ ]け 〈むせ ╆あさあ. 〈そつさうあ. 2008. 22 つかせて.

216. 【かしかけせてかちうへま. NBC (ょ. [そちかみ) そ うけくけてか う 『そつつけま たちかくけおかせてあ 『[ ]け 
〈むせ ╆あさあ. 〈そつさうあ. 2008. 25 つかせて.

217. 『あおけそけせてかちうへま. «Radio FM» そ たちかくけおかせてつさけに うふいそちあに う 』ぃ╅. 》ちみ-
すそこ ほなけち. 〈そつさうあ. 2008. 2 そさて.

218. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと てかしかさあせあしと «Russia Today» (RT). 【かすあ: ちそつ-
つけこつさそ-さけてあこつさあみ えちあせけぬあ. 〈そつさうあ. 2008. 14 そさて.

219. 『あおけそけせてかちうへま たそ てかしかなそせと «╆けくせかつ-FM» (〈そつさうあ), そい とつけしけみに 
すけちそうふに しけおかちそう たちかそおそしかてへ なけせあせつそうふこ さちけくけつ. 〈そつさうあ. 2008. 
19 そさて.
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220. 【かしかけせてかちうへま. «╇かつてけ-24» そ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに. ′あ-
たけつへ おしみ けせなそちすあぬけそせせそ-あせあしけてけねかつさそこ たちそえちあすすふ. 〈そつさうあ. 2008. 
27 そさて.

221. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち, てかすあ: くあつかおあせけか 』そうかてあ えしあう たちあうけてかしへつてう ぃあせ-
にあこつさそこ そちえあせけくあぬけけ つそてちとおせけねかつてうあ う ╅つてあせか ([あくあにつてあせ). 〈そつさうあ. 
2008. 30 そさて.

222. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと けせなそちすあえかせてつてうあ «『かせにあた» 
(ょ. [そちかみ) う ╅しすああてあ ([あくあにつてあせ), そ たかちつたかさてけうあに たそしけてけさけ 』ぃ╅ 
う [そちかか. 〈そつさうあ. 2008. 4 せそみい.

223. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そ たそしけてけさか 『そつつけけ う そてせそのかせけけ つてちあせ ]あてけせつさそこ ╅すかちけさけ. 〈そつさうあ. 
2008. 12 せそみい.

224. 【かしかけせてかちうへま. «╇かつてけ-24» そ 30-しかてけけ たちそぬかつつあ ちかなそちす う [〉『. 》ちみ-
すそこ ほなけち. 〈そつさうあ. 2008. 18 おかさ. 10:30—10:45.

225. 【かしかけせてかちうへま. «Russia Today» (RT), たちそえちあすすあ せあ あせえし. みく., くあたけつへ 
けせてかちうへま, てかすあ: たといしけさあぬけみ すあてかちけあしそう そ うふつさあくふうあせけみに みたそせつさそ-
えそ たちかすへかちあ 』あてそ う 1965 えそおと たそ たそうそおと せあせかつかせけみ みおかちせそえそ とおあちあ たそ 
[〉『. 〈そつさうあ. 2008. 22 おかさ.

226. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと くあたあおせそえかちすあせつさそこ えあくかてか, そ たかちつたかさてけうあに 
ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ. 〈そつさうあ. 2009. 27 みせう.

227. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «╅ちえとすかせてふ け なあさてふ» (〈そつさうあ), そ つけ-
てとあぬけけ せあ 】さちあけせか. 〈そつさうあ. 2009. 2 なかうち.

228. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そ たかちつたかさてけうあに ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ. 〈そつさうあ. 2009. 
4 なかうち.

229. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そ たちそいしかすか ちあくそちときかせけみ. 〈そつさうあ. 2009. 24 なかうち.

230. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), たちそえちあすすあ せあ あせえし. みく., くあたけつへ 
けせてかちうへま. 【かすあ: «【けいかてつさあみ たちそいしかすあ». 〈そつさうあ. 2009. 17 すあちてあ (╈ちけ-
えそちへかうあ). 

231. 【かすあ: «』かうかちそさそちかこつさあみ みおかちせあみ たちそえちあすすあ». ¨せてかちせかて-けせてかちうへま. 
www.ruvr.ru. 〈そつさうあ. 2009. 24 あたち. (〉けせあ [あこのあとちけ).

232. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «』かちかいちみせふこ おそきおへ» (〈そつ-
さうあ), そ すかすとあちあに ぁきあそ をくふみせあ. 〈そつさうあ. 2009. 14 すあみ.

233. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと けせなそちすあえかせてつてうあ «『かせにあた» 
(ょ. [そちかみ), そ みおかちせふに けつたふてあせけみに う [〉╉『. 〈そつさうあ. 2009. 26 すあみ.

234. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そ みおかちせふに けつたふてあせけみに う [〉╉『. 〈そつさうあ. 2009. 27 すあみ.
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235. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと BBC (╇かしけさそいちけてあせけみ), ちとつつさあみ ちかおあさぬけみ, 
そ 20-こ えそおそうはけせか てちあえけねかつさけに つそいふてけこ せあ たしそはあおけ 【みせへあせへすほせへ 
う [〉『, たちみすそこ ほなけち. 〈そつさうあ. 2009. 4 けませみ. 8:12—8:15.

236. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち. 【かすあ: «20-み えそおそうはけせあ てちあえけねかつさけに つそいふてけこ せあ 
たしそはあおけ 【みせへあせへすほせへ う [〉『». 〈そつさうあ. 2009. 4 けませみ. 9:05—9:09.

237. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╇かつてけ-‒〈» (〈そつさうあ), そ さけ-
てあこつさけに えちあきおあせあに う 『そつつけけ. 〈そつさうあ. 2009. 16 けませみ (くあたけつへ); 17 けませみ 
(ほなけち).

238. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), たちそえちあすすあ せあ あせえし. みく., くあたけつへ けせ-
てかちうへま. 【かすあ: ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ, さ うけくけてと ｠と をくけせへてあそ 
う 『‒. 〈そつさうあ. 2009. 17 けませみ.

239. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと つそてちとおせけさと きとちせあしあ «Russia Profi le» (〈そつさうあ). 
【かすあ: «[けてあこつさけこ なあさてそち うそ うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ». 〈そつさうあ. 
2009. 18 けませみ.

240. 『あおけそたちそえちあすすあ KCRW National Public Radio Station (Los Angeles, 
USA) «To the Point» (a daily current affairs discussion program broad-
casted nationally in the US), たちみすそこ ほなけち, たそ てかしかなそせと. 【かすあ: «Presi-
dent Obama’s trip to Russia» («╇けくけて たちかくけおかせてあ 《いあすふ う 『そつつけま»). 
〈そつさうあ. 2009. 6 けましみ. 22:10—22:50. Producer Ms Francis Anderson.

241. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと すとしへてけたそちてあしと KM.RU, そ いかつたそちみおさあに 
う 』けせへぬくみせ-】こえとちつさそす あうてそせそすせそす ちあこそせか (』】╅『) [〉『. 〈そつさうあ. 
2009. 7 けましみ.

242. 『あおけそたちそえちあすすあ BBC, ちとつつさあみ ちかおあさぬけみ, たちみすそこ ほなけち, そ いかつたそちみお-
さあに う 』】╅『 ([〉『). 】ねあつてせけさけ: 〉.╊. ╆あきあせそうあ, たちかおつてあうけてかしへ ちとさそ-
うそおつてうあ そたたそくけぬけそせせそえそ おうけきかせけみ とこえとちそう う [〉『. 〈そつさうあ. 2009. 
8 けましみ. 18:00—18:15.

243. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╆けくせかつ-FM» (〈そつさうあ), そい 
そえちあせけねかせけけ ほさつたそちてあ たちかおすかてそう ちそつさそのけ う [〉╉『. 〈そつさうあ. 2009. 
25 けましみ (くあたけつへ).

244. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと けせてかちせかて-けくおあせけま. 【かすあ: «《 うそくすそきせそつてけ 
うさしまねかせけみ ょきせそこ 《つかてけけ う つそつてあう 『‒». 〈そつさうあ. 2009. 4 あうえ.

245. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと けせなそちすあえかせてつてうあ «『かせにあた» 
(ょ. [そちかみ), そ さそせねけせか [けす ╉ほ ぁきとせあ, いふうのかえそ たちかくけおかせてあ 『[. 
〈そつさうあ. 2009. 18 あうえ.

246. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと きとちせあしけつてと «¨くうかつてけこ» ¨. ╅せてそせそうと. 【かすあ: 
«[ 60-しかてけま [〉『». 〈そつさうあ. 2009. 28 つかせて.

247. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
さ うけくけてと えそつつかさちかてあちみ 』ぃ╅ ｠. [しけせてそせ う 『そつつけま. 〈そつさうあ. 2009. 
13 そさて.
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248. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと けせなそちすあぬけそせせそえそ あえかせて-
つてうあ «╆しとすいかちえ» (』ぃ╅), そ たかちつたかさてけうあに ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけ-
ねかつてうあ すかきおと 『そつつけかこ け [けてあかす. 〈そつさうあ. 2009. 27 そさて.

249. ¨せてかちうへま ¨うあせと ╅せてそせそうと. 【かすあ: «[けてあこつさそ-あすかちけさあせつさけか そてせそ-
のかせけみ» // ¨くうかつてけみ. 2009. 18 せそみい. 』. 5.

250. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», そ さけてあこつさそ-
あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけみに. 〈そつさうあ. 2009. 19 せそみい.

251. ¨せてかちうへま さそちちかつたそせおかせてと えそつとおあちつてうかせせそこ てかしかさそすたあせけけ ╈ちかぬけけ 
〈あこせそつと ╉けすけてちけと. 【かすあ: «『かあさぬけみ 『そつつけけ せあ うそくすそきせそか ちあつのけちか-
せけか ╊』 せあ ′あたあおせふか ╆あしさあせふ». 〈そつさうあ. 2009. 2 おかさ.

252. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. みく., 
たちみすそこ ほなけち. 【かすあ: «20-み えそおそうはけせあ そいひみうしかせけみ 〈.』. ╈そちいあねかうふす 
け ╉き. ╆とのかす-つて. せあ 〈あしへてか そさそせねあせけみ にそしそおせそこ うそこせふ». 〈そつさうあ. 
2009. 3 おかさ. 9:14—9:17.

253. 『あおけそたちそえちあすすあ BBC, ちとつつさあみ ちかおあさぬけみ, たちみすそこ ほなけち, そ うそかせせふに 
たしあせあに [〉『 (いあくふ ╇〈』 せあ ╆しけきせかす ╇そつてそさか). 〈そつさうあ. 2009. 30 おかさ. 
7:16—7:20.

254. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかち-
つあせて-FM» (『そつつけみ), そ たちかくけおかせてつさけに うふいそちあに せあ 】さちあけせか. 〈そつさうあ. 
2010. 18 みせう.

255. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «》かち-
つたかさてけうふ ╊うちそたかこつさそえそ つそまくあ». 〈そつさうあ. 2010. 19 みせう.

256. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たかちかおあねあ せあ あせえし. みく., 
たちみすそこ ほなけち. 【かすあ: «╈そお たちかいふうあせけみ ╆. 《いあすふ う ╆かしそす おそすか». 〈そつ-
さうあ. 2010. 20 みせう. 9:10—9:15.

257. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たかちかおあねあ せあ あちあい. 
みく., たちみすそこ ほなけち. 【かすあ: «╇せかのせみみ たそしけてけさあ 』ぃ╅». 〈そつさうあ. 2010. 
20 みせう. 9:30—9:40.

258. 『あおけそたちそえちあすすあ ╇╇』 «╇あす つしそうそ», ちとつつさあみ ちかおあさぬけみ, たちみすそこ ほなけち, 
そい そてせそのかせけみに う ちあすさあに «てちかとえそしへせけさあ» 『そつつけみ — 』ぃ╅ — [〉『. 
〈そつさうあ. 2010. 19 すあちてあ. 20:30—21:00.

259. ¨せてかちうへま きとちせあしと «《えそせかさ» (『そつつけみ), そ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそ-
のかせけみに. ╉あせそ たそ てかしかなそせと 2010, 24 すあちてあ. 《たといしけさそうあせそ: ╇. 【けにそすけ-
ちそう, 〉. ぃかちえけせあ. [そせなとぬけこ け えあくそおけせあすけさあ // 《えそせかさ. 2010. づ 12. 
29 すあちてあ. 』. 36.

260. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たかちかおあねあ せあ あせえし. みく., 
くあたけつへ けせてかちうへま. 【かすあ: «【かちちそちけつてけねかつさけか あさてふ う すそつさそうつさそす すかて-
ちそ 29 すあちてあ 2010 えそおあ». 〈そつさうあ. 2010. 30 すあちてあ.

261. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ), ちとつつさあみ ちかおあさぬけみ, 
そ たそくけぬけけ [けてあみ たそ けちあせつさそこ みおかちせそこ たちそいしかすか, たちみすそこ ほなけち. 
〈そつ さうあ. 2010. 2 あたち. 7:05—7:10.
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262. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たかちかおあねあ せあ あせえし. みく., 
たちみすそこ ほなけち. 【かすあ: «》そおたけつあせけか おそえそうそちあ たそ 』〉╇ すかきおと 『そつつけかこ 
け 』ぃ╅ 8.04.2010». 14:10—14:20.

263. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たかちかおあねあ せあ あちあい. みく., たちみ-
すそこ ほなけち. 【かすあ: «╉そえそうそち たそ 』〉╇». 〈そつさうあ. 2010. 7 あたち. 14:20—14:30.

264. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかち-
つあせて-FM» (『そつつけみ), そ たちそてけうそちかねけみに たちかくけおかせてあ ╅なえあせけつてあせあ 
｠. [あちくあみ つ 』ぃ╅. 〈そつさうあ. 2010. 7 あたち.

265. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «》ちそ-
いしかすふ う そてせそのかせけみに 『そつつけけ つ ╆かしそちとつつけかこ». 〈そつさうあ. 2010. 9 あたち.

266. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかち-
つあせて-FM» (『そつつけみ), そ たちかおつてそみはけに たちかくけおかせてつさけに うふいそちあに う 》そしへ-
のか. 〈そつさうあ. 2010. 13 あたち.

267. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと すとしへてけたそちてあしと KM.RU, そ くかすしかてちみつかせけけ 
う [〉『. 〈そつさうあ. 2010. 14 あたち.

268. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «【そさけそ つけすいとせ» (ったそせけみ), そ つそいふてけみに 
う [けちえけくけけ (つすかはかせけか ╆あさけかうあ). 〈そつさうあ. 2010. 15 あたち.

269. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかち-
つあせて-FM» (『そつつけみ), そ たそしけてけねかつさそす さちけくけつか う [けちえけくけけ, ╆あさけかう — 
«たちかくけおかせて う けくえせあせけけ». 〈そつさうあ. 2010. 21 あたち.

270. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと «[そすすかちつあせて-FM» (『そつつけみ) そ つけてとあぬけけ 
う [けちえけくけけ. 〈そつさうあ. 2010. 26 あたち.

271. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかち-
つあせて-FM» (『そつつけみ), そ たかちつたかさてけうあに ちそつつけこつさそ-たそしへつさけに そてせそのかせけこ. 
〈そつさうあ. 2010. 27 あたち.

272. ¨せてかちうへま てかしかさそちたそちあぬけけ KBS (ょ. [そちかみ) おしみ てかしかつかちけけ そ [そちかこつさそこ 
うそこせか (さ 60-しかてけま せあねあしあ ほてそえそ さそせなしけさてあ). 〈そつさうあ. 2010. 29 あたち.

273. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), そい 
そいせあちそおそうあせけけ ╆. 《いあすそこ おあせせふに たそ あすかちけさあせつさけす てあさてけねかつさけす 
ちあさかてあす け ちそつつけこつさそ-とさちあけせつさけす そてせそのかせけみす. 〈そつさうあ. 2010. 4 すあみ.

274. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかち-
つあせて-FM» (『そつつけみ), そ くあたちかてか うひかくおあ う 』ぃ╅ えちとたたふ ちそつつけこつさけに ねけ-
せそうせけさそう. 〈そつさうあ. 2010. 5 すあみ.

275. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅), 
そ せそうそこ ちそつつけこつさそこ さそせぬかたぬけけ うせかのせかこ たそしけてけさけ. 〈そつさうあ. 2010. 
13 すあみ.

276. ¨せてかちうへま てかしかさそちたそちあぬけけ KBS (ょ. [そちかみ), そ たそてそたしかせけけ まきせそさそ-
ちかこつさそえそ うそかせせそえそ さそちあいしみ. 〈そつさうあ. 2010. 18 すあみ.

277. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかち-
つあせて-FM» (『そつつけみ), そ たそてそたしかせけけ まきせそさそちかこつさそえそ うそかせせそえそ さそちあい-
しみ. 〈そつ さうあ. 2010. 20 すあみ.
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278. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと さそちちかつたそせおかせてと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかち-
つあせて-FM» (『そつつけみ), そ ちあくすかはかせけけ う 》そしへのか あすかちけさあせつさけに ちあさかて. 
〈そつさうあ. 2010. 25 すあみ.

279. ¨せてかちうへま てかしかさそちたそちあぬけけ KBS (ょ. [そちかみ) そ たそてそたしかせけけ まきせそさそ-
ちかこつさそえそ うそかせせそえそ さそちあいしみ け [そちかこつさそこ うそこせか, 1950—1953. 〈そつさうあ. 
2010. 27 すあみ.

280. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «《て-
つてあうさあ みたそせつさそえそ たちかすへかちあ ｠あてそみすふ». 〈そつさうあ. 2010. 2 けませみ.

281. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: 
«[ けくいちあ せけま せそうそえそ たちかすへかちあ ったそせけけ [あせあ». 〈そつさうあ. 2010. 4 けませみ.

282. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そうそちけて 〈そつさうあ», たちみすそこ 
ほなけち. 【かすあ: «143-か すかつてそ 『そつつけけ う ちかこてけせえか すけちそしまいけみ». 〈そつさうあ. 
2010. 9 けませみ.

283. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», たちみすそこ 
ほなけち. 【かすあ: «』あすすけて えしあう えそつとおあちつてう ぃ《』 う 【あのさかせてか». 〈そつさうあ. 
2010. 10 けませみ.

284. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM» (『そつ-
つけみ), たちみすそこ ほなけち. 【かすあ: «╆かつたそちみおさけ う [けちえけくけけ». 〈そつさうあ. 2010. 
14 けませみ. 17:40—17:50.

285. 【かしかけせてかちうへま ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ, たちみ-
すそこ ほなけち. 【かすあ: «╆かつたそちみおさけ う [けちえけくけけ». 〈そつさうあ. 2010. 14 けませみ. 
19:10—19:20.

286. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そうそちけて 〈そつさうあ». 【かすあ: 
«』あすすけてふ “うそつへすかちさけ” け “おうあおぬあてさけ” う [あせあおか». 〈そつさうあ. 2010. 
28 けませみ.

287. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM» (『そつつけみ), 
そい あちかつてか えちとたたふ ちそつつけみせ う 』ぃ╅ たそ そいうけせかせけま う のたけそせあきか. 〈そつ-
さうあ. 2010. 29 けませみ.

288. 『あおけそけせてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╆けくせかつ-FM (〈そつさうあ)». 
【かすあ: «『かのかせけか 』そうかてあ ╆かくそたあつせそつてけ 《《〉 たそ たそてそたしかせけま まきせそさそ-
ちかこつさそえそ うそかせせそえそ さそちあいしみ». 〈そつさうあ. 2010. 10 けましみ.

289. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «《 せそ-
うふに すそすかせてあに うそ うせかのせかたそしけてけねかつさそこ つてちあてかえけけ 『そつつけけ (たそ けてそえあす 
うふつてとたしかせけみ たちかくけおかせてあ 『‒ ╉.╅. 〈かおうかおかうあ う 〈¨╉ 『‒ 12 けましみ 2010 
えそおあ)». 〈そつさうあ. 2010. 13 けましみ.

290. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «35 しかて 
』そうかはあせけま たそ いかくそたあつせそつてけ け つそてちとおせけねかつてうと う ╊うちそたか (』╆』╊)». 
〈そつさうあ. 2010. 2 あうえ. 》ちみすそこ ほなけち. 18:30—19:00.

291. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «《 くあ-
ちといかきせそこ たそすそはけ 『そつつけけ う しけさうけおあぬけけ しかつせふに たそきあちそう». 〈そつさうあ. 
2010. 9 あうえ.
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292. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), あせあしけてけねかつさあみ たちそえちあすすあ せあ 
あせえし. みく., くあたけつへ. 【かすあ: «[けてあこ つかえそおせみ». 〈そつさうあ. 2010. 12 あうえ. 11:00—
11:40. ╇ ほなけちか — 15 あうえ.

293. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと けせてかちせかて-けくおあせけま. 【かすあ: «』けてとあぬけみ せあ [そ-
ちかこつさそす たそしとそつてちそうか». 〈そつさうあ. 2010. 31 あうえ.

294. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «╅すか-
ちけさあせそ-さけてあこつさそか つそたかちせけねかつてうそ う ╅【『». 〈そつさうあ. 2010. 1 つかせて.

295. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと けせてかちせかて-けくおあせけま. 【かすあ: «[ うけくけてと えといかち-
せあてそちあ [あしけなそちせけけ う 『そつつけま». 〈そつさうあ. 2010. 17 つかせて.

296. ′あたけつへ たちそえちあすすふ «Prime Time». 【かしかさそすたあせけみ «Russia Today», うか-
はあせけか せあ あせえし. みく. 【かすあ: «】ねちかきおかせけか 』そうかてあ たそ うせかのせかこ たそしけてけさか 
『‒». 〈そつさうあ. 2010. 17 つかせて. 

297. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ ╅すかちけさけ», うかはあせけか 
せあ あせえし. みく. 【かすあ: «╇そかせせふか つてそしさせそうかせけみ う 【あおきけさけつてあせか». 〈そつさうあ. 
2010. 20 つかせて.

298. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «〉そうふか ¨くうかつてけみ» (『そつつけみ), そ ちあつてと-
はかこ いかおせそつてけ う すけちか け とつたかにあに [〉『 う いそちへいか つ いかおせそつてへま. 〈そつさうあ. 
2010. 20 つかせて.

299. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM» (『そつつけみ), 
そ ちそつつけこつさそ-さといけせつさけに そてせそのかせけみに. 〈そつさうあ. 2010. 20 つかせて.

300. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «》かち-
つたかさてけうふ ほさそせそすけさけ 』ぃ╅ け あすかちけさあせそ-さけてあこつさけに ほさそせそすけねかつさけに 
そてせそのかせけこ». 〈そつさうあ. 2010. 22 つかせて.

301. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち. 〈そつさうあ. 2010. 27 つかせて. 10:00—10:10.

302. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと すとしへてけたそちてあしと KM.RU, そ ちそつつけこつさそ-さけてあこ-
つさけに そてせそのかせけみに. 【かすあ: «╇けくけて たちかくけおかせてあ 『そつつけけ ╉.╅. 〈かおうかおかうあ 
う [〉『». 〈そつさうあ. 2010. 27 つかせて.

303. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «』そ-
てちとおせけねかつてうそ 『そつつけけ つ 〉╅【《 う ╅なえあせけつてあせか たそ たちそいしかすか せあちさそてけ-
さそう». 〈そつさうあ. 2010. 27 つかせて.

304. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «》かち-
つたかさてけうふ すけちそうそこ ほさそせそすけさけ». 〈そつさうあ. 2010. 29 つかせて.

305. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと おしみ つあこてあ てかしかさそすたあせけけ «Russia Today» (RT). 
【かすあ: «』そたかちせけねかつてうそ う ╅ちさてけさか». 〈そつさうあ. 2010. 4 そさて.

306. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと すとしへてけたそちてあしと KM.RU, そ ちそつつけこつさそ-みたそせ-
つさけに そてせそのかせけみに. 〈そつさうあ. 2010. 6 そさて.

307. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», うかはあせけか 
せあ あせえし. みく. 【かすあ: «『そつつけこつさそ-あすかちけさあせつさそか つそえしあのかせけか たそ いそちへいか 
つ せあちさそたちそけくうそおつてうそす う ╅なえあせけつてあせか». 〈そつさうあ. 2010. 22 そさて.
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308. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «【そさけそ つけすいとせ». 【かすあ: «《 たちかおつてそみ-
はかす うけくけてか ╉.╅. 〈かおうかおかうあ せあ ょきせそさとちけしへつさけか そつてちそうあ». 〈そつさうあ. 
2010. 29 そさて.

309. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM» (『そつつけみ), 
そ うけくけてか ╉.╅. 〈かおうかおかうあ せあ ょきせそさとちけしへつさけか そつてちそうあ, たちみすそこ ほなけち. 
〈そつさうあ. 2010. 1 せそみい. 10:20—10:30.

310. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと すとしへてけたそちてあしと KM.RU, そ ちそつつけこつさそ-みたそせ-
つさけに そてせそのかせけみに. 〈そつさうあ. 2010. 8 せそみい.

311. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», うかはあせけか せあ 
あせえし. みくふさか. 【かすあ: «╇けくけて たちかくけおかせてあ ‒けせしみせおけけ う 『そつつけま». 〈そつ-
さうあ. 2010. 8 せそみい.

312. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «》ちけ-
つときおかせけか 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ さけてあこつさそすと おけつつけおかせてと ]ま 』みそいそ». 
〈そつさうあ. 2010. 19 せそみい.

313. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM» (『そつつけみ), 
そ つあすすけてか 『そつつけみ—〉╅【《 う ]けつつあいそせか, たちみすそこ ほなけち. 〈そつさうあ. 2010. 
20 せそみい. 11:22—11:30.

314. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «『そつ-
つけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ. [ うけくけてと たちかすへかちあ [〉『 ╇ほせへ をくみいあそ 
う 『そつつけま». 〈そつさうあ. 2010. 22 せそみい.

315. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «[ちけつねかせ つあこかせつ すそせけてそち» (』ぃ╅). 
【かすあ: «》といしけさあぬけみ つかさちかてせふに おそさとすかせてそう けせてかちせかて-つあこてそす “╇けさけ-
しけさつ”». 〈そつさうあ. 2010. 26 せそみい.

316. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと けせてかちせかて-けくおあせけま. 【かすあ: «╇そかせせあみ つてふねさあ 
すかきおと 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかかこ». 〈そつさうあ. 2010. 26 せそみい.

317. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM» (『そつつけみ), 
そ たといしけさあぬけけ つかさちかてせそこ けせなそちすあぬけけ けせてかちせかて-つあこてそす «╇けさけ-
しけさつ». 〈そつさうあ. 2010. 28 せそみい.

318. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM» (『そつつけみ), 
そ うけくけてか えそつつかさちかてあちみ 』ぃ╅ ｠. [しけせてそせ う をかせてちあしへせとま ╅くけま, たちみ-
すそこ ほなけち. 〈そつさうあ. 2010. 29 せそみい.

319. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╆けくせかつ-FM» (『そつつけみ), そ つさあせ-
おあしか つそ うくみてさあすけ う 〉けえかちけけ, さあつあまはかすつみ いふうのかえそ うけぬか-たちかくけおかせてあ 
』ぃ╅ ╉. ぁかこせけ. 〈そつさうあ. 2010. 3 おかさ.

320. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «『そつつけこ-
つさそ-あすかちけさあせつさけか そてせそのかせけみ, たちそいしかすふ け たかちつたかさてけうふ». 〈そつさうあ. 
2010. 4 おかさ.

321. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM» (『そつつけみ), 
そ たといしけさあぬけけ つかさちかてせそこ けせなそちすあぬけけ けせてかちせかて-つあこてそす «╇けさけ-
しけさつ», たちみすそこ ほなけち. 〈そつさうあ. 2010. 7 おかさ. 20:40—20:45.
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322. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», うかはあせけか 
せあ あせえし. みく. 【かすあ: «《 ちあてけなけさあぬけけ おそえそうそちあ 』〉╇ う 』かせあてか 』ぃ╅».
〈そつさうあ. 2010. 9 おかさ.

323. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», うかはあせけか せあ 
あせえし. みく. 【かすあ: «』たかぬたちそかさて てかしかさあせあしあ “『そつつけみ” — 『あくえそうそち つ ╇しあ-
おけすけちそす 》とてけせふす. 》ちそおそしきかせけか (16.12.2010)». 〈そつさうあ. 2010. 13 おかさ.

324. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «》とい-
しけさあぬけけ “╇けさけしけさつ”: ぬかしけ け たそつしかおつてうけみ». 〈そつさうあ. 2010. 27 おかさ.

325. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM» (『そつつけみ), 
そ うくあけすせそこ うふつふしさか ちそつつけこつさけに け けつたあせつさけに おけたしそすあてそう. 〈そつさうあ. 
2010. 29 おかさ.

326. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», うかはあせけか せあ 
あせえし. みく. 【かすあ: «『あてけなけさあぬけみ おそえそうそちあ 』〉╇ う ╈そつおとすか». 〈そつさうあ. 2011. 
13 みせう.

327. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «╉うあ 
えそおあ たちかいふうあせけみ ╆. 《いあすふ う ╆かしそす おそすか». 〈そつさうあ. 2011. 20 みせう.

328. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «Metro» (『そつつけみ), そ うけくけてか ｠と をくけせへ-
てあそ う 』ぃ╅. 〈そつさうあ. 2011. 20 みせう.

329. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM» (『そつつけみ), 
そい そいつときおかせけけ つけてとあぬけけ う ╆かしそちとつつけけ う 》╅』╊. 〈そつさうあ. 2011. 24 みせう.

330. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «[そち-
ちとたぬけそせせふこ つさあせおあし つ いそちぬあすけ つとすそ う ったそせけけ». 〈そつさうあ. 2011. 4 なかうち.

331. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと えあくかてか «Metro» (『そつつけみ), そ たちそいしかすか [とちけしへ-
つさけに そつてちそうそう. 〈そつさうあ. 2011. 7 なかうち.

332. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», うかはあせけか せあ 
あせえし. みく. 【かすあ: «[そせなかちかせぬけみ たそ いかくそたあつせそつてけ う 〈ませにかせか». 〈そつさうあ. 
2011. 7 なかうち.

333. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (たちみすそこ ほなけち) ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかち  つあせて-
FM» (『そつつけみ), そい そてさあくか う ちそつつけこつさそこ うけくか さそちちかつたそせおかせてと あせえしけこ-
つさそこ えあくかてふ «¨せおかたかせおかせて». 〈そつさうあ. 2011. 8 なかうち.

334. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», うかはあせけか せあ 
あせえし. みく. 【かすあ: «〈かてそおふ うそくおかこつてうけみ せあ くあさしまねかせせふに せあ あすかちけさあせ-
つさそこ いあくか う ╈とあせてあせあすそ». 〈そつさうあ. 2011. 5 すあちてあ.

335. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ), ちとつつさあみ ちかおあさぬけみ, 
そ うけ くけてか うけぬか-たちかくけおかせてあ 』ぃ╅ ╆あこおかせあ う 『そつつけま. 〈そつさうあ. 2011. 
8 すあちてあ.

336. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (たちみすそこ ほなけち) ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-
FM» (『そつつけみ), そい そたちそつか ╇╇』 たそ うそたちそつと そ うそつたちけみてけけ 『そつつけけ う すけちか. 
〈そつさうあ. 2011. 8 すあちてあ.

337. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ». 【かすあ: «》かち-
つたかさてけうふ おかすそさちあてけくあぬけけ う [〉『». 〈そつさうあ. 2011. 14 すあちてあ.
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338. 【かしかけせてかちうへま «Russia Today» (RT), せそうそつてせあみ たちそえちあすすあ せあ あせえし. 
みく., たちみすそこ ほなけち. 【かすあ: «╈そおそうはけせあ つそくおあせけみ [そすたあちてけけ [けてあみ». 
〈そつさうあ. 2011. 1 けましみ.

339. ¨せてかちうへま けせなそちすあぬけそせせそ-あせあしけてけねかつさそこ たちそえちあすすか «╇そつさちかつ-
せそか ╇ちかすみ» (てかしかさあせあし づ 1, 《『【). 【かすあ: «》ちそえせそく ちあくうけてけみ つそいふてけこ 
せあ すとつとしへすあせつさそす ╇そつてそさか». ′あたけつへ: 6 けましみ 2011.

340. ¨せてかちうへま たちそえちあすすか «』うけおかてかしへ» (てかしかさあせあし づ 1, 《『【). 【かすあ: 
«〉そちうかきつさけこ すあせへみさ ╆ちかこうけさ. 》ちけねけせふ け たそつしかおつてうけみ かえそ てかちあさ-
てそう». ′あたけつへ: 28 けましみ 2011. ゅなけち: 2 あうえ. 2011. 22.30.

341. ¨せてかちうへま まきせそさそちかこつさそこ てかしかさそすたあせけけ «KBS». 【かすあ: «》かちうふこ たそ-
つそし [そちかけ う 『そつつけけ (1901—1911) ]け ╆そ 』けさ». ′あたけつへ: 28 けましみ 2011. 
ゅなけち: 29 けましみ 2011.

342. ¨せてかちうへま とくいかさつさそすと てかしかうけおかせけま. 【かすあ: «20 しかて せかくあうけつけすそつてけ 
】くいかさけつてあせあ». ′あたけつへ: 8 あうえ. 2011.

343. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (たちみすそこ ほなけち) ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-
FM» (『そつつけみ), そ たそしけてけねかつさけに たそつしかおつてうけみに とちあえあせあ う 』ぃ╅ おしみ たちか-
くけおかせてあ ╆. 《いあすふ. 〈そつさうあ. 2011. 28 あうえ.

344. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», せそうそつてせあみ 
たちそえちあすすあ せあ あせえし. みく., たちみすそこ ほなけち. 【かすあ: «〉あくせあねかせけか 〈あこさしあ 
〈あさなそしあ たそつしそす 』ぃ╅ う 『そつつけけ». 〈そつさうあ. 2011. 16 おかさ.

345. ¨せてかちうへま あくかちいあこおきあせつさそすと きとちせあしけつてと. 【かすあ: «╅さてとあしへせふか たちそい-
しかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ». 〈そつさうあ. 2011. 21 おかさ. 

346. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (たちみすそこ ほなけち) ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-
FM» (『そつつけみ), そ うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ. 〈そつさうあ. 2012. 6 なかうち.

347. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», くあたけつへ. 【かすあ: 
«[けてあこつさそ-あすかちけさあせつさけか そてせそのかせけみ». 〈そつさうあ. 2012. 9 なかうち.

348. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», たちそえちあすすあ 
せあ ちとつ. みく., たちみすそこ ほなけち. 【かすあ: «╅すかちけさあせつさけか 〉》《 け ╅ゅ』 う ¨せ-
おけけ. ╇そくすそきせあ しけ せそうあみ にそしそおせあみ うそこせあ?» 〈そつさうあ. 2012. 26 みせう. 
17:10—17:20.

349. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», くあたけつへ. 【かすあ: 
«『そつつけこつさそ-さけてあこつさそか ほさそせそすけねかつさそか つそてちとおせけねかつてうそ». 〈そつさうあ. 
2012. 1 すあちてあ.

350. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╆けくせかつ-FM», くあたけつへ. 【かすあ: 
«¨くいちあせけか せそうそえそ たちかくけおかせてあ ‒けせしみせおけけ». 〈そつさうあ. 2012. 1 すあちてあ.

351. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╆けくせかつ-FM», くあたけつへ. 【かすあ: 
«╅うてそけせぬけおかせて う ╇かせかつとほしか つ ねけしけこつさけす おけたしそすあてそす». 〈そつさうあ. 2012. 
4 すあちてあ.

352. ¨せてかち うへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», くあたけつへ. 【かすあ: 
«〉あちあつてあせけか さけてあこつさそ-あすかちけさあせつさけに たちそてけうそちかねけこ». 〈そつさうあ. 2012. 
4 あたち.



 

123

╇かにけ いけそえちあなけけ

353. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (たちみすそこ ほなけち) ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつ-
つけけ», ちとつつさあみ ちかおあさぬけみ, そ うくあけすそそてせそのかせけみに 『そつつけみ — 〉╅【《. 〈そつ-
さうあ. 2012. 21 あたち.

354. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», あせえしそ-
みくふねせあみ ちかおあさぬけみ, そ たそしけてけさか 』ぃ╅ う そてせそのかせけけ [けてあみ. 〈そつさうあ. 
2012. 25 あたち.

355. ¨せてかちうへま えあくかてあす «╋ほせへすけせへ きけいあそ» (さそちちかつたそせおかせて ぁほせへ ぁきけ-
つけせへ) け «をくけせぬくけ きけいあそ» (さそちちかつたそせおかせて ]みそ ╇ほこぬくけせ) たそ すかきおと-
せあちそおせそこ たそしけてけさか. 〈そつさうあ. 2012. 21 すあみ.

356. ¨せてかちうへま さけてあこつさそすと けせなそちすあぬけそせせそすと あえかせてつてうと 』けせへにとあ (╆ちかしそう-
つさあみ ╇.』., ]ま [あこ) たそ あさてとあしへせふす たちそいしかすあす すけちそうそこ たそしけてけさけ, ちそつ-
つけこつさそ-さけてあこつさけす そてせそのかせけみす, さけてあこつさけす ちかなそちすあす. 〈そつさうあ. 2012. 
23 すあみ.

357. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», あせ-
えしそみくふねせあみ ちかおあさぬけみ, そ うそかせせそこ たそしけてけさか 』ぃ╅ う ╅【『. 〈そつさうあ. 
2012. 10 けましみ.

358. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», ちとつ-
つさあみ ちかおあさぬけみ, そ さけてあこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけみに. 〈そつさうあ. 2012. 
14 けましみ.

359. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «╆けくせかつ-FM», そ しけ-
うけこつさそこ たちそいしかすか う 《《〉. 〈そつさうあ. 2012. 17 けましみ.

360. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», あせ-
えしそみくふねせあみ ちかおあさぬけみ, そい そいそつてちかせけけ さけてあこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそ-
のかせけこ. 〈そつさうあ. 2012. 8 あうえ.

361. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», そ せけく-
さそこ あさてけうせそつてけ あすかちけさあせつさけに けくいけちあてかしかこ. 〈そつさうあ. 2012. 17 あうえ.

362. ¨せてかちうへま てかしかさあせあしと «『そつつけみ 24» たそ さけてあこつさそこ たちそいしかすあてけさか (たちみ-
すそこ ほなけち). 〈そつさうあ. 2012. 13 つかせて. 17:30—18:00.

363. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», そい 
あせてけあすかちけさあせつさけに たちそてかつてあに う すとつとしへすあせつさそす すけちか. 〈そつさうあ. 2012. 
24 つかせて.

364. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) てかしかさあせあしと «╉そきおへ», そい そつしそきせか-
せけけ そてせそのかせけこ 『そつつけけ つ 》╅』╊. 〈そつさうあ. 2012. 27 つかせて.

365. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM», 
そい あちかつてか ちそつつけみせ う ╈かちすあせけけ. 〈そつさうあ. 2012. 28 つかせて.

366. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», そ たかち-
つたかさてけうあに ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ. 〈そつさうあ. 2012. 4 そさて.

367. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM», 
そ ちそつつけこつさそ-えちとくけせつさけに そてせそのかせけみに. 〈そつさうあ. 2012. 8 そさて.
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368. ¨せてかちうへま のかなと-さそちちかつたそせおかせてと いまちそ えあくかてふ «をくけせぬくけ きけいあそ» 
([〉『) う 〈そつさうか ]みそ ╇ほこぬくけせと, そ XVIII つひかくおか [そすたあちてけけ [けてあみ. 〈そつ-
さうあ. 2012. 8 せそみい.

369. ¨せてかちうへま う たちみすそす ほなけちか てかしかさあせあしと «『そつつけみ 24» たそ XVIII つひかくおと 
[そすたあちてけけ [けてあみ. 〈そつさうあ. 2012. 8 せそみい. 19:45—20:00; 23:30—23:45.

370. ¨せてかちうへま さけてあこつさそすと てかしかさあせあしと CCTV, そ たそしけてけさか 『そつつけけ う ╅【『. 
〈そつさうあ. 2012. 15 せそみい.

371. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと てかしかさそすたあせけけ «Russia Today», そ XVIII つひかくおか 
[》[. 〈そつさうあ. 2012. 16 せそみい.

372. ¨せてかちうへま さけてあこつさそすと てかしかさあせあしと CCTV, そ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そて-
せそのかせけみに. 〈そつさうあ. 2012. 4 おかさ.

373. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと う たちみすそす ほなけちか ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつ-
つけけ», そ うけくけてか ╇.╇. 》とてけせあ う ¨せおけま. 〈そつさうあ. 2012. 23 おかさ.

374. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと (くあたけつへ) ちあおけそつてあせぬけけ «╈そしそつ 『そつつけけ», そい 
そてせそのかせけみに 『そつつけけ つ [〉『. 〈そつさうあ. 2013. 9 みせう.

375. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと かきかせかおかしへせけさと «╅ちえとすかせてふ け なあさてふ». 【かすあ: 
«》そしけてけねかつさけこ さちけくけつ う 》あさけつてあせか». 〈そつさうあ. 2013. 16 みせう.

376. ¨せてかちうへま えあくかてか «をくけせぬくけ きけいあそ» ([〉『) そ せそうそこ うせかのせかたそしけてけねか-
つさそこ さそせぬかたぬけけ 『‒. 〈そつさうあ. 2013. 26 なかうち.

377. ¨せてかちうへま てかしかさそすたあせけけ «》】]» (くあたけつへ), そ ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせ-
つさけに そてせそのかせけみに. 〈そつさうあ. 2013. 26 なかうち.

378. ¨せてかちうへま えあくかてか «をくけせぬくけ きけいあそ» ([〉『) たそ けてそえあす うつてちかねけ つ 』け 
をくけせへたけせそす. 〈そつさうあ. 2013. 23 すあちてあ. 《たといしけさそうあせそ 25.03.2013 え.

379. ¨せてかちうへま «╋ほせへすけせへ きけいあそ» ([〉『) そい ほさそせそすけねかつさそこ つそつてあうしみま-
はかこ ちそつつけこつさそこ おけたしそすあてけけ. 2013. 8 あたち. 』. 21.

380. ¨せてかちうへま えあくかてか «[かせにかせえ つけせすとせ» (ょ. [そちかみ) そ つけてとあぬけけ せあ [そ-
ちかこつさそす たそしとそつてちそうか. 2013. 12 あたち.

381. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «╆けくせかつ-FM». 【かすあ: «『そつつけみ 
け ¨せてかちたそし». 〈そつさうあ. 2013. 25 すあみ.

382. ¨せてかちうへま たちそえちあすすか «╇そかせせあみ てあこせあ» (Ren-TV). 【かすあ: «╆そちへいあ 
つ さそちちとたぬけかこ う [けてあか». 〈そつさうあ. 2013. 17 けませみ.

383. ¨せてかちうへま あえかせてつてうと «』けせへにとあ» ([〉『) たそ ちかくとしへてあてあす てかしかなそせ-
せそこ いかつかおふ ╇.╇. 》とてけせあ け 』け をくけせへたけせあ 15.06.2013. 〈そつさうあ. 2013. 
17 けませみ.

384. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM». 【かすあ: «¨くすか-
せかせけみ う たそしけてけさか 』ぃ╅ う そてせそのかせけけ [といふ». 〈そつさうあ. 2013. 10 せそみい.

385. ¨せてかちうへま あえかせてつてうと «』けせへにとあ» ([〉『). 【かすあ: «《 たそおえそてそうさか たちかおつてあ-
うけてかしかこ 『そつつけけ う すかきおとせあちそおせふに そちえあせけくあぬけみに». 〈そつさうあ. 2013. 9 おかさ.

386. ¨せてかちうへま てかしかさあせあしと Ren-TV «〉そうそつてけ 24». ¨てそえそうふこ うふたとつさ. 【かすあ: 
«《 おそさしあおか 〈¨╉ 『そつつけけ たそ えとすあせけてあちせふす たちそいしかすあす ╊うちそつそまくあ». 
〈そつさうあ. 2014. 15 みせう. 23:00. 
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387. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM». 【かすあ: 
«》ちかお しそきかせけみ つかせあてそちあ 〈あささかこせあ そ つあせさぬけみに たちそてけう おちとえけに えそつと-
おあちつてう». 〈そつさうあ. 2014. 17 みせう. 

388. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM». 【かすあ: «《 ちか-
あさぬけけ せあ ′あたあおか せあ いかつたそちみおさけ せあ 】さちあけせか». 〈そつさうあ. 2014. 22 みせう. 

389. ¨せてかちうへま けせなそちすあぬけそせせそすと あえかせてつてうと «』けせへにとあ» ([〉『). 【かすあ: 
«《 ちとさそうそおけてかしか [〉『 』け をくけせへたけせか». 《たといしけさそうあせそ 2014. 29 みせう.

390. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと ちあおけそつてあせぬけけ «[そすすかちつあせて-FM». 【かすあ: 
«[あせおけおあてとちあ ゅ. 』せそとおかせあ せあ くうあせけか しあとちかあてあ 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ 
すけちあ». 〈そつさうあ. 2014. 1 なかうち.

391. ¨せてかちうへま あえかせてつてうと «』けせへにとあ» たそ さけてあこつさそこ たちそいしかすあてけさか. 〈そつ-
さうあ. 2014. 27 なかうち.

392. ¨せてかちうへま てかしかさそすたあせけけ «ょきせふこ [あうさあく» たそ つうみくみす ╉けたあさあおかすけけ 
つそ つてちあせあすけ ちかえけそせあ. 〈そつさうあ. 2014. 27 なかうち.

393. ¨せてかちうへま えあくかてか «[ちあつせあみ くうかくおあ» たそ あさてとあしへせふす たちそいしかすあす すかき-
おとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 〈そつさうあ. 2014. 27 なかうち.

394. ¨せてかちうへま をかせてちあしへせそすと てかしかうけおかせけま [けてあみ たそ つけてとあぬけけ せあ 】さちあ-
けせか け たかちつたかさてけうあす たちそぬかつつあ ちかなそちす う [〉『. 〈そつさうあ. 2014. 3 すあちてあ.

395. ¨せてかちうへま たそ 】さちあけせか. «[そすつそすそしへつさあみ たちあうおあ». 〈そつさうあ. 2014. 4 すあちてあ.
396. ¨せてかちうへま さけてあこつさそすと けせてかちせかて-てかしかうけおかせけま (CNTV) (╇あせ ｠とせ-

ぬくませへ, 》.╇. ╈とてせけさ) たそ 】さちあけせか. 〈そつさうあ. 2014. 19 すあちてあ.
397. ¨せてかちうへま をかせてちあしへせそすと てかしかうけおかせけま [けてあみ (CCTV) たそ とさちあけせつさそ-

すと さちけくけつと. 〈そつさうあ. 2014. 20 すあちてあ.
398. ¨せてかちうへま てかしかさそちたそちあぬけけ ╇╇』 (╇かしけさそいちけてあせけみ) (Natalie Feary, 

«Feature story news») たそ とさちあけせつさそすと さちけくけつと. 〈そつさうあ. 2014. 22 すあちてあ.
399. 》ちそえちあすすあ «〉そうそつてけ 24. ¨てそえそうふこ うふたとつさ». 【かしかさそすたあせけみ «『╊〉». 

【かすあ: «『そつつけみ け ′あたあお う つうかてか とさちあけせつさそえそ さちけくけつあ». 〈そつさうあ. 2014. 
15 あたち. 23:00—23:30. 

400. ¨せてかちうへま たそ てかしかなそせと BBC (╇かしけさそいちけてあせけみ) さ えそおそうはけせか つそいふ-
てけこ せあ たしそはあおけ 【みせへあせへすほせへ. 〈そつさうあ. 2014. 17 あたち.

401. ¨せてかちうへま えあくかてか «╋ほせへすけせへ きけいあそ» ([〉『) さ うけくけてと う [けてあこ たちかくけ-
おかせてあ 『そつつけけ ╇.╇. 》とてけせあ. 〈そつさうあ. 2014. 14 すあみ.

402. ¨せてかちうへま えあくかてか «╇かねかちせみみ 〈そつさうあ» さ うけくけてと ╇.╇. 》とてけせあ う [〉『. 
〈そつさうあ. 2014. 20 すあみ.

》ちかたそおあうあせけか
1. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち (Visiting Professor) 】せけうかちつけてかてあ ╇ほせへ-

にとあ. 【あこいほこ. 【あこうあせへ. 1992. 24—30 あたち.
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2. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち う ╅うつてちあしけこつさそこ あさあおかすけけ うそそちときかせ-
せふに つけし (Australian Defence Force Academy). [あせいかちちあ. ╅うつてちあしけみ. 
1992. 2—31 すあみ.

3. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち け けつつしかおそうあてかしへ せあ ╅つたけちあせてつさそす なあ-
さとしへてかてか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け てけにそそさかあせつさけに けつつしかおそ-
うあせけこ (Graduate School of International Relations and Pacifi c Studies) 
う [あしけなそちせけこつさそす とせけうかちつけてかてか, そておかしかせけか う え. 』あせ-╉けかえそ, 』ぃ╅. 
1992. 30 つかせて. — 21 そさて.

4. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち う 】せけうかちつけてかてか ╉き. ╇あのけせえてそせあ. ╇あのけせえ-
てそせ, 』ぃ╅. 1992. 31 そさて. — 5 せそみい.

5. ]かさてそち たそ たちけえしあのかせけま すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし け てそちえそうしけ 〉そ-
うそこ ′かしあせおけけ. 〉そうあみ ′かしあせおけみ. 1994. 10—17 あうえ.

6. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち 】せけうかちつけてかてあ ╆とせおかつうかちあ. 〉そこいけいかちえ, 
╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ. 1995. 3—10 おかさ.

7. 》ちけえしあのかせせふこ けつつしかおそうあてかしへ ‒かおかちあしへせそえそ けせつてけてとてあ ちそつつけこつさけに, 
うそつてそねせそかうちそたかこつさけに け すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (BIOST). 
[むしへせ, ╈かちすあせけみ. 1995. 11—20 おかさ.

8. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち ¨せつてけてとてあ ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ け をかせ-
てちあしへせそこ ╅くけけ たちけ 〉あちそおせそす とせけうかちつけてかてか [けてあみ. 》かさけせ, [〉『. 
1996. 24 あたち. — 6 すあみ.

9. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち ╇かせつさそこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ. 
╇かせあ, ╅うつてちけみ. 1997. 8—24 すあちてあ.

10. ╅おひませさて-たちそなかつつそち (Adjunt Professor) ╊うちそたかこつさそえそ ぬかせてちあ たそ けくと-
ねかせけま たちそいしかす いかくそたあつせそつてけ けす. ╉き. 〈あちのあししあ (George C. Marshall 
European Center for Security Studies). ╈あちすけの-》あちてかせさけちにかせ, ╆あうあちけみ, 
╈かちすあせけみ. 1997. 16 そさて. — 6 せそみい.

11. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち ╇かせつさそこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ. 
╇かせあ, ╅うつてちけみ. 1997. 21 せそみい. — 1 おかさ.

12. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち ¨せつてけてとてあ ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ け をかせ-
てちあしへせそこ ╅くけけ たちけ 〉あちそおせそす とせけうかちつけてかてか [けてあみ. 》かさけせ, [〉『. 
1999. 19 あたち. — 2 すあみ.

13. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち ¨せつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあ-
せけこ 』てほせなそちおつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (Institute for International Studies. 
Stanford University). 》あしそ-╅しへてそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅. 1999. 13—
20 おかさ.

14. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち 〈かきおとせあちそおせそこ のさそしふ ちあくそちときかせけみ 
け けつつしかおそうあせけこ さそせなしけさてそう (International School of Disarmament 
and Research on Confl icts — ISODARCO). 『そうかちかてそ, 【ちかせてけせそ-╅しへてそ-
╅おけおきか, ¨てあしけみ. 2000. 8—19 あうえ.

15. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち ╇そかせせそこ のさそしふ (École Militaire). 》あちけき, 
‒ちあせぬけみ. 2002. 15—29 けませみ.
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16. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち ╋かせかうつさそえそ ぬかせてちあ たそ けくとねかせけま いか-
くそたあつせそつてけ (Geneva Center for Security Studies). ╋かせかうあ, ぃうかこぬあちけみ. 
2003. 23—29 みせう.

17. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち XIII しかてせけに さとちつそう おしみ すそしそおふに おけたしそ-
すあてそう. 》そみせあ-╆ちあのそう, 『とすふせけみ. 2003. 11—22 つかせて.

18. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち とせけうかちつけてかてそう 〉けにそせ, ╅そみすあ ╈あさとけせ, 
｠そささあこおそ, 〉あぬけそせあしへせそえそ けせつてけてとてあ そいそちそせせふに けつつしかおそうあせけこ たちけ 
】たちあうしかせけけ そいそちそせふ, ¨せつてけてとてあ すけちそうそこ たそしけてけさけ け ほさそせそすけさけ 
たちけ [あいけせかてか すけせけつてちそう ったそせけけ, 【そさけそ, 』あたたそちそ, ったそせけみ. 2003. 
10—30 そさて.

19. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそお-
せふに けつつしかおそうあせけこ (Monterey Institute of International Studies). 〈そせてか-
ちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅. 2003. 29 せそみい. — 15 おかさ.

20. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち ╊せつかこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ. 』かとし, ょきせあみ 
[そちかみ. 2004. 11—30 けませみ.

21. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち 』かとしへつさそえそ せあぬけそせあしへせそえそ とせけうかちつけてか-
てあ. 』かとし, ょきせあみ [そちかみ. 2005. 10—25 すあみ.

22. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち [そしとすいけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ. 〉へま-
‶そちさ, 』ぃ╅. 2006. 1—30 つかせて.

23. 》ちけえしあのかせせふこ たちそなかつつそち 』てほせなそちおつさそえそ とせけうかちつけてかてあ. 》あしそ-
╅しへてそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅. 2006. 5—20 そさて.

ぁしかせつてうそ う せあとねせふに け そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさけに 
そいひかおけせかせけみに, せあえちあおふ け たちかすけけ
1. ぁしかせ ╇つかすけちせそこ あつつそぬけあぬけけ たそしけ-

てけねかつさけに せあとさ (The World Political 
Science Association) つ 1973 え.

2. ぁしかせ 』そうかてあ すかきおとせあちそおせふに たちそ-
いしかす 』かうかちせそこ [あしけなそちせけけ (Nor-
thern California World Affairs Coun-
cil) つ 1973 え.

3. ぁしかせ ╇つかすけちせそこ あつつそぬけあぬけけ あくけ-
あてつさけに けつつしかおそうあせけこ (The World 
Association for Asian Studies) つ 1975 え.

4. ぁしかせ 〈かきおとせあちそおせそこ あつつそぬけあぬけけ 
そいはかつてうかせせふに せあとさ (International 
Social Sciences Association) つ 1975 え.

5. ぁしかせ ¨つたそしせけてかしへせそえそ さそすけてかてあ 
』そうかてあ すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす 』か-
うかちせそこ [あしけなそちせけけ, 1976—1979 ええ.
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6. ぁしかせ ¨つたそしさそすあ ╅つつそぬけあぬけけ «′あ おけあしそえ け つそてちとおせけねかつてうそ う ╅くけあて-
つさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか» つ 1991 え.

7. ╉かこつてうけてかしへせふこ ねしかせ ╇つかすけちせそこ ほさそしそえけねかつさそこ あさあおかすけけ つ 1993 え.
8. ]あとちかあて きとちせあしけつてつさそこ たちかすけけ えあくかてふ «ぁきとせ’みせ きけいあそ». 【あこいほこ, 

【あこうあせへ. 1993 え.
9. ╉かこつてうけてかしへせふこ ねしかせ ╅さあおかすけけ えとすあせけてあちせふに けつつしかおそうあせけこ 

つ 1997 え.
10. 》そねかてせふこ たちそなかつつそち ╊せつかこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ. 』かとし, ょ. [そちかみ, 

つ 1997 え.
11. 》そねかてせふこ たちそなかつつそち 〉あちそおせそえそ とせけうかちつけてかてあ. 》かさけせ, [けてあこ, 

つ 1998 え.
12. ]あとちかあて きとちせあしけつてつさそこ たちかすけけ えあくかてふ «[かせにかせえ つけせすとせ». 』かとし, 

ょ. [そちかみ. 1998 え.
13. ぁしかせ 》ちかくけおけとすあ 『そつつけこつさそこ あつつそぬけあぬけけ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそ-

うあせけこ つ 1999 え.
14. ]あとちかあて きとちせあしけつてつさそこ たちかすけけ えあくかてふ «』かとし つけせすとせ» / «【ほにあせ すほ-

けしへ». 』かとし, ょ. [そちかみ. 1999 え.
15. ぁしかせ [そせつとしへてあてけうせそえそ つそうかてあ ちかおあさぬけそせせそこ さそししかえけけ たといしけさあ-

ぬけけ をかせてちあ けす. 〈あちのあししあ. ╈あちすけの-》あちてかせさけちにかせ, ╆あうあちけみ, ╈かち-
すあせけみ, つ 2000 え.

16. ぁしかせ ╆まちそ 〉あとねせそえそ つそうかてあ 『そつつけこつさそこ あさあおかすけけ せあとさ つ 2002 え.
17. ぁしかせ 〉あとねせそ-さそせつとしへてあてけうせそえそ つそうかてあ ¨せつてけてとてあ たちけさしあおせふに 

すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ つ 2002 え.
18. ぁしかせ 〉あとねせそえそ つそうかてあ をかせてちあ けくとねかせけみ つそうちかすかせせそこ [そちかけ, ¨せつてけ-

てとて すけちそうそこ ほさそせそすけさけ け すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 『╅〉, つ 2003 え.
19. ぁしかせ ちかおあさぬけそせせそこ さそししかえけけ きとちせあしあ «The Pacifi c Focus» («》あ-

つけなけさ なそさとつ»). 〈けせせかつそてつさけこ とせけうかちつけてかて. 〈そちちけつ, 〈けせせかつそてあ, 
』ぃ╅. 】せけうかちつけてかて ¨せにあ, ¨せねにそせ. ょ. [そちかみ, つ 2004 え.

20. ぁしかせ 『そつつけこつさそこ あつつそぬけあぬけけ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ つ 2005 え.
21. Inaugural member of the International Biographical Center Leading Scien-

tists of the World 2006. IBC, Cambridge, England, c 2006 え.
22. ぁしかせ 『そつつけこつさそえそ せあぬけそせあしへせそえそ さそすけてかてあ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせ-

つさそえそ つそうかてあ つそてちとおせけねかつてうあ たそ いかくそたあつせそつてけ (『〉[ ╅【』』╆) つ 2010 え.
23. 》そねかてせふこ つそうかてせけさ ╇つかさけてあこつさそえそ そいはかつてうあ たそ けくとねかせけま けつてそちけけ 
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* * *

【ちとおふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ うふつそさそ そぬかせけうあまてつみ てあさきか たちあさ-
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せふに くあ たそつしかおせけか 30 しかて.

｠あちあさてかちせふこ たちけすかち: う あうてそちかなかちあてか おそさてそちつさそこ おけつつかちてあぬけけ 
].╇. ′あいちそうつさそこ «｠あちあさてかち け そつせそうせふか せあたちあうしかせけみ たそしけてけさけ 『そつつけけ 
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せそつてへ 07.00.15 — «¨つてそちけみ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け うせかのせかこ たそしけ-
てけさけ», 〈そつさうあ, 2010 え.), う ねあつてせそつてけ, そてすかねあかてつみ:

«╇ つてあてへみに け すそせそえちあなけみに ちそつつけこつさけに けつつしかおそうあてかしかこ たちそあせあしけ-
くけちそうあせふ にあちあさてかち, つそおかちきあせけか け なそちすふ せあとねせそ-てかにせけねかつさそえそ け てそち-
えそうそ-ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ 』』』『/『そつつけけ け [〉╉『. 『あいそてふ 
〉.╊. ╆あきあせそうそこ ぬかせせふ おしみ たそせけすあせけみ いあくそうそえそ とちそうせみ, せあ さそてそちそす 
つてちそみてつみ つそうちかすかせせふか ちそつつけこつさそ-つかうかちそさそちかこつさけか ほさそせそすけねかつさけか つうみくけ.
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つかうかちそさそちかこつさけに てそちえそうそ-ほさそせそすけねかつさけに そてせそのかせけこ う すそせそえちあなけけ 
〉.╊. ╆あきあせそうそこ “╇せかのせかほさそせそすけねかつさけか つうみくけ [〉╉『. ╇ たそけつさあに うふにそおあ 
けく てとたけさあ”, う さそてそちそこ たちかおつてあうしかせふ たそおちそいせふか つてあてけつてけねかつさけか おあせせふか 
そ かきかえそおせそす そいひかすか てそちえそうしけ け いかくうそくすかくおせそこ ほさそせそすけねかつさそこ たそすそはけ 
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うあせふ そつせそうそたそしあえあまはけか おそさとすかせてふ, さあつあまはけかつみ てかにせけねかつさそえそ つそてちとお-
せけねかつてうあ おうとに つてちあせ».

¨ おあしかか:
«…》そつさそしへさと う 1990-か ええ. う まきせそさそちかこつさそす そいはかつてうそうかおかせけけ せか いふ-

しそ つそいつてうかせせふに けつつしかおそうあせけこ そ ちそつつけこつさそ-つかうかちそさそちかこつさけに そてせそのかせけみに 
け けつてそちけけ [〉╉『, てそ まきせそさそちかこつさけか せあとねせふか きとちせあしふ そたといしけさそうあ-
しけ (せあ あせえしけこつさそす け さそちかこつさそす みくふさあに) つてあてへけ ちそつつけこつさけに とねかせふに — 
╊.》. ╆あきあせそうあ, 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, ╇.╇. 〈けにかかうあ, ╇.』. 〈みつせけさそうあ, ╇.》. 【さあ-
ねかせさそ. 》そうふのかせせそか うせけすあせけか さ てちとおあす ちそつつけこつさけに あうてそちそう そいひみつせみかてつみ 
おうとすみ すそすかせてあすけ: ちそつつけこつさけす けつつしかおそうあてかしみす いそしかか おそつてとたせふ ちそつつけこ-
つさけか け つかうかちそさそちかこつさけか けつてそねせけさけ たそ ちそつつけこつさそ-つかうかちそさそちかこつさけす つうみ-
くみす け うせとてちけたそしけてけねかつさそこ そいつてあせそうさか う [〉╉『; ちそつつけこつさそか さそちかかうかおか-
せけか くあせみしそ うかおとはけか たそくけぬけけ う すけちそうそこ せあとさか».
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うそつてそねせそこ しけてかちあてとちふ, 1983. — 168 つ.
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〈みつせけさそう ╇.』.
おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち

》そ-さけてあこつさけ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ せあくふうあ-
かてつみ ╈そちそお 』てあちそこ ′そしそてそこ ╈そちふ. 《おけせ 
けく さちとたせかこのけに かえそ ちあこそせそう そてしけねあ-
かてつみ てかす, ねてそ せあくうあせけみ としけぬ, すあえあくけせそう, 
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つさけこ えそちそお. 【あさけか ちあこそせふ かつてへ うそ すせそえけに あすかちけさあせつさけに えそちそおあに. ¨に 
ほさくそてけさあ たちけうしかさあかて てそしたふ てとちけつてそう. 《せけ ねあつてそ つてあせそうみてつみ そいひかさてそす 
うせけすあせけみ たそしけてけさそう, たちかつつふ, そちえあせそう たちあうそつとおけみ. 〉そ すあしそ さそすと とおあ-
かてつみ たちそせけさせとてへ う とさしあお けに きけくせけ, ちあくえしみおかてへ おうけきとはけか たちときけせふ けに 
おかしそうそこ け たそしけてけねかつさそこ あさてけうせそつてけ, たそせみてへ せときおふ きけうとはけに くおかつへ てちと-
きかせけさそう. ╇せかのせか せあ せけに たそにそきけ さうあちてあしふ, くあつかしかせせふか ほすけえちあせてあすけ けく 
[そちかけ け ったそせけけ. 〉そ うせかのせかか つにそおつてうそ せか すそきかて つさちふてへ け つとはかつてうかせせふに 
ちあくしけねけこ. 』そうかてつさけす うそつてそさそうかおあす ╊.》. 』かうあつてへみせそうと け 〉.╊. [そちつあさそうそこ 
とおあしそつへ たちかそおそしかてへ «さけてあこつさとま つてかせと» そてねときおかせけみ, さそてそちそこ うふにそおぬふ 
けく つてちあせ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ う いそしへのけせつてうか つしとねあかう そておかしかせふ そて あすかちけ-
さあせぬかう かうちそたかこつさそえそ たちそけつにそきおかせけみ, おあ け うそそいはか そて うつかに, さてそ ほてせけねか-
つさけ せか «うたけつふうあかてつみ» う きけくせへ うそつてそねせそあくけあてつさけに そいはけせ 』ぃ╅. 』うそけ 

* 〈みつせけさそう ╇.』. ╇ そていしかつさあに ねときそえそ くそしそてあ // 》ちそいしかすふ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ. 1984. づ 4. 』. 181—184.
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せあいしまおかせけみ あうてそちふ けくしそきけしけ う うけおか とうしかさあてかしへせそ せあたけつあせせふに そねかちさそう 
そ きけくせけ う 』ぃ╅ ほすけえちあせてそう けく [けてあみ, [そちかけ け ったそせけけ.

╅うてそちふ つそつちかおそてそねけうあまて うせけすあせけか せあ てあさけに うあきせかこのけに たちそいしかすあに 
つとはかつてうそうあせけみ う 』ぃ╅ あくけあてつさそこ けすすけえちあぬけけ, さあさ けつてそちけねかつさけか たちかお-
たそつふしさけ かか たそみうしかせけみ, すかきほてせけねかつさけか そてせそのかせけみ う とつしそうけみに にうあしかせそこ 
あすかちけさあせつさそこ おかすそさちあてけけ, ほさそせそすけねかつさけか たそくけぬけけ, ちそしへ うふにそおぬかう けく 
[けてあみ, [そちかけ け ったそせけけ う たそしけてけねかつさそこ きけくせけ 』ぃ╅, けおかそしそえけねかつさけか 
てかねかせけみ け つうみくけ けすすけえちあせてそう つ いふうのけす そてかねかつてうそす.

》かちうふか おあしへせかうそつてそねせふか ほすけえちあせてふ たちけいふしけ せあ ′あたあおせそか たそいか-
ちかきへか 』ぃ╅ う つかちかおけせか XIX う. ゅてそ いふしけ えしあうせふす そいちあくそす いかきかせぬふ けく 
ょきせそえそ [けてあみ, ちあくそちかせせそえそ たちけ たそおあうしかせけけ てあこたけせつさそえそ うそつつてあせけみ. 
〉かつすそてちみ せあ つとちそうふか すかちふ すあせへねきとちつさけに うしあつてかこ, おそ 1860 え. くあたちかはあう-
のけに たそおおあせせふす けすたかちあてそちあ うふかくお けく つてちあせふ, せかうかちそみてせふか つてちあおあせけみ, 
たちけねけせみうのけかつみ てちとおみはけすつみ [けてあみ すあせへねきとちつさけす けえそす け さそしそせけあしけつて-
つさけすけ おかこつてうけみすけ くあたあおせそかうちそたかこつさけに おかちきあう, てそしさあしけ そいかくおそしかせせふに 
しまおかこ せあ そてひかくお う ╅すかちけさと. ╉しみ 』ぃ╅ ほてそ いふしけ えそおふ «くそしそてそこ しけにそ-
ちあおさけ», さちけくけつあ ちあいそうしあおかせけみ, さあせとせあ ╈ちあきおあせつさそこ うそこせふ. 〉そ ねかちかく 
そさかあせ うけおかしけつへ しけのへ «くしあてふか えそちふ» 』へかちちあ-〉かうあおふ, そ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ 
たそ うつかすと [けてあま にそおけしけ しかえかせおふ さあさ そ さあさそす-てそ つちかおそてそねけけ せかつさあくあせせふに 
いそえあてつてう. 《おせあさそ ╅すかちけさか せときせふ いふしけ せか しそうぬふ とおあねけ — てあさけに にうあ-
てあしそ け う ぃてあてあに, — あ ちあいそねけか ちとさけ おしみ つてちそけてかしへつてうあ きかしかくせふに おそちそえ, 
いあてちあさけ う つかしへつさそす にそくみこつてうか, てか, さてそ つてそみし いふ と つてあせさそう てあいあねせふに, てかさ-
つてけしへせふに, そいとうせふに なあいちけさ. ¨すけ け つてあせそうけしけつへ う いそしへのけせつてうか つうそかす 
さけてあこつさけか けすすけえちあせてふ — にとあぬみそ.

╇ 60-に えそおあに XIX う. さ せけす たちけつそかおけせけしけつへ せけつかけ — みたそせつさけか けすすけ-
えちあせてふ. 〉そ てかすたふ ほすけえちあぬけけ けく ったそせけけ いふしけ けせふすけ. ╊つしけ たそ たかちかたけつけ 
1880 え. う 』ぃ╅ たちそきけうあしそ 105 てふつ. さけてあこぬかう, たちけねかす 75 てふつ. う [あしけなそち-
せけけ (つ. 12), てそ みたそせぬかう いふしそ くあちかえけつてちけちそうあせそ うつかえそ しけのへ 148 ねかしそうかさ 
(つ. 133). ゅてそ そいひみつせみかてつみ てかす, ねてそ つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさけか とつしそうけみ おしみ 
すあつつそうそこ ほすけえちあぬけけ う ったそせけけ うそくせけさしけ てそしへさそ さ さそせぬと XIX う. う ちかくとしへ-
てあてか かか たかちかにそおあ せあ たとてへ さあたけてあしけくすあ.

》かちうそか つとおせそ つ さそちかこつさけすけ ほすけえちあせてあすけ そてたちあうけしそつへ ねかちかく そさかあせ 
う おかさあいちか 1902 え.

╆かおせそつてへ け いかつたちあうけか, ちあくちあくけうのけこつみ う つてちあせか きかつてそさけこ えそしそお うふせと-
おけしけ さそちかこつさけに てちときかせけさそう そてさしけさせとてへつみ せあ たちけくふうふ あすかちけさあせつさけに 
うかちいそうはけさそう け せあせみてへつみ いあてちあさあすけ さ うしあおかしへぬあす つあにあちせふに たしあせてあぬけこ 
せあ ╈あうあこみに. ′おかつへ そせけ たちけつそかおけせけしけつへ さ うふにそおぬあす けく ったそせけけ, つそつてあう-
しみうのけす 73,5% うつかに たしあせてあぬけそせせふに ちあいそねけに. 』てちかすみつへ たそたふてあてへ つねあつてへみ 
せあ 』かうかちそあすかちけさあせつさそす さそせてけせかせてか, うふにそおぬふ つ [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ 
つてあしけ たかちかいけちあてへつみ う ちあこそせ ]そつ-╅せおきかしかつあ, 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 〉あ たかちうふに 
たそちあに, さあさ け おちとえけか あくけあてつさけか たかちかつかしかせぬふ, そせけ つてちかすけしけつへ そつてあうあてへつみ 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

う さそすたあさてせふに ほてせけねかつさけに あせさしあうあに. [ さそせぬと たかちうそえそ おかつみてけしかてけみ XX う. 
う 』ぃ╅ せあつねけてふうあしそつへ そさそしそ 12 てふつ. さそちかこぬかう, けく せけに さ うそつてそさと そて 』さあ-
しけつてふに えそち — 31 ねかしそうかさ (つ. 80—81).

』 たかちうふに きか おせかこ たそみうしかせけみ せあ てかちちけてそちけけ 』ぃ╅ さけてあこつさけか けすすけ-
えちあせてふ つてあしけ たそおうかちえあてへつみ おけつさちけすけせあぬけけ け たちかつしかおそうあせけみす. ╅すかちけ-
さあせつさあみ いとちきとあくけみ, せあてちあうしけうあみ ちあいそねけに ちあくせふに せあぬけそせあしへせそつてかこ おちとえ 
せあ おちとえあ, たふてあしあつへ そてうしかねへ けに そて さしあつつそうそこ いそちへいふ たちそてけう ほさつたしとあてあてそ-
ちそう. [けてあこつさけに さとしけ せあくふうあしけ うけせそうせけさあすけ うそくちあつてあうのかこ いかくちあいそてけぬふ. 
》ちそてけう さけてあこつさけに けすすけえちあせてそう うふおうけえあしけつへ そいうけせかせけみ そおせそ ねとおそうけは-
せかか おちとえそえそ. 》そしけてけさあせふ-ちかつたといしけさあせぬふ う [あしけなそちせけけ たちけくふうあしけ 
くあたちかてけてへ «おそたとつさ うそつてそねせふに ねかちせそちあいそねけに», あ おかすそさちあてふ てちかいそうあしけ 
«けくえせあてへ うつかに さけてあこぬかう», くあたちかてけてへ けす くかすしかうしあおかせけか. ╅せてけさけてあこつさあみ 
さあすたあせけみ 50-に えそおそう たちそのしそえそ つてそしかてけみ うふしけしあつへ う いかつねかしそうかねせふか 
たそえちそすふ, たちそにそおけうのけか う [あしけなそちせけけ たそお おかうけくそす «╆かこ さけてあこぬかう, えそせけ 
けに, そてたちあうしみこ うそつうそみつけ!». ¨ せあ おかしか «けに いけしけ, しけせねかうあしけ, つてちかしみしけ けく 
ちときかこ, うかのあしけ おそ てかに たそち, たそさあ うつか そつてあうのけかつみ う きけうふに さけてあこぬふ せか ついか-
きあしけつへ う てかつせふか えかててそ う せかつさそしへさけに さちとたせふに えそちそおあに» (つ. 12).

』 せか すかせへのかこ きかつてそさそつてへま くあたちあうけしふ あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ そてせそ-
つけしけつへ け さ みたそせぬあす. «╇ せあつてそみはかか うちかすみ とえちそくあ, けつにそおみはあみ そて けすすけ-
えちあぬけけ さけてあこつさそこ ちあいそねかこ つけしふ, おそたそしせけしあつへ あせあしそえけねせそこ とえちそくそこ 
せかそえちあせけねかせせそこ けすすけえちあぬけけ みたそせつさけに ねかちせそちあいそねけに», — くあみうけし さあしけ-
なそちせけこつさけこ えといかちせあてそち ╈. ╈かおき う 1901 え. 《いひかさてあすけ せあたあおそさ ちあつけつてそう 
つてあしけ け さそちかこぬふ. 『あつけつてつさあみ ]けえあ たそ けくえせあせけま あくけあてそう, つそくおあせせあみ 
う 1905 え., うふつてとたけしあ つ たちそえちあすすそこ «つそにちあせかせけみ いかしそこ ちあつふ せあ あすかちけ-
さあせつさそこ たそねうか» つ たそすそはへま «うつみねかつさけに すかち たそ たちかおそてうちあはかせけま けしけ 
つうかおかせけま おそ すけせけすとすあ けすすけえちあぬけけ あくけあてそう う ╅すかちけさと» (つ. 135). ′あさそ-
せそおあてかしへせふか そちえあせふ 』ぃ╅ う 1911, 1913 け 1915 ええ. たそしとねあしけ たちかおしそきかせけみ 
そ くあたちかてか せあ けすすけえちあぬけま さそちかこぬかう, さそてそちふか みさそいふ つそくおあうあしけ «せか すかせへ-
のとま とえちそくと», ねかす みたそせぬふ, け うそそいはか とつとえといしみしけ たちそいしかすと «きかしてそこ そたあつ-
せそつてけ» (つ. 82).

╇つか ほてけ たちそみうしかせけみ ちあつけくすあ せか いふしけ «おあせへま うちかすかせけ», そせけ け う せあのけ 
おせけ たちけつとはけ さあたけてあしけつてけねかつさそこ ╅すかちけさか, にそてみ, ちあくとすかかてつみ, おあきか う たちあ-
うみはかこ ほしけてか せか うつか ちあくおかしみまて てあさけか うくえしみおふ. [あさ け うつみさそか たそくそちせそか みうしか-
せけか, ちあつけくす う 』ぃ╅ たふてあまてつみ くあさあすとなしけちそうあてへ, くあたちみてあてへ そて «ねときけに» 
えしあく, せそ たちけ ほてそす えそつたそおつてうとまはけこ さしあつつ たそおさあちすしけうあかて ほてそえそ いかのかせそえそ 
たつあ, ねてそいふ つたとつさあてへ かえそ つ ぬかたけ う たそおにそおみはけか すそすかせてふ. 』そくおあせけか さそせぬかせ-
てちあぬけそせせふに しあえかちかこ おしみ みたそせつさけに けすすけえちあせてそう う えそおふ ╇てそちそこ すけちそうそこ 
うそこせふ うふくうあしそ つちかおけ みたそせつさそこ そいはけせふ さちけくけつ うかちふ う あすかちけさあせつさとま 
おかすそさちあてけま. 》そつしか そさそせねあせけみ うそこせふ みたそせつさけに けすすけえちあせてそう きおあしけ 
つうそけ ｠けちそつけすあ け 〉あえあつあさけ — ちあくえちあいしかせせふか おそすあ, くあてそたてあせせふか たそしみ 
け たしあさあてふ: «ったそのさけ, うそせ そてつまおあ!» (つ. 124).
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》そいかおあ せあちそおせそこ ちかうそしまぬけけ う [けてあか うふくうあしあ うつたしかつさ あせてけさけてあこ-
つさけに せあつてちそかせけこ う 』ぃ╅, ねてそ せかすかおしかせせそ つさあくあしそつへ せあ たそしそきかせけけ にとあ-
ぬみそ. ╇たしそてへ おそ せあねあしあ 70-に えそおそう てそしへさそ 0,5% あすかちけさあせぬかう, つそえしあつせそ 
そたちそつあす そいはかつてうかせせそえそ すせかせけみ, つねけてあしけ さけてあこぬかう «ねかつてせふすけ しまおへすけ». 
╇ 12 のてあてあに たちそおそしきあしけ おかこつてうそうあてへ たちけせみてふか かはか う つかちかおけせか XIX つてそ-
しかてけみ くあさそせふ, くあたちかはあうのけか たちけせけすあてへ にとあぬみそ せあ ちあいそてと, せあしあえあうのけか 
せあ いかしふに あすかちけさあせぬかう つとちそうふか せあさあくあせけみ (くあさしまねかせけか そて そおせそえそ えそおあ おそ 
おかつみてけ しかて, さちとたせふか おかせかきせふか のてちあなふ) くあ うつてとたしかせけか う いちあさ つ しけぬあすけ 
さけてあこつさそこ せあぬけそせあしへせそつてけ (つ. 21). ¨ にそてみ たそつしか うそつつてあせそうしかせけみ そてせそのか-
せけこ 』ぃ╅ つ [〉『 う 1972 え. てそせ そなけぬけあしへせそこ たちそたあえあせおふ つとはかつてうかせせそ 
けくすかせけしつみ, う すあつつそうそす つそくせあせけけ たそ-たちかきせかすと つそにちあせみかてつみ せかえあてけうせふこ 
つてかちかそてけた たちかおつてあうけてかしみ さけてあこつさそこ せあぬけけ. ゅてそて つてかちかそてけた たそおおかちきけうあ-
かてつみ そたちかおかしかせせそえそ つそちてあ しけてかちあてとちそこ け さけせそなけしへすあすけ. ゅてそ, さそせかねせそ, 
そてちあきあかてつみ け せあ つそぬけあしへせそす たそしそきかせけけ にとあぬみそ.

『あいそてあ う そいしあつてけ てあさけに たちかつてけきせふに う 』ぃ╅ たちそなかつつけこ, さあさ うちあねけ 
け まちけつてふ, さちあこせか くあてちとおせかせあ おしみ しけぬ さけてあこつさそこ せあぬけそせあしへせそつてけ. ¨す 
てちとおせそ たそたあつてへ う つそそてうかてつてうとまはけか うとくふ, けに せかそにそてせそ たちけせけすあまて うそ うつか 
あすかちけさあせつさけか あつつそぬけあぬけけ すかおけさそう け まちけつてそう, いかく ねしかせつてうあ う さそてそちふに 
せかうそくすそきせあ たちあさてけねかつさあみ おかみてかしへせそつてへ. ╇ ちかくとしへてあてか しけのへ 0,2% うちあ-
ねかこ け 0,1% まちけつてそう う 』ぃ╅ つそつてあうしみまて さけてあこぬふ. ╇ そつそいかせせそ てちとおせそす 
たそしそきかせけけ そさあくふうあまてつみ けすすけえちあせてふ たかちうそえそ たそさそしかせけみ. 54% すかおけさそう, 
きとちせあしけつてそう, まちけつてそう, そてせそつみはけにつみ さ ほてそこ さあてかえそちけけ, せか せあにそおみて つかいか 
ちあいそてと たそ つたかぬけあしへせそつてけ け うふせときおかせふ つしときけてへ たそつふしへせふすけ, そなけぬけ-
あせてあすけ, おうそちせけさあすけ (つ. 25). ╅せあしけく いそしへのそえそ なあさてけねかつさそえそ すあてかちけあしあ 
たそくうそしけし ╊.》. 』かうあつてへみせそうと け 〉.╊. [そちつあさそうそこ つおかしあてへ そいそつせそうあせせそか 
くあさしまねかせけか: «╇くあけすせそこ しまいうけ け おちときいふ すかきおと あすかちけさあせぬあすけ け けに 
つそえちあきおあせあすけ さけてあこつさそえそ たちそけつにそきおかせけみ, さそせかねせそ, せかて. 〉あたちそてけう, かつてへ 
ちあつけつてつさあみ せかたちけみくせへ け おあきか うちあきおかいせそつてへ» (つ. 25). ゅてそて うふうそお う ちあうせそこ 
つてかたかせけ そてせそつけてつみ け さ すかきせあぬけそせあしへせふす そてせそのかせけみす つちかおけ あすかちけさあせ-
ぬかう け けに つそえちあきおあせ みたそせつさそえそ け さそちかこつさそえそ たちそけつにそきおかせけみ.

╇せとてちけ つあすけに うそつてそねせそあくけあてつさけに そいはけせ ちあつてかて け とえしといしみかてつみ けすと-
はかつてうかせせそか け つそぬけあしへせそか ちあつつしそかせけか. [けてあこつさあみ, みたそせつさあみ, さそちかこつさあみ 
いとちきとあくけみ, うふちそつのあみ う けすすけえちあせてつさそこ つちかおか, けつたそしへくとみ ちあくしけねせふか 
すかてそおふ, う てそす ねけつしか け ほてせけねかつさとま さそちたそちあてけうせそつてへ, つてちかすけてつみ とたちそねけてへ 
つうそけ たそくけぬけけ せあ 』かうかちそあすかちけさあせつさそす さそせてけせかせてか. ╇ 』ぃ╅ せあつねけてふうあ-
かてつみ そさそしそ 12 てふつ. さそすすかちねかつさけに たちかおたちけみてけこ, さそてそちふすけ うしあおかまて しけぬあ 
さけてあこつさそこ せあぬけそせあしへせそつてけ. 》ちあうおあ, いそしへのあみ ねあつてへ ほてけに たちかおたちけみてけこ 
そてせそつけてつみ さ ねけつしと すかしさけに け つちかおせけに, 52% けく せけに けすかまて えそおそうそこ おそにそお 
すかせかか 55 てふつ. おそしし. [ てあさそこ きか さあてかえそちけけ そてせそつみてつみ け たちかおたちけみてけみ, 
たちけせあおしかきあはけか いそしへのけせつてうと いけくせかつすかせそう-さそちかこぬかう, 80% けく さそてそちふに 
せか たそしへくとまてつみ とつしとえあすけ せあかすせそこ ちあいそねかこ つけしふ, そつてあしへせふか 20% う つちかお-



 

173

『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

せかす けすかまて のかつてへ ちあいそてあまはけに たそ せあこすと. ╇ そつせそうせそす ほてそ ちかつてそちあせふ, 
うけせせふか け たちそおとさてそうふか しあうそねさけ, すあえあくけせふ たそ ついふてと そおかきおふ, たあちけさそう, 
しかさあちつてう け つとうかせけちそう まきせそさそちかこつさそえそ たちそけくうそおつてうあ. 》ちそなかつつけそせあしへ-
せふか えけしへおけけ たそすそえしけ け みたそせつさそすと すかしさそすと いけくせかつと うふきけてへ せあ あすかちけ-
さあせつさそこ たそねうか け たちかうちあてけてへ みたそせつさとま そいはけせと う つあすとま くあきけてそねせとま けく 
あくけあてつさけに そいはけせ. 〉そ け くおかつへ たちけすかちせそ 28% けすすけえちあせてそう たかちうそえそ たそさそ-
しかせけみ せか すそえとて とつてちそけてへつみ せあ ちあいそてと たそ つたかぬけあしへせそつてけ, あ 20% せそうふに 
けすすけえちあせてそう うそそいはか せか けすかまて ちあいそてふ け たそたそしせみまて あちすけま いかくちあいそて-
せふに. ╇ さそちかこつさそこ きか そいはけせか いそしかか 60% けすかまて おそにそおふ せけきか そなけぬけあしへ-
せそえそ とちそうせみ いかおせそつてけ, とつてあせそうしかせせそえそ あすかちけさあせつさけす たちあうけてかしへつてうそす. 
[ せけす そてせそつみてつみ け 30% すかしさけに いとちきとあ. ╇ さけてあこつさけに えかててそ 45% きけてかしかこ 
そてせかつかせふ さ ちあくちみおと せけはけに.

』そぬけあしへせふか さそせてちあつてふ う あくけあてつさけに そいはけせあに せあさしあおふうあまて そてたかねあてそさ 
け せあ けに とねあつてけか う たそしけてけねかつさそこ きけくせけ 』ぃ╅. ╇ そつせそうせそす たそしけてけねかつさけ 
あさてけうせそこ みうしみかてつみ けすすけえちあせてつさあみ いとちきとあくけみ. [けてあかぬ-すけししけそせかち すそきかて 
つてあてへ おあきか つかせあてそちそす, さあさ ほてそ うけおせそ けく いけそえちあなけけ X. ‒そせえあ, さそてそちふこ 
そさそしそ 20 しかて たちかおつてあうしみし う [そせえちかつつか 』ぃ╅ ╈あうあこけ. 〉そ そつそいかせせそつてへ 
たそしけてけねかつさそこ きけくせけ おあしへせかうそつてそねせそこ けすすけえちあぬけけ てあさそうあ, ねてそ う たそしけ-
てけねかつさけか さそせてあさてふ つ いかしそこ ╅すかちけさそこ うつてとたあかて しけのへ せけねてそきせそ すあしふこ 
たちそぬかせて さけてあこぬかう, さそちかこぬかう け みたそせぬかう, そつてあしへせふか きか ねしかせふ そいはけせふ 
«さとしへてとちせそ け ほすそぬけそせあしへせそ そいそつそいしかせふ». [ てそすと きか すそてけうふ とねあつてけみ 
う たそしけてけねかつさそこ きけくせけ, さあさ たちあうけしそ, つうそおみてつみ さ てそすと, ねてそいふ とたちそねけてへ 
たそくけぬけけ けすすけえちあせてつさそえそ さあたけてあしあ う あすかちけさあせつさそこ つちかおか けしけ たそうしけみてへ 
せあ たそくけぬけま たちあうけてかしへつてうあ 』ぃ╅ う そてせそのかせけけ えそつとおあちつてうあ-そてかねかつてうあ. 
╉しみ ほてそえそ うつてとたあまはけか せあ たそしけてけねかつさそか たそたちけはか つてちかすみてつみ くあちとねけてへつみ 
すそちあしへせそこ け おあきか すあてかちけあしへせそこ たそおおかちきさそこ たちあうけてかしへつてう ょきせそこ 
[そちかけ, ったそせけけ, 【あこうあせみ けしけ [〉『 (つ. 49). 》ちけねかす うつたしふうあまはけか たそちそこ 
せあ たそうかちにせそつてへ たそしけてけねかつさそこ きけくせけ 』ぃ╅ なけえとちふ そてせまおへ せか そてちあきあまて 
おかこつてうけてかしへせふに けせてかちかつそう けすすけえちあぬけそせせふに そいはけせ. 【あさ, おかしそ まきせそさそ-
ちかこつさそえそ いけくせかつすかせあ 》あさ 【そせ 』とせあ, すかてさそ せあくうあせせそか «つかとしへつさけす 】そてかち-
えかこてそす», くあさしまねあしそつへ う てそす, ねてそ ほてそて あえかせて つかとしへつさそえそ を『】, おかこつてうとみ 
う ╇あのけせえてそせか つちかおけ つあすふに うしけみてかしへせふに たそしけてけねかつさけに さちとえそう, そいかつたか-
ねけうあし ょきせそこ [そちかか すけししけあちおせふか つとすすふ けく えそつとおあちつてうかせせそえそ いまおきかてあ 
』ぃ╅ う うけおか «たそすそはけ», くあ ねてそ はかおちそ ちあつたしあねけうあしつみ つ せかさそてそちふすけ 
あすかちけさあせつさけすけ くあさそせそおあてかしみすけ. ゅてそ «おかしそ» そてちけぬあてかしへせそ つさあくあしそつへ せあ 
そてせそのかせけけ あすかちけさあせぬかう う たかちうとま そねかちかおへ さ さそちかこつさけす けすすけえちあせてあす 
う ぬかしそす.

¨く うつかに けすすけえちあせてそう-おあしへせかうそつてそねせけさそう せあけいそしかか たちそねせふか たそくけぬけけ 
う たそしけてけねかつさそこ きけくせけ 』ぃ╅ とおあしそつへ くあうそかうあてへ しけぬあす みたそせつさそこ せあぬけそ-
せあしへせそつてけ, さそてそちふに せあつねけてふうあかてつみ そさそしそ 800 てふつ. ったそせつさあみ そいはけせあ 
つそつてそけて う そつせそうせそす けく しけぬ, ちそおけうのけにつみ う 』ぃ╅, う せかこ たちかそいしあおあまて 
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あすかちけさあせつさけか えちあきおあせか; つちかおけ みたそせぬかう うふつそさ たちそぬかせて けすかまはけに つちかお-
せかか け うふつのかか そいちあくそうあせけか. 《せけ たちかおつてあうしかせふ う うふつのけに たちあうけてかしへつてうかせ-
せふに とねちかきおかせけみに. 〉あ ╈あうあこつさけに そつてちそうあに すかつてせふか みたそせぬふ う てかねかせけか 
たそつしかおせけに おかつみてけしかてけこ くあせけすあしけ たそつてふ えといかちせあてそちあ, すほちあ ╈そせそしとしと, 
つかせあてそちそう け ねしかせそう たあしあてふ たちかおつてあうけてかしかこ 』ぃ╅. ╇つか ほてそ そいひみつせみかてつみ 
てかす, ねてそ, うちあつてあみ う あすかちけさあせつさけこ けつてかいしけのすかせて, みたそせつさあみ いとちきとあくけみ 
つかえちかえけちとかてつみ そて せあぬけそせあしへせふに てちあおけぬけこ, そいふねあかう, けせてかちかつそう. «╋けくせへ 
あすかちけさあせつさけに みたそせぬかう, — つたちあうかおしけうそ そてすかねあまて あうてそちふ, — すあしそ つうみ-
くあせあ つ すかきおとせあちそおせそこ たそしけてけさそこ, つ ったそせけかこ. ¨に いそしへのか くあせけすあまて 
うそたちそつふ さあちへかちふ け せあさそたしかせけみ いそえあてつてう; そせけ たそえしそはかせふ うせとてちけたそ-
しけてけねかつさけすけ けせてちけえあすけ け さそせさとちかせてせそこ いそちへいそこ. 〉あ けに みたそせつさそか 
たちそけつにそきおかせけか とさあくふうあかて しけのへ てそ, ねてそ つかせあてそち, せあたちけすかち, しまいけて たちそ-
うそおけてへ うかねかちあ と さあすけせあ う さけすそせそ, すほち とうしかさあかてつみ せあ おそつとえか けさかいあせそこ, 
うけぬか-たちかくけおかせて さちとたせそこ なけちすふ せか たちそねへ たそしあさそすけてへつみ つあつけすけ (つふちそこ 
ちふいそこ たそ-みたそせつさけ)» (つ. 157).

¨せとま たそくけぬけま くあせけすあかて さけてあこつさあみ いとちきとあくけみ. ╇ させけえか たちけうそおけてつみ 
にあちあさてかちせそか うふつさあくふうあせけか けくうかつてせそこ えそすけせへおあせそうつさそこ おかみてかしへせけぬふ 
╅せせふ ぁかせせそして — うおそうふ えかせかちあしあ ╇╇』 』ぃ╅. 《せあ くあみうしみしあ: «╅すかちけ-
さあせぬふ さけてあこつさそえそ たちそけつにそきおかせけみ おそしきせふ つそにちあせみてへ つうそか さとしへてとちせそか 
せあつしかおけか, ほてそ せあのあ たかちうかこのあみ そいみくあせせそつてへ け あさてとあしへせかこのあみ くあおあねあ... 
』かえそおせみ あすかちけさあせつさけか さけてあこぬふ せあさそせかぬ そつそくせあしけ, さあさ うあきせそ とすかてへ えそうそ-
ちけてへ け ねけてあてへ たそ-さけてあこつさけ, けすかてへ うそくすそきせそつてへ いかつかおそうあてへ たそ-さけてあこつさけ 
つ あすかちけさあせつさけすけ おちとくへみすけ» (つ. 50—51). 【あさそえそ ちそおあ うふつさあくふうあせけみ そてちあ-
きあまて ねかてさとま とつてあせそうさと せあ てそ, ねてそ さけてあこぬふ せか おそしきせふ あつつけすけしけちそうあてへつみ 
う あすかちけさあせつさそこ つちかおか, そせけ すそえとて あすかちけさあせけくけちそうあてへつみ しけのへ おそ そたちかおか-
しかせせそえそ たちかおかしあ. ╇ おかこつてうけてかしへせそつてけ すかせかか てちかてけ にとあぬみそ けつたふてふうあまて 
けせてかちかつ さ みくふさと たちかおさそう, みくふさと «そてかねかつてうあ».

》ちそいしかすあ あすかちけさあせけくあぬけけ おあしへせかうそつてそねせふに けすすけえちあせてそう うそしせとかて 
せか てそしへさそ あたそしそえかてそう せあぬけそせあしけくすあ けく けに つそいつてうかせせそこ つちかおふ. ╇ つそにちあ-
せかせけけ うふにそおぬあすけ けく つてちあせ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ «さとしへてとちせそえそ せあつしかおけみ» 
くあけせてかちかつそうあせふ け うかつへすあ うしけみてかしへせふか つけしふ う えそつとおあちつてうあに — けつてそねせけ-
さあに ほすけえちあぬけけ. 〉あたちけすかち, まきせそさそちかこつさけか うしあつてけ ねかちかく つうそま あえかせてとちと 
う 』ぃ╅ たふてあまてつみ ちあくしけねせふすけ つたそつそいあすけ とつてあせそうけてへ さそせてちそしへ せあお 
さそちかこつさけすけ けすすけえちあせてあすけ. 》ちけ ほてそす たちかつしかおとかてつみ ぬかしへ せか おそたとつてけてへ 
う けすすけえちあせてつさそこ つちかおか さそせつそしけおあぬけけ つけし, そたたそくけぬけそせせふに まきせそさそちかこ-
つさそすと ちかきけすと.

【あこいほこつさけか うしあつてけ てあさきか たそ ぬかしそすと ちみおと たちけねけせ くあけせてかちかつそうあせふ 
う つうそかす うしけみせけけ せあ にとあぬみそ. 【あこいほこ つてちかすけてつみ けつたそしへくそうあてへ うかちにとのさと 
けすすけえちあせてつさけに そいはけせ う さあねかつてうか たちそてあこうあせへつさそえそ しそいいけ う うあのけせえてそせ-
つさけに «さそちけおそちあに うしあつてけ» つ ぬかしへま たそしとねかせけみ けせうかつてけぬけこ ほすけえちあせてつさそこ 
いとちきとあくけけ う にそくみこつてうそ そつてちそうあ, あ てあさきか おしみ そいしかえねかせけみ ねかちかく たそつちかおつてうそ 
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ほすけえちあせてそう ほさつたそちてあ てそうあちそう け さあたけてあしあ せあ ╅すかちけさあせつさけこ さそせてけせかせて. 
〉あさそせかぬ, さけてあこつさあみ そいはけせあ う 』ぃ╅ つしときけて つかちへかくせふす けつてそねせけさそす 
せあとねせそ-てかにせけねかつさけに さあおちそう おしみ そつてちそうあ. ╈そすけせへおあせそうぬふ けつたそしへくとまて 
あすかちけさあせつさけに さけてあこぬかう おしみ たちそうかおかせけみ ちあくうかおふうあてかしへせふに け たそおちふう-
せふに あさぬけこ たちそてけう [〉『. 《おせあさそ う たそつしかおせけか えそおふ たちそてあこうあせへつさそか しそいいけ 
う くせあねけてかしへせそこ つてかたかせけ たちけのしそ う とたあおそさ. ′あたちあうけしふ けすすけえちあせてつさそえそ 
いけくせかつあ たそつてかたかせせそ すかせみまて さとちつ け せあねけせあまて そちけかせてけちそうあてへ つうそけ つうみくけ 
せあ [〉『, ねてそいふ う たかちうとま そねかちかおへ つそにちあせけてへ つうそか うしけみせけか せあ すあつつふ けすすけ-
えちあせてそう, あ てあさきか たそしとねけてへ さそすすかちねかつさけか うふえそおふ.

╇ させけえか ╊.》. 』かうあつてへみせそうあ け 〉.╊. [そちつあさそうそこ, さ つそきあしかせけま, せかて 
けししまつてちあぬけこ. 〉そ けに そてつとてつてうけか う けくうかつてせそこ すかちか さそすたかせつけちとかてつみ しけてか-
ちあてとちせふすけ くあちけつそうさあすけ. ╅うてそちあす とおあしそつへ たかちかおあてへ あてすそつなかちと けすすけ-
えちあせてつさけに さうあちてあしそう あすかちけさあせつさけに えそちそおそう. ′あたそすけせあまてつみ たそちてちかてふ, 
せあたちけすかち, さそちかこぬあ をそみ, たそたふてあうのかえそつみ そてさちふてへ つうそこ ちかつてそちあせ, けしけ 
さけてあこぬあ ]ま ╇あ ╈かてあ, そちえあせけくそうあうのかえそ あうてそちあす «ほさつさとちつけま» う しあいけ-
ちけせてふ てあさ せあくふうあかすそえそ てあこせそえそ そいはかつてうあ «╆かしそか つそしせぬか». [そえおあ あうてそちふ 
くせあさそすみて つ きけうふすけ しまおへすけ, たそちあきあかて せか てそ, さあさ そせけ そてせそつみてつみ さ うつてとたあ-
まはけす つ せけすけ う いかつかおと: ほてそ くあうけつけて そて けせおけうけおとあしへせそつてけ さあきおそえそ け かえそ 
つそぬけあしへせそえそ たそしそきかせけみ, あ そいはあみ, そいひかおけせみまはあみ うつかに ねかちてあ, えせかてとはあみ 
そおせけに, いそおちみはあみ おちとえけに くあいそてあ そい そてうそかうあせけけ つうそかえそ すかつてあ う ほてそす 
そいはかつてうか. «【みせへつみ うほこ えとせ» — «》そおせかいかつせあみ たちけせあおしかきけて うつかす» — ほてそ 
けくちかねかせけか 』とせへ ってつかせあ せあねかちてあせそ せあ うそちそてあに, そてさちふうあまはけに としけぬと, 
うかおとはとま う さけてあこつさそか えかててそ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. ╅すかちけさあ たちけせあおしかきけて 
いかしふす あすかちけさあせぬあす, あ あすかちけさあせつさけす さけてあこぬあす, みたそせぬあす, さそちかこぬあす, 
たそおあうしみまはかすと いそしへのけせつてうと つちかおけ けすすけえちあせてそう, てちとおみはけすつみ たそさあ 
たちけせあおしかきけて しけのへ すかつてそ う てちとはそいあに えかててそ. 《ててとおあ そせけ け つそくかちぬあまて 
そていしかつさけ ねときそえそ くそしそてあ: そえせけ ちかさしあす, ちそつさそのせふか せかいそつさちかいふ け あうてそすそ-
いけしけ, いそえあてふに てとちけつてそう, そにそてみはけにつみ くあ ほさくそてけねかつさけすけ いしまおあすけ せあぬけそ-
せあしへせそこ さとにせけ け つとうかせけちあすけ. 〈かおしかせせそ, せそ せかとさしそせせそ ╅すかちけさあ たかちか-
たしあうしみかて けに せあぬけそせあしへせそか つあすそつそくせあせけか う さしあつつそうそか. ╇つか いそしかか ねかてさそ 
そせけ せあねけせあまて たそせけすあてへ, ねてそ けせとま, おそつてそこせとま けに ねかしそうかねかつさそえそ くうあせけみ 
きけくせへ けす すそきかて たちけせかつてけ せか たそえそせみ くあ くそしそてふすけ たかちへみすけ せかうかおそすそこ 
きあち-たてけぬふ, あ たちそねせふこ つそまく つそ うつかすけ てちとおみはけすけつみ 』ぃ╅, せかくあうけつけすそ 
そて ぬうかてあ さそきけ.

[せけえあ せか けつねかちたふうあかて つしそう, つしそうあ せか けつねかちたふうあまて すふつしかこ. ゅてそ 
けくうかつてせそか さけてあこつさそか うふちあきかせけか いそしかか そてせそつけてつみ せか さ させけえか ╊.》. 』かうあ-
つてへみせそうあ け 〉.╊. [そちつあさそうそこ, あ さ かか ちかぬかせくかせてと. ╉かこつてうけてかしへせそ, う さそちそて-
さそす そてくふうか てちとおせそ たかちかおあてへ うつか, ねてそ あうてそちふ せあさそたけしけ ぬかせそこ すせそえそしかて-
せけに せあいしまおかせけこ け さちそたそてしけうそえそ てちとおあ. 〈そきせそ しけのへ ちかさそすかせおそうあてへ さあさ 
すそきせそ いそしかか のけちそさけす さちとえあす ねけてあてかしかこ つあすけす たそくせあさそすけてへつみ つ ほてそこ 
けせてかちかつせそこ け たそしかくせそこ させけえそこ.
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[そちかこぬふ う 『そつつけけ,
ちあおけさあしへせあみ てちあせつなそちすあぬけみ
け たとてけ おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ*

‒あててあにそうあ ╊.〉.

[せけえあ ╊.》. 』かうあつてへみせそうあ け 〉.╊. [そちつあさそうそこ «》そくそしそねかせせそか えかててそ» たちかお-
つてあうしみかて つそいそこ そねかちさけ そ きけくせけ ほすけえちあせてそう けく [けてあみ, [そちかけ, ったそせけけ 
う 』ぃ╅. ′おかつへ たちかおつてあうしかせふ つうかおかせけみ, つそいちあせせふか あうてそちあすけ う てかねかせけか 
すせそえけに しかて けに たちそきけうあせけみ う 』ぃ╅. ╇ させけえか おあかてつみ そねかちさ たかちかつかしかせけみ 
さそちかこぬかう せあ つあにあちせふか たしあせてあぬけけ ╈あうあこつさけに そつてちそうそう け けすすけえちあぬけけ 
«せかうかつて たそ なそてそえちあなけみす»; さちそすか てそえそ, う ちあいそてか つそおかちきあてつみ つうかおかせけみ 
そ つそぬけあしへせそ-さとしへてとちせふに あつたかさてあに つそうちかすかせせそこ きけくせけ さそちかこつさけに けすすけ-
えちあせてそう う あすかちけさあせつさけに えそちそおあに. ╉あせせあみ ちあいそてあ せそつけて たといしけぬけつてけ-
ねかつさけこ にあちあさてかち.

》そつしかおせけこ ちといかき
《ねかちさけ そい あすかちけさあせつさそす そいはかつてうか. 〈.: 
》そしけてけくおあて, 1984. — 256 つ.

『かあしけけ あすかちけさあせつさそえそ
そいちあくあ きけくせけ**

╉かせけつそう ╇.

╇ «》けつへすか さ あすかちけさあせつさけす ちあいそねけす» 
╇.¨. ]かせけせ う 1918 えそおと たけつあし: «╅すかちけさあ 
つてあしあ... そおせそこ けく たかちうふに つてちあせ たそ えしといけせか 
たちそたあつてけ すかきおと えそちつてさそこ そいせあえしかうのけに, 
くあにしかいふうあまはけにつみ う えちみくけ け う ちそつさそのけ 
すけししけあちおかちそう, つ そおせそこ つてそちそせふ, け すけし-
しけそせあすけ てちとおみはけにつみ, うかねせそ きけうとはけに せあ 
えちあせけぬか せけはかてふ, つ おちとえそこ»***. ゅてそ しかせけせ-
つさそか そたちかおかしかせけか あすかちけさあせつさそえそ そいちあくあ 
きけくせけ てそねせそ にあちあさてかちけくとかて け つかえそおせみの-

* ‒あててあにそうあ ╊.〉. [そちかこぬふ う 『そつつけけ, ちあおけさあしへせあみ てちあせつなそちすあぬけみ け たとてけ おあしへせかこ のかえそ ちあくうけ-
てけみ (うふつてとたしかせけか) // 〈かきおと せあちそお せあみ せあとねせあみ さそせなかちかせぬけみ, たそつうみはかせせあみ 70-しかてけま おかたそち-
てあぬけけ さそちかこぬかう つ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ う 』ちかおせまま ╅くけま け [あくあにつてあせ. 』い. すあてかちけあしそう. 〈そつさうあ. 
12 そさてみいちみ 2007.
** ╉かせけつそう ╇. 『かあしけけ あすかちけさあせつさそえそ そいちあくあ きけくせけ // 〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ. 1985. づ 11. 』. 143—144.
*** ]かせけせ ╇.¨. 》そしせ. つそいち. つそね. 5-か けくお. 【. 37. 』. 49.



 

177

『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

せかか つそつてそみせけか あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ, そいはかつてうあ, えおか そいそつてちみまてつみ うつか 
みくうふ け たそちそさけ さあたけてあしけつてけねかつさそこ つけつてかすふ. ╇ つうそかこ させけえか ╊.》. 』かうあつてへみ-
せそう け 〉.╊. [そちつあさそうあ う きけうそこ たといしけぬけつてけねかつさそこ なそちすか ちあつつさあくふうあまて 
そ つそぬけあしへせふに さそせなしけさてあに, ちあくおけちあまはけに つあすとま いそえあてとま つてちあせと さあたけてあ-
しけつてけねかつさそえそ すけちあ, そ いかくきあしそつてせそこ ほさつたしとあてあぬけけ たちそつてふに あすかちけさあせぬかう 
すそせそたそしけつてあすけ け けに つてあうしかせせけさあすけ — たちそおあきせふすけ たそしけてけさあせあすけ. 
╅うてそちふ う てかねかせけか せかつさそしへさけに しかて ちあいそてあしけ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, つてあしけ せかたそ-
つちかおつてうかせせふすけ つうけおかてかしみすけ すせそえけに つそいふてけこ う 』ぃ╅, うつてちかねあしけつへ つ たちかお-
つてあうけてかしみすけ ちあくしけねせふに つそぬけあしへせふに えちとたた, け ほてそ おあしそ けす うそくすそきせそつてへ 
せあちけつそうあてへ うたかねあてしみまはとま さあちてけせと ╅すかちけさけ 70-に — せあねあしあ 80-に えそおそう.

╆そしへのそか うせけすあせけか う させけえか とおかしみかてつみ おかみてかしへせそつてけ えそつとおあちつてうかせせそ-
たそしけてけねかつさそえそ すかにあせけくすあ 』ぃ╅. ¨つたそしへくとみ いそえあてふこ なあさてけねかつさけこ 
すあてかちけあし, しけねせふか せあいしまおかせけみ, あうてそちふ たそさあくふうあまて せかねけつてそたしそてせそつてへ, 
あすそちあしへせそつてへ, さあくせそさちあおつてうそ «うかちのけてかしかこ» つとおかい せあちそおあ 』そかおけせかせ-
せふに ぃてあてそう. 【あさ, う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ ちあくえそちかしつみ つさあせおあし: いふしあ ちあつさちふてあ 
のあこさあ, つそつてそみうのあみ けく そてうかてつてうかせせふに おそしきせそつてせふに しけぬ すほちけけ, けく えそおあ 
う えそお たちけつうあけうあうのけに すけししけそせふ おそししあちそう けく いまおきかてあ (つ. 107—108).

╇ させけえか たちけうそおみてつみ すせそえそねけつしかせせふか おあせせふか, たそさあくふうあまはけか, さあさ 
う 』ぃ╅ すあせけたとしけちとまて そいはかつてうかせせふす すせかせけかす うそ うちかすみ けくいけちあてかしへせそこ 
さあすたあせけけ, せかねかつてせふこ にあちあさてかち つそたかちせけねかつてうあ さあせおけおあてそう せあ さちかつしそ 
う [そせえちかつつか けしけ えといかちせあてそちつさけこ たそつて. ̈ くいちあせけか たちかてかせおかせてあ せあ えそつとおあち-
つてうかせせとま おそしきせそつてへ くあうけつけて せか つてそしへさそ そて かえそ つたそつそいせそつてかこ, つさそしへさそ そて 
てそえそ, いそえあて しけ そせ つあす け さあさけか すそせそたそしけけ たそおおかちきけうあまて かえそ — いとおとはかえそ 
しそいいけつてあ てそこ けしけ けせそこ えちとたたけちそうさけ あすかちけさあせつさそえそ いけくせかつあ. ╇ふいそちふ 
う 』ぃ╅ せか そいにそおみてつみ いかく すあにけせあぬけこ: くおかつへ け おうそこせあみ ちかえけつてちあぬけみ そおせそえそ 
け てそえそ きか けくいけちあてかしみ, け «たかちかせあつてちそこさあ» あうてそすあてそう, たそつちかおつてうそす さそてそ-
ちふに えそしそつとまて あすかちけさあせぬふ, せあ «せときせそえそ» さあせおけおあてあ.

╅うてそちふ とおかしみまて いそしへのそか うせけすあせけか ちそしけ たちそたあえあせおふ, たちけくうあせせそこ 
そおとちあねけてへ そいふうあてかしみ, といかおけてへ かえそ う «けつさしまねけてかしへせそつてけ» あすかちけさあせつさそこ 
せあぬけけ. «╅すかちけさあせぬと, — そてすかねあまて あうてそちふ, — つ おかてつてうあ うおあしいしけうあまて 
そたちかおかしかせせとま つとすすと たちかおつてあうしかせけこ そ 』ぃ╅ け そ うせかのせかす すけちか. ╊えそ 
くあつてあうしみまて うかちけてへ う うかしけねけか あすかちけさあせつさそこ ちかうそしまぬけけ, う えかせけあしへせそつてへ 
かか そちえあせけくあてそちそう け そつせそうあてかしかこ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう, う つたちあうかおしけ-
うそつてへ け つそうかちのかせつてうそ たそしけてけさそ-ほさそせそすけねかつさそこ つけつてかすふ 』ぃ╅» (つ. 110). 
╇ させけえか せあ さそせさちかてせそす すあてかちけあしか たそさあくふうあかてつみ たそちそねせそつてへ つそうちか-
すかせせそえそ あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ. ｠ちそせけねかつさあみ いかくちあいそてけぬあ, たちかつてとた-
せそつてへ, そてさちそうかせせふこ ちあつけくす, ちあつたとはかせせそつてへ せちあうそう, せあちさそすあせけみ, あしさそ-
えそしけくす — うそて ねてそ たちかおつてあうしみかて つそいそこ つそうちかすかせせあみ ╅すかちけさあ. っくうふ ほてけ 
せあつてそしへさそ えしといそさけ, ねてそ そ てあさそこ たちそいしかすか, さあさ たちかつてとたせそつてへ, うふせときおかせふ 
えそうそちけてへ おあきか ちとさそうそおけてかしけ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう. «〈ふ, — そてすかねあし 
う そおせそす けく つうそけに うふつてとたしかせけこ せふせかのせけこ えしあうあ ╆かしそえそ おそすあ, — きけうかす 
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う あてすそつなかちか ちあくえとしあ たちかつてとたしかせけこ». 《せ つあす たちけうかし てあさけか おあせせふか: くあ 
たそつしかおせけか おかつみてへ しかて ねけつしそ つかちへかくせふに たちかつてとたしかせけこ うふちそつしそ いそしかか ねかす 
せあ 60 たちそぬかせてそう. 【そしへさそ う 1982 えそおと そて たちかつてとたせけさそう たそつてちあおあしそ そさそしそ 
40 すけししけそせそう あすかちけさあせぬかう.

》そおそいせふす «おそつてけきかせけみす» 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ う くせあねけてかしへせそこ つてか-
たかせけ «そいみくあせふ» てかしか- け さけせそたちそおとさぬけけ. ╅うてそちふ たちけうそおみて たちけすかち, さそえおあ 
う てかねかせけか つとてそさ てそしへさそ たそ そおせそすと てかしかさあせあしと 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う たそつしかお-
せけに けくうかつてけみに, のそと, おそさとすかせてあしへせふに け にとおそきかつてうかせせふに なけしへすあに いふしそ 
ちあつつさあくあせそ そ 30 といけこつてうあに, 16 けくせあつけしそうあせけみに, 13 たそきあちあに, 20 おそちそきせふに 
たちそけつのかつてうけみに, 23 さちあきあに, 27 にとしけえあせつさけに たそつてとたさあに (つ. 112—113).

╈そうそちみ そい ほちそくけけ あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ, あうてそちふ そてすかねあまて け てあさそこ 
なかせそすかせ あすかちけさあせつさそえそ そいちあくあ きけくせけ, さあさ つそくせあてかしへせそ さとしへてけうけちとかすそか 
たちかせかいちかきかせけか さ うふつそさけす すそちあしへせふす け おとにそうせふす ぬかせせそつてみす, さそてそちふか 
そててかつせみまてつみ ねけつてそ たそてちかいけてかしへつさけすけ けせてかちかつあすけ. ╇すかつてか つ てかす, せあ せあの 
うくえしみお, させけえあ くせあねけてかしへせそ うふけえちあしあ いふ, かつしけ いふ あうてそちあす とおあしそつへ えしといきか 
たそさあくあてへ ちそしへ け くせあねかせけか «すあつつそうそこ» しけてかちあてとちふ け けつさとつつてうあ つそうちかすかせ-
せそこ ╅すかちけさけ さあさ つちかおつてうあ なそちすけちそうあせけみ たちけすけてけうせふに つてかちかそてけたそう 
け すあせけたとしけちそうあせけみ そいはかつてうかせせふす つそくせあせけかす.

╇ させけえか といかおけてかしへせそ ちあくそいしあねあかてつみ うせかのせかたそしけてけねかつさけこ さとちつ さあさ 
せふせかのせかこ あすかちけさあせつさそこ あおすけせけつてちあぬけけ, てあさ け あおすけせけつてちあぬけこ, せあにそ-
おけうのけにつみ と うしあつてけ う 70-に えそおあに. ╇あのけせえてそせつさけか たそしけてけさあせふ, つちかおつてうあ 
すあつつそうそこ けせなそちすあぬけけ せか とつてあまて たそうてそちみてへ, ねてそ 』ぃ╅ うふたそしせみまて そつそ-
いとま すけつつけま う すけちか. 《せけ たふてあまてつみ うせとのけてへ たちそつてそすと あすかちけさあせぬと 
すふつしへ そ せあしけねけけ «うせかのせかえそ うちあえあ» け といかおけてへ かえそ う せかそいにそおけすそつてけ おしみ 
』ぃ╅ そつとはかつてうしみてへ とつけしかせせそか «おそうそそちときかせけか». 》ちけ ほてそす うかおとはとま ちそしへ 
う なそちすけちそうあせけけ け そつとはかつてうしかせけけ あえちかつつけうせそえそ うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ 
さとちつあ せふせかのせかこ あすかちけさあせつさそこ あおすけせけつてちあぬけけ たちけせあおしかきけて うそかせせそ-
たちそすふのしかせせそすと さそすたしかさつと. «...╇つか いそしへのあみ ねあつてへ せあぬけそせあしへせそえそ おそにそおあ 
』ぃ╅, — えそうそちけてつみ う させけえか, — たかちかちあつたちかおかしみかてつみ ねかちかく すかにあせけくす なかおか-
ちあしへせそえそ いまおきかてあ う たそしへくと うそかせせそ-たちそすふのしかせせふに すそせそたそしけこ. ¨ えそしそつ 
うそかせはけせふ くうとねけて うつか えちそすねか...» (つ. 45).

╇ させけえか たそさあくふうあかてつみ, つ さあさけすけ てちとおせそつてみすけ つてあしさけうあまてつみ たちそ-
えちかつつけうせふか つけしふ 』ぃ╅, あすかちけさあせつさけか さそすすとせけつてふ, いそちまはけかつみ たちそてけう 
ちかあさぬけそせせそこ うせとてちかせせかこ け うせかのせかこ たそしけてけさけ たちあうみはかえそ さしあつつあ, くあ 
すけち, たちそてけう とえちそくふ みおかちせそこ さあてあつてちそなふ, くあ せそちすあしけくあぬけま あすかちけさあせそ-
つそうかてつさけに そてせそのかせけこ せあ たちけせぬけたあに ちあうかせつてうあ, うくあけすせそえそ とうあきかせけみ 
け せかうすかのあてかしへつてうあ うそ うせとてちかせせけか おかしあ おちとえ おちとえあ.

[せけえあ ╊.》. 』かうあつてへみせそうあ け 〉.╊. [そちつあさそうそこ たそすそえあかて つそつてあうけてへ いそしかか 
たそしせそか たちかおつてあうしかせけか そ てそす, さあさそう う おかこつてうけてかしへせそつてけ ちかさしあすけちとかすふこ 
いとちきとあくせそこ たちそたあえあせおそこ あすかちけさあせつさけこ そいちあく きけくせけ.
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╉そちそえあ う てとたけさ*

ぁとえちそう 』.

╅うあせてまちけつてふ, たちそいけちあうのけかつみ ねかちかく たちそつてそちふ «おけさそえそ ′あたあおあ» ╅すか-
ちけさあせつさそえそ さそせてけせかせてあ さ 【けにそすと そさかあせと, そいせあちときけしけ う つかちかおけせか たちそ-
のしそえそ うかさあ さとつさけ くそしそてそせそつせそこ たそちそおふ. 〉あ くそしそてそ 』へかちちあ-〉かうあおふ いふし 
たそつてちそかせ てけにそそさかあせつさけこ えそちそお 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, あ せあ かえそ つてちそけてかしへつてうか 
つさそしそてけしあ つかいか なあせてあつてけねかつさけか つそつてそみせけみ さとねさあ あうあせてまちけつてそう, たそしそ-
きけうのあみ せあねあしそ なけせあせつそうふす けすたかちけみす あすかちけさあせつさそえそ ′あたあおあ — ｠あせ-
てけせえてそせそう, [ちそさかちそう, ｠そたさけせつそう, 』てほせなそちおそう.

ゅてそ «のあしへせそか たちそのしそか おけさそえそ ′あたあおあ» つてあしそ そてたちあうせそこ てそねさそこ 
ちあくすふのしかせけこ つそうかてつさけに きとちせあしけつてそう-すかきおとせあちそおせけさそう ╊. 』かうあつてへみ-
せそうあ け 〉. [そちつあさそうそこ そ せあつてそみはかす け いとおとはかす てけにそそさかあせつさけに のてあてそう, 
さあさ, うたちそねかす, け うつかに 』ぃ╅. ¨ せかおあちそす: くそしそてそ — ほてそて «つあすふこ にそおそうそこ 
てそうあち» — つてあしそ たかちうふす ちといかきそす くおかのせけに なけせあせつそうふに けすたかちけこ. «′そしそ-
てあみ しけにそちあおさあ» たちそおそしきあかてつみ け たそせふせか う なそちすか さとしへてあ くそしそてそえそ てかしへぬあ, 
つてちかすしかせけみ さ とつたかにと. ]まいそこ ぬかせそこ. ╅ たそお とつたかにそす くおかつへ たそせけすあまて 
そたみてへ-てあさけ そいそえあはかせけか.

′あたあお 』ぃ╅ — さちあこ, いかくとつしそうせそ, いそえあてふこ. 【そしへさそ のてあて [あしけなそちせけみ, 
かつしけ つちあうせけてへ かえそ つ ぬかしふすけ えそつとおあちつてうあすけ, くあせみし いふ つかおへすそか すかつてそ たそ 
そいひかすと たちそけくうそおつてうあ う さあたけてあしけつてけねかつさそす すけちか. ╇てそちそこ たそ うかしけねけせか 
いあせさ すけちあ «╆ほせさ そな ╅すかちけさあ», そつせそうあせせふこ そさそしそ 80 しかて てそすと せあくあお さあさ 
なかちすかちつさそか さちかおけてせそか とねちかきおかせけか, つかえそおせみ なけせあせつけちとかて たそしそうけせと 
たちかおたちけみてけけ 』けしけさそせ-うほししけ — さちとたせかこのかえそ ちあこそせあ たちそけくうそおつてうあ さそす-
たへまてかちそう う 』ぃ╅.

〉そうそこ «くそしそてそせそつせそこ きけしそこ» くあたあおせふに のてあてそう つてあしそ うそかせせそか 
たちそけくうそおつてうそ. ゅてそて ちかえけそせ たそつてあうしみかて 》かせてあえそせと 26 たちそぬかせてそう 
せそうかこのけに つちかおつてう うそこせふ — すかきさそせてけせかせてあしへせふか いあししけつてけねかつさけか 
ちあさかてふ, さちふしあてふか ちあさかてふ, つてちあてかえけねかつさけか いそすいあちおけちそうはけさけ, さそつすけ-
ねかつさけか つけつてかすふ.

』そうちかすかせせあみ てかにせけさあ, つそしせぬか 325 おせかこ う えそおと, たちそぬうかてあまはけこ けえそち-
せふこ いけくせかつ — ほてそ しけ せか ほてあしそせ «あすかちけさあせつさそえそ ちあみ»? 〉そ ちみおそす つ そつそい-
せみさあすけ, とてそたあまはけすけ う ちそつさそのけ, — せけはかてあ け そてねあみせけか いかくおそすせふに, いかつ-
ねけせつてうあ ちあつけつてそう, ちあくえとし たちかつてとたせそつてけ, えあちへ け さそたそてへ たちそすふのしかせせふに 
ちあこそせそう... ¨ かはか そおせそ たちそさしみてけか てみえそてかかて せあお [あしけなそちせけかこ — そおけせ けく 
つあすふに うふつそさけに う つてちあせか とちそうかせへ つあすそといけこつてう. 』けすうそしけねせそ け せあくうあせけか 
すそつてあ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ — «′そしそてふか ╇そちそてあ». 〉そ たそねかすと つまおあ せかとすそ-
しけすそ てみせかて ほてけに そてねあみうのけにつみ う きけくせけ しまおかこ?

* ぁとえちそう 』. ╉そちそえあ う てとたけさ // ¨くうかつてけみ. 1985. 9 なかうち.
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《つてちそてあ つそぬけあしへせふに さそせてちあつてそう あすかちけさあせつさそえそ ′あたあおあ たそくうそしみかて 
あうてそちあす つさうそくへ たちけくすと たちそいしかす ほてそえそ ちかえけそせあ たそさあくあてへ せあいそしかうのけか 
たちそいしかすふ うつかこ つてちあせふ. 《たけつふうあみ せちあうふ, てちあおけぬけけ, いふて あすかちけさあせ-
ぬかう, あうてそちふ うふにそおみて せあ のけちそさけか そいそいはかせけみ そい «あすかちけさあせつさそす そいちあくか 
きけくせけ», そ すかにあせけくすか うしあつてけ う 』ぃ╅, そ つさちふてふに たちときけせあに えしといそさそこ うせと-
てちかせせかこ さそせなしけさてせそつてけ ほてそえそ そいはかつてうあ. ╉かしあまて そせけ ほてそ せかせあうみくねけうそ, 
たちけえしあのあみ ねけてあてかしみ さ ちあくおとすへみす.

╇ 』ぃ╅ ねあつてそ すそきせそ とつしふのあてへ, ねてそ «おけさけこ ′あたあお» うふのかし せあ «せそうふか 
ちといかきけ» け とさあくふうあかて-おか «おそちそえと う いとおとはかか» せか てそしへさそ ╅すかちけさか, せそ 
け うつかすと ねかしそうかねかつてうと. 〉そ, さあさ といかきおあかて うつか つそおかちきあせけか させけえけ, «おけさけこ 
′あたあお» てあさ け そつてあしつみ おけさけす, け ほてあ ぬけうけしけくそうあせせあみ おけさそつてへ つてちあのせかか 
さそういそこつさけに たかちかつてちかしそさ つかちかおけせふ たちそのしそえそ うかさあ. ╊つしけ あすかちけさあせつさけこ 
′あたあお け すそきせそ せあくうあてへ «ちといかきそす», てそ そてせまおへ せか «せそうふす ちといかきそす ねかしそ-
うかねかつてうあ», あ たそつしかおせけす ちといかきそす さあたけてあしけくすあ, おかしあまて うふうそお あうてそちふ. 
》そほてそすと そせけ け せあくうあしけ つうそま させけえと «》そつしかおせけこ ちといかき».

╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ 
すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ
╇ 3-に てて. 〈.: 〉あとねせあみ させけえあ, 2001—2002. 【. 1 — 

464 つ.; 【. 2 — 480 つ.; 【. 3 — 480 つ.

【そす 1

〉そうふか させけえけ けくおあてかしへつてうあ 

«〉あとねせあみ させけえあ»*

[せけえあ つそおかちきけて けくいちあせせふか てちとおふ, たそつうみ-
はかせせふか とくしそうふす たちそいしかすあす つそうちかすかせせそ-
えそ すけちあ, うせかのせかこ たそしけてけさか け うせとてちかせせか-
すと たそしそきかせけま 『そつつけけ, 』ぃ╅, つてちあせ ╅くけ-
あてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ, ╊うちそたふ, 
』ちかおせかえそ け ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ.

[せけえあ すそきかて いふてへ けせてかちかつせあ せか てそしへさそ 
つたかぬけあしけつてあす, せそ け のけちそさそこ たといしけさか — 

つ とねかてそす てそえそ なあさてあ, ねてそ すせそえけか つてあてへけ たそすけすそ たそしけてけさそ-ほさそせそすけねか-
つさけに つまきかてそう うさしまねあまて う つかいみ きけうそか そたけつあせけか みうしかせけこ さとしへてとちふ, いふてあ, 
てちあおけぬけこ, せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ ちあくしけねせふに せあちそおそう.

 * ╉けたしそすあてけねかつさけこ さしとい. 2002. づ 1. 』. 6.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

╇てそちそこ け てちかてけこ てそすあ うふこおとて う つうかて う いしけきあこのかか うちかすみ. ╇そ うてそ-
ちそす てそすか ねけてあてかしま いとおとて たちかおしそきかせふ けつつしかおそうあせけみ, くあてちあえけうあま-
はけか そいはけか たちそいしかすふ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ け さけてあこつさとま 
てかすあてけさと. 【ちかてけこ てそす たそつうみはかせ たちそいしかすあす 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかけ, 
ったそせけけ, ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, ╊うちそたふ, 』ぃ╅, 』ちかおせかえそ け ╆しけきせかえそ 
╇そつてそさあ.

〉あ せあのけに えしあくあに すかせみかてつみ すけち, けくすかせけてつみ しけ 『そつつけみ?*

′あおそにけせ ╅.╈.
おそさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち

【かちちそちけつてけねかつさけか あさてふ う 〉へま-‶そちさか け ╇あのけせえてそせか, そつとはかつてうしかせせふか 
すかきおとせあちそおせふすけ てかちちそちけつてけねかつさけすけ そちえあせけくあぬけみすけ, け たそつしかおとまはかか 
たちけすかせかせけか けすけ いけそしそえけねかつさそえそ そちときけみ, あ てあさきか そてうかてせあみ ちかあさぬけみ 』そか-
おけせかせせふに ぃてあてそう ╅すかちけさけ つてあうけて せあ たそうかつてさと おせみ すけちそうそこ たそしけてけさけ 
うそたちそつ そい けくすかせかせけけ つとはかつてうとまはかえそ すけちそたそちみおさあ. ╇たそしせか そねかうけおせそ, ねてそ 
すけち たかちかせあつふはかせ せあつけしけかす. 〉かしへくみ たちけくせあてへ せそちすあしへせふす け おそたとつてけすふす 
け てそ, ねてそ うそそちときかせせふか うせとてちかせせけか け すかきおとせあちそおせふか さそせなしけさてふ とえちそ-
きあまて いかくそたあつせそつてけ えちあきおあせ, ねてそ たちそおあきあ そちときけみ け たちそけくうそおつてうそ たそお てかす 
けしけ けせふす たちかおしそえそす せそうふに うけおそう うそそちときかせけこ つてけすとしけちとかて けつたそしへくそうあ-
せけか つけしふ, ねてそ おかすそせつてちあぬけみ け たちみすそか けつたそしへくそうあせけか つけしふ ちあおけ つそにちあせか-
せけみ すかきおとせあちそおせそこ つてあいけしへせそつてけ け すけちあ せか おそつてけえあかて ぬかしけ, あ, せあたちそてけう, 
つそくおあかて せそうふか そねあえけ せあたちみきかせせそつてけ.

╉しみ うつかに つてちあせ すけちあ, うさしまねあみ 『そつつけま, ほてそ おそしきせそ つてあてへ せあねあしそす 
そつそくせあせけみ つかいみ け つうそけに せあぬけそせあしへせふに けせてかちかつそう う とつしそうけみに うつか いそしかか 
ちあつてとはかこ うくあけすそくあうけつけすそつてけ け すかせみまはかこつみ ちかあしへせそつてけ. 《いはけか なちあくふ 
そ いそちへいか つ すかきおとせあちそおせふす てかちちそちけくすそす け せあぬけそせあしへせふに けせてかちかつあに, 
せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ つ てそねさけ くちかせけみ うそくすそきせそえそ けくすかせかせけみ えかそ-
たそしけてけねかつさそえそ いあしあせつあ, せあさそせかぬ, つうそいそおふ みうせそ せか おそつてあてそねせふ おしみ そつすふつ-
しかせけみ さあねかつてうかせせそ せそうそこ つけてとあぬけけ う すけちか. 【ちかいとかてつみ つけつてかすせふこ あせあしけく 
えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ ねかしそうかねかつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ け てかせおかせぬけこ う すけちそうそこ 
ほさそせそすけさか け すかきおとせあちそおせそこ たそしけてけさか くあ たそつしかおせかか おかつみてけしかてけか, ねてそいふ 
おかこつてうけてかしへせそ たそせみてへ たちけねけせふ け けつてそさけ てそえそ, ねてそ せあつけしけか たちけそいちかてあかて 
さあてあつてちそなけねかつさけか すあつのてあいふ.

╇ ほてそこ つうみくけ うかつへすあ つうそかうちかすかせせそ うふにそおけて てちとお «╅さてとあしへせふか たちそい-
しかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ» けくうかつてせふに ちそつつけこつさけに とねかせふに-すかきおと-
せあちそおせけさそう ╊.》. け 〉.╊. ╆あきあせそうふに (う てちかに てそすあに), たそつうみはかせせふこ とくしそうふす 

* ′あおそにけせ ╅.╈. 〉あ せあのけに えしあくあに すかせみかてつみ すけち, けくすかせけてつみ しけ 『そつつけみ? // 《いそくちかうあてかしへ-Observer. 
2002. づ 11 (142). 』. 79—80.
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たちそい しかすあす えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ, うせかのせかこ たそしけてけさか うかおとはけに えそつとおあちつてう, 
さとしへてとちか け ほさそせそすけさか つてちあせ そつせそうせふに ちかえけそせそう すけちあ.

『かぬかせくけちとかすふこ たかちうふこ てそす そてさちふうあかてつみ えしあうそこ «』そうちかすかせせふこ すけち». 
′おかつへ ねけてあてかしへ せあこおかて そいくそち たちそえせそくそう たそしけてけさそう け とねかせふに そてせそつけ-
てかしへせそ ちあくうけてけみ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ う XXI つてそしかてけけ, あ てあさきか 
けくしそきかせけか あうてそちつさそえそ うけおかせけみ いとおとはかえそ: うそくすそきせふか さそせなしけさてふ すかきおと 
えそつとおあちつてうあすけ け うせとてちけ えそつとおあちつてう, なあさてそちふ, さそてそちふか つたそつそいせふ つえしあきけ-
うあてへ たちそてけうそちかねけみ せあ すけちそうそこ あちかせか う せそうそす うかさか. 《おせあ けく えしあう けつつしか-
おとかて たそくけてけうせふこ そたふて なとせさぬけそせけちそうあせけみ つそうちかすかせせふに なかおかちあてけうせふに 
えそつとおあちつてう (』ぃ╅, ╈かちすあせけみ, ╅うつてちあしけみ, ぃうかこぬあちけみ け て.お.), うそくすそきせそつてけ 
うせかおちかせけみ ほてそえそ そたふてあ せあ ちそつつけこつさそこ たそねうか.

╇てそちあみ えしあうあ «╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ» たそつしかおそうあてかしへせそ あせあしけくけ-
ちとかて つてちあてかえけま け てあさてけさと つそうかてつさそえそ, くあてかす ちそつつけこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ せあ 
すけちそうそこ あちかせか: しけせけま 〈そつさうふ う ほたそにと «にそしそおせそこ うそこせふ»; «せそうそか すふのしか-
せけか» う たそしけてけさか 〈. ╈そちいあねかうあ; たちそくあたあおせとま おけたしそすあてけま たそつてつそうかてつさそこ 
『そつつけけ 1992—1993 ええ.; たそつてかたかせせふこ たかちかにそお さ ついあしあせつけちそうあせせそすと すせそえそ-
うかさてそちせそすと さとちつと; そいそつてちかせけか そてせそのかせけこ つ ′あたあおそす け おかいあてふ そ つそくおあせけけ 
あせてけくあたあおせふに さそあしけぬけこ. ′あうかちのあかてつみ えしあうあ そいくそちそす ちそつつけこつさそこ うせかの-
せかこ たそしけてけさけ せあ たちそてみきかせけけ 90-に えそおそう XX つてそしかてけみ.

╇ てちかてへかこ えしあうか «『そつつけみ け うせかのせけこ すけち» なそさとつ うせけすあせけみ たかちかさしま-
ねあかてつみ せあ うそたちそつふ うそつたちけみてけみ う せあのかこ つてちあせか くあえちあせけぬふ け くあえちあせけぬかこ 
せあつ. ╉そさあくふうあかてつみ せかおそたとつてけすそつてへ ちかあしけくあぬけけ う 『そつつけけ あうてそちけてあち-
せそこ すそおかしけ ちあくうけてけみ; ちあくうかせねけうあまてつみ すけなふ そ くあえちあせけぬか, さそてそちふすけ 
そたかちけちとまて せかさそてそちふか たそしけてけさけ; そいひみつせみかてつみ, たそねかすと おかしそうふか さちとえけ 
たかちかおそうふに えそつとおあちつてう ╅【『 せか そねかせへ きあしとまて ちそつつけこつさけこ ちふせそさ; あせあ-
しけくけちとかてつみ ちかあさぬけみ う ちあくしけねせふに とえそしさあに たしあせかてふ せあ たちかくけおかせてつさけか 
うふいそちふ う 『そつつけけ.

╉うか いそしへのけか てかすふ えしあうふ: そてせそのかせけか う ╊うちそたか さ 『そつつけけ け けくとねかせけか 
えかせかくけつあ ちそつつけこつさそこ えそつとおあちつてうかせせそつてけ, たかちつたかさてけうふ つそにちあせかせけみ くあ 
『そつつけかこ つてあてとつあ うかしけさそこ おかちきあうふ う XXI つてそしかてけけ.

《つそいかせせそつてへま させけえけ みうしみかてつみ てそ, ねてそ あうてそちあす とおあしそつへ けくいかきあてへ 
つとにそえそ あさあおかすけくすあ, あ たそほてそすと させけえあ おそつてとたせあ しまいそすと ねけてあてかしま. 』てちあ-
せけぬあ くあ つてちあせけぬかこ せあす そてさちふうあかてつみ しあいそちあてそちけみ てうそちねかつさそこ すふつしけ 
とねかせふに, ちあくすふのしみまはけに せか てそしへさそ そ すかきえそつとおあちつてうかせせふに そてせそのか-
せけみに, せそ け そ なとせおあすかせてあしへせふに ぬかせせそつてみに いふてけみ, そつそいかせせそつてみに せあぬけ-
そせあしへせそこ たつけにそしそえけけ け いふてあ ちあくしけねせふに せあちそおそう.

〉か つそ うつかすけ すふつしみすけ け くあさしまねかせけみすけ たちそなかつつそちそう ╆あきあせそうふに 
すそきせそ つそえしあつけてへつみ. 〉かさそてそちふか たちそえせそくふ, さあさ たちかおつてあうしみかてつみ, すそえしけ 
いふ いふてへ とてそねせかせふ, にそてみ いふ う つうみくけ つ けくうかつてせふすけ てちあえけねかつさけすけ つそいふ-
てけみすけ う ╅すかちけさか. 》ちけつとてつてうとかて きかしあせけか うつてとたけてへ つ とねかせふすけ う そてさちふ-
てとま おけつさとつつけま け たそ うそたちそつあす そつすふつしかせけみ せかさそてそちふに てかせおかせぬけこ 
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う すけちそうそこ たそしけてけさか. 〉そ くあみうしかせせふか おうあ たそつしかおとまはけに てそすあ, う さそてそ-
ちふに いとおとて くあてちあえけうあてへつみ そいはけか たちそいしかすふ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ 
ちかえけそせあ け さけてあこつさあみ てかすあてけさあ (うてそちそこ てそす); あ てあさきか たちそいしかすふ 』かうかち-
せそこ け ょきせそこ [そちかけ, ったそせけけ, ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, ╊うちそたふ, 』ぃ╅, 
』ちかおせかえそ け ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ (てちかてけこ てそす) みうせそ つそくおあまて けせてちけえと. 
《せあ くあさしまねあかてつみ さあさ う そきけおあせけけ せそうふに すふつしかこ け そいそいはかせけこ, てあさ 
け そつせそうあてかしへせそえそ たそうそおあ おしみ ほうちけつてけねかつさそえそ おけあしそえあ けしけ せあ つてちあせけ-
ぬあに おあせせそえそ つそしけおせそえそ きとちせあしあ, けしけ せかたそつちかおつてうかせせそ う つてかせあに ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『‒, えおか ちあいそてあまて けつつしかおそうあてかしけ う さあねかつてうか 
ちとさそうそおけてかしかこ ¨せつてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす.

》ちそいしかすふ 』〉╈ う けくおあせけみに 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ*

[あいあせかせ 》.╈.
』てあちのけこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ をかせてちあ 』〉╈
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ,

さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ

¨く たかねあてけ うふのかし たかちうふこ てそす なとせおあすかせてあしへせそえそ てちとおあ うけおせそえそ ちそつつけこ-
つさそえそ たそしけてそしそえあ け けつてそちけさあ. 【そす そてさちふうあかてつみ たちそせけぬあてかしへせふす あせあしけくそす 
せふせかのせかえそ つそつてそみせけみ け たかちつたかさてけう すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 》ちそなかつ-
つそち ╊.》. ╆あきあせそう ちけつとかて すせそえそすかちせとま さあちてけせと しそすさけ たちかきせかこ つけつてかすふ 
すけちそたそちみおさあ け せあちあつてあせけみ ちあくしけねせふに, たそちそこ うくあけすそけつさしまねあまはけに 
みうしかせけこ う すけちそうそこ たそしけてけさか, うせとてちけ えそつとおあちつてう, う きけくせけ しまおかこ. ╅うてそち 
たそしかすけくけちとかて つ くあたあおせふすけ てかそちけみすけ («さそせかぬ けつてそちけけ», «つてそしさせそうかせけか 
ぬけうけしけくあぬけこ», «すそしかさとしみちせふか えちあきおあせつさけか うそこせふ» け て.お.), といかおけてかしへせそ 
あちえとすかせてけちとみ つそいつてうかせせふこ うふうそお — う XXI うかさか せあぬけそせあしへせふか えそつとおあちつてうあ 
そつてあせとてつみ えしあうせふすけ «おかこつてうとまはけすけ しけぬあすけ» せあ すけちそうそこ あちかせか.

』ちかおけ えそつとおあちつてう いとおとて しけおかちふ け, さあさ たそさあくあせそ う けつつしかおそうあせけけ, 
さちそすか 』ぃ╅ せあ ほてと ちそしへ つたそつそいせふ たちかてかせおそうあてへ う たかちつたかさてけうか 『そつつけみ, 
[けてあこ, そいひかおけせかせせあみ ╊うちそたあ, ったそせけみ. ╊.》. ╆あきあせそう たちけ ほてそす たちかおと-
たちかきおあかて, ねてそ にそてみ おうけきかせけか さ すせそえそたそしみちせそつてけ たちそぬかつつ かつてかつてうかせせふこ, 
そせ ねちかうあて そたあつせそつてみすけ. 『あつさちふうあみ くあさそせそすかちせそつてけ たそしけてそしそえけけ け たちけ-
うそおみ けつてそちけねかつさけか たちけすかちふ, あうてそち たちそえせそくけちとかて てちかせけみ け さそせなしけさてふ 
すかきおと さちとたせふすけ おかちきあうあすけ う いそちへいか くあ しけおかちつてうそ. 【ちとおせそ せか つそえしあ-
つけてへつみ つ たちかおしそきかせせふす う ちあいそてか うけおかせけかす えちみおとはかえそ すせそえそたそしみちせそえそ 
すけちあ つ かえそ たちそてけうそちかねけみすけ すかきおと うかおとはけすけ け うかおそすふすけ つてちあせあすけ. 

* [あいあせかせ 》.╈. 》ちそいしかすふ 』〉╈ う けくおあせけみに ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ // 』〉╈. ╊きか-
えそおせけさ / ¨╅〈》 ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈.: 〉あとねせあみ させけえあ, 2002. 』. 141—143.
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》そおちそいせそ たちそたけつあせふ そたあつせそつてけ, けつにそおみはけか そて せふせかのせけに けしけ たそてかせぬけ-
あしへせふに さそせなしけさてそう けく-くあ てかちちけてそちけこ, ちかつとちつそう, みおかちせそえそ そちときけみ, ちかしけ-
えけそくせそ-ほてせけねかつさけに たちそてけうそちかねけこ け て.た. ╇つさちふてふ けつてそねせけさけ うせとてちかせせけに 
たちそいしかす う えそつとおあちつてうあに すけちあ.

╇ くあさしまねかせけか あうてそち あさぬかせてけちとかて うせけすあせけか ねけてあてかしかこ せあ たそくけてけうせふに 
なあさてそちあに, さそてそちふか, かつしけ けに う たそしせそこ すかちか けつたそしへくそうあてへ, すそえとて つすみえねあてへ 
さそせなしけさてふ う きけくせけ ねかしそうかねかつてうあ う XXI つてそしかてけけ.

╇ つしかおとまはかす けつつしかおそうあせけけ, うさしまねかせせそす う たかちうとま えしあうと させけえけ たちそ-
なかつつそちあ ╊.》. ╆あきあせそうあ, おあかてつみ さちあてさけこ, せそ けつねかちたふうあまはけこ そいくそち ちあく-
しけねせふに すそおかしかこ なかおかちあしけくすあ — あすかちけさあせつさそこ, さあせあおつさそこ, えかちすあせつさそこ, 
あうつてちけこつさそこ, あうつてちあしけこつさそこ け おちとえけに.

】ねかせふこ あいつそしまてせそ たちあう, とさあくふうあみ, ねてそ «ちそつつけみせあす つしかおとかて たそうせけすあ-
てかしへせかか たちけつすそてちかてへつみ さ すけちそうそすと そたふてと なかおかちあしけくすあ け たそつてあちあてへつみ 
けくうしかねへ とちそさけ けく うつかえそ さあさ たそくけてけうせそえそ, てあさ け せかえあてけうせそえそ, ねてそ せあさそ-
たしかせそ おちとえけすけ».

╇そ うてそちそこ えしあうか つそいちあせふ つてあてへけ, う さそてそちふに たそつしかおそうあてかしへせそ ちあつ-
つすあてちけうあかてつみ そてかねかつてうかせせあみ うせかのせみみ たそしけてけさあ せあ ちあくしけねせふに ほてあたあに: 
つてちあてかえけみ [ちかすしみ うそ うちかすかせあ «にそしそおせそこ うそこせふ», えそちいあねかうつさそか «せそうそか 
すふのしかせけか», たちそくあたあおせふこ «さちかせ» ませそこ ちそつつけこつさそこ おかすそさちあてけけ う 1991—
1992 ええ., たかちかにそお 〈そつさうふ せあ ちかしへつふ いそしかか ついあしあせつけちそうあせせそこ おけたしそすあ-
てけけ う つかちかおけせか すけせとうのかえそ おかつみてけしかてけみ け, せあさそせかぬ, さとちつ 》ちかくけおかせてあ 
╇. 》とてけせあ う すかきおとせあちそおせふに おかしあに. ╅うてそち たちかおしあえあかて てあさきか つそいつてうかせせそか 
うけおかせけか たちけそちけてかてそう せあのかえそ えそつとおあちつてうあ う すかせみまはかすつみ すけちか, うふねかちねけ-
うあかて つてちあてかえけねかつさとま しけせけま 『そつつけけ う XXI つてそしかてけけ.

╇ てちかてへかこ えしあうか, «『そつつけみ け うせかのせけこ すけち», なそさとつ うせけすあせけみ たかちかさしま-
ねあかてつみ せあ うそたちそつふ うそつたちけみてけみ う せあのかこ つてちあせか くあえちあせけぬふ け くあえちあせけぬかこ 
せあつ. ╉そさあくふうあかてつみ せかおそたとつてけすそつてへ ちかあしけくあぬけけ う 『そつつけけ あうてそちけてあちせそこ 
すそおかしけ ちあくうけてけみ; ちあくうかせねけうあまてつみ すけなふ そ くあえちあせけぬか, さそてそちふすけ そたかちけ-
ちとまて せかさそてそちふか たそしけてけさけ; そいひみつせみかてつみ, たそねかすと おかしそうふか さちとえけ たかちかおそ-
うふに えそつとおあちつてう ╅【『 せか そねかせへ きあしとまて ちそつつけこつさけこ ちふせそさ; あせあしけくけちとかてつみ 
ちかあさぬけみ う ちあくしけねせふに とえそしさあに たしあせかてふ せあ たちかくけおかせてつさけか うふいそちふ う 『そつ-
つけけ. ╉うか いそしへのけか てかすふ えしあうふ: そてせそのかせけか う ╊うちそたか さ 『そつつけけ け けくとねか-
せけか えかせかくけつあ ちそつつけこつさそこ えそつとおあちつてうかせせそつてけ, たかちつたかさてけうふ つそにちあせかせけみ くあ 
『そつつけかこ つてあてとつあ うかしけさそこ おかちきあうふ う XXI つてそしかてけけ.

》かちうふこ てそす てちかにてそすせけさあ たちそけくうそおけて つけしへせそか うたかねあてしかせけか せか てそしへさそ 
のけちそてそこ たちそいしかすあてけさけ け せあとねせふす, そいひかさてけうせふす たそおにそおそす さ かか けくとねか-
せけま, せそ け しかえさけす, きけうふす つてけしかす けくしそきかせけみ, ねてそ おかしあかて てちとお ╊.》. ╆あきあ-
せそうあ けせてかちかつせふす せか てそしへさそ おしみ つたかぬけあしけつてそう, せそ け おしみ のけちそさそこ 
たといしけさけ.
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〉あおかきせあみ しそぬけみ う そさかあせか たちそいしかす つそうちかすかせせそえそ 
すけちそたそちみおさあ*

[ちあうねかせさそ ¨.〉.
╉けちかさてそち をかせてちあ てちあせつあてしあせてけねかつさけに けつつしかおそうあせけこ

¨╅〈》 ╉╅ 〈¨╉ 『‒, おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ

╇ふのかし う つうかて たかちうふこ てそす さあたけてあしへせそえそ てちかにてそすせそえそ けくおあせけみ «╅さてとあしへ-
せふか たちそいしかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ». ¨くおあせけか つそおかちきけて けくいちあせ-
せふか てちとおふ ╊.》. ╆あきあせそうあ, たそつうみはかせせふか とくしそうふす たちそいしかすあす つそうちかすかせ-
せそえそ すけちあ, うせかのせかこ たそしけてけさか け うせとてちかせせかすと たそしそきかせけま 『そつつけけ, 』ぃ╅, 
つてちあせ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ, ╊うちそたふ, 』ちかおせかえそ け ╆しけき-
せかえそ ╇そつてそさあ. 【そす うせとのけてかしへせそえそ そいひかすあ (27 た.し.) う たちけうしかさあてかしへせそす 
たそしけえちあなけねかつさそす けつたそしせかせけけ すそきかて いふてへ けせてかちかつかせ たそ つそおかちきあせけま 
せか てそしへさそ つたかぬけあしけつてあす, せそ け のけちそさそこ たといしけさか — つ とねかてそす てそえそ, ねてそ 
すせそえけか かえそ すあてかちけあしふ たそすけすそ けせてちけえとまはかえそ たそしけてけさそ-ほさそせそすけねか-
つさそえそ あせあしけくあ うさしまねあまて う つかいみ そちけえけせあしへせふか つまきかてふ つ きけうふす そたけ-
つあせけかす みうしかせけこ さとしへてとちふ, いふてあ, てちあおけぬけこ, せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ 
ちあくしけねせふに せあちそおそう.

′あしそえ おそいちそてせそつてけ つそおかちきあせけみ おあせせそこ つうそかうちかすかせせそこ させけえけ — 
う せかくあとちみおせそこ けせおけうけおとあしへせそつてけ かか あうてそちあ. 】てうかちきおかせせそか せあ くあつかおあ-
せけけ 】ねかせそえそ つそうかてあ ¨せつてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ けくおあせけか せあたけつあし かえそ そつせそ-
うあてかしへ け すせそえそしかてせけこ おけちかさてそち, たかちと さそてそちそえそ たちけせあおしかきあて 17 すそせそ-
えちあなけこ け そさそしそ てふつみねけ つてあてかこ たそ そいはけす たちそいしかすあす すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ, おけたしそすあてけけ け うせとてちけたそしけてけねかつさそこ きけくせけ せあのかこ つてちあせふ, 
』ぃ╅, [けてあみ, 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかけ, ったそせけけ, えそつとおあちつてう ╅』╊╅〉, 
╊うちそたふ, ╆しけきせかえそ け 』ちかおせかえそ ╇そつてそさあ. 【ちとおふ ╊.》. ╆あきあせそうあ そたといしけさそ-
うあせふ う 22 つてちあせあに すけちあ, せかさそてそちふか けに せけに とおそつてそかせふ すかきおとせあちそおせふに 
たちかすけこ. ╇たかねあてしみかて つうそかこ すあつのてあいせそつてへま おあきか さちあてさけこ たかちかねかせへ けに: 
«』けせえあたとち う たそしけてけさか うかおとはけに つてちあせ ′あたあおあ け [けてあみ» (1972 え.); «╉うけきと-
はけか つけしふ たそしけてけさけ 』ぃ╅ う そてせそのかせけけ [けてあみ» (1982 え.); «》そくそしそねかせせそか 
えかててそ. 《ねかちさけ そ きけくせけ さけてあこつさそこ, さそちかこつさそこ け みたそせつさそこ そいはけせ う 』ぃ╅» 
(1983 え., う つそあうてそちつてうか つ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ); «》そつしかおせけこ ちといかき. 《ねかちさけ そい 
あすかちけさあせつさそす そいはかつてうか» (1984 え., う つそあうてそちつてうか つ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ); «』』』『 
け ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ» (1990 え.); «[けてあこ け うせかのせけこ すけち» 
(1990 え.); «Russia and Korea» (1992, co-author — N.E. Bazhanova); «Soviet 
Foreign Policy under Gorbachev» (1993 え.); «Russia’s Changing Foreign 

* [ちあうねかせさそ ¨.〉. 〉あおかきせあみ しそぬけみ う そさかあせか たちそいしかす つそうちかすかせせそえそ すけちそたそちみおさあ // www.
cssfundArt00035.html.
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Policy» (1996 え.); «Russia and Taiwan» (1996 え.); «《 てかせおかせぬけみに すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけこ せあ たそちそえか XXI つてそしかてけみ» (1999 え.); «》ちけそちけてかてふ 『そつ-
つけけ う すかせみまはかすつみ すけちか» (2000 え.). 【かたかちへ けくいちあせせそか けく かえそ てうそちねかつさけに 
おそつてけきかせけこ, うふおかちきあう せかしかえさそか けつたふてあせけか うちかすかせかす, つてあしそ おそつてとたせそ 
ねけてあてかしま う つそうそさとたせそす けくおあせけけ, さそてそちそか う さあねかつてうか せあつてそしへせそこ させけえけ 
くあこすかて つうそか おそしきせそか すかつてそ う せあとねせそ-けせなそちすあぬけそせせそす あちつかせあしか け ほさつ-
たかちてあ-すかきおとせあちそおせけさあ, け おけたしそすあてあ-たちあさてけさあ.

《つそいそえそ うせけすあせけみ くあつしときけうあかて あせあしけく ╊.》. ╆あきあせそうふす つそつてそみせけみ 
け たちそなけしけちとまはけに てかせおかせぬけこ ちあくうけてけみ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 
せあのかえそ うちかすかせけ. 》そしかすけくけちとみ つ あたそしそえかてあすけ えしあうせふに のさそし すけちそうそこ 
たそしけてけさけ, けに たあちあおけえすあすけ け うけおかせけかす いとおとはかえそ, そせ たちけにそおけて さ くあさしま-
ねかせけま う ねあつてせそつてけ そ てそす, ねてそ えしあうせふす おかこつてうとまはけす しけぬそす せあ すけちそうそこ 
あちかせか みうしみまてつみ け いとおとて そつてあうあてへつみ う XXI う. えそつとおあちつてうあ. 】 ぬけうけしけくあ-
ぬけこ け ちかえけそせそう せかて かおけせふに たちあうけてかしへつてう, たあちしあすかせてそう, あちすけこ. 】 えそつと-
おあちつてう — かつてへ, け うつか とたそすみせとてふか けせつてけてとてふ なそちすけちとまて, ちかあしけくとまて 
け くあはけはあまて えそつとおあちつてうかせせふか けせてかちかつふ, さそてそちふか うかつへすあ さそすたしかさつせふ, 
すせそえそえちあせせふ, ちあくせそそいちあくせふ. ゅてけ けせてかちかつふ おあしかさそ せか うつかえおあ つそうたあおあまて 
つ ぬけうけしけくあぬけそせせふすけ, ちかえけそせあしへせふすけ け たちそねけすけ うかさてそちあすけ, たそほてそすと 
えそつとおあちつてうあ くあねあつてとま つそたかちせけねあまて け さそせなしけさてとまて つ つそつかおみすけ, いしけく-
さけすけ けす たそ ほてせけねかつさけす, ちかしけえけそくせふす け おちとえけす たちけくせあさあす. ¨せあねか えそ-
うそちみ, たちけ せかけくいかきせそつてけ せあしけねけみ さそせなしけさてそう せあけいそしかか うあきせふす つてあせそ-
うけてつみ せか てそしへさそ けに たちかおそてうちあはかせけか, せそ け とすかせけか しあおけてへ, ぬけうけしけくそうあせせそ 
うふにそおけてへ けく せけに, おそつてけえあてへ すけちせそえそ とちかえとしけちそうあせけみ.

╊.》. ╆あきあせそう くあ たしまちあしけつてけねかつさとま つてちとさてとちと すけちそたそちみおさあ, そおせあさそ, 
かえそ くあさそせそすかちせそ てちかうそきけて てそ, ねてそ しそえけねせそ け たちけうしかさあてかしへせそ くうとねあはけこ 
たちけくふう さ すせそえそたそしまつせそつてけ すけちあ せあ たちあさてけさか そねかせへ せかたちそつてそ ちかあしけ-
くそうあてへ せあ たそしへくと, あ せか うそ うちかお すかきおとせあちそおせふす そてせそのかせけみす. «〈けち, 
つとおみ たそ うつかすと, おうけきかてつみ さ すせそえそたそしみちせそつてけ, — えそうそちけてつみ う させけえか. — 
』 そおせそこ つてそちそせふ, ほてそて たちそぬかつつ かつてかつてうかせかせ, けいそ そてちあきあかて うそしま ちかあしへせふに 
け たそてかせぬけあしへせふに ぬかせてちそう つけしふ. ╇すかつてか つ てかす たかちかにそおせふこ たかちけそお てあけて 
う つかいか せかすあしそ そたあつせそつてかこ. ╊えそ つとてへ — う いふつてちそす けくすかせかせけけ いあしあせつあ つけし, 
あ ほてそ, つそえしあつせそ くあさそせそすかちせそつてみす たそしけてそしそえけけ, うつかえおあ えちそくけて うふくうあてへ 
おかつてあいけしけくあぬけま け おあきか さそせなしけさてふ» (つ. 27).

[あつあみつへ «はかさそてしけうそえそ» うそたちそつあ そ いとおとはかす そてせそのかせけこ 『そつつけけ 
け せかくあうけつけすふに つてちあせ せあ てかちちけてそちけけ たそつてつそうかてつさそえそ えかそたそしけてけねかつさそえそ 
たちそつてちあせつてうあ, あうてそち つ おそくけちそうあせせふす そたてけすけくすそす さそせつてあてけちとかて: «╇ うそく-
ちそきおかせけけ うかしけねけみ 〈そつさうふ つとはかつてうとかて, そねかうけおせそ, け そいひかさてけうせあみ たそてちかい-
せそつてへ — いかく かか つてあいけしけくけちとまはかこ ちそしけ いかつさちあこせけか たちそつてそちふ たそつてつそ-
うかてつさそえそ たちそつてちあせつてうあ う おそしえそつちそねせそこ たかちつたかさてけうか そいちかねかせふ せあ にあそつ 
け そてつてあしそつてへ. 〉けさあさあみ けく いふうのけに つそうかてつさけに ちかつたといしけさ (くあ けつさしまねかせけかす, 
うそくすそきせそ, たちけいあしてけこつさけに) せか つすそきかて “たちけいけてへつみ さ おちとえけす いかちかえあす”». 
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¨く-くあ ほさそせそすけねかつさそこ うくあけすそくあうけつけすそつてけ, たかちかすかのあせせそつてけ せあつかしかせけみ, 
さとしへてとちせふに てちあおけぬけこ, たそてちかいせそつてかこ そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ せかくあうけ-
つけすふか ちかつたといしけさけ うせそうへ たそてみせとてつみ さ 『そつつけけ, さあさ ‒ちあせぬけみ けしけ 〈かさつけさあ 
てみえそてかまて さ 』ぃ╅ (つさそしへ いふ なちあせぬとくふ けしけ すかさつけさあせぬふ せけ たそせそつけしけ 
あすかちけさあせぬかう くあ うつかうそくすそきせふか ちかあしへせふか けしけ うそそいちあきあかすふか たそちそさけ)» 
(つ. 22). ╅うてそち つねけてあかて たちけすかねあてかしへせふす, ねてそ せかすあしそか ねけつしそ あせあしけてけさそう 
せあ ′あたあおか «たちけおかちきけうあかてつみ けすかせせそ てあさそこ てそねさけ くちかせけみ».

ぁけてあてかしへ くあすかてけて, ねてそ あうてそちあ たそつてそみせせそ くあいそてけて えちあすそてせそか そいかつたか-
ねかせけか せあぬけそせあしへせふに けせてかちかつそう ちそつつけみせ おけたしそすあてけねかつさけすけ つちかおつてうあすけ. 
ゅてそ そはとはあかてつみ たちけ ちあつつすそてちかせけけ しまいそこ てかすふ, たそおせけすあかすそこ う そたと-
いしけさそうあせせふに けくいちあせせふに てちとおあに ╊.》. ╆あきあせそうあ. ╅ う つなかちか けつつしかおそうあ-
てかしへつさそえそ けせてかちかつあ あうてそちあ け けくとねかせけか たそつしかおつてうけこ «にそしそおせそこ うそこせふ», 
け ほうそしまぬけみ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ う 90-か えそおふ, かか たちけそちけてかてふ 
う すかせみまはかすつみ すけちか, たあちあすかてちふ つてちあてかえけねかつさそこ しけせけけ 『そつつけけ う XXI つてそ-
しかてけけ, おけつさとつつけそせせふか あつたかさてふ いあしさあせつさそこ うそこせふ. 『みお ちあいそて たちみすそ 
たそつうみはかせ ちあつつすそてちかせけま てちあおけぬけこ け たかちつたかさてけう 『そつつけけ さあさ うかしけさそこ 
おかちきあうふ け そておかしへせそ さあさ たそしけほてせけねかつさそえそ えそつとおあちつてうあ.

〉あ とちそうせか せか すかせかか うふつそさそこ えそつとおあちつてうかせせそこ そてうかてつてうかせせそつてけ 
╊.》. ╆あきあせそう うせけさあかて てあさきか う えしといけせせとま つとてへ あさてとあしへせかこのけに たちそ-
いしかす なかおかちあてけうせそえそ とつてちそこつてうあ せあのかこ すせそえそせあぬけそせあしへせそこ つてちあせふ. ゅてそ 
せかおうとつすふつしかせせそ みうつてうとかて けく うさしまねかせせふに う ちかぬかせくけちとかすふこ たかちうふこ てそす 
てちかにてそすせけさあ てかさつてそう «〈けちそうそこ そたふて う そいしあつてけ なかおかちあしけくすあ», «╈かせかくけつ 
なかおかちあしけくすあ う 『そつつけけ», «〈かきおとせあちそおせふか け すかきせあぬけそせあしへせふか つうみくけ 
つといひかさてそう 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ».

》かちうふこ てそす そてさちふうあかてつみ えしあうそこ «』そうちかすかせせふこ すけち» (つ. 9—112), くあ 
せかま つしかおとまて «╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ» (つ. 113—318) け «『そつつけみ け うせかの-
せけこ すけち» (つ. 319—464), えおか なそさとつ うせけすあせけみ たかちかさしまねあかてつみ せあ うそたちそつふ 
うそつたちけみてけみ う せあのかこ つてちあせか くあえちあせけぬふ け くあえちあせけぬかこ せあつ, そいそつせそうふうあかてつみ 
せかおそたとつてけすそつてへ ちかあしけくあぬけけ う 『そつつけけ あうてそちけてあちせそこ すそおかしけ ちあくうけてけみ, 
そいひみつせみかてつみ, たそねかすと おかしそうふか さちとえけ たかちかおそうふに えそつとおあちつてう ╅【『 せか そねかせへ 
きあしとまて ちそつつけこつさけこ ちふせそさ, あせあしけくけちとまてつみ たかちつたかさてけうふ つそにちあせかせけみ くあ 
『そつつけかこ つてあてとつあ うかしけさそこ おかちきあうふ う XXI つてそしかてけけ.

』しかおとかて そてすかてけてへ うふつそさとま くしそいそおせかうせそつてへ ちかぬかせくけちとかすそえそ けくおあせけみ, 
にそてみ うそのかおのけか う せかえそ ちあいそてふ いふしけ せあたけつあせふ ちあせかか — う ちあくせふか えそおふ, 
えしあうせふす そいちあくそす う さそせぬか 1990-に えそおそう. 《おせけ けく せけに ときか そたといしけさそうあせふ 
う うけおか いちそのまち, えしあう う さそししかさてけうせふに すそせそえちあなけみに, つてあてかこ う せあとねせふに 
きとちせあしあに け そいはかこ たかちけそおけさか 『そつつけけ け くあちといかきせふに つてちあせ. ╉ちとえけか — ほてそ 
おそさしあおふ け しかさぬけけ, たちそねけてあせせふか せあ せあとねせふに さそせなかちかせぬけみに け う つてかせあに 
すせそえけに とせけうかちつけてかてそう (そて 』てほせなそちおつさそえそ う 』ぃ╅ おそ 〉あちそおせそえそ う [〉『). 
ぁあつてへ てちとおそう うたかちうふか うふせそつけてつみ せあ つとお ねけてあてかしみ — おそ たそちふ おそ うちか-
すかせけ そせけ «そてしかきけうあしけつへ» う ちとさそたけつせそす うけおか う あうてそちつさそす «たそちてなかしか». 
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『みお つてあてかこ — たしそお てうそちねかつさそえそ つそおちときかつてうあ ╊.》. ╆あきあせそうあ つ つとたちと-
えそこ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ. 〈あてかちけあしふ, とうけおかうのけか つうかて けしけ «そくうとねかせせふか» せあ 
あせえしけこつさそす みくふさか, そつてあうしかせふ う けくおあせけけ う けに あせえしそみくふねせそす うあちけあせてか.

╇ くあさしまねかせけか そつてあかてつみ しけのへ おそいあうけてへ, ねてそ うつさそちか そきけおあかてつみ うふにそお 
う つうかて そねかちかおせふに — うてそちそえそ け てちかてへかえそ てそすそう たちかおたちけせみてそえそ «〉あとね-
せそこ させけえそこ» けくおあせけみ, つてそしへ せあつとはせそ せかそいにそおけすそえそ すかきおとせあちそおせけさあす 
け けせなそちすけちそうあせせそこ そいはかつてうかせせそつてけ. ╇そ うてそちそす てそすか けくいちあせせふに てちと-
おそう ╊.》. ╆あきあせそうあ ねけてあてかしま いとおとて たちかおしそきかせふ けつつしかおそうあせけみ, くあてちあえけうあ-
まはけか そいはけか たちそいしかすふ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ け さけてあこつさとま 
てかすあてけさと. 【ちかてけこ てそす たそつうみはかせ たちそいしかすあす 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかけ, 
ったそせけけ, ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, ╊うちそたふ, 』ぃ╅, 』ちかおせかえそ け ╆しけきせかえそ ╇そつ-
てそさあ.

[ つそきあしかせけま, そてうかおかせせふこ てけちあき う 1000 ほさくかすたしみちそう せかあおかさうあてかせ 
えそちあくおそ いそしかか うふつそさそすと たそてかせぬけあしへせそすと つたちそつと せあ てちとお, たそすそえあまはけこ 
そつうかおそすしかせせそ つしかおけてへ くあ にけてちそつたしかてかせけみすけ け ちあくうけてけかす すけちそうそこ たそしけ-
てけさけ.

〉あとねせふこ あせあしけく とくしそうふに たちそいしかす つそうちかすかせせそえそ すけちあ*

[ちあうねかせさそ ¨.〉.

╇ふのかし う つうかて たかちうふこ てそす さあたけてあしへせそえそ てちかにてそすせそえそ けくおあせけみ, あうてそちそす 
さそてそちそえそ みうしみかてつみ ╊.》. ╆あきあせそう — けくうかつてせふこ たそしけてそしそえ け けつてそちけさ, けすか-
まはけこ いそしへのそこ そたふて おけたしそすあてけねかつさそこ, たそしけてけねかつさそこ け たかおあえそえけねかつさそこ 
ちあいそてふ.

【そす つそつてそけて けく そておかしへせふに ちあいそて, せあたけつあせせふに えしあうせふす そいちあくそす 
う さそせぬか 90-に えそおそう. 《おせけ けく せけに ときか そたといしけさそうあせふ う うけおか いちそのまち, 
えしあう う さそししかさてけうせふに すそせそえちあなけみに, ほつつか け つてあてかこ う せあとねせふに きとちせあしあに, 
そいはかこ たかちけそおけさか 『そつつけけ け くあちといかきせふに つてちあせ. ╉ちとえけか — ほてそ おそさしあおふ 
け しかさぬけけ, たちそねけてあせせふか せあ せあとねせふに さそせなかちかせぬけみに け う つてかせあに すせそえけに 
とせけうかちつけてかてそう (そて 』てほせなそちおつさそえそ う 』ぃ╅ おそ 〉あちそおせそえそ う [〉『). ぁあつてへ 
てちとおそう うたかちうふか うふせそつけてつみ せあ つとお ねけてあてかしみ — おそ たそちふ おそ うちかすかせけ そせけ 
«そてしかきけうあしけつへ» う あうてそちつさそす «たそちてなかしか». 『みお つてあてかこ — たしそお てうそちねかつさそえそ 
つそおちときかつてうあ ╊.》. ╆あきあせそうあ つ つとたちとえそこ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ. 〈あてかちけあしふ, とうけ-
おかうのけか つうかて けしけ «そくうとねかせせふか» せあ あせえしけこつさそす みくふさか, そつてあうしかせふ う けくおあ-
せけけ う けに あせえしそみくふねせそす うあちけあせてか.

》ちけ ほてそす そてしけねけてかしへせあみ ねかちてあ うつかに とたそすみせとてふに ちあいそて — けに うふつそさあみ 
くしそいそおせかうせそつてへ, あさてとあしへせそつてへ おしみ うつかに てかに, さてそ たちそなかつつけそせあしへせそ くあせけ-

* [ちあうねかせさそ ¨.〉. 〉あとねせふこ あせあしけく とくしそうふに たちそいしかす つそうちかすかせせそえそ すけちあ // ╉けたしそすあてけねかつさけこ 
うかつてせけさ. 2001. づ 12. 』. 178—180.
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すあかてつみ たちそいしかすあすけ つそうちかすかせせそつてけ. 』しかおとかて てあさきか そてすかてけてへ, ねてそ てそす 
すそきかて いふてへ けせてかちかつかせ せか てそしへさそ つたかぬけあしけつてあす, せそ け のけちそさそこ たといしけさか, 
とねけてふうあみ てそ, ねてそ すせそえけか かえそ すあてかちけあしふ たそすけすそ たそしけてけさそ-ほさそせそすけねか-
つさそえそ あせあしけくあ うさしまねあまて う つかいみ そちけえけせあしへせふか つまきかてふ つ きけうふす そたけ-
つあせけかす みうしかせけこ さとしへてとちふ, いふてあ, てちあおけぬけこ, せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ 
ちあくしけねせふに せあちそおそう.

『あいそてふ てそすあ つえちとたたけちそうあせふ う てちけ えしあうふ. 》かちうあみ えしあうあ, «』そうちかすかせ-
せふこ すけち», そてさちふうあかてつみ ほつつか, つそおかちきあはけす えしといそさけこ あせあしけく すかきおとせあちそお-
せふに そてせそのかせけこ せあのかえそ うちかすかせけ. 》そしかすけくけちとみ つ あたそしそえかてあすけ えしあうせふに 
のさそし たそしけてそしそえけけ, けに たあちあおけえすあすけ け うけおかせけかす いとおとはかえそ, ╊.》. ╆あきあせそう 
たちけにそおけて さ くあさしまねかせけま そ てそす, ねてそ えしあうせふすけ おかこつてうとまはけすけ しけぬあすけ 
せあ すけちそうそこ あちかせか みうしみまてつみ け いとおとて そつてあうあてへつみ う XXI うかさか えそつとおあちつてうあ. 
】 ぬけうけしけくあぬけこ け ちかえけそせそう せかて かおけせふに たちあうけてかしへつてう, たあちしあすかせてそう, 
あちすけこ. 】 えそつとおあちつてう — かつてへ, け うつか とたそすみせとてふか けせつてけてとてふ なそちすけちとまて, 
ちかあしけくとまて け くあはけはあまて えそつとおあちつてうかせせふか けせてかちかつふ, さそてそちふか うかつへすあ さそす-
たしかさつせふ, すせそえそえちあせせふ, ちあくせそそいちあくせふ. ゅてけ けせてかちかつふ おあしかさそ せか うつかえおあ 
つそうたあおあまて つ ぬけうけしけくあぬけそせせふすけ, ちかえけそせあしへせふすけ け たちそねけすけ うかさてそちあすけ, 
たそほてそすと えそつとおあちつてうあ くあねあつてとま つそたかちせけねあまて け さそせなしけさてとまて つ つそつかおみすけ, 
いしけくさけすけ けす たそ ほてせけねかつさけす, ちかしけえけそくせふす け おちとえけす たちけくせあさあす.

[そせつてあてけちとみ, ねてそ うそくすそきせそつてけ け たそくけぬけけ えそつとおあちつてう せあ すけちそうそこ 
あちかせか いとおとて たそ-たちかきせかすと くけきおけてへつみ せあ けに つそうそさとたせそこ すそはけ, あうてそち 
そてうかちえあかて いふてとまはかか すせかせけか そ せあつてとたしかせけけ ほちふ いかつたちかおかしへせそえそ あすかちけ-
さあせつさそえそ えそつたそおつてうあ. [あさ とさあくふうあかて ちそつつけこつさけこ たそしけてそしそえ, ╇あのけせえてそせ 
せか つすそきかて ちとさそうそおけてへ たそねてけ おうとすみつてあすけ えそつとおあちつてうあすけ け ねかしそうかねか-
つてうそす, せあつねけてふうあまはけす たそちみおさあ 6 すしちお ねかしそうかさ. «╊つてへ えそつとおあちつてうあ, — 
たけのかて ╊.》. ╆あきあせそう, — さそてそちふか せか たちそつてそ つたそつそいせふ つそたちそてけうしみてへつみ 
あすかちけさあせつさそすと さそせてちそしま, せそ つてちかすみてつみ つあすけ いふてへ しけおかちあすけ, うふたそしせみてへ 
ちそしへ ぬかせてちそう つけしふ».

】ねかせふこ といかおけてかしへせそ おそさあくふうあかて, ねてそ せあ しけおかちつさけか たそくけぬけけ すそえとて 
たちかてかせおそうあてへ 『そつつけみ, [けてあこ, そいひかおけせかせせあみ ╊うちそたあ, ったそせけみ. 『あつさちふうあみ 
ちそつつけこつさけこ たそてかせぬけあし, あうてそち, う ねあつてせそつてけ, そてすかねあかて: «╇ うそくちそきおかせけけ 
うかしけねけみ 〈そつさうふ つとはかつてうとかて, そねかうけおせそ, そいひかさてけうせあみ たそてちかいせそつてへ — いかく 
かか つてあいけしけくけちとまはかこ ちそしけ いかつさちあこせけか たちそつてそちふ たそつてつそうかてつさそえそ たちそ-
つてちあせつてうあ う おそしえそつちそねせそこ たかちつたかさてけうか そいちかねかせふ せあ にあそつ け そてつてあしそつてへ. 
〉けさあさあみ けく いふうのけに つそうかてつさけに ちかつたといしけさ (くあ けつさしまねかせけかす, うそくすそきせそ, 
たちけいあしてけこつさけに) せか つすそきかて “たちけいけてへつみ さ おちとえけす いかちかえあす”. ¨く-くあ ほさそせそ-
すけねかつさそこ うくあけすそくあうけつけすそつてけ, たかちかすかのあせせそつてけ せあつかしかせけみ, さとしへてとちせふに 
てちあおけぬけこ, たそてちかいせそつてかこ そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ せかくあうけつけすふか ちかつたと-
いしけさけ うせそうへ たそてみせとてつみ さ 『そつつけけ, さあさ ‒ちあせぬけみ けしけ 〈かさつけさあ てみえそてかまて 
さ 』ぃ╅ (つさそしへ いふ なちあせぬとくふ けしけ すかさつけさあせぬふ せけ たそせそつけしけ あすかちけさあせぬかう 
くあ うつかうそくすそきせふか ちかあしへせふか けしけ うそそいちあきあかすふか たそちそさけ)».
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╇つしかお くあ うふうそおそす そ てそす, ねてそ すけち おうけきかてつみ さ すせそえそたそしみちせそつてけ, 
う させけえか つそおかちきけてつみ たちかおそつてかちかきかせけか: «》かちかにそおせふこ たかちけそお てあけて う つかいか 
せかすあしそ そたあつせそつてかこ. ╊えそ つとてへ — う いふつてちそす けくすかせかせけけ いあしあせつあ つけし, あ ほてそ, 
つそえしあつせそ くあさそせそすかちせそつてみす たそしけてそしそえけけ, うつかえおあ えちそくけて うふくうあてへ おかつてあいけ-
しけくあぬけま け おあきか さそせなしけさてふ». 【ちとおせそ せか つそえしあつけてへつみ つ たちかおしそきかせせふす 
う ちあいそてか うけおかせけかす えちみおとはかえそ すせそえそたそしみちせそえそ すけちあ つ かえそ たちそてけうそちかねけ-
みすけ すかきおと うかおとはけすけ け うかおそすふすけ つてちあせあすけ. 》そおちそいせそ そたけつあせふ そたあつ-
せそつてけ, けつにそおみはけか そて せふせかのせけに けしけ たそてかせぬけあしへせふに さそせなしけさてそう けく-くあ 
てかちちけてそちけこ, たちけちそおせふに ちかつとちつそう, みおかちせそえそ そちときけみ, ちかしけえけそくせそ-ほてせけ-
ねかつさけに たちそてけうそちかねけこ け て.た. ╇つさちふてふ けつてそねせけさけ うせとてちかせせけに たちそいしかす 
う えそつとおあちつてうあに すけちあ.

〉かつすそてちみ, そおせあさそ, せあ うふつそさけこ たそてかせぬけあし さそせなしけさてせそつてけ, ╊.》. ╆あきあ-
せそう つそにちあせみかて そたてけすけくす う そてせそのかせけけ たかちつたかさてけう XXI つてそしかてけみ. 》そ かえそ 
すせかせけま, ぬかしふこ ちみお なあさてそちそう おそしきかせ つたそつそいつてうそうあてへ てそすと, ねてそ «つけしそ-
うあみ たそしけてけさあ け いかくとおかちきせそか つそたかちせけねかつてうそ えそつとおあちつてう せあねせとて うつか-てあさけ 
そてにそおけてへ せあ くあおせけこ たしあせ». ╇ おあせせそこ つうみくけ とさあくふうあかてつみ せあ とえしといしかせけか 
うくあけすそくあうけつけすそつてけ えそつとおあちつてう, てかせおかせぬけけ さ おかすけしけてあちけくあぬけけ け おかすそ-
さちあてけくあぬけけ つそうちかすかせせそえそ すけちあ, つそうかちのかせつてうそうあせけか せそちす すかきおとせあちそお-
せそえそ たちあうあ, いとちせふこ ちそつて ねけつしあ すかきおとせあちそおせふに そちえあせけくあぬけこ け おち.

′あうかちのあかてつみ たかちうあみ えしあうあ とえしといしかせせふす けつつしかおそうあせけかす くあちといかきせそえそ 
そたふてあ う そいしあつてけ なかおかちあしけくすあ. ╅うてそち たちあう, たちかおうあちみみ あせあしけく つしそうあすけ: 
«╉かすそさちあてけねかつさあみ 『そつつけこつさあみ ‒かおかちあぬけみ せあにそおけてつみ う つあすそす せあねあしか つうそ-
かえそ つてあせそうしかせけみ... ╇ ほてそこ つうみくけ ちそつつけみせあす つしかおとかて たそうせけすあてかしへせかか たちけ-
つすそてちかてへつみ さ すけちそうそすと そたふてと なかおかちあしけくすあ け たそつてあちあてへつみ けくうしかねへ とちそさけ 
けく うつかえそ さあさ たそくけてけうせそえそ, てあさ け せかえあてけうせそえそ, ねてそ せあさそたしかせそ おちとえけすけ».

〈せそえそ けせてかちかつせそえそ せあこおかて ねけてあてかしへ う ちあくおかしか, たそつうみはかせせそす あすかちけ-
さあせつさそこ すそおかしけ なかおかちあしけくすあ, う さそてそちそす たそさあくあせそ, ねてそ う 』ぃ╅ つしそきけしつみ 
ねかてさそ ちあいそてあまはけこ すかにあせけくす, つそくおあまはけこ と すかつてせふに うしあつてかこ くあけせてかちかつそ-
うあせせそつてへ う ちあくうけてけけ ほさそせそすけさけ け つそぬけあしへせそこ つなかちふ, あ と ぬかせてちあ — う たそお-
おかちきさか おあせせふに たちそぬかつつそう. 『あつつすそてちかせふ けつてそちけねかつさあみ, けおかそしそえけねかつさあみ, 
つそぬけあしへせあみ, ほさそせそすけねかつさあみ け まちけおけねかつさあみ つそつてあうしみまはけか ほてそえそ すかにあせけく-
すあ, なとせさぬけそせけちとまはかえそ ときか いそしかか 200 しかて. ╇つさちふてふ たちけねけせふ ほななかさてけう-
せそつてけ てあさけに なかおかちあぬけこ, さあさ さあせあおつさあみ, えかちすあせつさあみ, あうつてちけこつさあみ, のうかこ-
ぬあちつさあみ, あうつてちあしけこつさあみ. ╇すかつてか つ てかす あうてそち ちあつつさあくふうあかて そ せかえあてけうせふに 
とちそさあに ょえそつしあうけけ, そ てちとおせそこ けつてそちけけ なかおかちあしけくすあ う ¨せおけけ, ╆ちあくけしけけ, 
〈かさつけさか, そ たちそいしかすあに すせそえそせあぬけそせあしへせそえそ [けてあみ, そ さちあにか をかせてちあしへせそ-
あすかちけさあせつさそこ なかおかちあぬけけ. 】うしかさあてかしへせそ せあたけつあせそ そ つしそきせそす, すせそえそ-
えちあせせそす たちそぬかつつか つてちそけてかしへつてうあ そいひかおけせかせせそこ ╊うちそたふ. ╇ くあさしまねかせけか 
すかきおとせあちそおせふこ そたふて たちそかぬけちとかてつみ せあ ちあくしけねせふか あつたかさてふ なかおかちあしけく-
すあ — つあすそそたちかおかしかせけか せあぬけこ, なかおかちあてけうせそか えそつとおあちつてうかせせそか とつてちそこ-
つてうそ, なかおかちあしけくす う さあねかつてうか つたそつそいあ とたちあうしかせけみ えそつとおあちつてうそす け おち.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

╇てそちあみ えしあうあ ちかぬかせくけちとかすそえそ てそすあ «╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ» 
つそおかちきけて ちあいそてふ, う さそてそちふに たそつしかおそうあてかしへせそ ちあつつすあてちけうあかてつみ そてかねか-
つてうかせせあみ うせかのせみみ たそしけてけさあ せあ ちあくしけねせふに ほてあたあに: つてちあてかえけみ [ちかすしみ うそ 
うちかすかせあ «にそしそおせそこ うそこせふ», えそちいあねかうつさそか «せそうそか すふのしかせけか», さとちつ ませそこ 
ちそつつけこつさそこ おかすそさちあてけけ う 90-に えそおあに け, せあさそせかぬ, さとちつ 》ちかくけおかせてあ 『そつつけこ-
つさそこ ‒かおかちあぬけけ ╇.╇. 》とてけせあ う すかきおとせあちそおせふに おかしあに. ╅うてそち たちかおしあえあかて 
てあさきか つそいつてうかせせそか うけおかせけか たちけそちけてかてそう せあのかえそ えそつとおあちつてうあ う すかせみま-
はかすつみ すけちか, うふねかちねけうあかて つてちあてかえけねかつさとま しけせけま 『そつつけけ う XXI つてそしかてけけ.

╇ ほつつか «ゅうそしまぬけみ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ う 90-か えそおふ» 
╊.》. ╆あきあせそう たそさあくふうあかて, さあさ なそちすけちそうあしあつへ おけたしそすあてけみ せそうそえそ おかすそ-
さちあてけねかつさそえそ えそつとおあちつてうあ — かか けつてそさけ, うさしまねあみ せあつしかおけか «せそうそえそ たそしけ-
てけねかつさそえそ すふのしかせけみ» 〈.』. ╈そちいあねかうあ, つてちかすしかせけか 〈そつさうふ うそ ねてそ いふ てそ 
せけ つてあしそ うそこてけ う «くあたあおせそか ぬけうけしけくそうあせせそか つそそいはかつてうそ», せあけうせとま うかちと 
おかすそさちあてそう う いかくそいしあねせそか つそてちとおせけねかつてうそ う ちあすさあに 』〉╈, ちかのけてかしへせふこ 
そてさあく 『そつつけけ そて つそうかてつさそえそ せあつしかおけみ う ╇そつてそねせそこ ╊うちそたか け う «てちかてへかす 
すけちか». ╉あしかか ちあくいけちあまてつみ たちけねけせふ たかちかすかせ う たかちうそせあねあしへせそこ つてちあ-
てかえけけ たそお うそくおかこつてうけかす うせとてちかせせけに け うせかのせけに なあさてそちそう, そいはかせあぬけそ-
せあしへせふに おかいあてそう たそ たちそいしかすあす うせかのせかたそしけてけねかつさそこ そちけかせてあぬけけ. 》ちそ-
つしかきけうあかてつみ たそつてかたかせせそか おうけきかせけか ちそつつけこつさそこ おけたしそすあてけけ せあ ちといかきか 
うかさそう さ そてさちふてそすと, すせそえそうかさてそちせそすと, ついあしあせつけちそうあせせそすと, たちあえすあてけね-
せそすと け すあせかうちかせせそすと さとちつと.

╇ つしかおとまはかこ ちあいそてか «》ちけそちけてかてふ 『そつつけけ う すかせみまはかすつみ すけちか» たそしけ-
てそしそえ たちけうそおけて つそいつてうかせせふか おそうそおふ う たそしへくと たちそおそしきかせけみ け くあさちかたしか-
せけみ とたそすみせとてそえそ さとちつあ. 【そしへさそ てあさけす そいちあくそす, とてうかちきおあかて ╊.》. ╆あきあせそう, 
せあのか えそつとおあちつてうそ つたそつそいせそ たちそてけうそつてそみてへ ちかあしへせふす け たそてかせぬけあしへせふす 
とえちそくあす つうそかこ いかくそたあつせそつてけ, とつたかのせそ ちかのあてへ たちそいしかすふ うせとてちかせせかえそ 
ちあくうけてけみ け おそいけうあてへつみ おしみ つかいみ つてあてとつあ とうあきあかすそえそ け うしけみてかしへせそえそ 
ねしかせあ すけちそうそえそ つそそいはかつてうあ. 】いかおけてかしへせあ あちえとすかせてあぬけみ あうてそちあ そてせそつけ-
てかしへせそ そたてけすあしへせふに たそくけぬけこ 『そつつけけ たそ さしまねかうふす えしそいあしへせふす け ちかえけ-
そせあしへせふす たちそいしかすあす.

╇ たそつしかおせかこ, てちかてへかこ えしあうか てそすあ «『そつつけみ け うせかのせけこ すけち» なそさとつ 
うせけすあせけみ たかちかさしまねあかてつみ せあ うそたちそつふ うせとてちかせせかえそ ちあくうけてけみ 『そつつけけ, うそつ-
たちけみてけみ う せあのかこ つてちあせか くあえちあせけぬふ け くあえちあせけぬかこ せあつ.

╇ つてあてへか «ぁてそ せあす たそすそきかて?» たそさあくあせあ せかたちけすかせけすそつてへ せあ そてかねか-
つてうかせせそこ たそねうか あうてそちけてあちせそこ すそおかしけ, たそ さそてそちそこ ちあくうけうあしけつへ あくけあて-
つさけか «てけえちふ け おちあさそせふ» — 』けせえあたとち, ょきせあみ [そちかみ, 【あこうあせへ. 《 てちとお-
せそつてみに, つ さそてそちふすけ つてあしさけうあまてつみ と せあつ けせそつてちあせせふか いけくせかつすかせふ, きけうそ 
たそうかつてうとかてつみ う つてあてへか «』たしそのせふか たちけさしまねかせけみ う くあえあおそねせそこ つてちあせか». 
』てあてへみ «╉かこつてうけてかしへせそ しけ せあつ うつか せか しまいみて?» たちけくうあせあ ちあくうかみてへ すけな 
そ すせそえそうかさそうそす すかきぬけうけしけくあぬけそせせそす たちそてけうそつてそみせけけ ′あたあおあ け 『そつ-
つけけ. ╅うてそち, う ねあつてせそつてけ, たそおすかねあかて: «╊つしけ たそつしとのあてへ つてそちそせせけさそう ほてそこ 
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てかそちけけ, てそ たそしとねあかてつみ, ねてそ つたしそねかせせふこ かおけせふこ ′あたあお うつか たちそのかおのけか 
うかさあ てそしへさそ け おかしあし, ねてそ たふてあしつみ つしそすあてへ にちかいかて 『そつつけけ け たそちあいそてけてへ かか.

〉そ うかおへ せあ つあすそす おかしか くあたあおせふか えそつとおあちつてうあ け せあちそおふ いふしけ くあせみてふ 
かはか さそか-ねかす, あ けすかせせそ: ちうあしけ おちとえ おちとえと えしそてさけ, たそ さちあこせかこ すかちか 
せか すかせへのか, ねかす せあのけす たちかおさあす».

╇ そいひかすせそす ほつつか «『そつつけみ さあさ うかしけさあみ おかちきあうあ» ╊.》. ╆あきあせそう たちそつしか-
きけうあかて けつてそさけ うそくせけさせそうかせけみ け つてあせそうしかせけみ ちそつつけこつさそこ えそつとおあちつてうかせ-
せそつてけ, あ くあてかす けすたかちけけ, うくうかのけうあかて つけしへせふか け つしあいふか つてそちそせふ けすたかち-
つさそこ 『そつつけけ. ╉あせそ あうてそちつさそか たそせけすあせけか たちけねけせ かか ちあくうあしあ う 1917 えそおと, 
つそくおあせけみ け ほうそしまぬけけ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ, そつそいかせせそつてかこ ちあくうけてけみ せあ たかち-
うそせあねあしへせそす ほてあたか たそつててそてあしけてあちせそこ 『そつつけけ. ╇ くあさしまねけてかしへせそこ ねあつてけ 
たちけうそおみてつみ おそうそおふ う たそしへくと つそにちあせかせけみ くあ せあのけす えそつとおあちつてうそす うかしけさそ-
おかちきあうせそえそ つてあてとつあ.

』しかおとまはかか けつつしかおそうあせけか «》かちつたかさてけうふ 『そつつけけ さあさ たそしけほてせけねかつさそえそ 
えそつとおあちつてうあ» つそおかちきけて ちかかつてち さあさ てちとおせそつてかこ, つ さそてそちふすけ つてあしさけうあかてつみ 
せあのあ なかおかちあぬけみ, てあさ け なあさてそちそう, さそてそちふか おそしきせふ つたそつそいつてうそうあてへ たちか-
そおそしかせけま ほてけに てちとおせそつてかこ. 》そしけてそしそえ たちけにそおけて さ うふうそおと そ てそす, ねてそ 
«にそてみ つてちそけてかしへつてうそ なかおかちあぬけけ う 『そつつけけ けおかて け いとおかて けおてけ せかたちそつてそ, せそ 
つてちあせあ せあ うかちせそす たとてけ... 『そつつけみ つてあせかて う XXI うかさか ほななかさてけうせそこ, たちそぬうか-
てあまはかこ, おかすそさちあてけねかつさそこ, そてさちふてそこ すけちと, すけちそしまいけうそこ なかおかちあぬけかこ».

′あつしときけうあかて そつそいそえそ うせけすあせけみ かはか そおけせ つまきかて てちかてへかこ えしあうふ — 
«╈かせかくけつ なかおかちあしけくすあ う 『そつつけけ». 〉あねあう つ [けかうつさそこ 『とつけ, とねかせふこ そつてあ-
せあうしけうあかてつみ せあ うつかに ほてあたあに つてあせそうしかせけみ ちそつつけこつさそえそ なかおかちあしけくすあ — 
たちけ ¨うあせか ╈ちそくせそす, 》かてちか I, ╊さあてかちけせか II け て.お. 』 そつそいそこ てはあてかしへせそつてへま 
ちあくいけちあまてつみ つそうかてつさけこ け せふせかのせけこ, たそつてつそうかてつさけこ たかちけそおふ.

╇ くあさしまねかせけか そつてあかてつみ しけのへ おそいあうけてへ, ねてそ うつさそちか そきけおあかてつみ うふにそお 
う つうかて うてそちそえそ け てちかてへかえそ てそすそう たちかおたちけせみてそえそ «〉あとねせそこ させけえそこ» 
けくおあせけみ, つてそしへ せかそいにそおけすそえそ すかきおとせあちそおせけさあす け けせなそちすけちそうあせせそこ 
そいはかつてうかせせそつてけ. ╇そ うてそちそす てそすか ねけてあてかしま いとおとて たちかおしそきかせふ けつつしかおそ-
うあせけみ, くあてちあえけうあまはけか そいはけか たちそいしかすふ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけ-
そせあ け さけてあこつさとま てかすあてけさと. 【ちかてけこ てそす たそつうみはかせ たちそいしかすあす 』かうかちせそこ 
け ょきせそこ [そちかけ, ったそせけけ, ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, ╊うちそたふ, 』ぃ╅, 』ちかお-
せかえそ け ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ.

[ つそきあしかせけま, てけちあき させけえけ う 1000 ほさくかすたしみちそう せかあおかさうあてかせ えそちあくおそ 
いそしかか うふつそさそすと たそてかせぬけあしへせそすと つたちそつと せあ てちとお, たそすそえあまはけこ つしかおけてへ 
くあ にけてちそつたしかてかせけみすけ け ちあくうけてけかす すけちそうそこ たそしけてけさけ.
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『そつつけみ せあ ちといかきか うかさそう*

[とくへすけせ ¨.〉.
╉そさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち

╇ふのかし う つうかて たかちうふこ てそす けくいちあせせふに てちとおそう けくうかつてせそえそ ちそつつけこつさそえそ 
たそしけてそしそえあ け けつてそちけさあ, たちそちかさてそちあ たそ せあとさか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおか-
すけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ. [せけえあ そてさちふうあかてつみ えしあうそこ «』そうちか-
すかせせふこ すけち», う さそてそちそこ あうてそち あせあしけくけちとかて てかせおかせぬけけ すかきおとせあちそお-
せふに そてせそのかせけこ せあ ちといかきか うかさそう. 《えそうそちけうのけつへ, ねてそ せか たちかてかせおとかて せあ 
ちそしへ たちかおつさあくあてかしみ いとおとはかえそ, とねかせふこ てかす せか すかせかか おあかて ちあくうかちせとてふこ 
け うかつへすあ といかおけてかしへせふこ たちそえせそく ちあくうけてけみ すけちそうそこ たそしけてけさけ. 》そ かえそ 
すせかせけま, えしあうせふすけ おかこつてうとまはけすけ しけぬあすけ せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか 
そつてあせとてつみ う そいそくちけすそこ たかちつたかさてけうか せあぬけそせあしへせふか えそつとおあちつてうあ. ╇ ほてそこ 
つうみくけ ╊. ╆あきあせそう そたちそうかちえあかて てかそちけけ そ つてそしさせそうかせけけ ぬけうけしけくあぬけこ, 
うそこせか いそえあてそえそ 』かうかちあ つ いかおせふす ょえそす, そい そつしあいしかせけけ け ちあくうあしか いそしへ-
のけせつてうあ えそつとおあちつてう けく-くあ うせとてちかせせけに さあてあさしけくすそう け てあさ おあしかか.

〉あ つあすそす おかしか, つねけてあかて あうてそち, たちそおそしきけてつみ つそたかちせけねかつてうそ えそつとおあちつてう 
くあ しけおかちつてうそ, おそつてとた さ たちけちそおせふす ちかつとちつあす, けく-くあ たそえちあせけねせふに, ちかしけえけ-
そくせそ-ほてせけねかつさけに, けおかそしそえけねかつさけに け おちとえけに たちそてけうそちかねけこ. ╇そくすそきせそつてけ 
け たそくけぬけけ えそつとおあちつてう いとおとて たそ-たちかきせかすと くけきおけてへつみ せあ けに つそうそさとたせそこ 
すそはけ, えしあうせとま ちそしへ う きけくせけ ねかしそうかねかつてうあ せあちみおと つ 』ぃ╅ つたそつそいせふ 
けえちあてへ 『そつつけみ, [けてあこ, そいひかおけせかせせあみ ╊うちそたあ け, うそくすそきせそ, せかさそてそちふか 
おちとえけか «ぬかせてちふ うしけみせけみ». 》ちけ ほてそす つそたかちせけねかつてうそ すそきかて つすみえねあてへつみ 
ぬかしふす ちみおそす なあさてそちそう — ちあつてとはかこ うくあけすそくあうけつけすそつてへま ちあくしけねせふに 
そてちみおそう ねかしそうかねかつてうあ, てかせおかせぬけみすけ さ おかすそさちあてけくあぬけけ け おかすけしけてあちけくあ-
ぬけけ すけちそうそえそ つそそいはかつてうあ, つそうかちのかせつてうそうあせけかす せそちす すかきおとせあちそおせそえそ 
たちあうあ, いとちせふす ちそつてそす ねけつしあ えしそいあしへせふに け ちかえけそせあしへせふに そちえあせけくあぬけこ.

╇そ うてそちそこ えしあうか つそおかちきけてつみ つかちけみ つてあてかこ, あせあしけくけちとまはけに うせかのせまま 
たそしけてけさと 』』』『 け 『そつつけけ せあ たちそてみきかせけけ うつかえそ XX つてそしかてけみ. 〉あけいそしへ-
のけこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみまて くあさしまねけてかしへせふか つてあてへけ, う さそてそちふに たちそ-
つしかきけうあかてつみ ほうそしまぬけみ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ う 1990-か えそおふ 
け ちあつつすあてちけうあまてつみ たちけそちけてかてふ 『そつつけけ う せあねあしか XXI うかさあ. 〉あ たかちうそせあ-
ねあしへせそす ほてあたか, とさあくふうあかて ╊. ╆あきあせそう, おかすそさちあてけねかつさそか たちあうけてかしへつてうそ 
たそつてつそうかてつさそこ 『そつつけけ せあぬかしけうあしそつへ せあ いふつてちそか たちかうちあはかせけか つてちあせふ 
う «たそしせそたちあうせそえそ ねしかせあ くあたあおせそこ くそせふ つそたちそぬうかてあせけみ», とたそうあしそ せあ 
うそくすそきせそつてへ いかつたちそいしかすせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ つ いふうのけすけ ちかつたといしけ-
さあすけ 』』』『 け つてちかすけしそつへ けくいあうけてへつみ そて «えちとくあ» つそうかてつさそこ おけたしそすあてけけ 
う ╇そつてそねせそこ ╊うちそたか け う «てちかてへかす すけちか». 【あさあみ つてちあてかえけみ せか つちあいあてふうあしあ: 
′あたあお せか つたかのけし たちけせけすあてへ 『そつつけま う つうそけ そいひみてけみ, せあちあつてあしけ つたそちふ 

* [とくへすけせ ¨.〉. 『そつつけみ せあ ちといかきか うかさそう // Diplomat. 2002. づ 7 (99). ¨ましへ. 』. 64—65.
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せあ たそつてつそうかてつさそす たちそつてちあせつてうか, つしあいかしけ たそくけぬけけ 〈そつさうふ う ╇そつてそねせそこ 
╊うちそたか け う «てちかてへかす すけちか». 》そつてかたかせせそ うせかのせみみ たそしけてけさあ たちかうちあ-
てけしあつへ う すけのかせへ おしみ さちけてけさけ うせとてちけ つてちあせふ. 『あくうかちせとしけつへ ほすそぬけそ-
せあしへせふか おかいあてふ, う にそおか さそてそちふに そおせけ ほさつてちかすけつてふ てちかいそうあしけ くあたかちかてへ 
『そつつけま せあ くあすそさ, おちとえけか たちけくふうあしけ うつてとたけてへ う あせてけくあたあおせふこ うそかせせふこ 
つそまく つ [けてあかす, ¨せおけかこ, ¨ちあせそす. ╇ さそせかねせそす けてそえか うそくそいしあおあしあ しけせけみ 
せあ そてさちふてとま, すせそえそうかさてそちせとま, ついあしあせつけちそうあせせとま, たちあえすあてけねせとま, 
すあせかうちかせせとま うせかのせまま たそしけてけさと. ╅うてそち たちけうそおけて うかつさけか あちえとすかせてふ 
う おそさあくあてかしへつてうそ てそえそ, ねてそ ほてあ つてちあてかえけみ けすかかて おそしえそつちそねせふこ にあちあさ-
てかち. 【そしへさそ そせあ, たそおねかちさけうあかて とねかせふこ, つたそつそいせあ そいかつたかねけてへ とつたかのせそか 
たちそうかおかせけか うせとてちかせせけに ちかなそちす, せあぬけそせあしへせとま いかくそたあつせそつてへ 『そつつけけ 
け くあさちかたしかせけか くあ せかこ つてあてとつあ たちけてみえあてかしへせそえそ ぬかせてちあ うしけみせけみ う すけちそ-
うそす つそそいはかつてうか.

【ちかてへみ えしあうあ たそうかつてうとかて そ てそす, さあさ う 『そつつけけ うそつたちけせけすあまて うせかのせけこ 
すけち, け そおせそうちかすかせせそ, さあさ くあ ちといかきそす そてせそつみてつみ さ せあのかこ つてちあせか. ╇かつへすあ 
うあきかせ つまきかて, たそつうみはかせせふこ ちあくひみつせかせけま てそえそ, たそねかすと 『そつつけけ せか つしかおとかて 
さそたけちそうあてへ そたふて あうてそちけてあちせそえそ たちあうしかせけみ «あくけあてつさけに おちあさそせそう» — 
ょきせそこ [そちかけ, 【あこうあせみ, 』けせえあたとちあ, ╈そせさそせえあ. 《せけ けつたそしへくそうあしけ おちあ-
さそせそうつさけか すかてそおふ おしみ くあはけてふ ちふせそねせそこ ほさそせそすけさけ そて しかうそえそ ほさつてちか-
すけくすあ け おかしあしけ ほてそ たそお ほえけおそこ ′あたあおあ. 》かちかお 『そつつけかこ つてそけて つそうつかす けせあみ 
くあおあねあ — そつうそいそきおかせけか そて しかうあぬさそえそ えちとくあ たちそのしそえそ け うくちあはけうあせけか 
ちふせそねせふに そてせそのかせけこ, ねてそ せかうそくすそきせそ いかく ちあつのけちかせけみ たそしけてけねかつさけに 
け けおかそしそえけねかつさけに つうそいそお. ╅うてそちけてあちけくす しけのへ くあえそせけて 『そつつけま う てそてあ-
しけてあちせそか たちそのしそか け さ てそすと きか くあいしそさけちとかて つそてちとおせけねかつてうそ つ ′あたあおそす. 
′あつしときけうあかて うせけすあせけみ うさしまねかせせあみ う てちかてへま えしあうと つてあてへみ, そたちそうかちえあま-
はあみ すけな そ てちあおけぬけそせせそこ け うつかたそえしそはあまはかこ せかたちけみくせけ つたしそねかせせそえそ 
かおけせそえそ ′あたあおあ さ 『そつつけけ. ╅うてそち そてすかねあかて: «...せあ つあすそす おかしか くあたあおせふか 
えそつとおあちつてうあ け せあちそおふ いふしけ くあせみてふ かはか さそか-ねかす, あ けすかせせそ ちうあしけ おちとえ 
おちとえと えしそてさけ, たそ さちあこせかこ すかちか せか すかせへのか, ねかす せあのけす たちかおさあす». 】ねか-
せふこ つそえしあつかせ, ねてそ つけしへせふに おかちきあう たそいあけうあまてつみ, そおせあさそ, たそおねかちさけうあかて 
そせ, せか てそしへさそ 『そつつけけ け 』ぃ╅, せそ け [けてあみ, ╈かちすあせけけ, ¨せおけけ. 》ちけ ほてそす 
«...とたそすみせとてふか うふのか えけえあせてふ せか とおあちみまてつみ う たあせけさと, せか てちといみて, ねてそ けに 
にそてみて ちあくせかつてけ せあ さとつさけ, け せか そはかてけせけうあまてつみ たちそてけう そつてあしへせそえそ すけちあ».

╉あしかか うつさちふうあまてつみ けつてそさけ たちかうちあはかせけみ つちかおせかうかさそうそえそ 〈そつさそう-
つさそえそ させみきかつてうあ う うかしけさとま けすたかちけま, ちあつつすあてちけうあまてつみ かか つけしへせふか 
け つしあいふか つてそちそせふ, たちけねけせふ かか ちあくうあしあ, あせあしけくけちとかてつみ えかせかくけつ 』そうかて-
つさそえそ 』そまくあ, おあかてつみ たちそえせそく たかちつたかさてけう ちあくうけてけみ たそつてつそうかてつさそこ 『そつつけけ. 
]まいそくせあてかしへせふか ねけてあてかしけ, う てそす ねけつしか たちそなかつつけそせあしへせふか おけたしそすあてふ, 
せあこおとて う させけえか かはか すせそえそ たそしかくせそえそ け けせてかちかつせそえそ. 》ちけねかす ねあつてへ つてあてかこ 
せあたけつあせあ せあ あせえしけこつさそす みくふさか — てあさ ねてそ け てか, さてそ せか うしあおかかて ちとつつさけす, 
せか たそきあしかまて そ てそす, ねてそ さとたけしけ ほてと させけえと.
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╇ いしけきあこのかか うちかすみ うふこおとて うてそちそこ け てちかてけこ てそすあ けくいちあせせふに てちとおそう 
╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ. ╇ せけに ねけてあてかしま いとおとて たちかおしそきかせふ けつつしかおそうあせけみ 
そいはけに たちそいしかす ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ, うせかのせかこ け うせとてちかせ-
せかこ たそしけてけさけ [けてあみ, [そちかけ, ったそせけけ, 』ぃ╅, つてちあせ ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, 
╊うちそたふ, 』ちかおせかえそ け ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ.

]け ╇.‒.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち,

くあつしときかせせふこ おかみてかしへ せあとさけ 『‒*

╅うてそち たといしけさあぬけけ — うけおせふこ ちそつつけこつさけこ たそしけてそしそえ-すかきおとせあちそおせけさ, 
そたといしけさそうあうのけこ 17 させけえ け いそしかか てふつみねけ つてあてかこ. ¨てそえけ すせそえそえちあせせそこ 
ちあいそてふ あうてそちあ くあ すけせとうのかか おかつみてけしかてけか たそおうかおかせふ う ちかぬかせくけちとかすそこ 
させけえか, う さそてそちとま うそのしけ えしあうふ けく かえそ ちあくしけねせふに させけえ け いちそのまち, あ てあさきか 
きとちせあしへせふか け えあくかてせふか つてあてへけ, せあとねせふか おそさしあおふ, しかさぬけけ.

《おせあ けく さしまねかうふに けおかこ たといしけさあぬけけ — なそちすけちそうあせけか せそうそえそ すけちそ-
うそえそ たそちみおさあ. 》そつしか おかくけせてかえちあぬけけ け ちあつたあおあ いけたそしみちせそつてけ う すかきおとせあ-
ちそおせそこ たそしけてそしそえけけ すせそえそ せあたけつあせそ たそ たそうそおと てそえそ, ねてそ せあ くかすせそす のあちか 
みさそいふ ときか せあつてとたけしあ «ほちあ いかつたちかおかしへせそえそ あすかちけさあせつさそえそ えそつたそおつてうあ» 
う えしそいあしへせそす すあつのてあいか. 》ちけ ほてそす けおかみ «えしそいあしへせそえそ しけおかちつてうあ» ちあくおか-
しみかてつみ, さあさ そてすかねかせそ う させけえか, くせあねけてかしへせふす いそしへのけせつてうそす せふせかのせかえそ 
あすかちけさあせつさそえそ ほしかさてそちあてあ. 》ちけすかちせそ 65—70% うふいそちそねせそ そたちそのかせせふに 
う 』ぃ╅ つねけてあまて, ねてそ ╇あのけせえてそせ おそしきかせ うかつへすあ あさてけうせそ け ほななかさてけうせそ 
おかこつてうそうあてへ う すけちそうふに おかしあに, け しけのへ 30% つさしそせみまてつみ さ けくそしみぬけそせけくすと. 
╇ てあさそえそ ちそおあ せあつてちそかせけみに あうてそち せか いかく そつせそうあせけみ とつすあてちけうあかて つてちかすしか-
せけか ╇あのけせえてそせあ おけちけきけちそうあてへ う すかきおとせあちそおせふに おかしあに, つさしそせみみ おちとえけか 
せあぬけけ う さそせかねせそす つねかてか さ つうそかこ すそおかしけ ちあくうけてけみ. 《おせあさそ うちかすみ すそせそ-
たそしみちせそこ さそせぬかせてちあぬけけ う すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに とのしそ う たちその-
しそか. 〉かつすそてちみ せあ さそしそつつあしへせふか とつけしけみ 』ぃ╅, «すけち うちみお しけ つてあせかて 
そおせそたそしまつせふす», さ てそすと きか てちとおせそ たちかおつてあうけてへ, «さあさ すそきかて ちとさそうそおけてへ 
╇あのけせえてそせ おうとすみつてあすけ えそつとおあちつてうあすけ け うつかす ねかしそうかねかつてうそす» (つ. 20).

╇ ちあくうけてけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ せあのかえそ うちかすかせけ ちかしへかなせそ 
たちそみうしみまてつみ たちけくせあさけ すせそえそたそしみちせそつてけ, けしけ てそねせかか たそしけぬかせてちけねせそ-
つてけ. [ ねけつしと さちとたせふに ぬかせてちそう, さそてそちふか ときか けえちあまて け, うかちそみてせそ, いとおとて 
けえちあてへ うかつそすとま ちそしへ う すけちそうふに おかしあに XXI う., ╊.》. ╆あきあせそう, たそすけすそ 』ぃ╅, 
そてせそつけて せか てそしへさそ 『そつつけま, [けてあこ, ったそせけま, «そいひかおけせかせせとま ╊うちそたと» 
(うさしまねあみ ╈かちすあせけま, ‒ちあせぬけま), せそ てあさきか ¨せおけま, 》あさけつてあせ, ╆ちあくけしけま, 
【とちぬけま, ¨ちあせ, 』あとおそうつさとま ╅ちあうけま, ょ╅『 (つ. 27). ′おかつへ あうてそち うたしそてせとま 
たそおそのかし さ たちそいしかすか てあさ せあくふうあかすそこ すかきおとせあちそおせそこ «あつけすすかてちけけ» 

* ]け ╇.‒. // 〉そうあみ け せそうかこのあみ けつてそちけみ. 2002. づ 4. 』. 202—203.
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う とつしそうけみに えしそいあしへせそえそ うくあけすそおかこつてうけみ ちあくしけねせふに ぬかせてちそう つけしふ. ╋あしへ, 
ねてそ ほてそて うあきせふこ てかくけつ せか たそしとねけし う させけえか おあしへせかこのかこ けつつしかおそうあてかしへ-
つさそこ たちそちあいそてさけ.

『あくおかしみみ つときおかせけみ ╊.》. ╆あきあせそうあ そい あすかちけさあせつさけに たちかてかせくけみに せあ 
すけちそうそか ちとさそうそおつてうそ, にそてかしそつへ いふ う たそちみおさか おけつさとつつけけ うふつさあくあてへ すふつしへ 
そ てそす, ねてそ えしそいあしへせそか しけおかちつてうそ 』ぃ╅ — ほてそ うつか きか ちかあしへせそつてへ せふせかの-
せかえそ たそつていけたそしみちせそえそ すけちそたそちみおさあ. ╇すかつてか つ てかす ╇あのけせえてそせと うちみお しけ 
おそつてけきけすあ えしそいあしへせあみ えかえかすそせけみ, て.か. せかけすたかちつさそか えそつたそおつてうそ, そつせそ-
うあせせそか たちかけすとはかつてうかせせそ せあ つけしそうふに なあさてそちあに. 』てあしそ いふてへ, う てかそちけけ 
すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ かつてへ そつせそうあせけみ たちそうそおけてへ ちあくしけねけみ すかきおと 
てあさけすけ さあてかえそちけみすけ, さあさ «すけちそうそか しけおかちつてうそ» け «えしそいあしへせあみ えかえかすそ-
せけみ». 》そつしかおせみみ てかそちかてけねかつさけ う てそこ けしけ けせそこ なそちすか うそくすそきせあ, たそ 
せあのかすと すせかせけま, しけのへ たちけ とつてあせそうしかせけけ う そておあしかせせそこ たかちつたかさてけうか 
たしあせかてあちせそこ うしあつてけ かおけせそえそ «すけちそうそえそ たちあうけてかしへつてうあ».

╇ ちかぬかせくけちとかすそこ ちあいそてか たちけうしかさあまて うせけすあせけか つときおかせけみ あうてそちあ そい 
そいひかさてけうせそ «つてあいけしけくけちとまはかこ ちそしけ» 『そつつけけ せあ たそつてつそうかてつさそす たちそ-
つてちあせつてうか, うそくうちあてせそす てみえそてかせけけ せそうふに たそつてつそうかてつさけに えそつとおあちつてう さ 『そつ-
つけけ う つけしと «うくあけすそくあうけつけすそつてけ, たかちかすかのあせせそつてけ せあつかしかせけみ, さとしへてとち-
せふに てちあおけぬけこ, たそてちかいせそつてかこ そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ» (つ. 22), あ てあさきか 
かえそ うふつさあくふうあせけみ そ てそす, ねてそ «とのしけ う たちそのしそか うちかすかせあ, さそえおあ うかしけさけか 
おかちきあうふ けくそ うつかに つけし つてちかすけしけつへ そいかつさちそうけてへ け たそおそちうあてへ うせとてちかせ-
せまま つてあいけしへせそつてへ おちとえ おちとえあ» (つ. 43), ねてそ «[けてあこ うつか いそしへのか うふえしみおけて 
う えしあくあに [ちかすしみ さあさ たそしかくせふこ つてちあてかえけねかつさけこ たあちてせかち... さあさ さあせあし おしみ 
たちそおうけきかせけみ けせてかちかつそう 〈そつさうふ う ╅くけけ け う くそせか 【けにそえそ そさかあせあ» (つ. 47). 
╅うてそち とてうかちきおあかて, ねてそ «う XX つてそしかてけけ ちとつつさけか, せかすぬふ, さけてあこぬふ, みたそせぬふ 
け おちとえけか せあちそおふ てあさ せあうそかうあしけつへ け せあつてちあおあしけつへ, ねてそ, さあきかてつみ, けつねかち-
たあしけ しけすけて う ほてそす そてせそのかせけけ» (つ. 48). ｠そてかしそつへ いふ たそしせそつてへま つ ほてけす 
つそえしあつけてへつみ. 〉そ うそくせけさあかて うそたちそつ: あ さあさ う ほてそす さそせてかさつてか そぬかせけてへ ぬかしとま 
つかちけま さちそうそたちそしけてせふに け くあてみきせふに ちかえけそせあしへせふに うそこせ せあ たそちそえか XXI う. 
うそ すせそえけに ねあつてみに ╊うちあくけけ, う ねあつてせそつてけ つ とねあつてけかす ちとつつさけに け あすかちけさあせ-
ぬかう? 〉か たちけせけすあかす しけ すふ けせそえおあ きかしあかすそか くあ おかこつてうけてかしへせそか?

¨せてかちかつ たちかおつてあうしみまて つときおかせけみ ╊.》. ╆あきあせそうあ そ つてちあてかえけねかつさそこ 
しけせけけ 『そつつけけ う せあつてとたけうのかす つてそしかてけけ, せあたちあうしかせせそこ せあ なそちつけちそうあせ-
せそか たちかそおそしかせけか たそつてつそうかてつさそえそ つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそえそ さちけくけつあ, 
くあうかちのかせけか つてちとさてとちせふに け ちふせそねせふに たちかそいちあくそうあせけこ. 》そつさそしへさと せかたそ-
つちかおつてうかせせそこ とえちそくふ うせかのせかこ あえちかつつけけ たちそてけう 『そつつけけ う そいそくちけすそこ 
たかちつたかさてけうか せか つとはかつてうとかて, せあのか えそつとおあちつてうそ せか すそきかて おかしあてへ とたそち せあ 
せあちあはけうあせけか うそかせせそこ すそはけ, さそてそちそか せあうかちせみさあ つたちそうそぬけちとかて せそうふこ 
うけてそさ えそせさけ うそそちときかせけこ. ╇ てあさそこ つけてとあぬけけ 『そつつけけ «えそちあくおそ うふえそおせかか 
えけいさそ いあしあせつけちそうあてへ すかきおと ′あたあおそす, ╇そつてそさそす, ょえそす, たあすみてとみ たちけ 
ほてそす, ねてそ つそ うつかすけ つてそちそせあすけ と せあつ つとはかつてうとまて けしけ すそえとて うそくせけさあてへ さあさ 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

たちそいしかすふ, てあさ け てそねさけ つそたちけさそつせそうかせけみ う つなかちか いかくそたあつせそつてけ» (つ. 192). 
《つそいそか くせあねかせけか たちけ ほてそす けすかかて とたちそねかせけか うくあけすそおかこつてうけみ つ くそせそこ 』〉╈.

╇すかつてか つ てかす 『そつつけみ つすそきかて ちかあしへせそ けえちあてへ ちそしへ そおせそえそ けく うあきせふに 
ぬかせてちそう すけちそうふに つけし しけのへ たそつしか てそえそ, さあさ うそこおかて う ねけつしそ すけちそうふに 
しけおかちそう たそ つそうそさとたせそこ すそはけ, けせあねか すそきかて せあねあてへ «そてつてあうあてへ そて おちとえけに 
えけえあせてそう う うそかせせそこ け たそしけてけねかつさそこ つなかちあに, すそきかて いふてへ そててかつせかせせそこ 
せあ “くあおうそちさけ すけちそうそこ けつてそちけけ”» (つ. 193). 《てつまおあ きけくせかせせふこ けせてかちかつ 
『そつつけけ さ とてうかちきおかせけま ちかあしへせそこ すせそえそたそしまつせそつてけ せあ すけちそうそこ あちかせか 
う XXI う.

｠あちあさてかちけくとみ せあけいそしかか うかちそみてせふか てかせおかせぬけけ うそ うせかのせかたそしけてけねか-
つさそこ つてちあてかえけけ 『そつつけけ せあ たそちそえか XXI う., あうてそち そいそつせそうふうあかて てかくけつ そい 
そてつとてつてうけけ せか てそしへさそ そいひかさてけうせふに, せそ け つといひかさてけうせふに たちかおたそつふしそさ かか 
うそくうちあてあ さ たそしけてけさか «にそしそおせそこ うそこせふ». 〉か てそしへさそ 『そつつけみ, せそ け «′あたあお 
う つうそま そねかちかおへ せか えそてそう — ほさそせそすけねかつさけ, たそしけてけねかつさけ — さ うそくそいせそうしか-
せけま たちそてけうそつてそみせけみ» (つ. 289). 『あくとすかかてつみ, てあさそえそ ちそおあ たそつていけたそしみちせふこ 
いあしあせつ せか しけさうけおけちとかて ちあくせそえしあつけみ け たちそてけうそちかねけみ, せそ たそつしかおせけか, 
うかちそみてせそ, せか いとおとて うふにそおけてへ くあ そたちかおかしかせせふか ちあすさけ.

《おせあ けく くあさそせそすかちせそつてかこ すけちそうそえそ ちあくうけてけみ たちけ うつかに かか うあちけあせてあに 
(いけたそしみちせふこ, たそしけぬかせてちけねかつさけこ け おち.) — せあたちみきかせせあみ さそせさとちかせぬけみ 
せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか. «[そせさとちかせぬけみ — せかけくいかきせそか け かつてかつてうかせせそか 
みうしかせけか. 》そほてそすと 『そつつけけ, さあさ け おちとえけす つてちあせあす, たちけおかてつみ いそちそてへつみ くあ 
すかつてそ たそお つそしせぬかす» (つ. 302).

╇ させけえか たちかおしそきかせふ そちけえけせあしへせふか, にそてみ け せか いかつつたそちせふか うあちけあせてふ 
うそくすそきせそえそ けつたそしへくそうあせけみ そたふてあ せかそけせおとつてちけあしへせふに つてちあせ, たちかきおか 
うつかえそ ╇そつてそさあ, おしみ うせかおちかせけみ ちふせそねせふに け けせふに たちかそいちあくそうあせけこ う 『そつ-
つけけ. 〉か そてちけぬあみ すかきおとせあちそおせそこ くせあねけすそつてけ そたふてあ «せそうふに おちあさそせそう» 
╇そつてそさあ (つまおあ, さつてあてけ, すそきせそ つ そたちかおかしかせせふすけ そえそうそちさあすけ うさしまねけてへ 
け さそせてけせかせてあしへせふこ [けてあこ), せかしへくみ とたとつてけてへ けく うけおと おちとえそえそ — たそつてつそ-
うかてつさあみ 『そつつけみ せか そいしあおあかて てそこ つてあちてそうそこ そつせそうそこ, さそてそちそこ ちあつたそしあえあしけ 
うそ うつかに そてせそのかせけみに (ほさそせそすけねかつさそす, なけせあせつそうそす, つそぬけあしへせそ-たつけにそしそ-
えけねかつさそす, てかにせそしそえけねかつさそす け おち.) せかそけせおとつてちけあしへせふか つてちあせふ ╇そつてそさあ. 
》そつてつそうかてつさそこ 『そつつけけ せときかせ つうそこ とせけさあしへせふこ つぬかせあちけこ ちあおけさあしへせそこ 
すそおかちせけくあぬけけ, そてうかねあまはけこ さしまねかうふす うふくそうあす せふせかのせかこ ほたそにけ.

》ちけ けくとねかせけけ てちあせつあてしあせてけねかつさけに つまきかてそう ╊.》. ╆あきあせそうと つかちへかくせそ 
たそすそえあかて そつせそうあてかしへせあみ うそつてそさそうかおせあみ たそおえそてそうさあ. 【あさ, たちけ あせあしけくか 
たちそいしかすふ えかそたそしけてけねかつさそえそ ちあつのけちかせけみ 〉╅【《 つ ′あたあおあ せあ ╇そつてそさ 
あうてそち つてちかすけてつみ おそさあくあてへ, ねてそ «ほてそ かはか せか さあてあつてちそなあ, けく-くあ さそてそちそこ 
つしかおとかて いちそつあてへつみ う そすとて せそうそこ “にそしそおせそこ うそこせふ”» (つ. 358). ╇ けつてそちけけ 
すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ う ╇そつてそねせそこ ╅くけけ あうてそち うふおかしみかて せそうとま 
しそえけさと たそけつさあ さそせつかせつとつあ, あ せか そいそつてちかせけみ さそせなちそせてあぬけけ. ¨せてかちかつかせ 
う ほてそこ つうみくけ そてうかて しけおかちあ [〉『 せあ うそたちそつ, たそねかすと [〉『 せか たちそてかつてとかて 
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おかすそせつてちあてけうせそ たちそてけう あすかちけさあせそ-みたそせつさそえそ うそかせせそえそ つそまくあ. 》そ すせか-
せけま さけてあこつさそこ つてそちそせふ, たちけうみくさあ ったそせけけ さ 』ぃ╅ しとねのか, ねかす かか つうそいそおあ 
せあ たかちかうそそちときかせけか け すけしけてあちけくあぬけま. [ちそすか てそえそ, たそおそいせふこ たちそてかつて 
せけねかえそ せか けくすかせけて, とつけしけて さそせなちそせてあぬけま, そて さそてそちそこ たちそけえちあまて け つあす 
[けてあこ, け おちとえけか つてちあせふ (つ. 388).

[せけえあ たそつうみはかせあ う そつせそうせそす すかきおとせあちそおせふす たちそいしかすあす. ╇すかつてか 
つ てかす う せかこ くあてちあえけうあかてつみ ちみお うあきせふに うせとてちけたそしけてけねかつさけに つまきかてそう, 
けすかまはけに たちみすそこ うふにそお せあ うせかのせまま たそしけてけさと. 《おせけす けく せけに みうしみかてつみ 
たちそいしかすあ なかおかちあしけくすあ, すけちそうそこ そたふて さそてそちそえそ けすかかて そつそいそか くせあねかせけか 
おしみ たそつてつそうかてつさそこ 『そつつけけ. 》ちけ ほてそす ちかねへ けおかて そ せあにそきおかせけけ てあさけに 
ほななかさてけうせふに け えけいさけに すかにあせけくすそう, さそてそちふか つさちかたしみしけ いふ うそかおけせそ 
そいはかえそつとおあちつてうかせせふこ すかにあせけくす, てそねせそ とねけてふうあしけ いふ けせてかちかつふ ぬかせ-
てちあ け あうてそせそすけこ, たちそてけうそおかこつてうそうあしけ いふ せあちあつてあせけま つかたあちあてけつてつさけに 
け ほてせそほえそけつてけねかつさけに てかせおかせぬけこ.

╇ ほてそこ つうみくけ あうてそち そてすかねあかて なかおかちあてけうせふこ そたふて 』ぃ╅: うふえそおふ うにそき-
おかせけみ う なかおかちあぬけま おしみ さあきおそこ かか つそつてあうせそこ ねあつてけ せあすせそえそ たちかうふのあまて 
てか せかすせそえけか たちかけすとはかつてうあ, さそてそちふか いふしけ いふ たそしとねかせふ う ちかくとしへてあてか 
つそくおあせけみ つあすそつてそみてかしへせそえそ たそしけてけねかつさそえそ そいちあくそうあせけみ. ╇けおけすそ, ほてあ 
くあさそせそすかちせそつてへ うつか ほななかさてけうせかか おかこつてうとかて せふせか う すかきおとせあちそおせそす すあつ-
のてあいか, ねてそ, たそ せあのかすと すせかせけま, てちかいとかて そて 《《〉 せそうそえそ, さちけてけねかつさそえそ 
すかきおとせあちそおせそ-たちあうそうそえそ たかちかそつすふつしかせけみ うそたちそつあ そ てあさ せあくふうあかすそす 
いかくとつしそうせそす け せかそえちあせけねかせせそす たちあうか しまいそえそ ほてせそつあ せあ つあすそそたちかおかしか-
せけか うたしそてへ おそ そいちあくそうあせけみ つあすそつてそみてかしへせそえそ えそつとおあちつてうあ. ¨せあねか ときか 
う せかおあしかさそす いとおとはかす ねけつしそ ねしかせそう 《《〉 さあさ うつかすけちせそこ そちえあせけくあぬけけ 
おそつてけえせかて さちけてけねかつさそえそ ちといかきあ たそしせそこ せかとたちあうしみかすそつてけ.

《てすかてけす, ねてそ ちみお ちあくおかしそう させけえけ — ほてそ けてそえ てうそちねかつさそえそ つそおちときか-
つてうあ ╊.》. ╆あきあせそうあ つ つとたちとえそこ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, みうしみまはかこつみ とねかせふす 
うふつそさそえそ とちそうせみ, あうてそちそす すせそえけに つそおかちきあてかしへせふに てちとおそう.

╇ ぬかしそす せあ つとお ねけてあてかしかこ うふせかつかせあ すせそえそたしあせそうあみ け せあつふはかせせあみ 
けせてかちかつせあみ すふつしみすけ ちあいそてあ たそ たそしけてそしそえけけ つそうちかすかせせふに すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけこ. [せけえあ くあつしときけうあかて たかちかうそおあ け けくおあせけみ せあ おちとえけに 
みくふさあに.
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[そすたしかさつせふこ あせあしけく 
つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ*

〈あてみの ╇.〉.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ

╇ふのかおのけこ う つうかて たかちうふこ てそす なとせおあすかせてあしへせそえそ てちかにてそすせそえそ けくおあせけみ, 
たちけせあおしかきあはけこ たかちと たちそなかつつそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 
『そつつけけ ╊.》. ╆あきあせそうあ, うふくそうかて せかつそすせかせせふこ けせてかちかつ つたかぬけあしけつてそう, おあ 
け せか てそしへさそ けに. ゅてそ けくおあせけか みうしみかてつみ つうそかえそ ちそおあ けてそえそす すせそえそしかてせかこ 
せあとねせそこ おかみてかしへせそつてけ あうてそちあ, てちとおふ さそてそちそえそ とうけおかしけ つうかて う 22 つてちあせあに 
すけちあ, たちけねかす せかさそてそちふか けく せけに とおそつてそかせふ すかきおとせあちそおせふに たちかすけこ.

╇ ぬかせてちか うせけすあせけみ ╊.》. ╆あきあせそうあ たちそいしかすふ, さそてそちふか うあきせふ さあさ 

おしみ せあぬけそせあしへせふに けせてかちかつそう つてちあせふ, てあさ け おしみ すけちあ う ぬかしそす. 〈せそえそか 
けく たといしけさとかすそえそ せあたけつあせそ せあ たそちそえか XXI うかさあ, う てそすか てあさきか つそおかちきあてつみ 
おそさしあおふ け しかさぬけけ そ てかせおかせぬけみに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, うさしま-
ねあみ け けに あせえしそみくふねせふこ うあちけあせて, たちそねけてあせせふか せあ せあとねせふに なそちとすあに 
け うそ すせそえけに とせけうかちつけてかてあに (そて 』てほせなそちおつさそえそ う 』ぃ╅ おそ 〉あちそおせそえそ 
う [けてあか)**.

『あいそてふ たかちうそえそ てそすあ つうかおかせふ う てちけ えしあうふ. ╇ たかちうそこ えしあうか «』そうちかすかせ-
せふこ すけち» つそおかちきけてつみ にあちあさてかちけつてけさあ すせそえそうかさてそちせそこ つけてとあぬけけ, つしそ-
きけうのかこつみ せあ たしあせかてか せあ つてふさか おうとに つてそしかてけこ, け たちかおたちけせみてあ たそたふてさあ 
ちかあしけつてけねかつさけ そたちかおかしけてへ すかつてそ 『そつつけけ う たかちうふか おかつみてけしかてけみ せそうそえそ 
うかさあ. «『あつたあしあつへ うかしけさあみ おかちきあうあ 』そうかてつさけこ 』そまく, — たけのかて あうてそち, — 
け うつか たそつてつそうかてつさそか たちそつてちあせつてうそ たかちかきけうあかて すとねけてかしへせふこ たちそぬかつつ 
たちけつたそつそいしかせけみ さ せそうふす えかそたそしけてけねかつさけす, けおかそしそえけねかつさけす け ほさそせそすけ-
ねかつさけす ちかあしけみす. ╇くそちうあしあつへ たそつしか おかつみてけしかてけこ つたそさそこつてうけみ つけてとあぬけみ せあ 
╆あしさあせあに, いそしかくせかせせそ せあたそすせけう そ つそいふてけみに, たちけうかおのけに さ ちあくうみくふうあせけま 
》かちうそこ すけちそうそこ うそこせふ. [そせなしけさてふ うつたふにけうあまて せあ おちとえけに さそせてけせかせ-
てあに... 』 てそねさけ くちかせけみ おそしえそつちそねせそこ たかちつたかさてけうふ そつそいかせせそ そたあつせそ てそ, 
ねてそ たちかきせみみ つけつてかすあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, いあくけちそうあうのあみつみ せあ 
いあしあせつか つけし おうとに つうかちにおかちきあう, ちあつたあしあつへ, あ せそうあみ かはか せか つしそきけしあつへ. 
《てつとてつてうけか つけつてかすふ すそきかて たそちそきおあてへ あせあちにけま け たちそてけうそいそちつてうそ せあ 
すけちそうそこ あちかせか» (つ. 12—13). ′あてちあえけうあみ すせそえそねけつしかせせふか たちそえせそくふ うちかすかせ 
ちあせせかこ «にそしそおせそこ うそこせふ», たちかおちかさあうのけに たあおかせけか つてちあせふ, ╊.》. ╆あきあせそう 
そてすかねあかて うふうそお そ てそす, ねてそ, せかつすそてちみ せあ つしそきせふか, たそちそこ さあてあつてちそなけねか-
つさけか たかちけたかてけけ つとおへいふ, 『そつつけみ いふつてちそ うつてあしあ せあ せそえけ け たちかうちあてけしあつへ 

 * 〈あてみの ╇.〉. [そすたしかさつせふこ あせあしけく つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ // 》そしけてけみ. 
2002—2003. づ 4 (27). 』. 150—154.
** ぁあつてへ すあてかちけあしそう, せかさそてそちふか けく さそてそちふに たといしけさとまてつみ うたかちうふか, せあたけつあせあ あうてそちそす つそうすかつてせそ 
つ きかせそこ, さちとたせふす とねかせふす 〉.╊. ╆あきあせそうそこ.
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う つうかちにおかちきあうと, さそてそちあみ う てあせおかすか つ 』ぃ╅ おそすけせけちそうあしあ う すけちか せあ 
たちそてみきかせけけ たそねてけ うつかこ うてそちそこ たそしそうけせふ XX つてそしかてけみ. 》そ かえそ すせかせけま, 
つそうちかすかせせあみ 『そつつけみ かはか せか ちあつてかちみしあ てか «さそくふちけ», さそてそちふか たそくうそしけしけ 
』』』『 せあいちあてへ すそはへ. «】 『そつつけけ そえちそすせあみ てかちちけてそちけみ け ちあつたそしそきかせあ 
そせあ う “つかちおぬかうけせか” つあすそこ うあきせそこ ねあつてけ すけちそうそこ ぬけうけしけくあぬけけ, ╊うちあくけけ, 
そにうあてふうあまはかこ ╊うちそたと け ╅くけま, — たそおねかちさけうあかて そせ. — 『そつつけみ ちあつたそしあ-
えあかて とせけさあしへせそこ さしあおそうそこ たちけちそおせふに ちかつとちつそう, さそてそちふか う XXI う. しけのへ 
うそくちあつてとて う ぬかせか. 》ちけねかす ほてけ ちかつとちつふ つそつちかおそてそねかせふ う 』けいけちけ け せあ 
╉あしへせかす ╇そつてそさか, う せかたそつちかおつてうかせせそこ いしけくそつてけ さ ちふせさあす ついふてあ, さそてそ-
ちふか そつそいかせせそ う せけに せときおあまてつみ ([けてあこ, ったそせけみ, [そちかみ, つてちあせふ ╅』╊╅〉). 
』しかおとまはけこ “さそくふちへ” つかえそおせみのせかこ 『そつつけけ — ほてそ かか けせてかししかさてとあしへせふこ 
たそてかせぬけあし, さそてそちそえそ と 』』』『 う 20-に えそおあに せか いふしそ. ╇あきせかこのかか くせあねかせけか 
けすかかて ちそつつけこつさそか うそかせせそか すそえとはかつてうそ...» (つ. 21).

╊.》. ╆あきあせそう そてうかちえあかて つてあうのかか ちあつにそきけす すせかせけか, ねてそ ううけおと えしそ-
いあしへせそえそ とつけしかせけみ 』ぃ╅ たそつしか そさそせねあせけみ «にそしそおせそこ うそこせふ» すけち つてあ-
せかて そおせそたそしまつせふす. [あさ たそしあえあかて あうてそち, ╇あのけせえてそせ せか つすそきかて ちとさそうそ-
おけてへ たそねてけ おうとすみつてあすけ えそつとおあちつてう け ねかしそうかねかつてうそす, せあつねけてふうあまはけす 
たそちみおさあ 6 すしちお ねかしそうかさ. ╊つてへ け おちとえけか たちかてかせおかせてふ せあ うかしけさそおかちきあう-
せとま ちそしへ. 』ちかおけ せけに, たそすけすそ ちあせそ ついちあつふうあかすそこ つそ つねかてそう 『そつつけけ, 
[けてあこ, ╊うちそたかこつさけこ つそまく, ったそせけみ. «〉あ ╇そつてそさか 』ぃ╅... つ てそつさそこ うくけちあまて 
せあ たそおひかす さけてあこつさそえそ えけえあせてあ», — くあすかねあかて ╊.》. ╆あきあせそう (つ. 31—32).

[あつあみつへ たそけつさそう 『そつつけかこ つうそかこ せそうそこ ちそしけ う すけちそうそこ たそしけてけさか 
う XXI う., ╊.》. ╆あきあせそう そてすかねあかて, ねてそ せけ ちあつたあお 』』』『, せけ ほさそせそすけねか-
つさけこ とたあおそさ, せけ すかきほてせけねかつさけか たちそてけうそちかねけみ, せけ たそてかちみ つそまくせけさそう 
せか けくすかせけしけ たつけにそしそえけけ ちそつつけみせ — そせけ, う つうそかす いそしへのけせつてうか, たちそ-
おそしきあまて せあおかみてへつみ せあ うそくちそきおかせけか 『そつつけけ う さあねかつてうか うかしけさそこ おかちきあうふ. 
╇ おあせせそす さそせてかさつてか そせ, う ねあつてせそつてけ, そてすかねあかて: «╇ うそくちそきおかせけけ うかしけねけみ 
〈そつさうふ つとはかつてうとかて, そねかうけおせそ, そいひかさてけうせあみ たそてちかいせそつてへ — いかく かか つてあいけ-
しけくけちとまはかこ ちそしけ いかつさちあこせけか たちそつてそちふ たそつてつそうかてつさそえそ たちそつてちあせつてうあ 
う おそしえそつちそねせそこ たかちつたかさてけうか そいちかねかせふ せあ にあそつ け そてつてあしそつてへ. 〉けさあさあみ けく 
いふうのけに つそうかてつさけに ちかつたといしけさ (くあ けつさしまねかせけかす, うそくすそきせそ, たちけいあしてけこ-
つさけに) せか つすそきかて “たちけいけてへつみ さ おちとえけす いかちかえあす”. ¨く-くあ ほさそせそすけねかつさそこ 
うくあけすそくあうけつけすそつてけ, たかちかすかのあせせそつてけ せあつかしかせけみ, さとしへてとちせふに てちあおけぬけこ, 
たそてちかいせそつてかこ そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ せかくあうけつけすふか ちかつたといしけさけ うせそうへ 
たそてみせとてつみ さ 『そつつけけ, さあさ ‒ちあせぬけみ けしけ 〈かさつけさあ てみえそてかまて さ 』ぃ╅ (つさそしへさそ 
いふ なちあせぬとくふ けしけ すかさつけさあせぬふ せけ たそせそつけしけ あすかちけさあせぬかう くあ うつかうそくすそき-
せふか ちかあしへせふか けしけ うそそいちあきあかすふか たそちそさけ)» (つ. 22).

《つせそうあせけみ おしみ そたてけすけくすあ う つそうちかすかせせそす すけちか ╆あきあせそう うけおけて う てそす, 
ねてそ いそしへのけせつてうそ えそつとおあちつてう たそおたけつふうあかてつみ たそお てあさけすけ たそせみてけみすけ, さあさ 
そてさあく そて あえちかつつけけ, すけちせそか ちあくちかのかせけか さそせなしけさてそう, たそおねけせかせけか ちかのか-
せけみす 』╆ 《《〉 け おちとえけに すかきおとせあちそおせふに けせつてけてとてそう, いそちへいあ つ ちあつけく-
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すそす, とうあきかせけか たちあう せあちそおそう け ねかしそうかさあ. «╊つしけ てあさあみ てかせおかせぬけみ いとおかて 
ちあくうけうあてへつみ, — たけのかて ╊.》. ╆あきあせそう, — そつてあかてつみ せあおかきおあ, ねてそ つけしそうあみ 
たそしけてけさあ け いかくとおかちきせそか つそたかちせけねかつてうそ えそつとおあちつてう せあねせとて, うつか-てあさけ, 
そてにそおけてへ せあ くあおせけこ たしあせ — せかつすそてちみ せあ たそたふてさけ 』ぃ╅ うふつてとたけてへ う 
ちそしけ すけちそうそえそ きあせおあちすあ, けえせそちけちとまはかえそ すかきおとせあちそおせそか たちあうそ, 《《〉 
け すせかせけか おちとえけに おかちきあう» (つ. 49).

╇てそちあみ えしあうあ ちかぬかせくけちとかすそえそ てそすあ «╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ» 
つそおかちきけて あせあしけく けつてそちけねかつさけに たちかおたそつふしそさ «にそしそおせそこ うそこせふ», けつてそ-
さそう たちそてけうそつてそみせけみ おかちきあう — たそいかおけてかしへせけぬ うそ ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせか, 
«そててかたかしけ» うそ うせかのせかこ たそしけてけさか, たそつしかおそうあうのかこ くあ つすかちてへま 』てあしけせあ, 
ちかなそちすけちそうあせけみ しけせけけ 〈そつさうふ せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか う たかちけそお 
〈.』. ╈そちいあねかうあ, くけえくあえそう うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ さとちつあ 90-に えそおそう け, せあさそ-
せかぬ, すかきおとせあちそおせそこ たそしけてけさけ たちかくけおかせてあ ╇.╇. 》とてけせあ. ╇ つてあてへか «《 つてちあ-
てかえけねかつさそこ しけせけけ 『そつつけけ う XXI つてそしかてけけ» ╊.》. ╆あきあせそう とてうかちきおあかて, 
ねてそ 『そつつけみ おしみ ちかのかせけみ つてそみはけに たかちかお せかこ くあおあね おそしきせあ たちそおそしきあてへ 
くあさちかたしみてへつみ せあ ちかしへつあに そてさちふてそこ, えけいさそこ け ついあしあせつけちそうあせせそこ うせかのせかこ 
たそしけてけさけ, たちかおとつすあてちけうあまはかこ つそてちとおせけねかつてうそ たそ うつかす あくけすとてあす — 
つ ′あたあおそす, ╇そつてそさそす, ょえそす.

》そすけすそ たかちうそそねかちかおせそこ くあおあねけ 『そつつけこつさそえそ えそつとおあちつてうあ — たちかそおそ-
しかせけみ つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそえそ さちけくけつあ, たちそうかおかせけみ ちかくとしへてあてけうせふに 
ちかなそちす け つそくおあせけみ ほななかさてけうせそこ すそおかしけ とつてそこねけうそえそ ちあくうけてけみ, つしかおと-
まはあみ たそ くせあねけすそつてけ くあおあねあ, たそ すせかせけま あうてそちあ, くあさしまねあかてつみ う くあはけてか 
『そつつけけ そて うせかのせけに とえちそく. 【そてあしへせそこ とえちそくふ せあたあおかせけみ せあ 『そつつけこつさそか 
えそつとおあちつてうそ う そいそくちけすそこ たかちつたかさてけうか そせ せか うけおけて, けつにそおみ にそてみ いふ けく 
せあしけねけみ ちあさかてせそ-みおかちせそえそ «はけてあ». 【かす せか すかせかか, たけのかて ╊.》. ╆あきあせそう, 
つてちあせあ つてあしさけうあかてつみ け いとおかて つてあしさけうあてへつみ つ ちあくしけねせふすけ たちそいしかすあすけ 
け うふくそうあすけ う つなかちか いかくそたあつせそつてけ. 》ちそてけうそつてそみてへ けす しけのへ くあ つねかて せあちあ-
はけうあせけみ うそかせせそこ すそはけ 『そつつけけ — けししまくけみ, かつしけ せあ かか たそおおかちきあせけか 
にちそせけねかつさけ せか にうあてあかて つちかおつてう. «╈そちあくおそ うふえそおせかか, — つねけてあかて そせ, — 
えけいさそ いあしあせつけちそうあてへ すかきおと ′あたあおそす, ╇そつてそさそす け ょえそす, たあすみてとみ たちけ 
ほてそす, ねてそ つそ うつかすけ つてそちそせあすけ と せあつ つとはかつてうとまて けしけ すそえとて うそくせけさあてへ さあさ 
たちそいしかすふ, てあさ け てそねさけ つそたちけさそつせそうかせけみ う つなかちか いかくそたあつせそつてけ. 『あくとすせかか 
うつかえそ たちそおそしきあてへ おかしあてへ あさぬかせて せあ つそくけおあてかしへせそこ ちあいそてか, つそてちとおせけねあみ 
(う そつてそちそきせそす けしけ つおかちきあせせそす さしまねか) う ちあつたとてふうあせけけ “とくしそう” せあたちみ-
きかせせそつてけ, あさてけうせそ おそいけうあみつへ とさちかたしかせけみ ちかきけすあ せかちあつたちそつてちあせかせけみ 
《〈】, そいとくおあせけみ えそせさけ そいふねせふに うそそちときかせけこ, とたそちみおそねかせけみ すかきおとせあ-
ちそおせそこ てそちえそうしけ そちときけかす け て.お.» (つ. 192).

』 ちあつたあおそす 』』』『, けつねかくせそうかせけかす 』ゅ╇ け 《╇╉, つそうたあうのけすけ つそ つてちあ-
てかえけねかつさけすけ けくすかせかせけみすけ う すけちそうそこ ほさそせそすけさか, うふのしけ せあ たそうかちにせそつてへ 
てかさてそせけねかつさけか つおうけえけ, ちあくうけうあうのけかつみ おそ てそえそ うそ すせそえそす たそおつたとおせそ. 
》ちそけくそのしそ つそくおあせけか えしそいあしへせそこ (け う ちあつてとはかこ つてかたかせけ かおけせそこ) たそつて-
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さあたけてあしけつてけねかつさそこ つけつてかすふ, ちあくうけうあまはかこつみ う そつせそうせそす たそ かおけせふす 
たちあうけしあす. ╇ ほてそす つすふつしか えそうそちけてへ そ さあてあつてちそなけねかつさそす とにとおのかせけけ たそくけ-
ぬけこ 『そつつけけ, さあさ たそしあえあかて あうてそち, かはか たそさあ せか たちけにそおけてつみ. 》そさあ せけさてそ 
せか すそきかて け せか にそねかて とえちそきあてへ 『そつつけけ うせかのせかこ あえちかつつけかこ けしけ みうせふす 
うそかせせそ-たそしけてけねかつさけす おあうしかせけかす. 】 せかか せかて みうせふに さちとたせふに つそまくせけさそう, 
せそ せかて け うちあえそう. 』 さちとたせかこのけすけ えそつとおあちつてうあすけ たそおおかちきけうあまてつみ せそち-
すあしへせふか そてせそのかせけみ. 《つてあかてつみ そてさちふてふす «そさせそ うそくすそきせそつてかこ», おあま-
はかか せあおかきおと せあ うふにそお せあ せそうとま たあちあおけえすと うせとてちかせせかえそ ちあくうけてけみ, せあ 
うくあけすそおかこつてうけか け けせてかえちあぬけま つ うせかのせかこ つちかおそこ, さそてそちふか そてうかねあしけ いふ 
せそうふす うふくそうあす.

》そほてそすと てちかてへみ くあおあねあ, とてうかちきおかせけか 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ う さあねか-
つてうか «そおせそえそ けく うしけみてかしへせふに け とうあきあかすふに ぬかせてちそう つけしふ う すけちそうそす 

つそそいはかつてうか, たそ いそしへのそすと つねかてと, すそきかて いふてへ とつたかのせそ ちかのかせあ てそしへさそ 
たそつしか てそえそ, さあさ せあのか えそつとおあちつてうそ うそこおかて う ねけつしそ しけおかちそう たそ つそうそさとたせそこ 
すそはけ, あ くあそおせそ おそさあきかて つうそま ほななかさてけうせそつてへ う たそおおかちきあせけけ すけちあ け つてあ-
いけしへせそつてけ せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか» (つ. 192—193).

》そさあ きか せあけいそしかか おかこつてうかせせふす すかてそおそす つそにちあせかせけみ くあ 『そつつけかこ 
つてあてとつあ うかしけさそこ おかちきあうふ, そてすかねあかて ╆あきあせそう, みうしみかてつみ, いかくとつしそうせそ, たそしけ-
てけさあ たそそはちかせけみ すせそえそたそしみちせそつてけ う すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに. 『そつ-
つけみ, たちけうかてつてうとみ すせそえそたそしまつせそつてへ う XXI つてそしかてけけ, そてすかねあかて, う ねあつて-
せそつてけ, あうてそち, おそしきせあ, さあさ たちかおつてあうしみかてつみ, おそいけうあてへつみ うくあけすそおかこつてうけみ 
(あ せか たちそてけうそつてそみせけみ) ぬかせてちそう つけしふ (つ. 194).

╇ ほつつか «ゅうそしまぬけみ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ う 90-か えそおふ» ╆あきあ-
せそう たそさあくふうあかて, ねてそ うせかのせみみ たそしけてけさあ つちあくと たそつしか つそいふてけこ 1991 え. 
ねあつてけねせそ くけきおけしあつへ せあ なとせおあすかせてか «せそうそえそ たそしけてけねかつさそえそ すふのしかせけみ» 
〈.』. ╈そちいあねかうあ. 《おせあさそ せそうそか ちそつつけこつさそか ちとさそうそおつてうそ たそのしそ えそちあくおそ 
おあしへのか う ちあくうそちあねけうあせけけ つてちあせふ しけぬそす さ ′あたあおと. 》ちけ ほてそす つしけのさそす 
たそくおせそ いふしそ そつそくせあせそ, ねてそ と 『そつつけけ, つてちかすけうのかこつみ うそ ねてそ いふ てそ せけ 
つてあしそ うそこてけ う «くあたあおせそか ぬけうけしけくそうあせせそか つそそいはかつてうそ», かつてへ つそいつてうかせせふか 
せあぬけそせあしへせそ-えそつとおあちつてうかせせふか けせてかちかつふ, せかそいみくあてかしへせそ けおかせてけねせふか 
けせてかちかつあす 』ぃ╅ け おちとえけに くあたあおせふに おかちきあう. 》そつしかおせけか きか せか とたとつてけしけ 
うそくすそきせそつてけ くあたそしせけてへ えかそたそしけてけねかつさけこ うあさととす う ╇そつてそねせそこ ╊うちそたか, 
おあ け せか てそしへさそ てあす. ╉かすそさちあてふ てあさきか つ てちとおそす けくいあうしみしけつへ そて つてかちかそてけ-
たそう う そてせそのかせけみに つ いふうのけすけ つそまくせふすけ ちかつたといしけさあすけ. 》ちそいしかすあ とつと-
えといしみしあつへ ほさそせそすけねかつさけす け つそぬけあしへせふす さちけくけつそす, う さそてそちふこ たそたあしけ 
つてちあせふ 』〉╈, ちそつてそす う せけに せあぬけそせあしけくすあ. «》そおそくちかうあみ 『そつつけま う けすたかち-
つさそす つけせおちそすか, — つたちあうかおしけうそ そてすかねあかて あうてそち, — しけおかちふ せかくあうけつけすふに 
えそつとおあちつてう つさしそせせふ いふしけ うけせけてへ “ちとさと 〈そつさうふ” うそ うせとてちかせせけに てちとお-
せそつてみに, あさてけうせそ けつさあしけ くあはけてふ そて ちそつつけこつさそえそ “うかしけさそおかちきあうけみ” せあ 
ちあくせふに あくけすとてあに — せあ ′あたあおか, ょえか け ╇そつてそさか. ╇つてちかねせふか のあえけ つそ つてそ-
ちそせふ たそてかせぬけあしへせふに “くあはけてせけさそう” つとうかちかせけてかてあ いふうのけに ちかつたといしけさ 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

』』』『 とつけしけうあしけ ちあくおちあきかせけか う 〈そつさうか, たそちそきおあしけ てあす そたあつかせけみ, ねてそ 
『そつつけま にそてみて うふてかつせけてへ けく てちあおけぬけそせせそこ つなかちふ うしけみせけみ, せあせかつてけ かこ 
とはかちい» (つ. 264).

ぁてそ さあつあかてつみ つてちあせ ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ, つてあしそ そねかうけおせそ, たけのかて 
╊.》. ╆あきあせそう, ねてそ «うそつてそねせそかうちそたかこぬふ せか うけおみて う せそうそこ 『そつつけけ せあおかき-
せそえそ おちとえあ, せあたちそてけう, 〈そつさうあ, おしみ せけに — たそてかせぬけあしへせふこ けつてそねせけさ 
とえちそくふ いかくそたあつせそつてけ け つとうかちかせけてかてと» (つ. 264).

╇ ちあいそてか «》ちけそちけてかてふ 『そつつけけ う すかせみまはかすつみ すけちか», う ねあつてせそつてけ, 
えそうそちけてつみ, ねてそ たちけそちけてかてせそつてへ そてせそのかせけこ つ 』ぃ╅ せか てちかいとかて おそさあくあ-
てかしへつてう. «〈かきおと せあすけ, — つたちあうかおしけうそ くあすかねあかて ╊.》. ╆あきあせそう, — ときか 
せかて けおかそしそえけねかつさけに たちそてけうそちかねけこ: 『そつつけみ つあすあ きかしあかて つてあてへ おかすそさちあ-
てけねかつさけす えそつとおあちつてうそす つ ちふせそねせそこ ほさそせそすけさそこ, け 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ 
せか すそえとて せか たちけうかてつてうそうあてへ てあさそこ さとちつ. 》ちそいしかすあ, そおせあさそ, くあさしまねあかてつみ 
う てそす, ねてそ 』ぃ╅, そつてあうのけつへ かおけせつてうかせせそこ “つうかちにおかちきあうそこ”, とうしかさしけつへ 
ちあつのけちかせけかす くそせふ つうそかえそ うしけみせけみ け なあさてけねかつさけ うかおとて おかしそ さ たそおねけせか-
せけま つそいつてうかせせそすと さそせてちそしま そつてあしへせそえそ すけちあ, うさしまねあみ 『そつつけま» (つ. 312). 
》そ すせかせけま あうてそちあ, たちそねせそつてへ たそくけぬけけ 『そつつけけ さあさ せあ えしそいあしへせそす, てあさ 
け せあ ちかえけそせあしへせそす とちそうせか う さそせかねせそす つねかてか いとおかて くあうけつかてへ そて とさちかたしか-
せけみ えそつとおあちつてうあ け かえそ そいそちそせそつたそつそいせそつてけ, そて そくおそちそうしかせけみ せあぬけそせあしへ-
せそこ ほさそせそすけさけ, いしあえそつそつてそみせけみ.

╇ ぬかせてちか うせけすあせけみ たそつしかおせかこ, てちかてへかこ えしあうふ てそすあ «『そつつけみ け うせかの-
せけこ すけち» — たちそいしかすふ うせとてちかせせかえそ ちあくうけてけみ つてちあせふ, うそつたちけみてけみ たそつて-
つそうかてつさそこ 『そつつけけ くあ ちといかきそす け そてせそのかせけみ ちそつつけみせ さ くあえちあせけぬか.

╇ そおせそす けく かか ちあくおかしそう あうてそち さあさ いふ たちけすかちみかて おしみ 『そつつけけ すそおかしけ 
ちあくうけてけみ あくけあてつさけに «てけえちそう» — 』けせえあたとちあ, ょきせそこ [そちかけ, 【あこうあせみ, 
╈そせさそせえあ. 》ちけくせあうあみ せかつそすせかせせとま たそしへくと う くせあせけけ くあちといかきせそえそ そたふてあ 
うそそいはか け ほさそせそすけねかつさそこ つてちあてかえけけ «せそうふに けせおとつてちけあしへせふに つてちあせ» 
(〉¨』) ╅くけけ う ねあつてせそつてけ, そせ, てかす せか すかせかか, そてちけぬあかて うそくすそきせそつてけ けに 
つしかたそえそ さそたけちそうあせけみ.

《つそいそか すかつてそ う させけえか くあせけすあかて たちそいしかすあ ちあつのけちかせけみ 〉╅【《 せあ ╇そつ-
てそさ. 《せ つねけてあかて, ねてそ «〉╅【《 せか つそいけちあかてつみ せあたあおあてへ せあ 『そつつけま. ╆そしかか 
てそえそ, 』ぃ╅ け けに つそまくせけさけ せか きかしあまて そいせけはあせけみ け ちあくうあしあ ちそつつけこつさそえそ 
えそつとおあちつてうあ. 《せけ さあさ ちあく いそみてつみ, ねてそ ほてそ つしとねけてつみ せかくあうけつけすそ そて けに うそしけ, 
けく-くあ せあのけに つそいつてうかせせふに おかこつてうけこ. ╉しみ ′あたあおあ きか しとねのけこ うあちけあせて ちあく-
うけてけみ つそいふてけこ (けく うつかに おそつてとたせふに) — つそにちあせかせけか せあのかこ つてちあせふ せあ たとてけ 
ちふせそねせふに ちかなそちす け おかすそさちあてけくあぬけけ, たそしせそさちそうせそか うさしまねかせけか 『そつつけけ 
つ かか いそえあてかこのけすけ ちかつとちつあすけ う すけちそにそくみこつてうかせせふか つうみくけ» (つ. 358).

╇ ぬかしそす, たそ すせかせけま あうてそちあ, けくすかせかせけみ う そてせそのかせけみに 『そつつけけ つ うせかの-
せけす すけちそす せそつみて そてせそつけてかしへせそ いしあえそたちけみてせふこ にあちあさてかち, う たかちうとま 
そねかちかおへ, くあ つねかて とすかせへのかせけみ うせかのせかえそ おあうしかせけみ け とえちそく, せそうふに さそせ-
つてちとさてけうせふに そてせそのかせけこ つ ちみおそす せあけいそしかか すそはせふに えそつとおあちつてう, とつたか-
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にそう とつけしけこ たそ そいかつたかねかせけま 『そつつけけ つてあてとつあ そつせそうせそえそ たちあうそたちかかすせけさあ 
』』』『. 〉そうふか うふくそうふ すそきせそ せかこてちあしけくそうあてへ うくうかのかせせそこ たそしけてけさそこ, 
そてうかねあまはかこ けせてかちかつあす 『そつつけこつさそえそ えそつとおあちつてうあ.

『そつつけみ あさてけうけくけちとかてつみ う ╅くけけ*

っつさけせあ ╈.』.
╉そさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ

[せけえあ たちそなかつつそちあ ╊.》. ╆あきあせそうあ, うけおせそえそ ちそつつけこつさそえそ とねかせそえそ つ いそしへ-
のけす そたふてそす おけたしそすあてけねかつさそこ け せあとねせそこ ちあいそてふ (╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ 
すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. ¨くいちあせせふか てちとおふ う てちかに てそすあに. 【そす I. M.: 
〉あとねせあみ させけえあ, 2001. — 464 つ.), たそつうみはかせあ けつつしかおそうあせけま つしそきせふに えかそたそ-
しけてけねかつさけに たちそぬかつつそう う すけちか たそつしか そさそせねあせけみ «にそしそおせそこ うそこせふ».

′せあねけてかしへせそか すかつてそ う させけえか くあせけすあまて うそたちそつふ たそしけてけさけ 『‒ う そてせそ-
のかせけけ せか てそしへさそ つてちあせ ′あたあおあ, せそ け ╇そつてそさあ — [けてあみ, ったそせけけ, ¨せおけけ, 
『かつたといしけさけ [そちかみ, [〉╉『, つてちあせ ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ.

》ふてあみつへ そたちかおかしけてへ, う さあさそこ そいつてあせそうさか 『そつつけけ う せかおあしかさそす いとおと-
はかす たちかおつてそけて たちそうそおけてへ つうそま うせかのせまま たそしけてけさと, あうてそち とさあくふうあかて せあ 
ちあつてとはけこ せあぬけそせあしけくす う つてちあせあに ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, ちあくうけてけか つそたかち-
せけねかつてうあ すかきおと [〉『 け ¨せおけかこ, とつけしかせけか うせとてちかせせけに てちとおせそつてかこ う ほてけに 
えそつとおあちつてうあに, ねてそ せあにそおけて そてちあきかせけか う けに うせかのせかこ たそしけてけさか.

╇せけすあせけか あうてそちあ たちけうしかねかせそ さ [けてあま, つ さそてそちふす せあのあ つてちあせあ 
つてちかすけてつみ ちあくうけうあてへ そてせそのかせけみ う おとにか えかそたそしけてけねかつさそえそ うくあけすそたそせけ-
すあせけみ さあさ つ えそつとおあちつてうそす, そてうかちえあまはけす あすかちけさあせつさけこ おけさてあて (つ. 300). 
╊.》. ╆あきあせそう せあたそすけせあかて, せあたちけすかち, そ てそす, ねてそ たそしけてけさあ 』ぃ╅ う そてせそ-
のかせけけ [けてあみ うさしまねあかて う つかいみ ほしかすかせてふ つおかちきけうあせけみ け おあうしかせけみ, せあ ねてそ 
》かさけせ ちかあえけちとかて «つそえしあつせそ さあせそせあす さしあつつけねかつさそこ たそしけてそしそえけけ» (つ. 32). 
╇ させけえか そてすかねかせそ そえちそすせそか くせあねかせけか ちあつてとはかこ すそはけ [けてあみ け たちかうちあはか-
せけみ かえそ う ちかえけそせあしへせふこ, あ う たかちつたかさてけうか け う えしそいあしへせふこ ぬかせてち つけしふ おしみ 
なそちすけちそうあせけみ せそうそこ つけつてかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ.

╅うてそち たちそえせそくけちとかて くせあねけてかしへせとま あさてけうせそつてへ 『そつつけけ う ╅くけあてつさそ-
【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか, あさぬかせてけちとみ うせけすあせけか せあ かか けせてかせつけなけさあぬけま 
う そてせそのかせけけ [けてあみ, つてちあせ 』ちかおせかえそ ╇そつてそさあ け ょきせそこ ╅くけけ.

╊.》. ╆あきあせそう うふつさあくふうあかて たちかおたそしそきかせけか そ ちあくしけねせそこ ちかあさぬけけ 
うせかのせかえそ すけちあ せあ あさてけうけくあぬけま ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ う ちあくせふに 
ちかえけそせあに ╇そつてそさあ. ╇ いそしへのけせつてうか つしとねあかう, えそうそちけてつみ う させけえか, たそしけてけさあ 
〈そつさうふ うふくそうかて たそしそきけてかしへせとま ちかあさぬけま つうそけに たかちつたかさてけうせふに たあちてせか-

* っつさけせあ ╈.』. 『そつつけみ あさてけうけくけちとかてつみ う ╅くけけ // ╅くけみ け ╅なちけさあ つかえそおせみ. 2002. づ 7 (そておかしへせふこ 
そててけつさ).
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ちそう. 《おせあさそ ったそせけみ せあつてそちそきかせせそ そてせそつけてつみ さ うそくすそきせそすと ついしけきかせけま 
『そつつけけ つ [けてあかす. ╇ てそ きか うちかすみ ちかあさぬけみ 【そさけそ, たそ すせかせけま あうてそちあ, いとおかて 
つおかちきあせせそこ け さそせてちそしけちとかすそこ.

『かぬかせくけちとかすそか けつつしかおそうあせけか そさちあのかせそ しけねせふすけ うそつたそすけせあせけみすけ 
あうてそちあ そ たちあさてけねかつさそこ ちあいそてか せあ おけたしそすあてけねかつさそす たそたちけはか う 』ぃ╅ 
け [けてあか. 《てすかてけす け つてけしへ あうてそちあ — そせ ねかてそさ け たといしけぬけつてけねかせ, け ほてそ 
おかしあかて かえそ させけえと おそつてとたせそこ け けせてかちかつせそこ おしみ のけちそさそえそ ねけてあてかしみ, いとおへ 
てそ たそしけてけさ, けつてそちけさ, つてとおかせて けしけ ちあいそねけこ.

* * *

っつさけせあ ╈.』.*

〈けち たそつしか «にそしそおせそこ うそこせふ» そにうあねかせ つてちかすけてかしへせふすけ たかちかすかせあすけ, 
つてあせそうけてつみ さあさ せけさそえおあ おけせあすけねせふす け, つしかおそうあてかしへせそ, すあしそ たちかおつさあくとか-
すふす. 》そほてそすと, ねてそいふ ちあくいけちあてへつみ う つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに そてせそ-
のかせけみに, けに そつせそうせふに てかせおかせぬけみに, せかそいにそおけすふ せあおかきせふか そちけかせてけちふ. 
『かぬかせくけちとかすあみ させけえあ たちそなかつつそちあ ╊.》. ╆あきあせそうあ, うけおせそえそ ちそつつけこつさそえそ 
とねかせそえそ つ いそしへのけす そたふてそす おけたしそすあてけねかつさそこ け せあとねせそこ ちあいそてふ, いかつ-
つたそちせそ, みうしみかてつみ そおせけす けく せけに.

』そおかちきあせけか させけえけ うふくふうあかて いそしへのそこ けせてかちかつ け, たちかきおか うつかえそ, 
たそてそすと, ねてそ えしあうせふす おかこつてうとまはけす しけぬそす け そいひかさてそす せあとねせそえそ けくとねか-
せけみ う たかちうそす てそすか, そてそいちあきあまはかす さちとたせふこ たしあつて つそうちかすかせせそこ きけくせけ 
すけちそうそえそ つそそいはかつてうあ, みうしみかてつみ 『そつつけみ け, つそそてうかてつてうかせせそ, ほうそしまぬけみ 
うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ. 》そほてそすと, う たかちうとま そねかちかおへ, 
そてすかてけす, ねてそ けつつしかおそうあせけか ちあくうかちせとてそ う つてそちそせと せあぬけそせあしへせふに けせてか-
ちかつそう 『そつつけけ け, せかつすそてちみ せあ すせそえそそいちあくけか けつつしかおとかすふに う せかす たちそいしかす 
け つまきかてそう, せかけくすかせせそ たちけさそうふうあかて うせけすあせけか さ すふつしけ そ すかつてか け くせあねか-
せけけ 『そつつけこつさそえそ えそつとおあちつてうあ う なそちすけちとまはかこつみ つてちとさてとちか すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけこ, う たちそぬかつつあに とつさそちみまはかこつみ えしそいあしけくあぬけけ すけちそうそこ 
たそしけてけさけ け ほさそせそすけさけ.

[せけえあ たちかおしあえあかて てそねさと くちかせけみ あうてそちあ せあ にあちあさてかち ちそつつけこつさそこ 
(つそうかてつさそこ) うせかのせかこ たそしけてけさけ たそつしか «にそしそおせそこ うそこせふ» け そいちあくそうあ-
せけみ 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ うそ うくあけすそつうみくけ つ そつせそうせふすけ てかせおかせぬけみすけ 
すけちそうそこ たそしけてけさけ け しかきあはけすけ う かか そつせそうか なあさてそちあすけ. ╇ せかこ そてねかて-
しけうそ たちそつしかきけうあまてつみ そつせそうせふか せあたちあうしかせけみ うせかのせかこ たそしけてけさけ 『‒ 
け ほてあたふ かか つてあせそうしかせけみ — そて たちかけすとはかつてうかせせそ あてしあせてけねかつさそえそ せあたちあう-
しかせけみ う 1991—1993 ええ. う つてそちそせと いそしへのかこ ついあしあせつけちそうあせせそつてけ さ さそせぬと 
XX つてそしかてけみ, あせあしけくけちとまてつみ たちけねけせふ かか ほうそしまぬけけ. [ちそすか てそえそ, あうてそち 

* ‒けしそつそなつさけか せあとさけ. 2002. づ 2. 』. 154—157.
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つてちかすけてつみ せあこてけ (け せあにそおけて) う そたふてか すかきおとせあちそおせそこ おかみてかしへせそつてけ 
け うせとてちかせせかこ たそしけてけさか おちとえけに つてちあせ あつたかさてふ, たちかおつてあうしみまはけか つ かえそ 
てそねさけ くちかせけみ ぬかせせそつてへ おしみ 『そつつけけ. 』けしへせあみ つてそちそせあ させけえけ — かか たちそ-
えせそつてけねかつさあみ せあたちあうしかせせそつてへ. ¨ にそてみ ねけてあてかしへ たちかおとたちかきおかせ, ねてそ あうてそち 
せか つそいけちあかてつみ たちかおつさあくふうあてへ いとおとはかか (つ. 11), てかす せか すかせかか つあす そせ たそつしか-
おそうあてかしへせそ たちけおかちきけうあかてつみ つうそかこ くあおあねけ けくとねあてへ てかせおかせぬけけ すけちそうそえそ 
ちあくうけてけみ, «ねてそいふ うふみうしみてへ てか うそくすそきせそつてけ, さそてそちふか そてさちふうあまてつみ たかちかお 
ねかしそうかねかつてうそす, け うけおかてへ てか たちかえちあおふ, さそてそちふか すそえとて たそすかのあてへ ちかあしけくあ-
ぬけけ ほてけに うそくすそきせそつてかこ» (つ. 12).

╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, たちかおつてあうしかせせふか 
う てそすか ねかちかく うせかのせまま たそしけてけさと 『そつつけけ, つ そおせそこ つてそちそせふ, け そてせそのかせけか 
けせふに つてちあせ さ 『‒, つ おちとえそこ, ちあつつすあてちけうあまてつみ う させけえか たそ てちかす そつせそうせふす 
いしそさあす, けしけ えしあうあす.

》かちうふこ いしそさ («』そうちかすかせせふこ すけち», えしあうあ I) たそつうみはかせ そつせそうせふす てかせ-
おかせぬけみす すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ せあ たそちそえか XXI つてそしかてけみ, たちけねかす 
うふおかしかせそ うしけみせけか せあ そいつてあせそうさと う すけちか ちあくしけねせふに てけたそう つてちあせ — ちあく-
うけてふに け ちあくうけうあまはけにつみ, さちとたせふに, すかしさけに け つちかおせけに えそつとおあちつてう.

[あさ うあきせかこのあみ てかせおかせぬけみ う させけえか ちあつさちふうあかてつみ おうけきかせけか さ すせそえそたそ-
しみちせそつてけ. ¨ う つうみくけ つ ほてけす たそつてあうしかせ そつてちふこ, なあさてけねかつさけ つとおへいそせそつせふこ 
おしみ 『そつつけけ うそたちそつ そ てそす, つたそつそいせそ しけ 『そつつけこつさそか えそつとおあちつてうそ うかちせとてへ 
つかいか «つうかちにおかちきあうせふこ つてあてとつ»? ╅うてそち つそにちあせみかて せあ ほてそて つねかて そたてけすけくす, 
そつせそうあせけみすけ さそてそちそえそ そせ せあくふうあかて つたそつそいせそつてへ 『そつつけけ たちかそおそしかうあてへ 
つしそきせふか つけてとあぬけけ, そいしあおあせけか そえちそすせそこ てかちちけてそちけかこ け すかつてそちあつたそ-
しそきかせけか う «つかちおぬかうけせか» つあすそこ うあきせそこ ねあつてけ すけちそうそこ ぬけうけしけくあぬけけ, 
あ てあさきか うふつそさけこ けせてかししかさてとあしへせふこ たそてかせぬけあし け うそかせせそか すそえとはかつてうそ. 
《おせそうちかすかせせそ てそねせそ うふみうしかせあ そおせあ けく そつせそうせふに うせとてちかせせけに たちけねけせ 
つしあいそつてけ 『そつつけこつさそえそ えそつとおあちつてうあ — かえそ せかつそうかちのかせせあみ ちかえけそせあしへせあみ 
たそしけてけさあ. ゅてけす そいひみつせみかてつみ うせけすあせけか さ すけちそうそすと そたふてと う そいしあつてけ 
なかおかちあしけくすあ, たそつさそしへさと たちそいしかすあ うくあけすそそてせそのかせけこ ぬかせてちあ け ちかえけそせそう 
『そつつけけ つかこねあつ みうしみかてつみ そつそいかせせそ あさてとあしへせそこ.

╇てそちそこ いしそさ («╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ», えしあうあ II) そてうかおかせ おしみ うふみつ-
せかせけみ う そつせそうせそす えそつとおあちつてうかせせふに けせてかちかつそう 『そつつけけ せあ すけちそうそこ あちかせか, 
たそたふてさあす そてうかてけてへ せあ うそたちそつ: さあさあみ たそしけてけさあ せときせあ 『そつつけけ? ╉しみ てそえそ 
ねてそいふ そてうかてけてへ せあ せかえそ, あうてそち そいちあはあかてつみ さ ねかてさけす ちあくうかちせとてふす にあちあさ-
てかちけつてけさあす すかせみまはかえそつみ すけちあ, うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつつけけ け かか ほうそしま-
ぬけけ. 》そつしかおせまま あうてそち そたちかおかしみかて さあさ たかちかにそお そて たちかけすとはかつてうかせせそ 
あてしあせてけねかつさそえそ せあたちあうしかせけみ う つてそちそせと いそしへのかこ ついあしあせつけちそうあせせそつてけ. 
′あてちそせとてふ け とくしそうふか すそすかせてふ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ, せあたちけ-
すかち, そてせそのかせけか 『‒ さ うそこせか せあ ╆あしさあせあに, かか ちそしへ う とちかえとしけちそうあせけけ 
おちとえけに ちかえけそせあしへせふに さそせなしけさてそう, せあたちけすかち, う ╅なえあせけつてあせか. ╇つか ほてけ 
け おちとえけか たちそいしかすふ あせあしけくけちとまてつみ つ たそくけぬけこ 『そつつけけ う そいしあつてけ たそしけてけ-
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ねかつさけに, うそかせせふに, ほさそせそすけねかつさけに, えとすあせけてあちせふに け まちけおけねかつさけに あつたかさ-
てそう いかくそたあつせそつてけ せあのかえそ えそつとおあちつてうあ.

[あさ きか そたちかおかしみかて あうてそち にあちあさてかち うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつつけけ せあ 
ちといかきか おうとに つてそしかてけこ? «...『そつつけみ たちそおそしきけて たとてへ, — たけのかて そせ, — 
さ そてさちふてそこ, えけいさそこ け ついあしあせつけちそうあせせそこ うせかのせかこ たそしけてけさか け けすかせせそ 
つ てあさけす いあえあきそす うそこおかて う XXI うかさ» (つ. 277). ゅてそて うふうそお あうてそちあ (かつしけ かすと 
せか にそねかてつみ とたそてちかいしみてへ つしそうそ «たちそえせそく») せあねあし なあさてけねかつさけ そたちあうおふ-
うあてへつみ, さそえおあ 『そつつけみ そてさちふてそ つそしけおあちけくけちそうあしあつへ つ 』そかおけせかせせふすけ ぃてあ-
てあすけ ╅すかちけさけ う つなかちか いそちへいふ つ すかきおとせあちそおせふす てかちちそちけくすそす.

》ちそえせそく たそおてうかちきおかせ あせあしけくそす «すそてけうそう, さそてそちふか おそしきせふ そたちか-
おかしみてへ すかきおとせあちそおせとま つてちあてかえけま 〈そつさうふ う そいそくちけすそこ たかちつたかさてけうか». 
〈そてけうふ ほてけ にちそせそしそえけねかつさけ すかせみしけつへ つしかおとまはけす そいちあくそす:

— せあねあしそ 90-に ええ. — くあおあねあ うにそきおかせけみ 『‒ う «つかすへま ぬけうけしけくそうあせせふに 
せあちそおそう ′あたあおあ»;

— 1993—1995 ええ. たかちかさしまねかせけか うせけすあせけみ せあ そいかつたかねかせけか せあぬけそ-
せあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ け うそつつてあせそうしかせけか たそおそちうあせせそえそ うかしけさそおかちきあう-
せそえそ つてあてとつあ 『そつつけけ;

— う せあつてそみはかか うちかすみ しけせけま たそうかおかせけみ ちそつつけこつさけに うしあつてかこ せあ すけちそ-
うそこ あちかせか うせそうへ せあねけせあまて そたちかおかしみてへ たそてちかいせそつてけ うせとてちかせせけに ちかなそちす 
け ちあくうけてけみ つてちあせふ. 》ちけ ほてそす たそおねかちさけうあかてつみ ちあくせけぬあ つ たかちうそせあねあしへせそこ 
つてちあてかえけかこ おかすそさちあてそう, さそてそちあみ つそつてそけて う てそす, ねてそ «ちそつつけこつさけこ けつてか-
いしけのすかせて つてちかすけてつみ せあ せふせかのせかす ほてあたか つそてちとおせけねあてへ せか てそしへさそ つ ′あたあ-
おそす, せそ う ちあうせそこ つてかたかせけ け つ おちとえけすけ たあちてせかちあすけ» (つ. 277).

》ちけすかねあてかしかせ け おちとえそこ うふうそお, たちけうかおかせせふこ う させけえか け なあさてけねかつさけ 
たちそけえせそちけちそうあせせふこ う けくうかつてせふに せあす てちとおあに おちとえけに けつつしかおそうあてかしかこ. 
«╇ 〈そつさうか そつそくせあしけ, — えそうそちけてつみ う させけえか, — ねてそ せけさてそ せあ ′あたあおか, せけ 
えおか いふ てそ せけ いふしそ かはか せか つそいけちあかてつみ せみせねけてへつみ つ 『そつつけかこ さあさ つ えちとお-
せふす ちかいかせさそす. 〉けさてそ せか えそちけて きかしあせけかす うふさそちすけてへ せそうそえそ つとたかちえけ-
えあせてあ. 《つそくせあしけ, せそ そてせまおへ せか おちあすあてけくけちとまて つけてとあぬけま, けいそ たそ-けせそすと 
け いふてへ せか すそきかて. 〉け そおせそ えそつとおあちつてうそ せか つてちかすけてつみ つそくおあてへ つかいか さそせ-
さとちかせてあ け つそたかちせけさあ. 』すかのせそ おとすあてへ, ねてそ なちあせぬとくふ せか つたみて せそねあすけ, 
そくあいそねかせせふか てかす, さあさ いふ とつけしけてへ ╈かちすあせけま. ¨しけ ねてそ けつたあせぬふ てちとおみてつみ 
う たそてか しけぬあ, ねてそいふ うかちせとてへ いふしそか うかしけねけか ╅せえしけけ. ╅ さけてあこぬふ えちかくみて 
そ たちかうちあはかせけけ ったそせけけ う つうかちにおかちきあうと» (つ. 278). 〈せそえそそいかはあまはか くうと-
ねけて う つうみくけ つ ほてけす くあさしまねかせけか そ てそす, ねてそ 『そつつけみ てかたかちへ たそせけすあかて, ねてそ 
さそせさとちかせぬけみ う すけちそうそこ たそしけてけさか け ほさそせそすけさか — せかけくいかきせそか け かつてかつて-
うかせせそか みうしかせけか. ¨ くおかつへ あうてそち うふつてとたあかて さあさ つてそちそせせけさ, う ねあつてせそつてけ, 
くあはけてふ つしあいふに そてかねかつてうかせせふに たちそけくうそおけてかしかこ そて すそはせそこ けせそつてちあせ-
せそこ さそせさとちかせぬけけ, そせ たちそてかつてとかて たちそてけう いかえつてうあ さあたけてあしあ け うふうそくあ ぬかせ-
せふに つふちへかうふに ちかつとちつそう けく 『そつつけけ, おけつさちけすけせあぬけけ ちそつつけこつさけに てそうあちそう 
せあ すけちそうそす ちふせさか け て.た.
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╇ ちあいそてか ちあつつすあてちけうあかてつみ け てあさそこ そいひかさて ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけ-
てけさけ, さあさ そいかつたかねかせけか せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ け のけちそさけこ さちとえ 
うそたちそつそう うそさちとえ せかえそ, うさしまねあみ ちあくせそえしあつけみ すかきおと おかすそさちあてあすけ け さそせ-
つかちうあてそちあすけ たそ たちそいしかすあす ちあつのけちかせけみ 〉╅【《 せあ ╇そつてそさ, たそしけてけさか 
『そつつけけ, せあたちあうしかせせそこ せあ ついしけきかせけか つ おちとえけすけ つてちあせあすけ 』〉╈ け ぬかしそすと 
ちみおと おちとえけに. 』あす あうてそち うたそしせか そいそつせそうあせせそ つねけてあかて, ねてそ «うふくそうふ 
いかくそたあつせそつてけ せか おそしきせふ, そおせあさそ, てそしさあてへ 『そつつけま さ つあすそけくそしみぬけけ, 
くあさちふてそつてけ け ほさつてちかすけくすと. 〉あたちそてけう, たそつさそしへさと ほてけ うふくそうふ すせそえそそい-
ちあくせふ け うそくせけさあまて せあ ちあくしけねせふに せあたちあうしかせけみに, 〈そつさうあ, いとおとねけ つかこねあつ 
つちあうせけてかしへせそ つしあいあ, つすそきかて たちそてけうそつてそみてへ けす しけのへ くあ つねかて えけいさそこ 
け ついあしあせつけちそうあせせそこ うせかのせかたそしけてけねかつさそこ つてちあてかえけけ» (つ. 280—281).

【ちかてけこ いしそさ (『そつつけみ け うせかのせけこ すけち) うそいちあし う つかいみ ちあいそてふ ╊.》. ╆あきあ-
せそうあ, たそさあくふうあまはけか うしけみせけか すせそえけに つてちあせ すけちあ せあ なそちすけちそうあせけか 
うせかのせかこ たそしけてけさけ 『‒. ¨ せか てそしへさそ. ╇あきせそ, ねてそ あうてそち せか くあいふうあかて そ くせあ-
ねかせけけ けつてそちけけ 『そつつけけ おしみ かか つそうちかすかせせそこ たそしけてけさけ け うせかのせかたそしけてけ-
ねかつさそこ おかみてかしへせそつてけ. 》そほてそすと う ちあくおかし うさしまねかせふ かえそ ちあせせけか ちあいそてふ, 
そてせそつみはけかつみ さ たかちけそおと, せかたそつちかおつてうかせせそ たちかおのかつてうそうあうのかすと ちあつたあおと 
』』』『. 》そ すせかせけま ちかぬかせくかせてあ, ぬかせてちあしへせそか すかつてそ う ほてそす いしそさか くあせけすあかて 
いちそのまちあ (せあたけつあせあ せあ あせえしけこつさそす みくふさか け そたといしけさそうあせあ う 〈そつさうか 
う 1999 え.), — Transformation of Russia: Yesterday, Today and Prospects for 
the Future (【ちあせつなそちすあぬけみ 『そつつけけ: うねかちあ, つかえそおせみ け たかちつたかさてけうふ せあ 
いとおとはかか).

╉あせせそか たちそけくうかおかせけか せそつけて さそせぬかたてとあしへせふこ にあちあさてかち け けすかかて そつそ-
いそか くせあねかせけか おしみ たそせけすあせけみ つそうちかすかせせそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつ-
つけけ, たそつさそしへさと う せかす ちあつつすあてちけうあまてつみ たちけねけせふ おかくけせてかえちあぬけけ 』』』『 
(う たそせけすあせけけ あうてそちあ) け たちそつしかきけうあかてつみ うしけみせけか けつてそちけけ 『そつつけこつさそこ 
(ぬあちつさそこ) けすたかちけけ, あ くあてかす 』そうかてつさそえそ 』そまくあ せあ ほてと たそしけてけさと. «》かちか-
つてちそこさあ せか とおあしあつへ, け 』』』『 うせかくあたせそ (さあさ け ぬあちつさあみ 『そつつけみ う 1917 え.) 
ちあつたあしつみ, せかつすそてちみ せあ てそ, ねてそ うつか かはか そいしあおあし とつてちあのあまはけす みおかちせふす 
あちつかせあしそす け おちとえけすけ あてちけいとてあすけ うしあつてけ... 『あつたあお 』そうかてつさそえそ 』そまくあ 
たそうてそちけし つとおへいと ぬあちつさそこ 『そつつけけ: そせ みうけしつみ ちかくとしへてあてそす けつてそはかせけみ 
うせとてちかせせけに おうけきとはけに つけし つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそえそ ちあくうけてけみ. 『そしへ 
すかつてせふに たちそぬかつつそう たちかそいしあおあしあ, せそ うすかつてか つ てかす, うしけみせけか うせかのせけに つけし 
け なあさてそちそう せあ ちあつたあお てそてあしけてあちせそえそ ちかきけすあ せか つしかおとかて せかおそそぬかせけうあてへ» 
(つ. 375).

【あさそこ たそおにそお さ そぬかせさか うせかのせけに け うせとてちかせせけに たちけねけせ ちあつたあおあ 
』』』『, いかくとつしそうせそ, たちあうそすかちかせ け たちそてけうそつてそけて たちかおつてあうしかせけみす せかさそてそ-
ちふに たそしけてけさそう, つさしそせせふに そてせそつけてへ ちあつたあお 』』』『 てそしへさそ けつさしまねけてかしへせそ 
しけいそ せあ つねかて うせとてちかせせけに, しけいそ せあ つねかて てそしへさそ うせかのせけに たちけねけせ.

╇ させけえか ちあつつすそてちかせふ け おちとえけか てそねさけ くちかせけみ せあ たちそいしかすと, う てそす 
ねけつしか け てか, さそてそちふか そてちあきあまて たしまちあしけつてけねかつさとま つてちとさてとちと ちそつつけこ-
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つさそえそ そいはかつてうあ う たかちかにそおせふこ たかちけそお け たちかおつてあうしみまて つそいそこ «つすかつへ あちえと-
すかせてそう けく けつてそちけけ ほたそにけ さそすすとせけくすあ け ぬあちつさそこ 『そつつけけ» (つ. 382). 〉あたちけ-
すかち, うかしけさそおかちきあうせふか あすいけぬけけ たちそみうしみまてつみ と そておかしへせふに ちそつつけこつさけに 
たそしけてけさそう, せあつてあけうあまはけに せあ たちそうかおかせけけ たちそつかちいつさそこ たそしけてけさけ せあ てそす 
そつせそうあせけけ, ねてそ «つかちいふ みうしみまてつみ つしあうみせあすけ, あ ぬあちつさあみ 『そつつけみ けに うつかえおあ 
くあはけはあしあ» (つ. 385).

╇ おあせせそす いしそさか ねけてあてかしへ せあこおかて てあさきか けせてかちかつせふか たといしけさあぬけけ, 
たそつうみはかせせふか てちかうそきあはけす ちそつつけこつさそか そいはかつてうそ うそたちそつあす そ いとおとはかす 
『そつつけけ, う てそす ねけつしか そ たかちつたかさてけうあに 『‒ さあさ たそしけほてせけねかつさそえそ えそつとおあちつてうあ, 
そ えかせかくけつか なかおかちあしけくすあ う 『そつつけけ, すかきおとせあちそおせふに け すかきせあぬけそせあしへせふに 
つうみくみに つといひかさてそう 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ. ╅うてそち せか つさしそせかせ たちかとうかしけ-
ねけうあてへ とえちそくと つとうかちかせけてかてと 『そつつけけ つそ つてそちそせふ ぁかねせけ け, てかす いそしかか, つそ 
つてそちそせふ 【あてあちつてあせあ けしけ ╆あのさけちけけ. 〉あぬけそせあしへせふか ちかつたといしけさけ, とおそう-
しかてうそちけう つうそけ ほてせけねかつさけか あすいけぬけけ, たかちかそちけかせてけちとまて つうそけ けせてかちかつふ せあ 
うそたちそつふ ちあつたそちみきかせけみ ちかつとちつあすけ, そいかつたかねかせけみ つかいか いそしかか いしあえそたちけみて-
せそえそ ちかきけすあ せあしそえそそいしそきかせけみ.

』しかおとかて そてすかてけてへ, ねてそ う させけえか ╊.》. ╆あきあせそうあ, せあちみおと つ あせあしけくそす 
たそしけてけさけ 』ぃ╅ け おちとえけに つてちあせ ′あたあおあ, さそてそちそこ とおかしかせそ すせそえそ うせけすあ-
せけみ, そてねかてしけうそ くうとねけて け うそつてそねせふこ すそてけう. ╅うてそちそす せか てそしへさそ そにあちあさてか-
ちけくそうあせあ うせかのせみみ たそしけてけさあ うかおとはけに くあたあおせふに えそつとおあちつてう, せそ け おちとえけに 
つてちあせ, う たかちうとま そねかちかおへ [けてあみ, 【とちぬけけ, ¨せおけけ, つてちあせ ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ. 
╉かこつてうけてかしへせそ, うしけみせけか つそうちかすかせせそえそ すけちあ せあ つとおへいふ さあきおそえそ えそつと-
おあちつてうあ つかこねあつ せかしへくみ つかいか たちかおつてあうけてへ いかく せあいけちあまはけに つけしと ちあくうけうあま-
はけにつみ つてちあせ. ╇ つうみくけ つ ほてけす いそしへのあみ あさてけうせそつてへ 『そつつけけ そきけおあかてつみ う ╅くけ-
あてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか, そつそいかせせそ う [けてあか, せあ 』ちかおせかす ╇そつてそさか 
け う ょきせそこ ╅くけけ, にそてみ 〈そつさうあ け せか つてあせかて きかちてうそうあてへ つうそけすけ そてせそのかせけ-
みすけ つ ′あたあおそす ちあおけ つうそけに おちとくかこ けく ちあくうけうあまはけにつみ つてちあせ. ╅うてそち たちそえせそ-
くけちとかて ちあくしけねせとま ちかあさぬけま うせかのせかえそ すけちあ せあ あさてけうけくあぬけま ちそつつけこつさそこ 
うせかのせかこ たそしけてけさけ. «╇ いそしへのけせつてうか つしとねあかう, — えそうそちけてつみ う させけえか, — 
[ちかすしへ たそしとねけて たそしそきけてかしへせふこ そてうかて そて つうそけに たかちつたかさてけうせふに たあちてせか-
ちそう». 《おせあさそ ったそせけけ, せあたちけすかち, うちみお しけ たそせちあうけてつみ いとおとはかか ついしけきかせけか 
『そつつけけ つ [けてあかす, せそ せかおそうそしへつてうそ いとおかて つおかちきあせせふす け さそせてちそしけちとかすふす. 
【あさあみ そぬかせさあ たちかおつてあうしみかてつみ そいおとすあせせそこ け うくうかのかせせそこ.

╅うてそち つてちかすけてつみ てあさきか せあこてけ (け せあにそおけて) う そたふてか すかきおとせあちそおせそこ 
おかみてかしへせそつてけ け うせとてちかせせかこ たそしけてけさけ おちとえけに えそつとおあちつてう あつたかさてふ, たちかお-
つてあうしみまはけか つ かえそ てそねさけ くちかせけみ ぬかせせそつてへ おしみ 『そつつけけ.

╇ ぬかしそす, つそおかちきあせけか させけえけ つたそつそいつてうとかて なそちすけちそうあせけま たちかおつてあう-
しかせけみ そ いとおとはかす 『そつつけけ. ╇ つうみくけ つ ほてけす, うけおけすそ, すそきせそ つそえしあつけてへつみ つ 
うふうそおそす, たちかおしあえあかすふす う させけえか, そ てそす, ねてそ 『そつつけみ, う さそせぬか さそせぬそう, うかちそ-
みてせそ, つてあせかて そおせけす けく ぬかせてちそう つけしふ う すせそえそたそしみちせそす すけちか — えそつとおあち-
つてうそす, せかあえちかつつけうせふす け うちみお しけ ねかす-てそ つけしへせそ そてしけねあまはけすつみ そて おちと-



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

210

えけに う つうそかす たそうかおかせけけ (つ. 388). 》ちけ ほてそす そせあ いとおかて たちかおつてあうしみてへ つそいそこ 
ほななかさてけうせとま, たちそぬうかてあまはとま, おかすそさちあてけねかつさとま, そてさちふてとま すけちと, 
すけちそしまいけうとま なかおかちあぬけま (つ. 401). ¨ たそつしかおせかか. 〉あとねせそか けつつしかおそうあせけか 
«つさちあのかせそ» しけねせふすけ うそつたそすけせあせけみすけ あうてそちあ そ たちあさてけねかつさそこ ちあいそてか 
せあ おけたしそすあてけねかつさそす たそたちけはか う てあさけに ちあくせふに, せそ けえちあまはけに うあきせとま 
ちそしへ せあ すけちそうそこ あちかせか つてちあせあに, さあさ 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ け [けてあこ.

《てすかてけす け つてけしへ あうてそちあ — そせ ねかてそさ け たといしけぬけつてけねかせ, け ほてそ おかしあかて 
かえそ おそつてとたせふす け けせてかちかつせふす おしみ しまいそえそ, いとおへ てそ たそしけてけさ, けつてそちけさ, 
つてとおかせて けしけ たちそつてそ ねけてあてかしへ, けせてかちかつとまはけこつみ たちそいしかすあすけ すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけこ け ちそしけ う せけに せそうそこ 『そつつけけ.

【そす 2

The Bazhanovs, leading Russian specia-
lists on the problems of international rela-
tions and, in particular, on the problems 
of Russia’s relations with the Asia-Pacifi c 
Region countries, chose the most signifi -
cant and current of more than a thousand 
articles, reports, and speeches presented at 
various scientifi c forums for publication in 
their three volumes of selected works.

The fi rst volume, which came out 
in 2001, reviewed the global develop-
ment trends of the contemporary world 
and Russia’s place in this world. The sec-
ond volu me, which is being reviewed, 
is devoted to questions relating to the 
Asia-Pacifi c Region and China. According 
to the data in the biblio graphy of main publications of the Institute for Con-
temporary International Studies of the Russian Foreign Ministry Diplomatic 
Academy, the Bazhanovs, have written 18 monographs, and more than 800 
articles, chapters in collective monographs and academic reports on these 
problems (“Asia-Pacifi c Region. Bibliography of Main Publications of the ICIS 
of the Russian Foreign Ministry Diplomatic Academy for 1990—2000,” Mos-
cow: Nauchnaya kniga. 2000). From these works, the scholars selected those 
which continue to retain their academic importance and value at the beginning 
of the 21st century.

Volume 2 includes works written by Evgeny and Natalia Bazhanovs 
between the late 1980s and 2000. Some of them were printed earlier in the 
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form of articles in academic journals and in the Soviet, Russian, and foreign 
press. Others, including reports and lectures presented in foreign universities, 
are being published for the fi rst time.

This volume consists of two parts (Chapters 4 and 5, since the authors 
continue the numeration from the fi rst volume) — “General Problems of the 
Asia-Pacifi c Region” and “China.” The articles in each chapter are arranged in 
chronological order. This makes it possible to follow the changes in Russian 
policy in the region, on the one hand, and trace the authors’ increasingly 
in-depth approach to the problems under review, on the other.

The articles and reports in Chapter 4 devoted to the problems of the APR 
pay particular attention to Russia’s place and role in the APR after the collapse 
of the Soviet Union. The concluding part of this chapter, “The Situation in 
the APR and Tasks for Supporting Russian Interests,” sums up the ideas, 
conceptions, and approaches which the Bazhanovs developed during the 
1990s. After formulating Russia’s main long-term interests in the Asia-Pacifi c 
Region, the authors present ideas on what Russian policy in the region should 
be like. “In our strategy,” they write, “it is reasonable to place the emphasis 
on creative work, helping (in a cautious and restrained key) to untie the 
knots of tension, actively reinforcing the conditions for the nonproliferation 
of mass destruction weapons, curbing the conventional arms race, regulating 
international arms trade, and so on” (p. 59—60). Underlining the signifi cance 
of Russia’s participation in forming a multilayer network of multilateral 
dialogues and security forums at regional and subregional levels, the authors 
nevertheless indicate that Russia should not try to head the formation process 
of collective security in the APR, but should draw small and medium states as 
much as possible into this process.

Chapter 4 is extremely informative; nevertheless the authors could have 
included the interesting reports they presented at foreign forums in 1995—
1999 (see: “The Asia-Pacifi c Region. Bibliography,” p. 15—18).

The extensive fi fth chapter (p. 63—480) begins as though in contrast to 
the previous one, in which the fi rst article “Closed Landscape” (p. 11—15) 
is the international affairs specialists’ refl ections on the closed and open 
nature of problems in politics in the Soviet Union, the US, and China. The 
fi rst article in the chapter on China entitled “Window in the Great Wall” 
(p. 63—77) relates the various aspects of China’s policy of openness toward 
the outside world. The subsequent articles relating to the end of the 1980s 
(p. 78—136) also characterize the profound changes in the PRC’s domestic 
and foreign policy during this period. They contain an intrinsic blend of the 
authors’ personal impressions from their trips to China and an analysis of 
the economic, social, and political realities of Chinese society by specialists 
who are trying to shed light on the changes going on in the country, soberly 
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evaluate them, and show both the positive results of the Chinese reforms 
and the unresolved problems.

On the whole, however, this chapter is devoted to four main topics — 
Soviet-Chinese, then Russian-Chinese relations, reforms in the cities and 
villages, China’s foreign policy, and the role of the Chinese leader Deng 
Xiaoping. It appears that the chronological order of the articles in this chapter 
to some extent contradicts the problems reviewed. Separating the problems 
into corresponding sections (Economic and Political Changes in the PRC, 
Foreign Policy, etc.) would have probably made it easier for the reader to gain 
a better grasp of such extensive and rich information.

The article by the Bazhanovs entitled “Russian-Chinese Relations at the 
Contemporary Stage.” which is published for the fi rst time in this volume, 
draws the reader’s attention (p. 413—475). After a short historic introduction 
on the normalization of Soviet-Chinese relations, the authors go on to analyze 
the factors leading to the rapprochement between Russia and China during 
the last decade of the 20th century. The article takes a close look at the changes 
in the geopolitical balance in forces on the international arena, the elimination 
of political and ideological differences between the Russian Federation and 
the PRC, the similar priorities in domestic development in the two countries, 
which dictate the need for a policy of cooperation and good-neighbor 
relations, the economic reciprocity, the geographic and historical factors, and 
the successful settlement of bilateral problems left in history’s wake.

It should probably be noted in particular that the Bazhanovs focussed 
especially on the problem of overcoming the political and ideological 
differences, recognizing the importance of this for the further advanced 
development of Russian-Chinese relations. It seems to us that this question 
was not given proper attention in the articles on Russian-Chinese relations.

When analyzing Russian-Chinese economic ties, the authors emphasize 
the problem of arms deliveries to the PRC (p. 374—377, 443—445), countering 
those who oppose the export of Russian arms to the PRC and expressing the 
need for caution and the necessary quantitative and qualitative restrictions in 
this trade (p. 377).

While substantiating the mutual interest of the Russian Federation and 
the PRC in close cooperation in many areas, the Bazhanovs do not ignore 
the existing and potential problems in relations between the two countries 
(p. 461—472). Among the latter, the authors single out the problem of Central 
Asia, indicating that “on the whole, the PRC is one of those foreign powers 
which could fi ll the vacuum formed in Central Asia after the collapse of the 
Soviet Union.” (p. 463).

As a result of his analysis, the Bazhanovs come to the conclusion that 
Russia “should take full advantage of this historical chance to build a strong 
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model of mutually advantageous and dynamic Russian-Chinese cooperation 
in the 21st century. This model, if it takes root, will make it possible to remove 
or reduce the real and potential differences which could appear between 
Moscow and Beijing.” (p. 472).

This book touches on あ very broad range of problems, and we can only 
lament that it does not contain subject and name indexes, which would make 
it easier for readers, both specialists and those interested in the problems of 
China and the APR, to use the valuable information contained in it.

Drawing this brief review of the second volume of selected works by 
the Bazhanovs to a close, I would like to repeat their statement about our 
country’s foreign policy: “On the whole, our policy has plenty of problems to 
deal with in the eastern direction. They cannot be resolved at one fell sweep. 
Nor should they be dealt with in an off-hand manner. For policy to be rational 
and farsighted, it must be developed gradually and with the collective efforts 
of politicians, academicians, journalists, and the broad public. Otherwise the 
mistakes and blunders of the past, which alas were quite numerous, will be 
repeated.” (p. 24).

There are suffi cient grounds for viewing this book as its authors’ 
contribution to developing a Russian policy in the APR and with respect to 
China which meets our country’s fundamental interests.

Volokhova A.A. // Far Eastern Affairs. Vol. 30. 2002. No 2. P. 153—155.

╇ なそさとつか — ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ*

╆とちつそう ╅.╇.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち

╇ させけきせふか すあえあくけせふ たそつてとたけし うてそちそこ てそす てちかにてそすせそえそ てちとおあ けくうかつて-
せそえそ ちそつつけこつさそえそ とねかせそえそ ╊.》. ╆あきあせそうあ «╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ すかき-
おとせあちそおせふに そてせそのかせけこ». ╊つしけ う たかちうそす てそすか ちかねへ のしあ そ えしあうせふに 
てかせおかせぬけみに すかきおとせあちそおせそえそ ちあくうけてけみ け そ 『そつつけけ**, てそ てかたかちへ う なそさとつか 
うせけすあせけみ けつつしかおそうあてかしみ そさあくふうあかてつみ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ 
(╅【『).

【そす うさしまねあかて えしあうふ «《いはけか たちそいしかすふ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ 
ちかえけそせあ» (えしあうあ IV) け «[けてあこ» (えしあうあ V). ╇ たかちうそこ けく せあくうあせせふに えしあう たちそ-
つしかきけうあかてつみ ほうそしまぬけみ うせかのせかたそしけてけねかつさそこ け うせかのせかほさそせそすけねかつさそこ 

 * ╆とちつそう ╅.╇. ╇ なそさとつか — ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ // 《いそくちかうあてかしへ-Observer. 2002. 
づ 7—8. 』. 121—122.
** 『かぬかせくけま せあ てそす I つす.: ′あおそにけせ ╅. 〉あ せあのけに えしあくあに すかせみかてつみ すけち, けくすかせけてつみ しけ 『そつつけみ? // 
《いそくちかうあてかしへ-Observer 2001. づ 11 (142) (╇ せあつて. けくお. つす. つ. 181–183. — 》ちけすかね. ちかお.).
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つてちあてかえけけ 〈そつさうふ う ╅【『 う えそおふ えそちいあねかうつさそこ たかちかつてちそこさけ. ╅うてそち といか-
おけてかしへせそ せあたそすけせあかて せあす そ せかつそすせかせせふに おそつてけきかせけみに しけせけけ 〈.』. ╈そち-
いあねかうあ せあ ╇そつてそさか: たちかさちあはかせけか うそこせふ う ╅なえあせけつてあせか け [あすたとねけけ, 
たちけすけちかせけか つ [けてあかす, としとねのかせけか そてせそのかせけこ つ ったそせけかこ け つてちあせあすけ 
╅』╊╅〉, つうそちあねけうあせけか えそせさけ うそそちときかせけこ け て.お.

¨く すあてかちけあしそう, たそつうみはかせせふに つそうちかすかせせそつてけ, そつそいそか うたかねあてしかせけか 
えしといけせそこ け すあつのてあいせそつてへま たちそけくうそおけて ほつつか «』けてとあぬけみ う ╅【『 け くあおあねけ 
たそ そいかつたかねかせけま けせてかちかつそう 『そつつけけ». 】ねかせふこ うせあねあしか おかてあしへせそ あせあしけ-
くけちとかて とえちそくふ け うふくそうふ, うつてあまはけか たかちかお 『そつつけかこ せあ あくけあてつさそす せあたちあう-
しかせけけ: つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさけか たちそいしかすふ (け, たちかきおか うつかえそ, そてつてあ-
うあせけか うそつてそねせふに ちあこそせそう せあのかこ つてちあせふ そて つそつかおかこ う ほさそせそすけねかつさそす 
ちあくうけてけけ); ちかえけそせあしへせふか «とくしふ» せあたちみきかせせそつてけ (そて つたそちあ つ ったそせけかこ 
たそ ょきせふす [とちけしあす おそ てあこうあせへつさそこ たちそいしかすふ); ちあつたそしくあせけか みおかちせふに 
け そいふねせふに うそそちときかせけこ (そつそいかせせそ, とえちそくふ ちかきけすあす せかちあつたちそつてちあせかせけみ 
《〈】 う ょきせそこ ╅くけけ け [そちかか); けくすかせかせけか いあしあせつあ つけし すかきおと てけにそそさか-
あせつさけすけ おかちきあうあすけ (け, さあさ つしかおつてうけか, ほつさあしあぬけみ つそたかちせけねかつてうあ [けてあみ 
つ 』ぃ╅ け ったそせけかこ). ╉あしかか ╊.》. ╆あきあせそう おあかて ちかさそすかせおあぬけけ たそ そいはかこ 
つてちあてかえけけ 『そつつけけ う ╅【『. ╇かつへすあ あさてとあしへせそ くうとねけて たちけくふう «とうみくふうあてへ 
たそしけてけさと う ちかえけそせか つ とおそうしかてうそちかせけかす せあのけに けせてかちかつそう せあ おちとえけに 
せあたちあうしかせけみに, とねけてふうあてへ たちけそちけてかてせそつてへ なあさてそちあ ′あたあおあ う うそたちそつあに 
そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ け ちあくうけてけみ 『そつつけけ». ]そえけねせふ け たそしかくせふ 
たちかおしそきかせけみ けつつしかおそうあてかしみ たそ たちそてけうそつてそみせけま ちあくしけねせふす さそせさちかて-
せふす とえちそくあす け うふくそうあす.

╇ つしかおとまはかこ えしあうか たちかおつてあうしかせあ うたかねあてしみまはあみ たあせそちあすあ きけくせけ 
せあのかえそ うかしけさそえそ つそつかおあ — [けてあみ. 】うしかさあてかしへせそ ちあつつさあくふうあかてつみ そ うせと-
てちかせせけに さけてあこつさけに ちかなそちすあに — う おかちかうせか, たちそすふのしかせせそつてけ, つなかちか 
とつしとえ, うそ うせかのせかほさそせそすけねかつさけに つうみくみに, う たそしけてけねかつさそこ つけつてかすか. 》ちけ-
くふうあみ けくとねあてへ おそつてけきかせけみ [〉『 う つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそす ちあくうけてけけ, 
╊.》. ╆あきあせそう うすかつてか つ てかす あちえとすかせてけちそうあせせそ たそさあくふうあかて, たそねかすと つそうかて-
つさそ-ちそつつけこつさけか ちかなそちすあてそちふ せか すそえしけ たそこてけ さけてあこつさけす たとてかす. 《おせそ-
うちかすかせせそ そせ たちかおそつてかちかえあかて たちそてけう たかちかそぬかせさけ とつたかにそう うそつてそねせそえそ 
えけえあせてあ, さそてそちふこ うつか きか かはか せか たそおそいちあし さしまねけ さ とつてそこねけうそすと ちあくうけ-
てけま せあ おしけてかしへせとま たかちつたかさてけうと.

をかしあみ つかちけみ つてあてかこ, うさしまねかせせふに う えしあうと, たそつうみはかせあ つさちとたとしかくせそすと 
けくとねかせけま けつてそちけけ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ, たちけねけせ うくしかてそう 
け たあおかせけこ う せけに. ╇ つてあてへか «『そつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ せあ つそうちか-
すかせせそす ほてあたか» あうてそち «たそ さそつてそねさあす» ちあくいけちあかて ちあくしけねせふか なあさてそちふ, 
そおせけ けく さそてそちふに つたそつそいつてうとまて せあのかすと えあちすそせけねせそすと つそてちとおせけねかつてうと, 
あ おちとえけか, せあたちそてけう, すそえとて かすと すかのあてへ. 》ちけ ほてそす うふうそお とねかせそえそ そたてけ-
すけつてけねかせ: «╇ XXI うかさか と 『そつつけけ け [けてあみ つそにちあせけてつみ いそしへのか すそてけうそう おしみ 
つそてちとおせけねかつてうあ, ねかす おしみ たちそてけうそつてそみせけみ».
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¨せてかちかつせふか せあいしまおかせけみ け うあきせふか うふうそおふ つそおかちきあてつみ てあさきか う つてあ-
てへみに そ うせかのせかこ たそしけてけさか [〉『 う ぬかしそす. ¨つつしかおそうあてかしへ たちかおしあえあかて, 
う ねあつてせそつてけ, とねけてへつみ と [けてあみ «せか てかちみてへ つてあちふに おちとくかこ け たかちかおかしふうあてへ 
てちあおけぬけそせせふに たちそてけうせけさそう う せあおかきせふに おちとくかこ». «【そしへさそ てあさ, — つねけ-
てあかて あうてそち させけえけ, — せあす とおあつてつみ つそつちかおそてそねけてへつみ せあ うそくちそきおかせけけ つうそかこ 
つてちあせふ け おそいけてへつみ たそつてあうしかせせそこ ぬかしけ». 

╇ ぬかしそす, つしかおとかて そてすかてけてへ: せあのあ たそしけてそしそえけねかつさあみ せあとさあ たそたそしせけ-
しあつへ あさてとあしへせふす てちとおそす, つ さそてそちふす たちそつてそ せかそいにそおけすそ そくせあさそすけてへつみ 
さあきおそすと つかちへかくせそすと たそしけてけさと, ほさそせそすけつてと, とねかせそすと, きとちせあしけつてと.

* * *

╇そしそにそうあ ╅.╅.
[あせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ*

《おけせ けく うかおとはけに ちそつつけこつさけに つたかぬけあしけつてそう たそ たちそいしかすあす すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけこ け, う ねあつてせそつてけ, たそ たちそいしかすあす そてせそのかせけこ 『そつつけけ つそ 
つてちあせあすけ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ ╊.》. ╆あきあせそう うふいちあし おしみ 
たといしけさあぬけけ う 3-に てそすあに つうそけに けくいちあせせふに てちとおそう せあけいそしかか くせあねけすふか 
け あさてとあしへせふか けく いそしかか ねかす てふつみねけ つてあてかこ, おそさしあおそう け うふつてとたしかせけこ せあ 
ちあくしけねせふに せあとねせふに なそちとすあに.

╇ たかちうそす てそすか, うふのかおのかす う つうかて う 2001 えそおと, いふしけ ちあつつすそてちかせふ 
えしそいあしへせふか てかせおかせぬけけ ちあくうけてけみ つそうちかすかせせそえそ すけちあ け すかつてそ 『そつつけけ 
う ほてそす すけちか. 『かぬかせくけちとかすふこ うてそちそこ てそす たそつうみはかせ うそたちそつあす, つうみくあせせふす 
つ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけす ちかえけそせそす け [けてあかす. 》そ おあせせふす いけいしけそ-
えちあなけけ そつせそうせふに たといしけさあぬけこ ¨せつてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに 
たちそいしかす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『‒, くあつしときかせせふこ おかみてかしへ 
せあとさけ 『そつつけけ, たちそなかつつそち ╊.》. ╆あきあせそう せあたけつあし たそ ほてそこ たちそいしかすあてけさか 
14 すそせそえちあなけこ, いそしかか 700 つてあてかこ, ちあくおかしそう う さそししかさてけうせふに すそせそえちあなけみに 
け せあとねせふに おそさしあおそう («╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ. ╆けいしけそえちあなけみ 
そつせそうせふに たといしけさあぬけこ ¨╅〈》 ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『‒ くあ 
1990—2000 ええ.». 〈.: 〉あとねせあみ させけえあ, 2000). ¨く ほてけに ちあいそて とねかせふこ そてそいちあし 
てか, さそてそちふか たちそおそしきあまて つそにちあせみてへ つうそま せあとねせとま あさてとあしへせそつてへ け くせあねけ-
すそつてへ う せあねあしか せあつてとたけうのかえそ XXI うかさあ.

【そす 2 うさしまねあかて う つかいみ ちあいそてふ, せあたけつあせせふか ╊.》. ╆あきあせそうふす つ さそせぬあ 
1980-に えそおそう おそ 2000 えそおあ. 〉かさそてそちふか けく せけに たかねあてあしけつへ ちあせかか う うけおか つてあ-
てかこ う せあとねせふに きとちせあしあに け う たちかつつか う 』』』『, 『そつつけけ け くあ ちといかきそす. ╉ちとえけか 
きか, う てそす ねけつしか おそさしあおふ け しかさぬけけ, たちそねけてあせせふか う くあちといかきせふに とせけうかち-
つけてかてあに, たといしけさとまてつみ うたかちうふか.

* 》ちそいしかすふ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ. 2002. づ 3. 』. 165—166.
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[せけえあ つそつてそけて けく おうとに ねあつてかこ (IV け V えしあうふ, てあさ さあさ あうてそち たちそおそしきあかて 
せとすかちあぬけま えしあう たかちうそえそ てそすあ) — «《いはけか たちそいしかすふ. ╅くけあてつさそ-【けにそ-
そさかあせつさそえそ ちかえけそせあ» け «[けてあこ». 』てあてへけ う さあきおそこ えしあうか ちあつたそしそきかせふ, 
う にちそせそしそえけねかつさそす たそちみおさか. ゅてそ たそくうそしみかて, つ そおせそこ つてそちそせふ, たちそつしかおけてへ 
けくすかせかせけみ, う ちそつつけこつさそこ たそしけてけさか う ちかえけそせか, あ つ おちとえそこ — うつか いそしかか 
とえしといしみまはけこつみ たそおにそお あうてそちあ さ ちあつつすあてちけうあかすふす うそたちそつあす.

╇ つてあてへみに け おそさしあおあに IV えしあうふ, たそつうみはかせせふに たちそいしかすあす ╅【『, そつそ-
いそか うせけすあせけか とおかしかせそ すかつてと け ちそしけ 『そつつけけ う ╅【『 たそつしか ちあつたあおあ 』』』『. 
′あさしまねけてかしへせあみ ねあつてへ ほてそこ えしあうふ — «』けてとあぬけみ う ╅【『 け くあおあねけ たそ 
そいかつたかねかせけま けせてかちかつそう 『そつつけけ» — たちかおつてあうしみかて つそいそこ そいそいはかせけか てかに 
けおかこ, さそせぬかたぬけこ け たそおにそおそう, さそてそちふか せあちあいあてふうあしけつへ ╊.》. ╆あきあせそうふす 
う 1990-か えそおふ. 』なそちすとしけちそうあう そつせそうせふか おそしえそつちそねせふか けせてかちかつふ 『そつつけけ 
う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか — くあはけてあ つそいつてうかせせそこ いかくそたあつ せそつてけ, 
けつたそしへくそうあせけか たそてかせぬけあしあ ちかえけそせあ おしみ ちかなそちすけちそうあせけみ け ちあくうけてけみ 
ちそつつけこつさそこ ほさそせそすけさけ, とてうかちきおかせけか 『そつつけこつさそえそ えそつとおあちつてうあ う さあねかつてうか 
そおせそえそ けく うしけみてかしへせふに け とうあきあかすふに ぬかせてちそう う ╅【『, ╊.》. ╆あきあせそう けくしあ-
えあかて つうそけ たちかおつてあうしかせけみ そ てそす, さあさそうあ おそしきせあ いふてへ ちそつつけこつさあみ たそしけてけさあ 
う ちかえけそせか. «╇ せあのかこ つてちあてかえけけ, — たけのかて そせ, — ちあくとすせそ つおかしあてへ あさぬかせて 
せあ つそくけおあてかしへせそこ ちあいそてか, たそつちかおせけねあみ (う そつてそちそきせそす け つおかちきあせせそす 
さしまねか) う ちあつたとてふうあせけけ “とくしそう” せあたちみきかせせそつてけ, あさてけうせそ おそいけうあみつへ とさちか-
たしかせけみ ちかきけすあ せかちあつたちそつてちあせかせけみ 《〈】, そいとくおあせけみ えそせさけ そいふねせふに 
うそそちときかせけこ, とたそちみおそねかせけみ すかきおとせあちそおせそこ てそちえそうしけ そちときけかす け て.お.» 
(つ. 59—60). 》そおねかちさけうあみ くせあねかせけか とねあつてけみ 『そつつけけ う なそちすけちそうあせけけ すせそ-
えそみちとつせそこ つかてけ すせそえそつてそちそせせけに おけあしそえそう け なそちとすそう いかくそたあつせそつてけ せあ 
ちかえけそせあしへせそす け つといちかえけそせあしへせそす とちそうせみに, あうてそち うすかつてか つ てかす とさあくふうあかて 
せあ せかぬかしかつそ そいちあくせそつてへ おしみ 『そつつけけ たふてあてへつみ うそくえしあうけてへ たちそぬかつつふ つてあ-
せそうしかせけみ さそししかさてけうせそこ いかくそたあつせそつてけ う ╅【『, せそ う てそ きか うちかすみ たちけくふうあかて 
すあさつけすあしへせそ つたそつそいつてうそうあてへ うそうしかねかせけま う ほてそて たちそぬかつつ すあしふに け つちかお-
せけに えそつとおあちつてう.

IV えしあうあ, いかくとつしそうせそ, うかつへすあ けせなそちすあてけうせあ, にそてみ うつか きか すそきせそ いふしそ 
いふ うさしまねけてへ う せかか けせてかちかつせふか おそさしあおふ あうてそちあ, つおかしあせせふか けす せあ くあちと-
いかきせふに なそちとすあに う 1995—1999 ええ. (』す. «╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ. 
╆けいしけそえちあなけみ» 』. 15—18).

《いのけちせあみ V えしあうあ «[けてあこ» (つ. 63—480) せあねけせあかてつみ さあさ いふ たそ さそせ-
てちあつてと つ たちかおふおとはかこ, う さそてそちそこ たかちうあみ つてあてへみ «′あさちふてふこ たかこくあき» 
(つ. 11—15) たちかおつてあうしみかて つそいそこ ちあくすふのしかせけみ すかきおとせあちそおせけさあ そ くあさちふ-
てそつてけ け そてさちふてそつてけ たちそいしかす たそしけてけさけ う 』』』『, 』ぃ╅ け [けてあか. 》かちうあみ 
きか つてあてへみ う えしあうか そ [けてあか — «《させそ う ╇かしけさそこ つてかせか» (つ. 63—77) — たそ-
うかつてうとかて そ ちあくしけねせふに つてそちそせあに たそしけてけさけ そてさちふてそつてけ [〉『 うせかのせかすと 
すけちと. 》そつしかおとまはけか たといしけさあぬけけ, そてせそつみはけかつみ さ さそせぬと 1980-に えそおそう 
(つ. 78—136), てあさきか にあちあさてかちけくとまて えしといそさけか けくすかせかせけみ うそ うせとてちかせせかこ 
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け うせかのせかこ たそしけてけさか [〉『 う てそて たかちけそお. 《せけ つそおかちきあて そちえあせけねせふこ 
つたしあう しけねせふに うたかねあてしかせけこ あうてそちあ そて たそかくおそさ う [けてあこ け あせあしけくあ ほさそ-
せそすけねかつさけに, つそぬけあしへせふに け たそしけてけねかつさけに ちかあしけこ さけてあこつさそえそ そいはかつてうあ 
とねかせふす-つたかぬけあしけつてそす, つてちかすみはけすつみ とみつせけてへ つすふつし たちそけつにそおみはけに 
う つてちあせか たかちかすかせ, てちかくうそ そぬかせけてへ けに, たそさあくあてへ さあさ たそくけてけうせふか ちかくとしへ-
てあてふ さけてあこつさけに ちかなそちす, てあさ け せかちかのかせせふか たちそいしかすふ.

╇ ぬかしそす きか ほてあ えしあうあ たそつうみはかせあ ねかてふちかす そつせそうせふす つまきかてあす — つそうかて-
つさそ-さけてあこつさけす, くあてかす ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけす そてせそのかせけみす, ちかなそちすあす さあさ 
う えそちそおか, てあさ け う おかちかうせか, うせかのせかこ たそしけてけさか [〉『, ちそしけ さけてあこつさそえそ 
しけおかちあ ╉ほせ 』みそたけせあ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ にちそせそしそえけねかつさそか ちあつたそしそきか-
せけか たといしけさあぬけこ う ほてそこ えしあうか うにそおけて う せかさそてそちそか たちそてけうそちかねけか つ たちそいしか-
すあてけさそこ. ╇ふおかしかせけか つそそてうかてつてうとまはけに ちあくおかしそう (ゅさそせそすけねかつさけか け たそしけ-
てけねかつさけか たちかそいちあくそうあせけみ う [〉『; ╇せかのせみみ たそしけてけさあ け て.お.), うそくすそきせそ, 
そいしかえねけしそ いふ ねけてあてかしま うそつたちけみてけか つてそしへ そいひかすせそえそ け せあつふはかせせそえそ 
すあてかちけあしあ.

》ちけうしかさあかて うせけすあせけか うたかちうふか そたといしけさそうあせせあみ う おあせせそす てそすか 
ちあいそてあ ╊.》. ╆あきあせそうあ «『そつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ せあ つそうちかすかせせそす 
ほてあたか» (つ. 413—475). 》そつしか さちあてさそえそ けつてそちけねかつさそえそ ううかおかせけみ そ せそちすあしけ-
くあぬけけ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ あうてそち たかちかにそおけて さ あせあしけくと なあさてそ-
ちそう, そいとつしそうけうのけに ついしけきかせけか 『そつつけけ け [けてあみ う たそつしかおせかか おかつみてけしかてけか 
XX うかさあ. ╇ ちあいそてか たそおちそいせそ ちあつつすそてちかせふ けくすかせかせけみ う えかそたそしけてけねかつさそす 
ちあつさしあおか つけし せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか, たちかそおそしかせけか たそしけてけさそ-けおかそ-
しそえけねかつさけに ちあくせそえしあつけこ すかきおと 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけかこ け [〉『, いしけ-
くそつてへ たちけそちけてかてそう うせとてちかせせかえそ ちあくうけてけみ, おけさてとまはけに せかそいにそおけすそつてへ 
たちそうかおかせけみ たそしけてけさけ つそてちとおせけねかつてうあ け おそいちそつそつかおつさけに そてせそのかせけこ, 
ほさそせそすけねかつさあみ うくあけすそおそたそしせみかすそつてへ, えかそえちあなけねかつさけか け けつてそちけねかつさけか 
なあさてそちふ, とつたかのせそか とちかえとしけちそうあせけか おうとつてそちそせせけに たちそいしかす, そつてあうしかせ-
せふに けつてそちけかこ.

』てそけて, たそきあしとこ, そつそいそ そてすかてけてへ, ねてそ ╊.》. ╆あきあせそう せかすあしそ すかつてあ 
とおかしけし たちそいしかすか たちかそおそしかせけみ たそしけてけさそ-けおかそしそえけねかつさけに ちあくせそえしあつけこ, 
そつそくせあうあみ かか うあきせそつてへ おしみ おあしへせかこのかえそ たそつてとたあてかしへせそえそ ちあくうけてけみ ちそつ-
つけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ. [あさ せあす たちかおつてあうしみかてつみ, せあ ほてそて うそたちそつ 
う たといしけさあぬけみに そ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに おそしきせそえそ うせけすあせけみ 
せか そいちあはあしそつへ.

╅せあしけくけちとみ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけか ほさそせそすけねかつさけか つうみくけ, あうてそち おかしあかて 
あさぬかせて せあ たちそいしかすか たそつてあうそさ うそそちときかせけこ う [〉『 (つ. 374—377, 443—445), 
あちえとすかせてけちそうあせせそ そてうかねあみ たちそてけうせけさあす ほさつたそちてあ ちそつつけこつさそえそ そちときけみ 
う [〉『 け うふつさあくふうあみつへ くあ そつてそちそきせそつてへ け せかそいにそおけすふか さそしけねかつてうかせせふか 
け さあねかつてうかせせふか そえちあせけねかせけみ てあさそこ てそちえそうしけ (つ. 377).

《いそつせそうふうあみ うくあけすせとま くあけせてかちかつそうあせせそつてへ 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ 
け [〉『 う てかつせそす うくあけすそおかこつてうけけ たそ すせそえけす せあたちあうしかせけみす, ╊.》. ╆あきあせそう 
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せか たちそにそおけて すけすそ たちそいしかす う そてせそのかせけみに すかきおと おうとすみ つてちあせあすけ, さあさ 
つとはかつてうとまはけに, てあさ け たそてかせぬけあしへせふに (つ. 461—472). 』ちかおけ たそつしかおせけに 
あうてそち うふおかしみかて たちそいしかすと をかせてちあしへせそこ ╅くけけ, とさあくふうあみ, ねてそ «う ぬかしそす 
[〉『 みうしみかてつみ そおせそこ けく てかに うせかのせけに つけし, さそてそちふか くあたそしせみまて うあさととす, 
そいちあくそうあうのけこつみ う をかせてちあしへせそこ ╅くけけ たそつしか ちあつたあおあ 』』』『» (つ. 463).

╇ けてそえか つうそかえそ あせあしけくあ ╊.》. ╆あきあせそう たちけにそおけて さ くあさしまねかせけま, ねてそ 
『そつつけけ «つしかおとかて つたそしせあ けつたそしへくそうあてへ けつてそちけねかつさけこ のあせつ け たそつてちそけてへ 
とつてそこねけうとま すそおかしへ うくあけすそうふえそおせそえそ, おけせあすけねせそえそ ちそつつけこつさそ-さけてあこ-
つさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ う XXI つてそしかてけけ. 【あさあみ すそおかしへ, かつしけ そせあ とてうかちおけてつみ, 
たそくうそしけて とつてちあせみてへ けしけ たちけえしとのあてへ ちかあしへせふか け たそてかせぬけあしへせふか ちあくせそ-
えしあつけみ, さそてそちふか すそえとて たそみうしみてへつみ すかきおと 〈そつさうそこ け 》かさけせそす» (つ. 472).

╇ ちかぬかせくけちとかすそこ させけえか くあてちそせとて そねかせへ のけちそさけこ さちとえ たちそいしかす, 
け すそきせそ てそしへさそ たそきあしかてへ, ねてそ そせあ せか つせあいきかせあ たちかおすかてせふす け けすかせせふす 
とさあくあてかしみすけ, ねてそ そいしかえねけしそ いふ ねけてあてかしみす — け つたかぬけあしけつてあす, け たちそつてそ 
けせてかちかつとまはけすつみ たちそいしかすあすけ [けてあみ け ╅【『 — たそしへくそうあせけか つそおかちきあ-
はかこつみ う せかこ ぬかせせそこ けせなそちすあぬけかこ.

′あさあせねけうあみ さちあてさけこ そいくそち うてそちそえそ てそすあ けくいちあせせふに てちとおそう ╊.》. ╆あきあ-
せそうあ, にそてかしそつへ いふ たそうてそちけてへ かえそ うふつさあくふうあせけか そ うせかのせかこ たそしけてけさか せあのかえそ 
えそつとおあちつてうあ: «╇ そいはかす, たちそいしかす せあ うそつてそねせそす せあたちあうしかせけけ せあのかこ たそしけ-
てけさけ にうあてあかて. 《おせけす すあにそす けに せか ちかのけてへ. ╉あ け せか せあおそ ちといけてへ つたしかねあ. 
》そしけてけさあ, ねてそいふ そせあ いふしあ ちあくとすせそこ け おあしへせそうけおせそこ, おそしきせあ うふちあいあてふ-
うあてへつみ たそつてかたかせせそ け せかたちかすかせせそ さそししかさてけうせふすけ とつけしけみすけ たそしけてけさそう, 
とねかせふに, きとちせあしけつてそう, そいはかつてうかせせそつてけ. ¨せあねか そのけいさけ け たちそすあにけ, さそてそ-
ちふに う たちそのしそす いふしそ, とうふ, せかすあしそ, いとおとて たそうてそちみてへつみ» (つ. 24).

╊つてへ おそつてあてそねせそ そつせそうあせけこ ちあつつすあてちけうあてへ ちかぬかせくけちとかすとま させけえと さあさ 
うさしあお かか あうてそちあ う ちあくちあいそてさと ちそつつけこつさそこ たそしけてけさけ う ╅【『 け う そてせそのかせけけ 
[けてあみ, そてうかねあまはかこ さそちかせせふす けせてかちかつあす せあのかこ つてちあせふ.

╇ なそさとつか うせけすあせけみ — 
╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ*

╉かせけつそう ╇.¨.
ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし,

おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ,
たちそなかつつそち 〈╈¨〈《 (】) 〈¨╉ 『そつつけけ

《たといしけさそうあせ うてそちそこ てそす てちかにてそすせそえそ けくおあせけみ けくうかつてせそえそ たそしけてそしそえあ 
け けつてそちけさあ, たちそちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ たそ せあとねせそこ ちあいそてか 

* ╉かせけつそう ╇.¨. ╇ なそさとつか うせけすあせけみ — ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ // ╉けたしそすあてけねかつさけこ 
うかつてせけさ. 2002. づ 5. 』. 170—173.
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╊.》. ╆あきあせそうあ. ╊つしけ う たかちうそす てそすか とねかせふこ あせあしけくけちそうあし えしそいあしへせふか 
てかせおかせぬけけ ちあくうけてけみ つそうちかすかせせそえそ すけちあ け すかつてそ う ほてそす すけちか 『そつつけけ, てそ 
てかたかちへ かえそ うせけすあせけか なそさとつけちとかてつみ せあ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか.

╇ てそすか おうか えしあうふ — ねかてうかちてあみ け たみてあみ. ぁかてうかちてあみ えしあうあ «《いはけか たちそ-
いしかすふ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ» つそおかちきけて つてあてへけ, たそつしかおそ-
うあてかしへせそ ちあつさちふうあまはけか すそてけうふ, ぬかしけ け たそくけぬけけ 』』』『, くあてかす 『そつつけけ 
う ちかえけそせか せあ たちそてみきかせけけ たそつしかおせけに おかつみてけしかてけこ. 》そさあくあせそ, さ さあさけす 
たそつしかおつてうけみす たちけうかしあ 』そうかてつさけこ 』そまく きかつてさあみ, けおかそしそえけくけちそうあせせあみ 
たそしけてけさあ せあ うそつてそねせそす せあたちあうしかせけけ — たちそてけうそつてそみせけか たそねてけ つそ うつかすけ 
うかおとはけすけ «けえちそさあすけ» ╅【『 そて [けてあみ おそ 』ぃ╅, さあてあつてちそなけねかつさそか そてつてあ-
うあせけか う つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそす ちあくうけてけけ せあえしとにそ そてえそちそきかせせそえそ 
そて うせかのせかえそ すけちあ つそうかてつさそえそ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ, いかつつすふつしかせせあみ とてちあてあ 
てふつみね ねかしそうかねかつさけに きけくせかこ う ╅なえあせけつてあせか.

[あさ そてすかねあかて あうてそち う つてあてへか «』すかせあ あさぬかせてあ», «つけしそうあみ たそしけてけさあ 
たそえしそはあしあ そえちそすせふか ちかつとちつふ, てみきかしふす いちかすかせかす しそきけしあつへ せあ つてちあせと, 
せか たちけせそつみ うくあすかせ せけさあさけに おけうけおかせおそう. 】えちそくあ せあのかこ いかくそたあつせそつてけ 
せか てそしへさそ せか そつしあいかうあしあ, あ, せあたちそてけう, とつけしけうあしあつへ. 》あおあし たちかつてけき 』』』『, 
たそおてあねけうあしけつへ かえそ たそしけてけねかつさけか たそくけぬけけ, あ おあしへせかうそつてそねせふか ちあこそせふ 
てかす うちかすかせかす うつか いそしへのか そてつてあうあしけ う ほさそせそすけねかつさそす ちあくうけてけけ».

』ちかおけ おそつてけきかせけこ そいせそうしかせせそこ あくけあてつさそこ つてちあてかえけけ 〈そつさうふ う えそち-
いあねかうつさとま ほたそにと ╊.》. ╆あきあせそう うふおかしみかて てあさけか, さあさ うふにそお 』』』『 けく あなえあせ-
つさそこ くあたあおせけ, とちかえとしけちそうあせけか う [あすたとねけけ, せそちすあしけくあぬけみ そてせそのかせけこ 
つ [〉『, ょきせそこ [そちかかこ, ╅うつてちあしけかこ, つてちあせあすけ ╅』╊╅〉, たちかさちあはかせけか 
えそせさけ うそそちときかせけこ け そたあつせそこ さそせなちそせてあぬけけ つ 』ぃ╅ け ったそせけかこ, せあしあきけ-
うあせけか ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ つ ちかえけそせあしへせふすけ えそつとおあちつてうあすけ.

¨く けつつしかおそうあせけこ, たそつうみはかせせふに つかえそおせみのせかすと おせま, せあけいそしへのかか 
うたかねあてしかせけか たちそけくうそおけて «』けてとあぬけみ う ╅【『 け くあおあねけ たそ そいかつたかねかせけま 
けせてかちかつそう 『そつつけけ». 〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ てかくけつそす とねかせそえそ そ てそす, 
ねてそ «おそしえそつちそねせふか けせてかちかつふ 『そつつけけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけ-
そせか くあさしまねあまてつみ う くあはけてか つそいつてうかせせそこ いかくそたあつせそつてけ; う けつたそしへくそうあせけけ 
たそてかせぬけあしあ ちかえけそせあ おしみ ちかなそちすけちそうあせけみ け ちあくうけてけみ ちそつつけこつさそこ ほさそせそ-
すけさけ; う とてうかちきおかせけけ せあのかえそ えそつとおあちつてうあ う さあねかつてうか そおせそえそ けく うしけみてかしへ-
せふに け とうあきあかすふに ぬかせてちそう つけしふ». «】たそすみせとてふか くあおあねけ, — たそおねかちさけうあかて 
╊.》. ╆あきあせそう, — うくあけすそつうみくあせふ, たちけねかす うしけみせけか け たちかつてけき たそ いそしへのそすと 
つねかてと たちけおとて さ 『そつつけけ てそしへさそ たそつしか てそえそ, さあさ そせあ おそさあきかて ほななかさてけうせそつてへ 
つうそかこ たそしけてけさけ う たそおおかちきあせけけ すけちあ け つてあいけしへせそつてけ せあ ちかえけそせあしへせそす 
とちそうせか, あ てあさきか うふこおかて う ねけつしそ しけおかちそう う つなかちか ほさそせそすけさけ». 〉あ ちかのかせけけ 
ほてけに くあおあね け たちかおしあえあかて つそつちかおそてそねけてへつみ あうてそち けつつしかおそうあせけみ.

《てすかてけう, ねてそ せふせかのせみみ つけてとあぬけみ う ╅【『 う ぬかしそす いしあえそたちけみてつてうとかて 
『そつつけけ, たそしけてそしそえ うすかつてか つ てかす うふおかしみかて ぬかしふこ ちみお つかちへかくせふに たちそいしかす, 
さそてそちふか そてちけぬあてかしへせそ つさあくふうあまてつみ けしけ すそえとて つさあくあてへつみ う いとおとはかす せあ 
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けせてかちかつあに 『そつつけけ, — ほてそ «とくしふ» せあたちみきかせせそつてけ (てみきいあ つ ったそせけかこ たそ 
ょきせふす [とちけしあす, さそちかこつさけこ け てあこうあせへつさけこ うそたちそつふ, つたそちせふか そつてちそうあ 
う ょきせそ-[けてあこつさそす すそちか), とえちそくあ えそせさけ みおかちせふに け そいふねせふに うそそちときか-
せけこ (みおかちせふか あすいけぬけけ ¨せおけけ け 》あさけつてあせあ, ちあさかてせそ-みおかちせあみ たちそいしかすあ 
せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか, せあちあはけうあせけか うそかせせふに いまおきかてそう すせそえけすけ 
ちかえけそせあしへせふすけ つてちあせあすけ), つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさけか てちとおせそつてけ (さちけ-
くけつ う ¨せおそせかくけけ, くあつてそこ う ったそせけけ, せかえあてけうせふか たそつしかおつてうけみ えしそいあしけくあ-
ぬけけ う ╅【『 う ぬかしそす, せあさそせかぬ, とつとえといしみまはかかつみ そてつてあうあせけか うそつてそねせふに ちあこ-
そせそう 『そつつけけ う ほさそせそすけねかつさそす ちあくうけてけけ), いそちへいあ くあ しけおかちつてうそ せあ 【けにそす 
そさかあせか すかきおと 』ぃ╅ け [けてあかす, ったそせけかこ け [けてあかす け て.お.

¨つつしかおそうあせけか くあうかちのあかてつみ ちあくうかちせとてふすけ ちかさそすかせおあぬけみすけ たそ そいはかこ 
つてちあてかえけけ 『そつつけけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか. 》ちかおしそきかせそ, 
う ねあつてせそつてけ, つしかおとまはかか:
1. 》そしけてけさあ う ╅【『 おそしきせあ いふてへ とうみくあせあ つ とおそうしかてうそちかせけかす せあのけに 

けせてかちかつそう せあ おちとえけに せあたちあうしかせけみに け とねけてふうあてへ うあきせそつてへ なあさてそちあ 
′あたあおあ う うそたちそつあに そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ け ちあくうけてけみ 『そつつけけ. 
〉かしへくみ おそたとつさあてへ, ねてそいふ ちそつつけこつさけか おかこつてうけみ せあ ╇そつてそさか せあせそつけしけ 
とはかちい さそせてあさてあす つ ′あたあおそす (さあさ, うたちそねかす, け せあそいそちそて). ̈ せあねか えそうそちみ, 
たちかおたそねてけてかしかせ ついあしあせつけちそうあせせふこ うせかのせかたそしけてけねかつさけこ さとちつ.

2. 》そしへくとみつへ いしあえそたちけみてせふす たそしけてけねかつさけす さしけすあてそす, つしかおとかて おそいけ-
うあてへつみ ついあしあせつけちそうあせせそつてけ せあのかこ たそしけてけさけ け うせとてちけ ╅くけあてつさそ-
【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ. ¨すかまてつみ うそくすそきせそつてけ おしみ せあしあきけうあせけみ 
てかつせふに, おそうかちけてかしへせふに そてせそのかせけこ つそ うつかすけ いかく けつさしまねかせけみ えそつと-
おあちつてうあすけ ほてそこ ねあつてけ くかすせそえそ のあちあ. 〉け そおせそ けく せけに せか せあつてちそかせそ 
さ 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ うちあきおかいせそ, せけねてそ せか すかのあかて せあのかすと とねあ-
つてけま う ちかえけそせあしへせふに おかしあに, せけ つ さかす と 『そつつけけ せかて せかたちかそおそしけすふに 
け そつてちふに たちそてけうそちかねけこ.

3. 』 とねかてそす うふのかつさあくあせせそえそ せか つしかおとかて «ちあつさあねけうあてへ しそおさと», たそおちふ-
うあみ つしそきけうのけこつみ う ╅【『 つてあてとつ-さうそ. 》そたふてさけ しけのけてへ あすかちけさあせぬかう 
しけおかちつてうあ そいちかねかせふ せあ せかとおあねと, けいそ と せあつ せあ てあさとま いそちへいと せかて つけし 
け, さちそすか てそえそ, いそしへのけせつてうそ あくけあてつさけに えそつとおあちつてう う ぬかしそす つそにちあせみかて 
たちけうかちきかせせそつてへ せふせかのせかこ つけつてかすか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, 
せかつすそてちみ せあ ちあくせそえしあつけみ け てちかせけみ つ ╇あのけせえてそせそす たそ ちあくしけねせふす 
うそたちそつあす. ‒そちつけちそうあせせそか けくすかせかせけか いあしあせつあ つけし すそきかて てそしさせとてへ 
╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ う たとねけせと «にそしそおせそこ うそこせふ», たそおそ-
えちかてへ うかしけさそおかちきあうせふか あすいけぬけけ け あえちかつつけうせふか あたたかてけてふ ちかえけそ-
せあしへせふに おかちきあう, う てそす ねけつしか け う そてせそのかせけけ 『そつつけけ.

4. ╇ちみお しけ つてそけて つてちかすけてへつみ さ つそくおあせけま あせてけあすかちけさあせつさけに うそかせせそ-たそしけ-
てけねかつさけに あしへみせつそう. 〉あ せけに せけさてそ せか つそえしあつけてつみ, あ かつしけ てあさそか うおちとえ 
たちそけくそこおかて, てそ 『そつつけみ せけねかえそ せか うふけえちあかて, あ うそ すせそえそす たちそけえちあかて: すふ 
つてあせかす くあしそきせけさあすけ ねときけに けせてかちかつそう, たそくけぬけこ け うくえしみおそう, そさあきかすつみ 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

うてみせとてふすけ う さそせなしけさてふ. 《おせそうちかすかせせそ すふ たそおそちうかす うつま えしそいあしへ-
せとま つけつてかすと たあちてせかちつさけに うくあけすそそてせそのかせけこ つ 』ぃ╅ け けに つそまくせけさあすけ.

5. 『あくとすせかか つおかしあてへ あさぬかせて せあ つそくけおあてかしへせそこ ちあいそてか (う そつてそちそきせそす 
け つおかちきあせせそす さしまねか) う ちあつたとてふうあせけけ «とくしそう» せあたちみきかせせそつてけ, 
あさてけうせそ おそいけうあみつへ とさちかたしかせけみ ちかきけすあ せかちあつたちそつてちあせかせけみ 《〈】, 
そいとくおあせけみ えそせさけ うそそちときかせけこ, とたそちみおそねかせけみ すかきおとせあちそおせそこ てそち-
えそうしけ そちときけかす け て.お. 《つそいそか くせあねかせけか つしかおそうあしそ いふ たちけおあうあてへ たそつてか-
たかせせそすと なそちすけちそうあせけま すせそえそみちとつせそこ つかてけ すせそえそつてそちそせせけに おけあ-
しそえそう け なそちとすそう いかくそたあつせそつてけ せあ ちかえけそせあしへせそす け つといちかえけそせあしへせそす 
とちそうせみに, うふちあいそてさか すかち おそうかちけみ, すかにあせけくすそう たちかうかせてけうせそこ おけたしそ-
すあてけけ け とちかえとしけちそうあせけみ さそせなしけさてそう.

6. 〉かそいにそおけすそ けつにそおけてへ けく てそえそ, ねてそ いかくそてしあえあてかしへせそか たちかそおそしかせけか 
そてつてあしそつてけ うそつてそねせふに ちあこそせそう 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ みうしみかてつみ 
せか てそしへさそ たかちうそそねかちかおせそこ うせとてちかせせかこ つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそこ 
くあおあねかこ, せそ け たちそいしかすそこ, せあたちみすとま つうみくあせせそこ つ そいかつたかねかせけかす せあのかこ 
せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ け てかちちけてそちけあしへせそこ ぬかしそつてせそつてけ. 》ちけ-
くせあてへ てあさきか, ねてそ すふ せか う つそつてそみせけけ たそおせみてへ ほてそて さちあこ つそいつてうかせせふすけ 
つけしあすけ, ねてそ せあす せあおそ そたけちあてへつみ せあ つそつかおかこ, たちかきおか うつかえそ せあ [けてあこ, 
ったそせけま, ょきせとま [そちかま. ╇ おあせせそこ つうみくけ おそいけうあてへつみ ちあくちあいそてさけ さそす-
たしかさつせそこ たちそえちあすすふ たちけうしかねかせけみ せあ ╉あしへせけこ ╇そつてそさ け う 』けいけちへ 
くあちといかきせふに さあたけてあしそう, ちあいそねかこ つけしふ, てかにせそしそえけこ.
╇ たみてそこ えしあうか — «[けてあこ» — くあてちそせとてふ すせそえけか あつたかさてふ うせかのせかこ 

け うせとてちかせせかこ たそしけてけさけ, ほさそせそすけさけ, そいはかつてうかせせそこ け さとしへてとちせそこ きけくせけ 
せあのかえそ うかしけさそえそ つそつかおあ.

ゅうそしまぬけみ うせかのせかこ たそしけてけさけ 》かさけせあ そたけつあせあ う ちみおか ほつつか. ╇ さとちつか 
せあ «』たそさそこつてうけか う 》そおせかいかつせそこ» たそおちそいせそ ちあくそいちあせふ たちけねけせふ そてさあくあ 
さけてあこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ う 1982 えそおと そて たちそくあたあおせそこ け あせてけつそうかてつさそこ 
たそしけてけさけ う たそしへくと ついあしあせつけちそうあせせそこ, せかさそせなちそせてあぬけそせせそこ しけせけけ 
う すけちそうふに おかしあに. 『あつつさあく そ くあさちかたしかせけけ せそうそえそ さとちつあ たちそおそしきかせ う つてあ-
てへか «〉そうそか すふのしかせけか つ さけてあこつさそこ つたかぬけなけさそこ». ╇ ほつつか «』とてへ たかちかすかせ» 
そぬかせけうあかてつみ うそくおかこつてうけか うせとてちかせせけに さあてあさしけくすそう う [〉『 (つてそしさせそうか-
せけみ せあ たしそはあおけ 【みせへあせへすほせへ う けませか 1989 え.) せあ うせかのせかたそしけてけねかつさとま 
おかみてかしへせそつてへ 》かさけせあ. ╇ けてそえか あうてそち たちけにそおけて さ うふうそおと, ねてそ さけてあこつさあみ 
うせかのせみみ たそしけてけさあ, たそおうかちえのけつへ つかちへかくせふす たそてちみつかせけみす, うつさそちか うかち-
せとしあつへ せあ たちけうふねせふか ちかしへつふ. [けてあこ つてちかすけてつみ けつたそしへくそうあてへ うせかのせけこ 
すけち おしみ すそおかちせけくあぬけけ つてちあせふ け う ちあすさあに ほてそこ つてちあてかえけけ くあけせてかちかつそうあせ 
う つてあいけしへせそつてけ そてせそのかせけこ さあさ つ ′あたあおそす, てあさ け つ ╇そつてそさそす. ╇ てそ きか うちかすみ 
さけてあこつさけか ちとさそうそおけてかしけ たそしせふ ちかのけすそつてけ たちそてけうそつてそみてへ しまいそこ けおかそ-
しそえけねかつさそこ そたあつせそつてけ けくうせか.

《てせそのかせけみ [けてあみ つ せあのかこ つてちあせそこ たちそつしかきけうあまてつみ せあ たちそてみきかせけけ 
いそしへのかこ ねあつてけ XX つてそしかてけみ. ╇ ちあいそてか «』そうかてつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ: 
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とちそさけ たちそのしそえそ け つそうちかすかせせそつてへ» そてすかねかせあ ちそしへ 〈そつさうふ う つてあせそうしかせけけ 
さそすすとせけつてけねかつさそえそ おうけきかせけみ う [けてあか, ちあつつすあてちけうあまてつみ なあさてそちふ, つたそ-
つそいつてうそうあうのけか なそちすけちそうあせけま う 50-に えそおあに つそうかてつさそ-さけてあこつさそえそ つそまくあ, 
あ くあてかす かえそ ちあつたあおと う 60-に えそおあに. ╉あしかか とねかせふこ そいひみつせみかて, さあさ たかちかにそお 
[〉『 さ つてちあてかえけけ すそおかちせけくあぬけけ, あ 』』』『 — さ たそしけてけさか たかちかつてちそこさけ つたそ-
つそいつてうそうあし たちかそおそしかせけま そてねときおかせせそつてけ すかきおと おうとすみ おかちきあうあすけ.

【かすあ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ たちそおそしきかせあ う つてあてへみに «[そせかぬ 
“さけてあこつさそえそ つけせおちそすあ”» け «》みてへ たちけせぬけたそう すけせとつ けおかそしそえけみ». ╊.》. ╆あ-
きあせそう あせあしけくけちとかて すそおかしへ ほてけに そてせそのかせけこ たそつしか けに たそしせそこ せそちすあしけくあ-
ぬけけ う 1989 えそおと. ╉あかてつみ そてたそうかおへ さそすすとせけつてあす, さそてそちふか たそうかちけしけ う つうそま 
おとにそうせとま いしけくそつてへ つ 》かさけせそす. ╇ふうそお ちそつつけこつさそえそ たそしけてそしそえあ てあさそう: 
さけてあこつさけか しけおかちふ たそ つうそけす うくえしみおあす け たそつてとたさあす みうしみまてつみ ちかなそちすあ-
てそちあすけ, せあのけ きか «にちあせけてかしけ とつてそかう» すせそえけか えそおふ しかくとて けく さそきけ うそせ, 
ねてそいふ う くあちそおふのか とおとのけてへ しまいふか ちかなそちすふ.

『あいそてあ «『そつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ せあ つそうちかすかせせそす ほてあたか» 
くあうかちのあかて けつつしかおそうあせけか たちそいしかす け たかちつたかさてけう せあのかえそ つそてちとおせけねかつてうあ 
つ うそつてそねせふす えけえあせてそす. 】ねかせふこ せあくふうあかて たちけねけせふ とえしといしみまはかえそつみ うくあ-
けすそおかこつてうけみ 『そつつけけ つ [けてあかす: ちかあさぬけみ おうとに つてちあせ せあ たそたふてさけ 』ぃ╅ 
つてあてへ あいつそしまてせふす えかえかすそせそす せあ すけちそうそこ あちかせか; たちかそおそしかせけか たそしけ-
てけさそ-けおかそしそえけねかつさけに ちあくせそえしあつけこ すかきおと 〈そつさうそこ け 》かさけせそす; いしけくそつてへ 
けに たちけそちけてかてそう うせとてちかせせかえそ ちあくうけてけみ; ほさそせそすけねかつさあみ うくあけすそおそたそし-
せみかすそつてへ; えかそえちあなけねかつさけか け けつてそちけねかつさけか なあさてそちふ: とちかえとしけちそうあせけか 
つたそちそう, おそつてあうのけにつみ う せあつしかおつてうそ そて たちそのしそえそ. 《おせそうちかすかせせそ う ちあいそてか 
そいそくせあねかせふ ちかあしへせふか け たそてかせぬけあしへせふか たちそいしかすふ う ちそつつけこつさそ-さけてあこ-
つさけに そてせそのかせけみに, せあすかねかせふ たとてけ けに せかこてちあしけくあぬけけ けしけ つすみえねかせけみ.

】うしかさあてかしへせふ う させけえか つまきかてふ, たそつうみはかせせふか うせとてちかせせけす さけてあこつさけす 
ちかなそちすあす.

╇そたちかさけ ちあつたちそつてちあせかせせそすと すせかせけま そ てそす, ねてそ しまいけすそか くあせみてけか 
さけてあこぬかう てそちえそうしみ, たけのかて あうてそち う つてあてへか «』てちあてかえけみ ちあくうけてけみ おかちかうせけ», 
さけてあかぬ せあ つあすそす おかしか たちかきおか うつかえそ さちかつてへみせけせ. ╇ つきあてそこ なそちすか, せそ 
そねかせへ そいちあくせそ け かすさそ ちあつつさあくあせそ, さあさ うかさあすけ きけしけ け てちとおけしけつへ せあ 
くかすしか たそおおあせせふか 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ. ╇さしあお さけてあこつさけに あえちあちけかう うそ 
うつかすけちせとま たちそおそうそしへつてうかせせとま «さそたけしさと» そたちかおかしみかてつみ てかす, ねてそ かはか 
てふつみねけ しかて せあくあお そせけ たかちうふすけ (けしけ そおせけすけ けく たかちうふに) う すけちか そつうそけしけ 
ちけつそうそおつてうそ, うふうかしけ のかしさそうけねせふに ねかちうかこ, つそくおあしけ ねあこせふか たしあせてあぬけけ 
け くあせみしけつへ そえそちそおせけねかつてうそす. ¨ てかす せか すかせかか つかしへつさそか にそくみこつてうそ うつかえおあ 
そつてあうあしそつへ «あにけししかつそうそこ たみてそこ» [けてあみ, さちかつてへみせか ほてそこ つてちあせふ ねあはか 
せかおそかおあしけ, ねかす せあそいそちそて. 《 つしそきせそつてけ くあおあねけ おそいふてへ たちそたけてあせけか つうけ-
おかてかしへつてうとかて にそてみ いふ てそて なあさて, ねてそ てちあおけぬけそせせそ う さけてあこつさそこ おかちかうせか 
たちけ うつてちかねか えそうそちみて せか «くおちあうつてうとこてか», あ くあおあまて おちとえ おちとえと うそたちそつ: 
«╇ふ ときか たそかしけ けしけ せかて?»
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]かうあぬさけか ほさつたかちけすかせてふ さそせぬあ 50-に — せあねあしあ 60-に えそおそう ねとてへ せか くあえと-
いけしけ あえちあちせふこ つかさてそち つてちあせふ そさそせねあてかしへせそ. [ちかつてへみせ くあえせあしけ う さそす-
すとせふ, そいそいはかつてうけう おあきか けに しけねせふか うかはけ け しけのけう うつかに つてけすとしそう さ たちそけく-
うそおけてかしへせそすと てちとおと. ¨てそえ — たそうつかすかつてせふこ えそしそお, すあつつそうそか うふすけちあせけか 
しまおかこ. ╇ さそせぬか 70-に えそおそう そいせそうしかせせそか さけてあこつさそか ちとさそうそおつてうそ そおせけす 
すあにそす たそさそせねけしそ つ しかうけくせそこ け ちかのけてかしへせそ おうけせとしそ つかしへつさそか にそくみこつてうそ 
たそ たとてけ ちふせそねせふに ちかなそちす. [ちかつてへみせつさけか つかすへけ たそしとねけしけ せあおかしふ おしみ 
けせおけうけおとあしへせそえそ てちとおあ け うそくすそきせそつてへ くあちあいあてふうあてへ. ╉かちかうせみ そきけしあ, 
たちそおそうそしへつてうかせせあみ たちそいしかすあ たかちかつてあしあ てかちくあてへ つあすとま すせそえそねけつしかせせとま 
せあぬけま せあ くかすしか. ╅えちあちせふこ つかさてそち たちそおそしきあかて せあいけちあてへ そいそちそてふ, にそてみ 
てちとおせそつてかこ にうあてあかて.

《 たちかそいちあくそうあせけみに う たちそすふのしかせせそつてけ, つなかちか とつしとえ, うそ うせかのせかほさそ-
せそすけねかつさそこ たそしけてけさか [〉『 すそきせそ たちそねかつてへ う きけうそ け けせてかちかつせそ せあたけ-
つあせせふに つてあてへみに «[けてあこ: さあさけす いふてへ つそぬけあしけくすと?», «[けてあこ: うてそちそか おかつみ-
てけしかてけか ちかなそちす», «》ちそこおかせ いそしへのそこ け てちとおせふこ たとてへ», «《させそ う ╇かしけさそこ 
つてかせか» け ちみおか おちとえけに. ╇ せかつさそしへさそ せかそきけおあせせそす ちあさとちつか たそおあせふ たちそ-
いしかすふ たそしけてけねかつさそこ ちかなそちすふ う [〉『: つてあてへけ «[そえおあ とすけちあまて すけなふ» 
け «『かうそしまぬけみ くおちあうそえそ つすふつしあ». ╇ちあくちかく つ ちあつにそきけす すせかせけかす, ねてそ たちあ-
うみはあみ さそすたあちてけみ [けてあみ かはか け せか たちけつてとたあしあ さ たちかそいちあくそうあせけみす う たそしけ-
てけねかつさそこ つなかちか, ╊.》. ╆あきあせそう とさあくふうあかて: ときか う さそせぬか 70-に えそおそう, せあすせそえそ 
ちあせへのか 〈.』. ╈そちいあねかうあ, ちとさそうそおつてうそ [》[ つそうかちのけしそ けおかこせとま ちかうそ-
しまぬけま. 《せそ そていちそつけしそ とてそたけねかつさとま すあそけつてつさとま すそおかしへ たそつてちそかせけみ 
けおかあしへせそえそ そいはかつてうあ け うふおうけせとしそ うくあすかせ ちかあしけつてけねかつさとま たちそえちあすすと 
すそおかちせけくあぬけけ つてちあせふ, そつせそうあせせとま せあ すあてかちけあしへせふに うふえそおあに おしみ つうそけに 
えちあきおあせ, せあ さそせさとちかせぬけけ, そてさちふてそつてけ うせかのせかすと すけちと.

╈しといそさけか たちかそいちあくそうあせけみ う ほさそせそすけさか け そいはかつてうかせせそこ きけくせけ つてあしけ 
おそたそしせみてへつみ たそおうけきさあすけ う たそしけてけねかつさそこ そいしあつてけ — ちあくえちあせけねかせけかす 
なとせさぬけこ たあちてけこせふに け たちあうけてかしへつてうかせせふに そちえあせそう, たかちかつてちそこさそこ 
さあおちそうそこ つけつてかすふ, ちあつのけちかせけかす たちあう ちみおそうふに えちあきおあせ, たちそうかおかせけかす 
せあ すかつてせそす とちそうせか さそせさとちかせてせふに うふいそちそう, とつけしかせけかす くあさそせそたそちみおさあ 
け て.お. ╇すかつてか つ てかす [》[ せか つたかのけて そてさあくふうあてへつみ そて すそせそたそしけけ せあ たそしけ-
てけねかつさとま うしあつてへ, そたちあうおふうあみ ほてそ てかす, ねてそ つてちあせあ かはか せか えそてそうあ きけてへ 
う とつしそうけみに たそしせそさちそうせそこ おかすそさちあてけけ, そせあ すそきかて つさあてけてへつみ さ にあそつと.

〉か うつか う [〉『 つそえしあつせふ つ てあさそこ たそつてあせそうさそこ うそたちそつあ, たちけくせあかて 
╊.》. ╆あきあせそう, せそ なあさて そつてあかてつみ なあさてそす — うそて ときか いそしかか 20 しかて [けてあこ 
せあ とおけうしかせけか おちとえけす つてちかすけてかしへせそ ちあくうけうあかてつみ. ╇ つてあてへか «』てそけしそ しけ 
たそつてとたあてへ, さあさ ╉ほせ?» ちそつつけこつさけこ たそしけてそしそえ そてうかねあかて せあ うそくせけさあまはけこ 
う おあせせそこ つうみくけ うそたちそつ そ てそす, ねてそ, うそくすそきせそ, 〈そつさうあ そのけいしあつへ, せか たそこおみ 
てかす きか たとてかす, さそてそちふこ うふいちあし 》かさけせ.

』 てそねさけ くちかせけみ あうてそちあ させけえけ, «せあのけ ちかなそちすふ せか すそえしけ ちあくうけうあてへつみ 
たそ さけてあこつさそすと つぬかせあちけま う つけしと そえちそすせふに ちあくしけねけこ すかきおと おうとすみ つてちあ-
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せあすけ, せかそおけせあさそうそこ つけてとあぬけけ, う さそてそちそこ そせけ せあにそおけしけつへ せあ たそちそえか 
ちかなそちすかせせそえそ たちそぬかつつあ». 【あさあみ てそねさあ くちかせけみ たそおさちかたしかせあ ちあくうかちせとてそこ 
け といかおけてかしへせそこ あちえとすかせてあぬけかこ.

╇ くあさしまねかせけか ╊.》. ╆あきあせそう たちかおそつてかちかえあかて たちそてけう けししまくけこ う そてせそ-
のかせけけ いかくそいしあねせそつてけ たかちつたかさてけう [〉『. 《せ たそおねかちさけうあかて: 『そつつけけ かはか 
しけのへ たちかおつてそけて つそくおあてへ ほななかさてけうせとま ほさそせそすけねかつさとま つけつてかすと, [けてあこ 
きか すそきかて つてそしさせとてへつみ つ たそしけてけねかつさけすけ うふくそうあすけ. «╊つしけ さけてあこつさあみ 
ほさそせそすけさあ たちそおそしきけて たそつてとたあてかしへせそか おうけきかせけか うたかちかお, てそ せあつてとたけて 
すそすかせて, さそえおあ さそすすとせけつてけねかつさあみ うしあつてへ うそこおかて う そつてちそか たちそてけうそちかねけか 
つ うそくすときあうのけす さしあつつそす さあたけてあしけつてそう, あ てあさきか つ そいひかさてけうせふすけ たそてちかい-
せそつてみすけ ちふせそねせそこ ほさそせそすけさけ う そてさちふてそつてけ, つうそいそおせそす おうけきかせけけ てそうあ-
ちそう, とつしとえ け けおかこ うせとてちけ つてちあせふ け せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか. 】おあつてつみ しけ 
たちかそおそしかてへ たちそてけうそちかねけみ すけちせそ, てそ かつてへ とこおかて しけ たちかきせみみ つけつてかすあ いかく 
つそたちそてけうしかせけみ, — ほてそ いそしへのそこ うそたちそつ».

】たそすみせとてふか たちかおそつてかちかきかせけみ せか すかのあまて ちそつつけこつさそすと とねかせそすと 
おあてへ うふつそねあこのとま そぬかせさと たちかそいちあくそうあてかしへせそこ おかみてかしへせそつてけ ちとさそうそお-
つてうあ [》[ け しけねせそ たあてちけあちにあ さけてあこつさけに ちかなそちす ╉ほせ 』みそたけせあ. ╇ てちそえあ-
てかしへせそこ つてあてへか «╇かしけさけこ ちかなそちすあてそち» あうてそち さそせつてあてけちとかて, ねてそ, さそえおあ 
う 1997 えそおと とのかし けく きけくせけ ╉ほせ 』みそたけせ, «つそそてかねかつてうかせせけさけ せか たちかお-
しあえあしけ つかいみ う くあさしあせけか せあ きかちてうかせせそす つてそしか け たそねてけ せけさてそ せか たしあさあし». 
〈せそえけか さけてあこぬふ, おしみ さそてそちふに «きけくせへ う [〉『 せか つあにあち», たそさあ せか そつそくせあしけ 
うかしけねけみ ほてそえそ ねかしそうかさあ, いしあえそおあちみ さそてそちそすと «つてちあせあ うにそおけて う XXI つてそしか-
てけか つけしへせふす, おけせあすけねせふす, そてさちふてふす, とうかちかせせふす う つかいか えそつとおあちつてうそす. 
ゅてそ たちけ てそす, ねてそ せあねけせあしけ さけてあこぬふ XX うかさ えそしそおせふすけ, いかつたそすそはせふすけ, 
つそえせとてふすけ う てちけ たそえけいかしけ たかちかお すけちそうふす けすたかちけあしけくすそす».

『そつつけこつさけこ たそしけてそしそえ, そおせあさそ, うかちけて, ねてそ, «さそえおあ えちあきおあせか そおせそこ 
けく つうかちにおかちきあう XXI つてそしかてけみ — [けてあみ としとねあて すそすかせて, ねてそいふ たそねてけてへ 
たあすみてへ たちかおさそう, そせけ せあうかちせみさあ せか そいそこおとて うせけすあせけかす すけせけあてまちせそえそ, 
さそしまねかえそ つてあちぬあ, さそてそちそえそ いかく そつそいふに てかちくあせけこ たちそうそおけしけ つそうちかすかせせふか 
さけてあこぬふ. 〉あうかちせそか, せか うつか つかえそおせみのせけか てちとおせそつてけ いとおとて たちかそおそしかせふ 
け せあ てそて おかせへ, せそ しまおけ そてすかてみて, ねてそ けすかせせそ ╉ほせ 』みそたけせ たそつてあうけし つてちあせと 
せあ たとてへ ちあくとすあ け たちそえちかつつあ, おあし つそそてかねかつてうかせせけさあす のあせつ ちかのあてへ たちそ-
いしかすふ う とつしそうけみに すけちあ, つてあいけしへせそつてけ け ほさそせそすけねかつさそえそ たそおひかすあ».

╇ ぬかしそす うてそちそこ てそす てちかにてそすせけさあ たちそけくうそおけて つけしへせそか うたかねあてしかせけか. 
ゅてそ そねかせへ つそおかちきあてかしへせあみ け たそしかくせあみ させけえあ せか てそしへさそ おしみ ねけてあてかしかこ, 
けせてかちかつとまはけにつみ ╇そつてそさそす け たそしけてけさそこ 『そつつけけ う ╅【『, せそ け おしみ うつかに てかに, 
さてそ くあおとすふうあかてつみ そ つてちあてかえけけ ちあくうけてけみ せあのかこ つてちあせふ.

《ておかしへせそえそ とたそすけせあせけみ くあつしときけうあかて てそ そいつてそみてかしへつてうそ, ねてそ すせそえけか 
けく ちあいそて させけえけ せあたけつあせふ ╊.》. ╆あきあせそうふす う つそおちときかつてうか つ つとたちとえそこ, 
〉.╊. ╆あきあせそうそこ, けくうかつてせふす うそつてそさそうかおそす, さあせおけおあてそす ほさそせそすけねかつさけに 
せあとさ.
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【そす 3

〈せそえそしけさけこ すけち えしあくあすけ うけおせそえそ とねかせそえそ*

′あさあとちぬかうあ 【.╅.
》ちそなかつつそち, おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ

っつさけせあ ╈.』.
》ちそなかつつそち, おそさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ

╇ たちそおあきと たそつてとたけし てちかてけこ てそす てちとおあ 
うけおせそえそ ちそつつけこつさそえそ とねかせそえそ ╊.》. ╆あきあ-
せそうあ «╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけこ». [あさ け う たちかおふおと-
はけに おうとに てそすあに, う せかす つそおかちきあてつみ ちあいそてふ, 
せあたけつあせせふか う ちあくせふか えそおふ け たそつうみはかせせふか 
のけちそさそすと さちとえと うそかせせそ-たそしけてけねかつさけに, 
ほさそせそすけねかつさけに, つそぬけあしへせふに, さとしへてとちそしそ-
えけねかつさけに たちそいしかす.

《てさちふうあかてつみ てそす えしあうそこ そ [そちかか, う 
さそてそちそこ ちあつつすあてちけうあまてつみ てちけ さちとたせふか 
てかすふ: うせとてちかせせみみ つけてとあぬけみ う ょきせそこ け 
』かうかちせそこ [そちかか; すかきさそちかこつさけか そてせそのか-
せけみ; 『そつつけみ け [そちかこつさけこ たそしとそつてちそう.

¨く つてあてかこ そ ょえか つ そつそいふす けせてかちか-
つそす ねけてあかてつみ «ょきせそさそちかこつさあみ すそくあけさあ». 
』てあてへみ うかつへすあ あさてとあしへせあ, にそてみ け せあたけ-
つあせあ いそしかか おかつみてけ しかて せあくあお, けいそ てそねせそ 
うふつうかねけうあかて えしあうせふか たあちあすかてちふ まきせそさそちかこつさそえそ そいはかつてうあ せあ おしけ-
てかしへせとま たかちつたかさてけうと. ╊つしけ ねてそ せかつさそしへさそ とつてあちかしそ う つてあてへか, てあさ ほてそ 
そたけつあせけか たそおにそおあ まきせそさそちかこぬかう さ せあのかこ つてちあせか. 【そえおあ, う 1991 えそおと, 
ょきせあみ [そちかみ, てそしへさそ ねてそ おそいけうのあみつみ おけたしそすあてけねかつさそえそ たちけくせあせけみ つそ 
つてそちそせふ 〈そつさうふ, たちかいふうあしあ う つそつてそみせけけ ほこなそちけけ. ╋けてかしけ つそつかおせかえそ 
えそつとおあちつてうあ せあ ╉あしへせかす ╇そつてそさか うそつにけはあしけつへ せあのけすけ ねかしそうかねかつさけすけ 
さあねかつてうあすけ け たけてあしけ せあおかきおふ, ねてそ 〈そつさうあ つすそきかて うしけみてへ せあ 』かうかちせとま 
[そちかま, つてあせかて うふえそおせかこのけす さそすすかちねかつさけす たあちてせかちそす. ゅこなそちけけ ときか 
おあうせそ せかて, ねてそ あうてそち け たちけくせあかて う つうそけに いそしかか たそくおせけに つてあてへみに. ╇すかつてか 
つ てかす, さあさ たそおねかちさけうあかて ╊.》. ╆あきあせそう, せあけいそしかか おあしへせそうけおせふか さそちかこ-
ぬふ, うさしまねあみ 》ちかくけおかせてあ 『かつたといしけさけ [そちかみ [けす ╉ほ ぁきとせあ, せかけくすかせせそ 

* ′あさあとちぬかうあ 【.╅., っつさけせあ ╈.』. 〈せそえそしけさけこ すけち えしあくあすけ うけおせそえそ とねかせそえそ // ╉けたしそすあてけねかつさけこ 
うかつてせけさ. 2002. づ 10. 』. 160—162.
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たちかおそつてかちかえあしけ つそそてかねかつてうかせせけさそう たちそてけう せかおそそぬかせさけ ちそつつけこつさそえそ 
たそてかせぬけあしあ.

╇ つてあてへか たそさあくあせふ おそつてけきかせけみ ょきせそこ [そちかけ. ╇ 1945 えそおと, たそつしか そつうそ-
いそきおかせけみ [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ そて みたそせつさけに さそしそせけくあてそちそう, すせそえけか 
あすかちけさあせぬふ うふつてとたあしけ くあ すかきおとせあちそおせとま そたかさと せあお [そちかかこ, つねけてあみ, 
ねてそ つてちあせあ つしけのさそす そてつてあしあ け せか つすそきかて つとはかつてうそうあてへ つあすそつてそみてかしへせそ. 
¨ うそて しけのへ せかつさそしへさそ おかつみてけしかてけこ つたとつてみ 『かつたといしけさあ [そちかみ くあさちか-
たけしあつへ つちかおけ つあすふに ちあくうけてふに えそつとおあちつてう すけちあ. 》ちけ ほてそす ちそつつけこつさけこ 
とねかせふこ うつさちふうあかて け つしあいふか すかつてあ まきせそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ, さそてそちふか 
たそくおせかか, う 1997—1998 えそおあに, たちけうかしけ かか さ きかつてそねあこのかすと さちけくけつと: そてつてあ-
うあせけか う てかにせそしそえけねかつさそこ えそせさか, あちにあけねせそつてへ けせなちあつてちとさてとちふ, せかついあ-
しあせつけちそうあせせそつてへ なけせあせつそうそこ つけつてかすふ, つせけきかせけか てかすたそう ちそつてあ たちそけくうそ-
おけてかしへせそつてけ てちとおあ, せかちあうかせつてうそ う おそにそおあに, せかおそうそしへつてうそ のけちそさけに つしそかう 
せあつかしかせけみ つうそけす すあてかちけあしへせふす たそしそきかせけかす.

╇ つてあてへか つそおかちきあてつみ てあさきか すかてさけか せあいしまおかせけみ そてせそつけてかしへせそ そつそ-
いかせせそつてかこ うせとてちけたそしけてけねかつさそこ, つそぬけあしへせそこ, さとしへてとちせそこ, ちかしけえけそくせそこ 
きけくせけ ょきせそこ [そちかけ, せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ さそちかこぬかう. 《てすかねあみ, ねてそ 
さそちかこつさあみ せあぬけみ すせそえそか たそくあけすつてうそうあしあ けくうせか, う おあしかさそす たちそのしそす — 
と [けてあみ, くあてかす と ′あたあおあ, あうてそち うすかつてか つ てかす といかおけてかしへせそ たそさあくふうあかて とせけ-
さあしへせそつてへ ぬけうけしけくあぬけけ «』てちあせふ とてちかせせかこ つうかきかつてけ».

【かすあ おそつてけきかせけこ け たちそいしかす ょきせそこ [そちかけ たちそおそしきかせあ う つてあてへみに 
«〈かてあすそちなそくふ «つてちあせふ-そてのかしへせけぬふ», «[そちかこつさけこ 『とくうかしへて», «『かつたと-
いしけさあ [そちかみ せあ うかちせそす たとてけ», ちみおか おちとえけに. ¨に えしあうせふこ うふうそお — にそてみ 
と 『かつたといしけさけ [そちかみ せかすあしそ てちとおせそつてかこ, う いとおとはかか つてちあせふ すそきせそ つすそ-
てちかてへ つ そたてけすけくすそす.

‒とせおあすかせてあしへせそつてへま うふおかしみかてつみ うさしまねかせせふこ う てそす おそさしあお 
〉.╊. ╆あきあせそうそこ (つとたちとえけ ╊.》. ╆あきあせそうあ) «ゅさそせそすけねかつさあみ つけつてかすあ 』かうかち-
せそこ [そちかけ», う さそてそちそす おかてあしへせそ ちあつつすあてちけうあまてつみ そつせそうせふか ほてあたふ ほさそ-
せそすけねかつさそえそ ちあくうけてけみ [〉╉『, つかうかちそさそちかこつさあみ ほさそせそすけねかつさあみ すそおかしへ, 
つてちとさてとちあ つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ, すかてそおふ とたちあうしかせけみ かま, てかさとはあみ 
ほさそせそすけねかつさあみ つけてとあぬけみ う つてちあせか, たちけねけせふ てちとおせそつてかこ. ¨くとねかせふ たかち-
つたかさてけうふ せあくちかうのけに ちかなそちす う [〉╉『.

╇ ちあいそてあに そ すかきさそちかこつさけに そてせそのかせけみに ╊.》. ╆あきあせそう とさあくふうあかて, ねてそ 
と さそちかこぬかう せかて そつせそうあせけこ うそくしあえあてへ うけせと くあ たちそおそしきあまはけこつみ ちあつさそし けに 
せあぬけけ せあ うかしけさけか おかちきあうふ. 〈そつさうあ け ╇あのけせえてそせ, さそてそちふか う つうそか うちかすみ 
たそおかしけしけ [そちかま せあ くそせふ うしけみせけみ, «ときか おあうせそ うふのしけ けく つそつてそみせけみ えしそ-
いあしへせそえそ たちそてけうそつてそみせけみ け たそすけちけしけつへ. 』とすかしけ そいひかおけせけてへつみ てあさけか 
せあぬけけ, さあさ せかすぬふ, うへかてせあすぬふ, こかすかせぬふ. 》ちあさてけねかつさけ せか そつてあしそつへ つしかおあ 
け そて てそこ えちふくせけ, さそてそちとま てちあおけぬけそせせそ うかしけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか 
せか てそしへさそ 〈そつさうあ け ╇あのけせえてそせ, せそ け 【そさけそ つ 》かさけせそす». 》そ すせかせけま ちそつ-
つけこつさそえそ とねかせそえそ, 』かうかちと け ょえと つしかおとかて うそつたそしへくそうあてへつみ いしあえそたちけみてせそこ 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

すかきおとせあちそおせそこ そいつてあせそうさそこ, くあいふてへ うくあけすせふか そいけおふ け せあねあてへ たそおしけせ-
せそか おうけきかせけか せあうつてちかねと おちとえ おちとえと.

╇ つかちけけ つてあてかこ ╊.》. ╆あきあせそう ちあくひみつせみかて うあきせそつてへ [そちかけ う たしあせか そいか-
つたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ 『そつつけけ, とおそうしかてうそちかせけみ せあのけに ほさそせそすけねかつさけに 
け たそしけてけねかつさけに けせてかちかつそう. [あさ うけおせそ けく つてあてかこ, たそしけてそしそえ せあ たちそてみ-
きかせけけ 90-に えそおそう XX うかさあ うふつさあくふうあしつみ くあ てそ, ねてそいふ 『そつつけみ たちそうそおけしあ 
せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか あさてけうせとま け ついあしあせつけちそうあせせとま しけせけま, せあ 
ちあうせふに つそてちとおせけねあみ つ 』かうかちそす け ょえそす け つたそつそいつてうとみ けに うくあけすせそすと 
ついしけきかせけま. [そちかこぬふ け う 》にかせへみせか, け う 』かとしか, たけつあし とねかせふこ, ちあせそ けしけ 
たそくおせそ そつそくせあまて さしまねかうとま ちそしへ 『そつつけけ せあ たそしとそつてちそうか, てかす いそしかか ねてそ 
せあのあ つてちあせあ, «たそ つとてけ, みうしみかてつみ かおけせつてうかせせそこ てけにそそさかあせつさそこ おかちきあうそこ, 
さそてそちあみ けつさちかせせか きかしあかて さそちかこつさそえそ そいひかおけせかせけみ».

』しかおとまはあみ えしあうあ てそすあ — «ったそせけみ» — つさちそすせあ たそ そいひかすと, せそ つそおかち-
きけて うあきせふこ つまきかて, さあつあまはけこつみ たかちつたかさてけう ちそつつけこつさそ-みたそせつさそえそ 
つそてちとおせけねかつてうあ. ╅うてそち あせあしけくけちとかて なあさてそちふ, さそてそちふか つてけすとしけちとまて 
けせてかちかつ 『そつつけけ さ ったそせけけ: せあねけせあみ そて きかしあてかしへせそつてけ とねあつてけみ みたそせつさそえそ 
いけくせかつあ う ちあくうけてけけ ほさそせそすけさけ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ おそ ぬかしかつそそいちあくせそつてけ, 
つ ちそつつけこつさそこ てそねさけ くちかせけみ, いそしかか せかくあうけつけすそえそ たそうかおかせけみ 【そさけそ せあ 
すけちそうそこ あちかせか.

╇ えしあうか «ょえそ-╇そつてそねせあみ ╅くけみ» せあちけつそうあせ さちあつそねせふこ たそちてちかて ほさくそ-
てけねかつさそえそ, «いあせあせそうそ-しけすそせせそえそ» 』けせえあたとちあ う さそせぬか 60-に えそおそう XX つてそ-
しかてけみ, たそつしか ねかえそ そつてちそう たそさあくあせ ときか う つうそかす せふせかのせかす としへてちあすそ-
おかちせそうそす そいしけねけけ. ╇つさちふてふ たちけねけせふ ちあくけてかしへせふに たかちかすかせ う きけくせけ 
すけせけあてまちせそえそ てちそたけねかつさそえそ えそつとおあちつてうあ. 《 おちあすあてけねかつさけに つてちあせけぬあに 
けつてそちけけ さあすいそおきけこつさそえそ せあちそおあ たそうかつてうとかてつみ う ちあいそてか «[あすたとねけみ: たとてけ 
たちけすけちかせけみ».

╈しあうあ «╊うちそたあ» くせあさそすけて つ すあつのてあいせふす けつつしかおそうあせけかす «》そえしそ-
はかせけか ′あたあおせそこ ╈かちすあせけかこ ╈╉『: とちそさけ おしみ [そちかけ». 《せそ せあねけせあかてつみ 
つそ つちあうせけてかしへせそえそ あせあしけくあ けつてそさそう ちあつさそしあ えかちすあせつさそこ け さそちかこつさそこ 
せあぬけこ, おあしかか たそさあくあせふ ちあくしけねけみ う ほうそしまぬけけ えかちすあせつさそえそ け さそちかこつさそえそ 
うそたちそつそう. ╉あせあ あちえとすかせてけちそうあせせあみ うかちつけみ たちけねけせ たそえしそはかせけみ ′あたあお-
せそこ ╈かちすあせけかこ ╈╉『.

╅うてそち つねけてあかて, ねてそ ちかのあまはかか くせあねかせけか おしみ ちあくうけてけみ つけてとあぬけけ う ╈╉『 
け うそさちとえ せかか けすかしけ なとせおあすかせてあしへせふか けくすかせかせけみ うそ うせとてちかせせかこ け うせかの-
せかこ たそしけてけさか つそうかてつさそえそ ちとさそうそおつてうあ うそ えしあうか つ 〈.』. ╈そちいあねかうふす. ╇ ╈╉『 
«とつけしけうあしそつへ いちそきかせけか とすそう, うつか せそうふか け せそうふか つしそけ そいはかつてうあ けつたふてふ-
うあしけ てみえと さ たかちかすかせあす: さ おかすそさちあてけくあぬけけ, ほさそせそすけねかつさけす ちかなそちすあす… 
〉かおそうそしへつてうそ たそおつてかえけうあしそつへ つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさけすけ せかとちみおけぬあすけ… 
╇ とつしそうけみに たかちかすかせ う つそぬけあしけつてけねかつさそす しあえかちか, うそくちあつてあまはかこ そてさちふてそつてけ 
╈╉『 おしみ ′あたあおあ, てそてあしけてあちせあみ つけつてかすあ せか う つそつてそみせけけ いふしあ そいかつたかねけてへ つそぬけ-
あしへせとま とつてそこねけうそつてへ う そいはかつてうか… 》かちかお うそつてそねせそえかちすあせつさけすけ うしあつてみすけ 
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うつてあしあ そつてちかこのあみ たちそいしかすあ. 〉かそいにそおけすそ いふしそ そつとはかつてうけてへ ちかなそちすふ, 
さそてそちふか そてさちふしけ いふ うそくすそきせそつてけ おしみ つそにちあせかせけみ えそつとおあちつてうかせせそつてけ ╈╉『. 
〉そ てちあえかおけみ くあさしまねあしあつへ う てそす, ねてそ おあせせあみ くあおあねあ みうしみしあつへ せかちあくちかのけ-
すそこ. ╉うけせとてへつみ う つてそちそせと つそくおあせけみ おかすそさちあてけねかつさそえそ そいはかつてうあ つ たそしせそ-
さちそうせそこ ちふせそねせそこ ほさそせそすけさそこ そくせあねあしそ たそおたけつあてへ つすかちてせふこ たちけえそうそち 
そておかしへせそすと, つそぬけあしけつてけねかつさそすと えそつとおあちつてうと せあ えかちすあせつさそこ てかちちけてそちけけ. 
╇かおへ たちそおそしきあうのけこつみ ちあつさそし ╈かちすあせけけ すそきせそ いふしそ そたちあうおあてへ てそしへさそ 
たちけせぬけたけあしへせふすけ ちあくしけねけみすけ おうとに えかちすあせつさけに ちかきけすそう».

[そすすとせけつてけねかつさけこ ちかきけす たそお せあたそちそす つそ うつかに せあたちあうしかせけこ つてあし 
ちあつたあおあてへつみ, さ うしあつてけ う ╇そつてそねせそこ ╈かちすあせけけ たちけのしけ つけしふ, せあぬかしかせせふか 
せあ つしけみせけか つ ‒『╈. 【かす うちかすかせかす せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか ちあくうそちあねけ-
うあしあつへ いそちへいあ うそさちとえ すかにあせけくすあ そいひかおけせかせけみ け うそかせせそ-たそしけてけねかつさそこ 
そちけかせてあぬけけ かおけせそこ ╈かちすあせけけ. ゅてと いそちへいと 』そうかてつさけこ 』そまく, たそ すせかせけま 
たそしけてそしそえあ, たちそけえちあし. ╊.》. ╆あきあせそう たけのかて: «》そくけぬけけ 〈そつさうふ つてちかすけ-
てかしへせそ つしあいかしけ — さあさ せあ たかちかえそうそちあに たそ ╈かちすあせけけ, てあさ け う すかきおとせあ-
ちそおせふに おかしあに う ぬかしそす. ╇ 』』』『 せあちあつてあしあ たそしけてけねかつさあみ せかつてあいけしへせそつてへ, 
せあねあしつみ ちあくうあし ほさそせそすけさけ. 〈.』. ╈そちいあねかう そいちあてけしつみ さ ′あたあおと くあ たそお-
おかちきさそこ け すあてかちけあしへせそこ たそすそはへま. ╇ ほてけに とつしそうけみに [ちかすしま たちけのしそつへ 
けおてけ せあ とつてとたさけ う えかちすあせつさそす とちかえとしけちそうあせけけ».

╇ くあさしまねかせけか あせあしけくけちとまてつみ せかえあてけうせふか たそつしかおつてうけみ つてちかすけてかしへ-
せそえそ たそえしそはかせけみ ╈╉『 ′あたあおせそこ ╈かちすあせけかこ: つそぬけあしへせふか, ほさそせそすけねか-
つさけか, けおかそしそえけねかつさけか, たそしけてけねかつさけか, たつけにそしそえけねかつさけか. 』そおかちきあてつみ たちか-
おそつてかちかきかせけみ さそちかこぬあす たちそてけう たそうてそちかせけみ えかちすあせつさけに そのけいそさ.

╈しあうあ «』ぃ╅» そてしけねあかてつみ そて そつてあしへせふに てかす, ねてそ う せかこ えしあうせふこ あさぬかせて 
つおかしあせ せあ つまきかてあに けつてそちけねかつさそえそ, つてちあせそうかおねかつさそえそ け つそぬけそしそえけねかつさそえそ 
にあちあさてかちあ. 《ちけえけせあしかせ ちあつつさあく そ てそす, さあさ そつうあけうあしつみ «╉けさけこ ′あたあお» 
う つかちかおけせか XIX つてそしかてけみ, そ ちそしけ «くそしそてそこ しけにそちあおさけ» う つてあせそうしかせけけ 
[あしけなそちせけけ, そ おとにか てそこ ほたそにけ, うつか かはか たちそせけくふうあまはかす きけくせへ つそうちか-
すかせせふに さあしけなそちせけこぬかう.

«╆あえおあお と くあしけうあ» — にとおそきかつてうかせせそか そたけつあせけか つあすそえそ さちあつけうそえそ 
あすかちけさあせつさそえそ えそちそおあ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. ╅うてそち そいひみつせみかて, たそねかすと 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ «うつかえおあ け うつまおと いかく すあしかこのけに くあてちとおせかせけこ うふにそおけて たそいかおけ-
てかしかす う さそせさとちつあに たそたとしみちせそつてけ つちかおけ つあすふに けすかせけてふに あすかちけさあせつさけに 
すかてちそたそしけこ».

╇ みちさそこ たといしけぬけつてけねかつさそこ ちあいそてか «【けたけねせふこ あすかちけさあせかぬ» ╊.》. ╆あきあ-
せそう たそおねかちさけうあかて つしそきせそつてへ たそたふてそさ うふうかつてけ つそいけちあてかしへせふこ そいちあく 
きけてかしみ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう. ╇そ-たかちうふに, くあすかねあかて あうてそち, せか つしかおとかて 
つとおけてへ そい あすかちけさあせぬあに たそ てそすと, さあさ そせけ うかおとて つかいみ, いとおとねけ くあ ちといか-
きそす. ╉そすあ あすかちけさあせかぬ つそうつかす おちとえそこ — «すかせへのか のとすけて, うかつへすあ うかきしけう, 
おあしかさそ せか うつかえおあ つあすそとうかちかせ, あ ねあはか おあきか つあすそさちけてけねかせ, いふうあかて さちあつけうそ, 
つそ うさとつそす そおかて». 〉そ け う つあすけに 』ぃ╅ «うふねけつしけてへ» てけたけねせそえそ あすかちけさあせぬあ 
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せかたちそつてそ, たそつさそしへさと ╅すかちけさあ «すせそえそしけさあ, たそしせあ さそせてちあつてそう… ¨つてそちけみ 
たそねてけ さあきおそえそ あすかちけさあせぬあ — ほてそ おしけせせあみ け けくうけしけつてあみ おそちそえあ, ほてそ 
さあしかこおそつさそた つてちあせ, さとしへてとち, てちあおけぬけこ, そいふねあかう, みくふさそう». ¨ししまつてちけちとみ 
おあせせふか てかくけつふ きけうふすけ たちけすかちあすけ, あうてそち たそさあくふうあかて そてねときおかせけか すかきおと 
』かうかちそす け ょえそす 』ぃ╅, そつそいかせせそつてけ 【かにあつあ, ちあくしけねけみ すかきおと つそつかおせけすけ 
のてあてあすけ ょてそこ け 〉かうあおそこ, たそしせとま さそせてちあつてそう きけくせへ [あしけなそちせけけ.

╇ つてあてへか «[うあちてあし “のかつてけ さそすたあせけこ”» くあてちあえけうあまてつみ せかさそてそちふか つてそ-
ちそせふ きけくせけ さけてあこつさそこ ほすけえちあせてつさそこ そいはけせふ [あしけなそちせけけ う 70-に えそおあに 
XX うかさあ. 』しかおとまはけか おうか つてあてへけ あすかちけさあせつさそこ えしあうふ たかちかせそつみて ねけてあてかしみ 
ときか う せあのけ おせけ け たちかおしあえあまて かすと あせあしけく ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそ-
のかせけこ, あ てあさきか さちけてけさと たしあせそう ╇あのけせえてそせあ たそ つそくおあせけま せあぬけそせあしへせそこ 
つけつてかすふ たちそてけうそちあさかてせそこ そいそちそせふ.

】ねかせふこ うふつさあくふうあかて すせかせけか, ねてそ せかちあうせそたちあうせそか たあちてせかちつてうそ け ちあつ-
にそきおかせけか けせてかちかつそう う すかきおとせあちそおせそこ たそしけてけさか う つそうそさとたせそつてけ たちけうかしけ 
さ そにしあきおかせけま う そてせそのかせけみに たそつてつそうかてつさそこ 『そつつけけ つ 』そかおけせかせせふすけ 
ぃてあてあすけ. 【かす せか すかせかか う つてあてへか, うたかちうふか とうけおかうのかこ つうかて う 1995 えそおと, 
あうてそち たちそえせそくけちとかて たそつてかたかせせそか うふちあうせけうあせけか ほてけに そてせそのかせけこ. 『そつ-
つけみ せか すそきかて たそくうそしけてへ つかいか さそせなちそせてあぬけま つ 』ぃ╅ たそ えかそつてちあてかえけねか-
つさけす け ほさそせそすけねかつさけす たちけねけせあす, け かか いそしへのか せか ちあくおかしみかて つ ╅すかちけ-
さそこ けおかそしそえけねかつさあみ たちそたあつてへ. 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ, う つうそま そねかちかおへ, 
«せか えそちみて きかしあせけかす うそくそいせそうしみてへ たちそてけうそつてそみせけか つ 『そつつけかこ». 》そたとてせそ 
う 1995 えそおと ╊.》. ╆あきあせそう そてすかねあし, ねてそ かつしけ つしかおとまはけこ くあ ╆.〉. ╊しへぬけせふす 
ちそつつけこつさけこ たちかくけおかせて せかすせそえそ «くあさちとてけて えあこさけ» うせとてちけ つてちあせふ, てそ ほてそ 
╇あのけせえてそせ いとおかて てそしへさそ たちけうかてつてうそうあてへ. «╇かおへ にあそてけねせあみ, たしそにそ とたちあう-
しみかすあみ け すあしそたちかおつさあくとかすあみ 『そつつけみ うふくふうあかて と 』ぃ╅ け けに つそまくせけさそう 
ちあつてとはかか いかつたそさそこつてうそ».

』おかちきあせせふこ そたてけすけくす たそ たそうそおと ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそ-
のかせけこ せか たそすかのあし たそしけてそしそえと, そおせあさそ, そつとおけてへ たしあせふ ╇あのけせえてそせあ 
つそくおあてへ せあぬけそせあしへせとま つけつてかすと たちそてけうそちあさかてせそこ そいそちそせふ. 》そ すせかせけま 
╊.》. ╆あきあせそうあ, ちかあしけくあぬけみ たしあせそう すそきかて つたちそうそぬけちそうあてへ せそうふこ, そたあつ-
せかこのけこ うけてそさ えしそいあしへせそこ えそせさけ みおかちせふに うそそちときかせけこ, う さそてそちとま そさあ-
きとてつみ うてみせとてふ [けてあこ, ったそせけみ, つてちあせふ ょきせそこ け ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ 
け, せあさそせかぬ, えそつとおあちつてうあ 』ちかおせかえそ け ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ. 》ちけ ほてそす, そてすか-
ねあかてつみ う つてあてへか, たそおえそてそうしかせせそこ う 2000 えそおと, うちあえけ 』ぃ╅, たちそてけう さそてそちふに 
くあおとすあせあ せそうあみ つけつてかすあ, せか つてあせとて てちあてけてへ とつけしけみ せあ おそちそえそつてそみはかか 
みおかちせそか そちときけか け つちかおつてうあ かえそ おそつてあうさけ: «てかちちそちけつてけねかつさけか あてあさけ けくせと-
てちけ 』ぃ╅ しかえねか そつとはかつてうけてへ, そせけ おかのかうしか け けに えそちあくおそ つしそきせかか たちかおそて-
うちあてけてへ».

╇ たそつしかおせかこ えしあうか てそすあ おかこつてうけか たかちかせそつけてつみ せあ 』ちかおせけこ け ╆しけき-
せけこ ╇そつてそさ. ╇ つてあてへか «〉か くあ つねかて せあおちふうあ せあちそおせふに つけし», うたかちうふか そたとい-
しけさそうあせせそこ う 1991 えそおと, ╊.》. ╆あきあせそう たちかおしあえあかて しけせけま たそうかおかせけみ 
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う けちあさつさそす うそたちそつか, さそてそちあみ いあくけちそうあしあつへ いふ せか せあ けおかそしそえけねかつさけに 
たちけつてちあつてけみに け ねときけに たそてちかいせそつてみに, あ せあ つとえといそ ちそつつけこつさけに けせてかちかつあに.

╉そさしあお «╉けつさとつつけみ たそ たそうそおと つてあてとつあ [あつたけこつさそえそ すそちみ さあさ たそしけてけ-
ねかつさあみ たちそいしかすあ» たちかたあちけちとかて たそくけぬけけ うつかに とねあつてせけさそう おけつさとつつけけ — 
たちけいちかきせふに えそつとおあちつてう, 【とちぬけけ, ′あたあおあ. ╊はか そおけせ おそさしあお, うさしまねかせせふこ 
う えしあうと, ちあつつすあてちけうあかて そつそいかせせそつてけ ちそつつけこつさそ-けちあせつさそえそ つそてちとおせけねか-
つてうあ. 《たちかおかしかせふ そいしあつてけ つそうたあおかせけみ けせてかちかつそう おうとに つてちあせ せあ すかきおとせあ-
ちそおせそこ あちかせか, うそくすそきせそつてけ ちあつのけちかせけみ おかしそうふに つうみくかこ. 《いはけこ うふうそお 
おそさしあおあ つうそおけてつみ さ つしかおとまはかすと: «【あさけす そいちあくそす, たちそぬかつつふ, たちそけつにそおみ-
はけか う つそうちかすかせせそす すけちか, そてせまおへ せか たちかたみてつてうとまて ちそつつけこつさそ-けちあせつさそすと 
つそてちとおせけねかつてうと. ╆そしかか てそえそ, そせけ つそくおあまて とつしそうけみ おしみ かえそ せあちあはけうあせけみ 
う けせてかちかつあに そいそけに えそつとおあちつてう, あ ちあうせそ う ぬかしみに とさちかたしかせけみ すけちあ け つてあ-
いけしへせそつてけ さあさ う ちかえけそせあしへせそす, てあさ け えしそいあしへせそす すあつのてあいあに. ╇そかせせそ-
たそしけてけねかつさけこ つそまく 〈そつさうふ つ 【かえかちあせそす け せか せときかせ, け せかおそつてけきけす, せそ 
せあのか せかなそちすあしへせそか たあちてせかちつてうそ うそくすそきせそ け きかしあてかしへせそ せあ ぬかしそす ちみおか 
せあたちあうしかせけこ — そて たちそてけうそおかこつてうけみ えかえかすそせけくすと おそ うくあけすそたそすそはけ 
う ちかのかせけけ うせとてちかせせけに ちそつつけこつさけに け けちあせつさけに たちそいしかす».

》そつしかおせけこ おそさしあお う えしあうか «】えちそくふ いかくそたあつせそつてけ う ちあこそせか 》かち-
つけおつさそえそ くあしけうあ» つさちとたとしかくせそ ちあつつすあてちけうあかて せかえあてけうせそか うそくおかこつてうけか 
てあさけに なあさてそちそう, さあさ あちあいそ-けくちあけしへつさけこ さそせなしけさて, ちあつたちそつてちあせかせけか 
そちときけみ すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ, いそちへいあ くあ ほせかちえかてけねかつさけか ちかつとちつふ け おち. 
╇ おそさしあおか せあすかねかせふ たとてけ いそしかか ほななかさてけうせそえそ たちそてけうそおかこつてうけみ せあくうあせ-
せふす とえちそくあす.

[せけえあ くあうかちのあかてつみ いけいしけそえちあなけかこ てちとおそう ╊.》. ╆あきあせそうあ け 〉.╊. ╆あきあ-
せそうそこ, ねてそ おかしあかて てちかにてそすせけさ かはか いそしかか たそしかくせふす おしみ うつかに てかに, さてそ たちそ-
なかつつけそせあしへせそ くあせけすあかてつみ けくとねかせけかす つそうちかすかせせそえそ すけちあ け すかきおとせあちそお-
せふに そてせそのかせけこ.

* * *

]とくみせけせ 』.╈.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ*

′あさしまねけてかしへせふこ, てちかてけこ てそす けくいちあせせふに てちとおそう けくうかつてせそえそ とねかせそえそ-
うそつてそさそうかおあ, たちそちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ (╉╅ 
〈¨╉), おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす ╉╅ 
〈¨╉, たそねかてせそえそ ねしかせあ ちみおあ すかきおとせあちそおせふに あさあおかすけこ, たちそなかつつそちあ 
╊.》. ╆あきあせそうあ, うふこおみ う つうかて, つちあくと たそしとねけし せかすあしそ たそしそきけてかしへせふに 
そてさしけさそう う ちそつつけこつさそこ せあとねせそこ つちかおか. 》そおそいせあみ ちかあさぬけみ たそせみてせあ け そいひ-

* 》ちそいしかすふ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ. 2003. づ 1. 』. 184—186.
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みつせけすあ. ╅うてそち たちかおつてあかて たかちかお ねけてあてかしかす せか てそしへさそ さあさ あさあおかすけねかつさけこ 
ほさつたかちて たそ けつてそちけけ け つそうちかすかせせふす たちそいしかすあす [〉╉『 け 『かつたといしけさけ 
[そちかみ (『[), [けてあみ, ったそせけけ, 』けせえあたとちあ け おちとえけに つてちあせ, せそ け さあさ いしかつてみ-
はけこ きとちせあしけつて-すかきおとせあちそおせけさ, つ つそいつてうかせせふす せかたそうてそちけすふす つてけしかす, 
とおけうけてかしへせふす そいちあくそす つそねかてあまはけす けつさちそすかてせそか そつてちそとすけか け つさちとたと-
しかくせとま せあいしまおあてかしへせそつてへ あせあしけてけさあ.

╅うてそち たそちあくけてかしへせそ とせけうかちつあしかせ. ╇ 1970-に け う せあねあしか 1980-に えそおそう 
╊.》. ╆あきあせそう いふし けくうかつてかせ ちそつつけこつさけす け くあちといかきせふす とねかせふす たちかきおか 
うつかえそ さあさ さけてあけつて け つたかぬけあしけつて たそ さけてあこつさそ-あすかちけさあせつさけす そてせそのかせけみす. 
《おせあさそ う たそつしかおせけか 10—15 しかて, け う させけえか ほてそ といかおけてかしへせそ たそさあくあせそ, そせ 
そつうそけし け おちとえけか そいしあつてけ つそうちかすかせせそこ すかきおとせあちそおせそこ たちそいしかすあてけさけ. 
╇ させけえか けつつしかおとまてつみ たそしけてけねかつさけか つそいふてけみ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか, 
つけてとあぬけみ う ったそせけけ, う つてちあせあに ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, 』ちかおせかえそ け ╆しけき-
せかえそ ╇そつてそさあ. ╅うてそち おかしあかて けつてそちけねかつさけか ほさつさとちつふ う あすかちけさあせつさとま 
けつてそちけま け けつてそちけま ╊うちそたふ. 〉かつすそてちみ せあ てそ, ねてそ そておかしへせふか ちあくおかしふ 
させけえけ う うけおか つてあてかこ けしけ うふつてとたしかせけこ いふしけ ちあせかか たちかおつてあうしかせふ けしけ 
そたといしけさそうあせふ あうてそちそす う 『そつつけけ け くあ ちといかきそす, せか とてちあねけうあかてつみ そはとはか-
せけか あさてとあしへせそつてけ くあてちそせとてふに たちそいしかす, けに さそせぬかたてとあしへせそえそ かおけせつてうあ 
け ぬかしそつてせそつてけ.

をかせてちあしへせふす う させけえか みうしみかてつみ «さそちかこつさけこ いしそさ» (えし. VI «[そちかみ», 
つ. 9—233). ╇ あうてそちつさそこ てちあさてそうさか そつせそうせふか さそせぬかたぬけけ おあせせそえそ ちあくおかしあ 
うふえしみおみて つしかおとまはけす そいちあくそす:

1) と 』ぃ╅ (さあさ け と ったそせけけ) かつてへ そつせそうあせけみ つ せあつてそちそきかせせそつてへま 
たそおにそおけてへ さ たかちつたかさてけうか そいひかおけせかせけみ [そちかけ, けいそ と ╇あのけせえてそせあ せかて 
とうかちかせせそつてけ う てそす, ねてそ たちあうけてかしへつてうそ かおけせそこ [そちかけ いとおかて け うたちかおへ たちけ-
うかてつてうそうあてへ たちかいふうあせけか あすかちけさあせつさけに うそこつさ せあ たそしとそつてちそうか け ねてそ [そちかみ 
せか せあねせかて さちとたせそすあつのてあいせそえそ たそしけてけさそ-ほさそせそすけねかつさそえそ すあせかうちあ う つてそ-
ちそせと [けてあみ け 『そつつけけ.

2) 『そつつけみ せか てそしへさそ せか そたあつあかてつみ そいひかおけせかせけみ [そちかけ, せそ, せあそいそ-
ちそて, うけおけて う つけしへせそこ [そちかか たそてかせぬけあしへせふこ たちそてけうそうかつ [けてあま け ったそ-
せけけ, そいしかえねあまはけこ 『そつつけけ たちそてけうそつてそみせけか うそくすそきせそすと おあうしかせけま せあ かか 
おあしへせかうそつてそねせふか ちといかきけ, あ てあさきか くあてちとおせみまはけこ さけてあこつさそか け みたそせつさそか 
おそすけせけちそうあせけか う ╅【『. ╅うてそち たちそうそおけて すふつしへ そ てそす, ねてそ (たそ つそつてそみせけま 
おかし おそ 2000 え., たそ さちあこせかこ すかちか. — 』.].) 『そつつけみ みうしみかてつみ, うそくすそきせそ, かおけせ-
つてうかせせそこ てけにそそさかあせつさそこ おかちきあうそこ, さそてそちあみ けつさちかせせか きかしあかて さそちかこつさそえそ 
そいひかおけせかせけみ.

3) [けてあこ きか たちかおたそねけてあかて つそにちあせかせけか つてあてとつ-さうそ せあ [そちかこつさそす 
たそしとそつてちそうか け せか にそねかて ちかあしへせふに たかちかすかせ, えちそくみはけに [〉『 とつけしかせけかす 
』ぃ╅ せあ たそしとそつてちそうか け とせけねてそきかせけかす う にそおか そいひかおけせかせけみ つかうかちそさそちかこ-
つさそえそ さそすすとせけつてけねかつさそえそ ちかきけすあ — そおせそえそ けく たそつしかおせけに けおかそしそえけねか-
つさけに つそまくせけさそう 》かさけせあ う ちかえけそせか (つ. 222—223).
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╅うてそち うふおうけせとし とさあくあせせふか たそしそきかせけみ せあさあせとせか 》にかせへみせつさそえそ (しかて-
せかえそ) つあすすけてあ 2000 え. しけおかちそう [〉╉『 け 『[ [けす ぁかせ ¨ちあ け [けす ╉ほ ぁきとせあ. 
′あ すけせとうのけか おうあ えそおあ ほてけ けおかけ, せか とつてあちかう, そいちかしけ おそたそしせけてかしへせそか 
たそしけてけねかつさそか そいそつせそうあせけか. [あさ けくうかつてせそ, たそつしか つちふうあ そてうかてせそえそ つあす-
すけてあ う 』かとしか う とつしそうけみに せふせかのせかえそ せあちあつてあせけみ つてあえせあぬけけ う おかしか そいひ-
かおけせかせけみ [そちかけ たちそえせそく ╊.》. ╆あきあせそうあ そてせそつけてかしへせそ せあしけねけみ つさちふてそこ, 
そてちけぬあてかしへせそこ すそてけうあぬけけ たそ ほてそこ たちそいしかすか と すせそえけに おかちきあう ([〉『, 
』ぃ╅, ったそせけけ け おち.) たそしせそつてへま たそおてうかちおけしつみ. 〈そきせそ つさあくあてへ, ねてそ おあせ-
せあみ すそてけうあぬけみ つかえそおせみ せかそなけぬけあしへせそ つてあしあ そつせそうそこ ちかあしへせそこ つてちあてか-
えけけ うかおとはけに えそつとおあちつてう う さそちかこつさそす うそたちそつか せあ いしけきあこのとま け つちかおせか-
つちそねせとま たかちつたかさてけうと.

ぁてそ さあつあかてつみ そぬかせさけ あうてそちそす ちそつつけこつさそこ たそくけぬけけ, てそ くおかつへ, さあさ せあす 
たちかおつてあうしみかてつみ, うそたちそつ せかそおせそくせあねかせ. ╇そくすそきせそ, ねてそ 『そつつけみ う 2000 え. 
いふしあ けつさちかせせか くあけせてかちかつそうあせあ う そいひかおけせかせけけ け つそにちあせみかて ほてと くあけせてか-
ちかつそうあせせそつてへ う たちけせぬけたか け つかえそおせみ. ╇すかつてか つ てかす, たそみうけしけつへ け せそうふか 
そいつてそみてかしへつてうあ. 』かこねあつ すそきせそ つさあくあてへ, ねてそ たちけ そたちかおかしかせせふに とつしそうけみに 
『そつつけみ てあさきか ときか せか たちそねへ つそにちあせけてへ つてあてとつ-さうそ せあ たそしとそつてちそうか, てあさ 
さあさ け かこ せか つそうつかす うふえそおせそ つそつかおつてうそ つけしへせそこ かおけせそこ [そちかけ. 【かす いそしかか, 
ねてそ う ちかくとしへてあてか てちかに うつてちかね う 2000—2002 ええ. ╇.╇. 》とてけせあ け [けす ぁかせ ¨ちあ 
たちそけくそのしそ せかさそてそちそか とさちかたしかせけか たそくけぬけこ 『‒ せあ つかうかちか たそしとそつてちそうあ. 
『そつつけみ おあきか つてあしあ けえちあてへ ちそしへ つうそかそいちあくせそえそ たそつちかおせけさあ すかきおと [〉╉『 
け くあたあおせふすけ つてちあせあすけ. 《おせあさそ ほてと ちそしへ け つてかたかせへ うしけみせけみ 『そつつけけ せあ 
[〉╉『 せか つしかおとかて たかちかそぬかせけうあてへ. 『かあしへせふす たそつちかおせけさそす け «ちかえとしみてそ-
ちそす» そてせそのかせけこ 』かうかちせそこ [そちかけ つ ′あたあおそす そつてあかてつみ [けてあこ.

╇あきせそか すかつてそ う させけえか くあせけすあかて えしあうあ IX «╊うちそたあ» (つ. 273—315), う さそてそ-
ちそこ あうてそち せあ そつせそうか あせあしけくあ けつてそちけねかつさけに つそいふてけこ う ′あたあおせそこ け ╇そつ-
てそねせそこ ╈かちすあせけけ たそつしか ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせふ, うさしまねあみ そいひかおけせかせけか 
╈かちすあせけけ, たちかおしあえあかて ねけてあてかしま うくえしみせとてへ せあ ほてと たちそいしかすと ねかちかく たちけくすと 
さそちかこつさそえそ そいひかおけせけてかしへせそえそ たちそぬかつつあ.

╇そ-たかちうふに, ╊.》. ╆あきあせそう たそさあくふうあかて たちけせぬけたけあしへせふか ちあくしけねけみ たちそ-
ぬかつつそう えかちすあせつさそえそ け さそちかこつさそえそ そいひかおけせかせけみ. 《せ そてすかねあかて そてつとてつてうけか と 
つかうかちそさそちかこつさそえそ せあつかしかせけみ (う そてしけねけか そて せあつてちそかせけこ う ╈╉『) おあきか せあすかさあ 
せあ そてさちふてふこ のけちそさそすあつのてあいせふこ うふくそう うしあつてみす. «《いはかつてうかせせそえそ すせか-
せけみ, — つたちあうかおしけうそ そてすかねあかて ほさつたかちて, — う 』かうかちせそこ [そちかか せか つとはかつてうとかて, 
せか えそうそちみ ときか そい そなそちすしかせせそこ, くちけすそこ そたたそくけぬけけ» (つ. 303).

》ちけ ちあつつすそてちかせけけ そつそいかせせそつてかこ さそちかこつさそこ つけてとあぬけけ ╊.》. ╆あきあせそう 
うふおかしみかて てあさきか てそ そいつてそみてかしへつてうそ, ねてそ ょえ (『[) うちみお しけ すそきかて う たちけせ-
ぬけたか つしときけてへ おしみ つかうかちみせ たちけうしかさあてかしへせふす ほてあしそせそす つそぬけあしへせそえそ 
とつてちそこつてうあ. ╇しあつてけ [〉╉『 とすかしそ すあせけたとしけちとまて すあつつそうふす つそくせあせけかす 
たちけ たそすそはけ てあさけに あちえとすかせてそう, さあさ おけつしそさあぬけみ せあ ょえか あすかちけさあせつさけに 
うそこつさ け くあつけしへか てあす みたそせつさけに てそうあちそう け さあたけてあしそう. 』 てそねさけ くちかせけみ 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

つかうかちそさそちかこつさそえそ えちあきおあせけせあ, うつか ほてそ うふえしみおけて さあさ さそしそせけあしけくす, つてそしへ 
そおけそくせふこ おしみ さそちかこつさそえそ つあすそつそくせあせけみ.

╇そ-うてそちふに, せあ いあくか けくとねかせけみ えかちすあせつさそえそ そたふてあ あうてそち なそちすとしけちとかて 
おうあ あつたかさてあ とちそさそう そいひかおけせかせけみ. 》かちうふこ — ほてそ そたちかおかしかせけか とつしそうけこ, 
てかすたそう け さそせさちかてせふに すかにあせけくすそう そいひかおけせかせけみ つ てそねさけ くちかせけみ けせてかちか-
つそう そいひかおけせみかすそこ せあぬけけ. ╇てそちそこ — とねかて けせてかちかつそう うせかのせけに つけし, つそいしま-
おかせけか いあしあせつあ けに けせてかちかつそう (つ. 314).

『かえけそせ 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ う おあせせそこ ちあいそてか たちかおつてあうしかせ みたそせ-
つさけす ちあくおかしそす (えし. VII «ったそせけみ», つ. 233—247), たそつうみはかせせふす う そつせそう-
せそす たちそいしかすあす け たかちつたかさてけうあす ちそつつけこつさそ-みたそせつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ. 
╇あきせそ, ねてそ う おあせせそす ちあくおかしか つそおかちきけてつみ けすかせせそ たそくけてけうせあみ あちえとすかせてあ-
ぬけみ, いあくけちとまはあみつみ せあ つかちへかくせそす あせあしけくか たそてかせぬけあしあ ちそつつけこつさそ-みたそせ-
つさそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ, あ せか せあいけうのけこ そつさそすけせと ちあく-
えそうそち そ «つたそちせふに てかちちけてそちけみに», つてあうのけこ そいはけす すかつてそす う ちそつつけこつさけに 
け みたそせつさけに たそしけてそしそえけねかつさけに け たそたとしみちせふに たといしけさあぬけみに.

╊.》. ╆あきあせそう とおかしみかて くせあねけてかしへせそか うせけすあせけか けくうかつてせそこ けおかか なそち-
すけちそうあせけみ ほさそせそすけねかつさそこ くそせふ う ちあこそせか ったそせつさそえそ すそちみ (て.せ. さそせぬかた-
ぬけみ «[そしへぬそ ったそせつさそえそ すそちみ»). 《つそいかせせそつてへま なそちすけちそうあせけみ ほてそこ くそせふ 
みうしみかてつみ かか せかえそつとおあちつてうかせせあみ そつせそうあ (て.か. なそちすけちそうあせけか かか おそしきせそ 
たちそけつにそおけてへ せあ いあくか うくあけすそおかこつてうけみ さちとたせそえそ け つちかおせかえそ さあたけてあしあ 
け そちえあせそう すかつてせそえそ つあすそとたちあうしかせけみ 『そつつけけ け ったそせけけ). [ ねけつしと せあけいそ-
しかか さちとたせふに たちそかさてそう くおかつへ あうてそち つたちあうかおしけうそ そてせそつけて:

— ちあくうけてけか おかしへてふ ちかさけ 【とすあせえあせ たちけ とねあつてけけ ったそせけけ, 『そつつけけ, 
[けてあみ, おうとに さそちかこつさけに えそつとおあちつてう け 〈そせえそしけけ;

— そつうそかせけか すかつてそちそきおかせけこ みさとてつさそえそ たちけちそおせそえそ えあくあ, そぬかせけうあか-
すそえそ たちけいしけくけてかしへせそ う 800 すしちお す3;

— ちあくちあいそてさあ たちけちそおせそえそ えあくあ せあ のかしへなか そ. 』あにあしけせ う そいひかすか 
350 すしちお す3;

— ねかてうかちてそか えかせかちあしへせそか つそえしあのかせけか すかきおと 『そつつけかこ け ったそせけかこ 
たそ ほさつたしとあてあぬけけ しかつせふに ちかつとちつそう 』けいけちけ け ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ 
せあ さそすたかせつあぬけそせせそこ そつせそうか, たちかおたそしあえあまはかか ほさつたそちて すあのけせ 
け そいそちとおそうあせけみ けく ったそせけけ う そいすかせ せあ たそつてあうさと けく 『そつつけけ 6 すしせ す3 
さちとえ しそえそ しかつあ け 400 てふつ. す3 たけしそすあてかちけあしそう.

╇ けおかあしか ったそせけみ すそえしあ いふ つふえちあてへ ちそしへ しけおかちあ う ちあくちあいそてさか け たちあさ-
てけねかつさそこ ちかあしけくあぬけけ そいそくせあねかせせそこ にそくみこつてうかせせそこ つにかすふ. ╉しみ 『そつつけけ 
そつとはかつてうしかせけか たちそかさてそう «[そしへぬそ ったそせつさそえそ すそちみ» たそすそきかて たそおさしま-
ねけてへつみ さ すあえけつてちあしへせふす たちそぬかつつあす すかきおとせあちそおせそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ 
つそてちとおせけねかつてうあ う ╅【『, あさてけうけくけちそうあてへ たちけてそさ けせそつてちあせせふに けせうかつてけ-
ぬけこ, つてけすとしけちそうあてへ たちそえちかつつ おあしへせかうそつてそねせそこ ほさそせそすけさけ, たちそてけうそおかこ-
つてうそうあてへ てかせおかせぬけけ そいそつそいしかせけみ おあしへせかうそつてそねせふに そいしあつてかこ そて ぬかせてちあ.
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╊.》. ╆あきあせそう てあさきか すあつてかちつさけ あせあしけくけちとかて てかにせそしそえけねかつさけこ あつたかさて 
ちそつつけこつさそ-みたそせつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ. ¨せてかちかつ 『そつつけけ さ みたそせつさけす てかに-
せそしそえけみす そねかうけおかせ け そいひみつせけす. 《おせあさそ あうてそち そつうかはあかて け すかせかか けくうかつて-
せふか うかはけ — そせ てそせさそ にあちあさてかちけくとかて てそて ちかあしへせふこ, すせそえけすけ かはか せか そつそく-
せあせせふこ たそてかせぬけあし, さそてそちふす ちあつたそしあえあかて 『そつつけみ う たしあせか とせけさあしへせふに 
てかにせそしそえけこ さあさ うそかせせそえそ, てあさ け えちあきおあせつさそえそ たちそなけしみ. ╉そ せかおあうせかえそ 
うちかすかせけ 『そつつけみ そてねあつてけ けく-くあ くあさちふてそつてけ かか ほさそせそすけねかつさそこ つけつてかすふ 
せか たそくけぬけそせけちそうあしあつへ つちかおけ さちとたせふに ほさつたそちてかちそう てかにせそしそえけこ. ╇ せあつてそ-
みはかか うちかすみ つけてとあぬけみ すかせみかてつみ. 『そつつけみ ちかあしへせそ すそえしあ いふ うそこてけ う ねけつしそ 
うかおとはけに ほさつたそちてかちそう てかにせそしそえけこ せあ すけちそうそす ちふせさか. 《つそいかせせそつてへま 
ちそつつけこつさそえそ てかにせそしそえけねかつさそえそ たそてかせぬけあしあ, さあさ そてすかねあかて あうてそち, みうしみかてつみ 
かえそ すあつのてあいせそつてへ け ちあくせそそいちあくけか. 》そおそいせそこ うあちけあてけうせそつてけ せかて おあきか 
う 』ぃ╅. ╅すかちけさあせぬふ たちかおたそねけてあまて けすたそちてけちそうあてへ すせそえけか てかにせそしそえけ-
ねかつさけか たちそおとさてふ けく ったそせけけ け おちとえけに つてちあせ.

╇かつへすあ ぬかせせふか あうてそちつさけか つそそいちあきかせけみ さあつあてかしへせそ さそせさちかてせふに 
せあたちあうしかせけこ ちあくうけてけみ ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ 『そつつけけ つ 』かうかち-
せそこ [そちかかこ ([〉╉『) け ょきせそこ [そちかかこ (『[) すそきせそ せあこてけ たそ うつかすと てかさつてと.

〉かそいにそおけすそ てあさきか うふおかしけてへ けせてかちかつせふか ちあくおかしふ そ «おうとに» 』けせえあたと-
ちあに — うたかねあてしかせけみ あうてそちあ そて たそつかはかせけみ ほてそこ つてちあせふ う 1970 け 1990 ええ. ′あ 
けつてそちけねかつさけ さそちそてさけこ つちそさ — 20 しかて — うそくせけさ せそうふこ けせおとつてちけあしへせふこ 
』けせえあたとち — しけおかち つてちあせ ╅』╊╅〉. ╉ちとえけか てかすふ — さけてあこつさあみ そいはけせあ 
う 』ぃ╅, うそこせあ う 》かちつけおつさそす くあしけうか — うふたそしせかせふ あうてそちそす つそうすかつてせそ 
つ H.E. ╆あきあせそうそこ てあさきか てあしあせてしけうそ け みちさそ. 《いはかえそ いしあえそたちけみてせそえそ 
うたかねあてしかせけみ そて させけえけ せか すそきかて とすあしけてへ せあしけねけか せかさそてそちふに てかさつてそうふに 
たそうてそちそう, そつそいかせせそ う あせえしそみくふねせそこ かか ねあつてけ.

『かくますけちとみ, つしかおとかて たそおねかちさせとてへ, ねてそ させけえあ みうしみかてつみ そおせそうちかすかせせそ 
せか てそしへさそ つうそかそいちあくせふす, そちけえけせあしへせふす とねかいせけさそす たそ せそうかこのかこ けつてそ-
ちけけ つてちあせ ╅くけけ, せそ け そつてちふす たといしけぬけつてけねかつさけす たちそけくうかおかせけかす. ╇ ほてそこ 
つうみくけ すそきせそ そてすかてけてへ, ねてそ ちあいそてあ, せかつそすせかせせそ, せあのしあ いふ そてさしけさ と かはか 
いそしかか のけちそさそえそ さちとえあ ねけてあてかしかこ (せか うしあおかまはけに つてそしへ いしかつてみはか, さあさ 
あうてそちふ, あせえしけこつさけす みくふさそす), いとおへ せかさそてそちふか かか ちあくおかしふ せあ あせえしけこつさそす 
みくふさか つせあいきかせふ ちとつつさけす たかちかうそおそす. ╇ ぬかしそす きか させけえあ せときせあ け たそしかくせあ 
さあさ おしみ つたかぬけあしけつてそう-すかきおとせあちそおせけさそう, てあさ け おしみ うつかに てかに, さてそ, せか みう-
しみみつへ たちそなかつつけそせあしそす う つそそてうかてつてうとまはかこ そいしあつてけ くせあせけこ, きけうそ けせてか-
ちかつとかてつみ せか てそしへさそ うそたちそつあすけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, そつそいかせせそ 
う ╇そつてそねせそこ け ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, せあ ╆しけきせかす け 』ちかおせかす ╇そつてそさか, 
せそ け せそうかこのけすけ おそつてけきかせけみすけ たそしけてそしそえけねかつさそこ すふつしけ.
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をかせせふこ うさしあお う そてかねかつてうかせせとま せあとさと*

】てさけせ ╅.¨.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち

╇そ うつか ほたそにけ とさちあのかせけかす うちかすかせけ つてあせそうけしけつへ せかくあうけつけすふか け つあすそつてそ-
みてかしへせふか しけねせそつてけ, ねかこ にあちあさてかち け つなそちすけちそうあうのかかつみ すけちそうそくくちかせけか 
たちそてけうそつてそみしけ つあすふす つてそこさけす おそえすあす, たちけおあうあみ つすふつし いかつつすふつしけぬか 
け たそちみおそさ にあそつと. っちさけす たちけすかちそす てあさそこ しけねせそつてけ せあのかえそ うちかすかせけ 
みうしみかてつみ たちそなかつつそち ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう, さそてそちふこ せあ たちそてみきか-
せけけ せかつさそしへさけに たそつしかおせけに おかつみてけしかてけこ てあしあせてしけうそ け みちさそ あせあしけくけちとかて 
そさちときあまはけこ 『そつつけま すけち, たそすそえあみ うつかす せあす そちけかせてけちそうあてへつみ う たかつてちそこ 
おかこつてうけてかしへせそつてけ, たそせけすあてへ つとてへ すかせみまはけにつみ たちそぬかつつそう. 》かちかお せあすけ 
てちかてけこ てそす かえそ けくいちあせせふに つそねけせかせけこ — かはか たあにせとはけこ てけたそえちあなつさそこ 
さちあつさそこ, そせ つ たかちうふに つてちあせけぬ ぬかしけさそす け たそしせそつてへま とうしかさあかて ねけてあてかしみ.

》そちあきあかて のけちそてあ そにうあてあ たちそいしかす. ╇ ちあつつすあてちけうあかすそす てそすか あうてそち 
そいそくちかうあかて, といかおけてかしへせそ け さちあつせそちかねけうそ, つあすふか えしあうせふか てそねさけ つそうちか-
すかせせそえそ すけちあ — 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ, ╊うちそたと け ╇そつてそねせとま ╅くけま. 
¨ さあきおふこ つまきかて つてあせそうけてつみ たちかおすかてそす けせてかせつけうせそこ とすつてうかせせそこ あてあさけ, 
うふちあきかせけかす あうてそちつさそえそ さちかおそ. 》ちけ ほてそす ╊.》. ╆あきあせそう たそしへくとかてつみ つねあつて-
しけうそ おあせせふす かすと てあしあせてそす きけうそ うてそちえあてへつみ う つあすふか くあたとてあせせふか け てちとお-
せふか おしみ たそせけすあせけみ つなかちふ つあすそつそくせあせけみ け せあぬけそせあしへせそえそ すかせてあしけてかてあ.

╉かこつてうけてかしへせそ, ねてそ かつてへ «てけたけねせふこ あすかちけさあせかぬ» け かつてへ しけ てあさそうそこ? 
╅うてそち てそせさそ あせあしけくけちとかて ほてと とつさそしへくあまはとま すあてかちけま. 《せ たそおねかちさけうあかて, 
ねてそ «けつてそちけみ さあきおそえそ あすかちけさあせぬあ — ほてそ おしけせせあみ け けくうけしけつてあみ おそちそえあ, 
ほてそ さあしかこおそつさそた つてちあせ, さとしへてとち, てちあおけぬけこ, そいふねあかう, みくふさそう. 》ちあさてけ-
ねかつさけ せかて おうとに きけてかしかこ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう つ たそにそきかこ つとおへいそこ… 
』そかおけせかせせふか ぃてあてふ — ほてそ たしあうけしへせふこ てけえかしへ, たそお さそてそちふす くあいふしけ 
くあきかねへ そえそせへ» (つ. 346). ¨ つしかおとかて ちみお たそちあくけてかしへせふに たそ みちさそつてけ たちけ-
すかちそう, つうけおかてかしへつてうとまはけに そ たかつてちそてか あすかちけさあせつさそえそ せあぬけそせあしへせそえそ 
さあしかこおそつさそたあ つ かえそ うそちそにそす てちあおけぬけこ, なかこかちうかちさそす そつそいふに たそしけてけねか-
つさけに け さとしへてとちせふに たちけつてちあつてけこ, さそせてちあつてせそつてけ きけくせけ, すかせみまはかこつみ そて 
のてあてあ さ のてあてと.

╇すかつてか つ ╊.》. ╆あきあせそうふす すふ といかきおあかすつみ, せあつさそしへさそ そてしけねあかてつみ, 
せあたちけすかち, 【かにあつ そて [あしけなそちせけけ けしけ 《さしあにそすふ. ╇せとてちかせせみみ くそちさそつてへ 
あうてそちあ たそくうそしみかて せあす とくせあてへ すかしへねあこのけか たそおちそいせそつてけ きけくせけ さけてあこ-
つさそえそ «ねあこせあてあとせあ», あ てあさきか けてあしへみせつさそえそ けしけ たとほちてそちけさあせつさそえそ さうあち-
てあしそう 〉へま-‶そちさあ け おちとえけに さちとたせふに えそちそおそう. 【あしあせてしけうふこ ねけねかちそせか 
ちあつたそくせあかてつみ つうそかこ せかたちけすかてせそこ せあ たかちうふこ うくえしみお «けくますけせさそこ», いしあ-

* 】てさけせ ╅.¨. をかせせふこ うさしあお う そてかねかつてうかせせとま せあとさと // 』ぃ╅ け [あせあおあ. 2003. づ 2 (398). 』. 95—98.
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えそおあちみ さそてそちそこ せあたけつあせせふか つしそうそす たそちてちかてふ け さあちてけせふ たかちかつてあまて 
いふてへ せあいそちそす いけてそう けせなそちすあぬけけ け たちかうちあはあまてつみ う つしそきせそか, たつけにそしそ-
えけねかつさけ といかおけてかしへせそか たそしそてせそ. ╆あきあせそう — てあさそこ たちそうそおせけさ, そせ うけおけて 
えしといきか, そせ たそせけすあかて いふつてちかか. 〉あいしまおかせけみ あうてそちあ うつかえおあ せかつとて えしと-
いそさとま つすふつしそうとま せあえちとくさと, しまいそか たそ つしそきせそつてけ け たちそてけうそちかねけうそつてけ 
みうしかせけか つ しかえさそこ ちとさけ すあつてかちあ つてあせそうけてつみ いそしかか たそせみてせふす け おそつてとた-
せふす.

ぁかえそ つてそけて, せあたちけすかち, ちあつつさあく そ つあせ-なちあせぬけつつさそす «ねあこせあてあとせか»? ′あ 
たかつてちそこ ほさくそてけさそこ «けおかて う ねあこせあてあとせか つそうつかす おちとえあみ きけくせへ — つそうつかす 
せか ちあくせそぬうかてせあみ, あ そちえあせけくそうあせせあみ, せあしあきかせせあみ. ¨ つてちあのせあみ» (つ. 361). 
╆あきあせそう たちそつしかきけうあかて つとおへいふ さけてあこつさそこ おけあつたそちふ う ╅すかちけさか, おあうあみ 
てそせさけか にあちあさてかちけつてけさけ け つそくおあうあみ せかくあいふうあかすふか そいちあくふ. 〉あたそすせけす, ねてそ 
かきかえそおせそ う 』ぃ╅ たちけいふうあまて たちけすかちせそ 30 てふつ. けすすけえちあせてそう けく [けてあみ 
け さけてあこつさそか せあつかしかせけか う ほてそこ つてちあせか たちけいしけきあかてつみ さ すけししけそせと ねかしそうかさ. 
《つそいふこ けせてかちかつ うふくふうあかて ちあつつさあく そ てそす, さあさ さけてあこつさあみ おけあつたそちあ たそすそえしあ 
》かさけせと つそくおあてへ みおかちせそか そちときけか. «╆そしかか てふつみねけ さけてあこつさけに つたかぬけあしけつてそう 
う 』ぃ╅ たちみすそ けしけ さそつうかせせそ つうみくあせふ つ あすかちけさあせつさけすけ すそせそたそしけみすけ, 
くあせみてふすけ せそうかこのかこ うそかせせそこ てかにせそしそえけかこ» (つ. 368).

〉かそいふねあこせそ けせてかちかつせあ てちあさてそうさあ ╊.》. ╆あきあせそうふす «すかおそうそえそ すかつみぬあ» 
う そてせそのかせけみに 』ぃ╅ け 『‒ たそつしか さちあにあ 』』』『. (《せ てあさ け せあくうあし えしあうと 
«〈かおそうふこ すかつみぬ» — つ. 370.) ╇せかのせかたそしけてけねかつさそか うかおそすつてうそ け そさちときか-
せけか ちそつつけこつさそえそ たちかくけおかせてあ たそつしか 1991 え. うそくえしあうけしけ しけぬあ, つねけてあうのけか 
つうそかこ たちみすそこ すけつつけかこ つそくおあせけか とつしそうけこ おしみ けせてかえちあぬけけ 『そつつけけ つ ′あたあ-
おそす, たそつさそしへさと くあたあおせそか せあたちあうしかせけか ちそつつけこつさそこ たそしけてけさけ おしみ せけに 
いふしそ たちけそちけてかてせふす. ゅてそて たかちけそお くせあすかせあてかしかせ てかす, ねてそ 〈そつさうあ きかしあしあ 
(さあさ, すそきかて いふてへ, せけさそえおあ いそしかか うそ うつかこ ちとつつさそこ けつてそちけけ) うそつつてあせそう-
しかせけみ け とさちかたしかせけみ たちかきせけに け つそくおあせけみ せそうふに つうみくかこ すかきおと せかおあう-
せけすけ あせてあえそせけつてあすけ. 』そちそさ たちかおのかつてうとまはけに しかて 『そつつけみ つすそてちかしあ せあ 
′あたあお ねかちかく そいひかさてけうふ ちあくうかおふうあてかしへせふに つたとてせけさそう, たかちけつさそたふ たそおうそ-
おせふに しそおそさ, ほさちあせふ ちあおあちそう 》╇《. 』しそす たちそてけうそつてそみせけみ うふくうあし そつてちとま 
せときおと う せそうそこ なそちすとしか そてせそのかせけこ. 〈けせけつてち [そくふちかう そたちかおかしけし かか さあさ 
«つてちあてかえけねかつさそか たあちてせかちつてうそ». 〉かそいふねせふす いふしそ そたちかおかしかせけか おうとつてそ-
ちそせせけに そてせそのかせけこ しけのへ そおせそこ つてそちそせそこ; せかそいふねせふす いふしそ つてちかすしかせけか 
ちあおけさあしへせふに ちそつつけこつさけに くあたあおせけさそう つそいつてうかせせふす とさあくそす うさしまねけてへ 『そつ-
つけま う くあたあおせふこ すけち; せかそいふねせふす いふしそ たちかおたそしそきかせけか, ねてそ ╇あのけせえてそせ 
たそおおかちきけて いけたそしみちせそつてへ う とつしそうけみに, さそえおあ うてそちそこ たそしまつ つてそしへ おちあすあ-
てけねかつさけ つあすそとせけねてそきけしつみ.

E.》. ╆あきあせそう たちかおしあえあかて ねけてあてかしま といかおけてかしへせとま てちあさてそうさと たちそ-
けつのかおのかえそ. [あさけか いふ そいひみつせかせけみ せけ うふおうけえあし たそくおせかか つそなけつてけねせふこ 
くあたあおせふこ すけち (ちとつつさけか うふおそにしけつへ う うそかせせそこ えそせさか; さそすすとせけくす おそつてけえ 
たちかおかしあ そいはかつてうかせせそこ ちかしかうあせてせそつてけ; しけいかちあしけくす たそいかおけし てそてあしけてあち-
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せそか すふのしかせけか; せあぬけそせあしけくす つそさちとのけし つそぬけあしへせとま けおかそしそえけま け て.た.), 
せかそつたそちけすふす なあさてそす みうしみかてつみ てそ, ねてそ けすかせせそ ちそつつけこつさあみ ほしけてあ つおかしあしあ 
つうそこ うふいそち たそ つそいつてうかせせそすと ちあくとすかせけま, あ せか たそお おあうしかせけかす せかさけに せかとすそ-
しけすふに そいつてそみてかしへつてう. 》ちそけくそのしそ おそいちそうそしへせそか たちけみてけか たそねてけ うつかす ちそつ-
つけこつさけす そいはかつてうそす, そて しかうふに おそ たちあうふに, けおかけ ついしけきかせけみ つ ′あたあおそす け かえそ 
あうあせえあちおそす — 』そかおけせかせせふすけ ぃてあてあすけ ╅すかちけさけ. 》ちけみてけか, そつせそうあせせそか 
せあ せあおかきおか くあうかちのけてへ おかしそ 》かてちあ, つてあてへ ねあつてへま ほてそえそ すけちそうそえそ あうあせえあちおあ, 
せかたそつちかおつてうかせせそ とねあつてうそうあてへ う けせなそちすあぬけそせせそ-てかにせそしそえけねかつさそこ ちかうそ-
しまぬけけ, たそおせみてへ きけくせかせせふこ とちそうかせへ, そつとはかつてうけてへ たしあせかてあちせとま つうそいそおと 
たかちかおうけきかせけみ, くあえしみせとてへ くあ えそちけくそせてふ たそつてけせおとつてちけあしへせそえそ そいはかつてうあ.

》そうてそちけす えしあうせそか. 『そつつけみ — しけおかち さちとたせかこのかえそ けく さそえおあ-しけいそ う けつてそ-
ちけけ たちそてけうそつてそみうのけに ′あたあおと いしそさそう, つおかしあしあ せかけすそうかちせふか のあえけ ちあおけ てそえそ, 
ねてそいふ つしそすあてへ いあちへかちふ, そてひかおけせみまはけか かか そて くあたあおせそえそ すけちあ — しけおかちあ 
すけちそうそえそ てかにせそしそえけねかつさそえそ け えとすあせけてあちせそえそ たちそえちかつつあ. 《てすかてけす つそ うつかこ 
そたちかおかしかせせそつてへま: すかおそうふこ すかつみぬ たそつしか あうえとつてあ 1991 え. う そてせそのかせけみに 『そつつけけ 
け ′あたあおあ いふし. ╇ 『そつつけけ たちかそいしあおあしけ たちそくあたあおせふか せあつてちそかせけみ. 】さちかたしみしあつへ 
つけすたあてけみ さ おちとえそすと すけちと, とおけうけてかしへせあみ たそつしか 70 しかて ぬかしかせあたちあうしかせせそこ 
あせてけくあたあおせそこ たちそたあえあせおふ. 》そねてけ せか せあいしまおあしそつへ け あせてけちとつつさけに せあつてちそか-
せけこ せあ ′あたあおか. 》ちそけくそのしそ せかねてそ たちかきおか せかすふつしけすそか — たちけすけちかせけか たかち-
うそえそ け うてそちそえそ すけちそう. (〉そうあみ ちかあしへせそつてへ おちときかつてうかせせそつてけ 『そつつけけ うふくうあしあ 
せあおかきおふ くあたあおせふに あせあしけてけさそう そてせそつけてかしへせそ てそえそ, ねてそ そいひかおけせけうのけかつみ 
たかちうふこ け うてそちそこ すけち たそすそえとて すかせかか とおあねしけうそすと てちかてへかすと すけちと.)

╈そてそうせそつてへ せそうそこ 『そつつけけ さ つそてちとおせけねかつてうと つ ′あたあおそす つてあしあ かおうあ しけ 
せか あいつそしまてせそこ. 〉かうそくすそきせそ そつたそちけてへ てそて なあさて, ねてそ う たかちけそお すかきおと 1988 
け 1993 ええ. ′あたあお せか とつしふのあし そて 『そつつけけ «せかて» せけ たそ そおせそすと くせあねけすそすと 
うそたちそつと すかきおとせあちそおせそこ きけくせけ. ¨すかし すかつてそ おそうそしへせそ ちかおさけこ けつてそちけ-
ねかつさけこ ほたけくそお: せかうくけちあみ せあ そねかうけおせふこ つさかたつけつ くあたあおせそえそ たちそてけうせけさあ, 
せけ せあ つあせてけすかてち せか そてつてとたけうのかえそ そて くあはけてふ つうそけに せあぬけそせあしへせふに 
けせてかちかつそう, 『そつつけみ たそねてけ う ほこなそちけけ そて つそいつてうかせせそこ つあすそそてうかちきかせせそつてけ, 
いかく うつみさそえそ たちけせときおかせけみ, おそいちそうそしへせそ そつとはかつてうけしあ なあせてあつてけねかつさそか 
たそ すあつのてあいあす つあすそちあくそちときかせけか. ¨つてそちけさあす いとおとはかえそ かはか たちかおつてそけて 
たそ-せあつてそみはかすと けくとすけてへつみ くあさしまねかせけま ╉そえそうそちあ そい そいふねせふに うそそちと-
きかせせふに つけしあに (1990 え.), ちあくうあしと 《ちえあせけくあぬけけ ╇あちのあうつさそえそ ╉そえそうそちあ 
け 』そうかてあ ゅさそせそすけねかつさそこ ╇くあけすそたそすそはけ. 》そおそいせそか すそえしあ たそちそおけてへ 
てそしへさそ えけえあせてつさあみ うそしみ さ ついしけきかせけま つ ′あたあおそす, 40 しかて つすそてちかうのけす 
せあ すけち つそぬけあしけくすあ さあさ せあ つすかちてかしへせそえそ うちあえあ. ╆かく そねかうけおせそえそ ぬけうけしけ-
くあぬけそせせそえそ てみえそてかせけみ ほてそ いふしそ いふ せかうそくすそきせそ.

〉あ ′あたあおか ときか たけつあしけ そ «さそせぬか けつてそちけけ», そ せそうそこ ほちか いかつさそせなしけさて-
せそえそ ちあくうけてけみ. ╇くあけすせふか つけすたあてけけ 1991 え. いふしけ にそちそのけす そつせそうあせけかす, 
せあ せけに すそきせそ いふしそ つてちそけてへ そてせそのかせけみ 『そつつけけ け ′あたあおあ, けすかみ くあ つたけ-
せそこ そいはかつてうかせせとま たそおおかちきさと. [そしそつつあしへせふか うそかせせふか いまおきかてふ すそきせそ 
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いふしそ てかたかちへ せあたちあうけてへ う たちそけくうそおけてかしへせとま つなかちと. ]そくとせえそす おせみ おしみ 
『そつつけけ つてあしそ: けつたそしへくそうあてへ うそかせせとま たちそすふのしかせせそつてへ — かおけせつてうかせ-
せとま にそちそのそ てかにせそしそえけねかつさけ そつせあはかせせとま — おしみ たちそけくうそおつてうあ てそうあちそう 
せあちそおせそえそ たそてちかいしかせけみ.

¨すけおき ′あたあおあ たちそおそしきあし つそにちあせみてへ つうそか たそしそきけてかしへせそか くせあねかせけか 
せか てそしへさそ おしみ ちそつつけこつさそこ けせてかししけえかせぬけけ. ╊えそ ちかこてけせえ そつてあうあしつみ そねかせへ 
うふつそさけす う のけちそさけに つしそみに そいはかつてうあ, うそつつてあうのかえそ たちそてけう たちけすけてけうせそこ 
たちそたあえあせおふ. ′あたあお つしときけし さあさ いふ そいちあくぬそす, さ さそてそちそすと つしかおそうあしそ 
つてちかすけてへつみ け うすかつてか つ てかす かえそ ちあつつすあてちけうあてへ さあさ かおけせつてうかせせとま つけしと, 
つたそつそいせとま たちかそおそしかてへ さそつせそつてへ ちそつつけこつさそえそ そいはかつてうあ, あえちかつつけうせそつてへ 
そたたそくけぬけけ たちそえちかつつと, たそしけてけねかつさけ たそおおかちきあてへ ちかなそちすふ.

》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ E.》. ╆あきあせそう たちあう, えそうそちみ そ ちあくそねあちそうあせけけ «う 『そつ-
つけけ たそたふてさあすけ つさそたけちそうあてへ あすかちけさあせつさとま すそおかしへ ちあくうけてけみ… ╅すかちけさあせ-
つさけに つそうかてせけさそう そいうけせみまて う せかさそすたかてかせてせそつてけ しけいそ う せかおそいちそつそうかつて-
せそつてけ. 》ちあうおあ, つそうかてせけさけ う そてうかて つかてとまて せあ “いかつてそしさそうそつてへ ちそつつけこつさけに 
うしあつてかこ”» (つ. 371). ¨ そせ かはか いそしかか たちあう, さそえおあ たちけにそおけて さ うふうそおと そ てそす, 
ねてそ «『そつつけみ せか すそきかて たそくうそしけてへ つかいか かはか そおせそこ さそせなちそせてあぬけけ» (つ. 372).

[せけえけ, たそおそいせふか ちかぬかせくけちとかすそこ, おそしきせふ いふてへ うさしまねかせふ う とねかいせふか 
たしあせふ せあのけに うとくそう, けいそ しとねのけこ そたふて せあのかえそ たそさそしかせけみ せか おそしきかせ たちそ-
たあつてへ うてとせか. 〈あつのてあいせふこ てちかにてそすせけさ ╊.》. ╆あきあせそうあ — たちけすかち せあとねせそこ 
け えちあきおあせつさそこ ねかつてせそつてけ, ほちとおけぬけけ, すとおちそつてけ. ゅてあ ちあいそてあ いかくとつしそうせそ 
みうしみかてつみ くあすかてせふす うさしあおそす う そてかねかつてうかせせとま せあとさと そ すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけみに.

《て [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ おそ ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ*

ぃとてそう ╅.╉.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち,

くあつしときかせせふこ おかみてかしへ せあとさけ 『‒

】うけおかし つうかて てちかてけこ てそす てちとおあ さちとたせそえそ ちそつつけこつさそえそ たそしけてそしそえあ け けつてそ-
ちけさあ ╊.》. ╆あきあせそうあ «╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのか-
せけこ».

╉けあたあくそせ けつつしかおそうあせけこ, うさしまねかせせふに う てそす, うたかねあてしみかて. ′あうかちのあみ 
あくけあてつさとま てかすあてけさと, せあねあてとま うそ 2-す てそすか, とねかせふこ ちあつつすあてちけうあかて たちそ-
いしかすふ [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ, ったそせけけ け ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ. 《ててとおあ 
そせ たかちかうそおけて うせけすあせけか ねけてあてかしかこ せあ ╊うちそたかこつさけこ さそせてけせかせて, くあてかす せあ 
』ぃ╅, 』ちかおせけこ け ╆しけきせけこ ╇そつてそさ.

* ぃとてそう ╅.╉. 《て [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ おそ ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ // 《いそくちかうあてかしへ-Observer. 2002. 
づ 9—10. 』. 126—128.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

[そちかこつさけこ ちあくおかし せあけいそしかか すせそえそえちあせせふこ. ╇ せかす たちけつとてつてうとまて 
けつてそちけねかつさけこ, つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさけこ, うせとてちけたそしけてけねかつさけこ, さとしへ-
てとちせふこ け すかきおとせあちそおせふこ あつたかさてふ. ̈ つてそちけねかつさけこ あつたかさて — ほてそ け [そちかこ-
つさあみ うそこせあ 1950—1953 ええ., け ほうそしまぬけみ 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかけ せあ たちそ-
てみきかせけけ たそつしかおせけに 50 しかて. 』さちとたとしかくせそ ちあつつすそてちかせふ ほさそせそすけねかつさけか 
け つそぬけあしへせふか つけつてかすふ おうとに さそちかこつさけに えそつとおあちつてう, けに たしまつふ け すけせとつふ. 
》そさあくあせそ, たそねかすと つかうかちそさそちかこつさけこ ちかきけす, せかつすそてちみ せあ てとたけさそうとま 
しけせけま う つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそこ そいしあつてけ, たちそおそしきあかて さそせてちそしけちそ-
うあてへ うせとてちけたそしけてけねかつさとま つけてとあぬけま, あ ょえ, せかうくけちあみ せあ うたかねあてしみまはけか 
おそつてけきかせけみ う すあてかちけあしへせそこ つなかちか, たかちけそおけねかつさけ しけにそちあおけて けくせとてちけ. 
〈かきおとせあちそおせふこ つちかく たそくうそしみかて たそせみてへ つとてへ たそしけてけさけ うかしけさけに おかちきあう 
せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか. 【ちとおせそ せか つそえしあつけてへつみ つ うふうそおそす あうてそちあ 
そ ぬかしかつそそいちあくせそつてけ あさてけうせそこ け ついあしあせつけちそうあせせそこ たそしけてけさけ せあのかこ 
つてちあせふ せあ たそしとそつてちそうか.

』しかおとまはけこ ちあくおかし あちえとすかせてけちそうあせせそ おそさあくふうあかて うあきせそつてへ ったそせけけ 
おしみ そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ け ちかのかせけみ ほさそせそすけねかつさけに くあおあね 『そつつけこ-
つさそこ ‒かおかちあぬけけ. «『そつつけみ, かか うかおとはけか たそしけてけさけ け おかしそうふか しまおけ, — たけのかて 
╊.》. ╆あきあせそう, — くあけせてかちかつそうあせふ うそ うつかそいひかすしまはかす つそてちとおせけねかつてうか 
つ つけしへせそこ, たそつてとたあてかしへせそ おうけきとはかこつみ さ うかちのけせあす たちそえちかつつあ ったそせけかこ». 
╅うてそち せか つそすせかうあかてつみ, ねてそ ったそせけみ, «う つうそま そねかちかおへ, にそてかしあ いふ きけてへ う すけちか 
け つそえしあつけけ つ 『そつつけかこ たそ たちけねけせあす たそしけてけねかつさそえそ け うそかせせそ-つてちあてかえけねか-
つさそえそ にあちあさてかちあ». ╅ うそて ほさそせそすけねかつさけこ けせてかちかつ みたそせぬかう さ せあす, さあさ つたちあ-
うかおしけうそ たちけくせあかて とねかせふこ, たちけえしとのかせ けく-くあ うせとてちけちそつつけこつさけに せかとちみおけぬ.

╈しあうあ «ょえそ-╇そつてそねせあみ ╅くけみ» ちあつつさあくふうあかて てそしへさそ そ 』けせえあたとちか け [あす-
いそおきか, せそ つおかしあせそ ほてそ せあ うふつそさそす せあとねせそす け たといしけぬけつてけねかつさそす とちそうせか. 
》そうかつてうそうあせけか そ 』けせえあたとちか せあねけせあかてつみ つ 60-に えそおそう, つ くあいあうせそえそ そねかちさあ 
そ «たけちあてつさけに てあさつけ», えそせみうのけに たそ てそえおあ かはか いかおせそうあてそすと け えちみくせそうあ-
てそすと てちそたけねかつさそすと そつてちそうと. 』そうつかす おちとえけす たちかおつてあかて 』けせえあたとち 20 しかて 
つたとつてみ. ╇そつにけはあみつへ おそつてけきかせけみすけ そつてちそうけてみせ, ╊.》. ╆あきあせそう けくとねあかて 
ちかぬかたてふ つけせえあたとちつさそえそ とつたかにあ. 〉かさそてそちふか けく せけに, たそ すせかせけま とねかせそえそ, 
たそおにそおみて け さ せあす.

[あすいそおきあ そたけつあせあ せあ すそすかせて 1987 え., さそえおあ てあす かはか うそうつま いとのかうあしあ 
うそこせあ すかきおと たちそうへかてせあすつさけす たちあうけてかしへつてうそす け そたたそくけぬけかこ, たそおおかちきけ-
うあかすそこ [けてあかす け せかさそてそちふすけ おちとえけすけ つけしあすけ. ╇ つてあてへか たそさあくあせふ てあさきか 
つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさあみ つけてとあぬけみ, さとしへてとちせふか てちあおけぬけけ け そいふねあけ 
つてちあせふ.

╇ かうちそたかこつさそす ちあくおかしか つそおかちきけてつみ そちけえけせあしへせふこ つちあうせけてかしへせふこ 
あせあしけく けつてそちけけ おうとに ちあくおかしかせせふに せあぬけこ — えかちすあせつさそこ け さそちかこつさそこ. 
╇ そいそけに つしとねあみに ちあつさそし みうけしつみ たちそおとさてそす にそしそおせそこ うそこせふ すかきおと 』』』『 
け 』ぃ╅. ╇ おあしへせかこのかす つけてとあぬけみ ちあくうけうあしあつへ たそ-ちあくせそすと. ╈╉『 たそたあおあしあ 
うそ うつか いそしへのとま ほさそせそすけねかつさとま くあうけつけすそつてへ そて ‒『╈, うそつてそねせそえかちすあせつさそか 
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せあつかしかせけか たそおうかちえあしそつへ うそくちあつてあまはかすと たそしけてけさそ-けおかそしそえけねかつさそすと うそく-
おかこつてうけま けくうせか. ]けのけうのけつへ たそおおかちきさけ つそ つてそちそせふ 〈そつさうふ, さそすすとせけ-
つてけねかつさあみ うしあつてへ う ╈╉『 ちとにせとしあ. 〉あ [〉╉『 きか えそちいあねかうつさあみ たかちかつてちそこさあ 
つさあくあしあつへ う えそちあくおそ すかせへのかこ つてかたかせけ, けいそ せあねけせあみ つ 60-に えそおそう ほてあ 
つてちあせあ きけしあ う とつしそうけみに «そたそちふ せあ つそいつてうかせせふか つけしふ». 『かきけす せか てそしへさそ 
せけ そて さそえそ う すけちか せか くあうけつかし, せそ け つとすかし せあえしとにそ けくそしけちそうあてへ せあつかしか-
せけか そて うしけみせけみ けく-くあ ちといかきあ. 》そおちそいせそ そつてあせそうけうのけつへ せあ せかえあてけうせふに 
たそいそねせふに たそつしかおつてうけみに たしそにそ たそおえそてそうしかせせそえそ そいひかおけせかせけみ ╈かちすあせけけ, 
ちそつつけこつさけこ とねかせふこ たちかおそつてかちかえあかて たちそてけう たそたふてそさ たそうてそちけてへ せかすかぬ-
さけこ そたふて せあ さそちかこつさそこ たそねうか — ほてそ ねちかうあてそ さあてあつてちそなそこ.

』ぃ╅ たちかおつてあうしかせふ う てそすか ちみおそす みちさけに くあちけつそうそさ そつうそかせけみ ╉けさそえそ 
′あたあおあ, うせかのせかえそ そいしけさあ け きけくせけ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, さそせてちあつてそう あすかちけ-
さあせつさそえそ そいはかつてうあ. ╅うてそち たそおすかねあかて う つそうちかすかせせふに あすかちけさあせぬあに すせそ-
えけか ねかちてふ, おそつてあうのけかつみ けす う せあつしかおつてうそ けく ほたそにけ «くそしそてそこ しけにそちあおさけ» 
つかちかおけせふ XIX つてそしかてけみ: そて たちそつてそてふ せちあうそう け せかくあうけつけすそつてけ おとにあ おそ 
たそさしそせかせけみ さとしへてと おかせかえ け つさしそせせそつてけ さ せあつけしけま. 『あいそてあ, たちあうおあ, せあたけ-
つあせあ う 1980 え., け つかこねあつ, 20 しかて つたとつてみ, せかさそてそちふか けく せあけすかせかか たちけうしかさあ-
てかしへせふに ねかちて あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ たちけうけしけつへ う 『そつつけけ.

〉あ そおせそす おふにあせけけ ねけてあかてつみ そねかちさ そ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, さそてそちふこ たちけ-
うしかさあかて てとちけつてそう つそ うつかえそ つうかてあ ちそすあせてけねかつさそこ けつてそちけかこ, ほてせけねかつさそこ 
たかつてちそてそこ せあつかしかせけみ, さちとてふすけ にそしすあすけ, きけうそたけつせふす くあしけうそす, いかしふすけ 
たあちそにそおあすけ, てあけせつてうかせせふす てとすあせそす, しけいかちあしけくすそす け おそいちそきかしあてかしへ-
つてうそす, つといてちそたけねかつさけすけ たあちさあすけ, いとちせふす そさかあせつさけす たちけしけうそす. 》ちけ 
ほてそす, さあさ たけのかて あうてそち, おしみ すせそえけに かえそ そいけてあてかしかこ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ 
そてせまおへ せか みうしみかてつみ ちあかす. 〉か すかせかか とうしかさあてかしかせ つしかおとまはけこ そねかちさ, 
う さそてそちそす ちあくいけちあまてつみ えかそえちあなけねかつさけか, つそぬけあしへせふか, ほさそせそすけねかつさけか, 
たそしけてけねかつさけか, けおかそしそえけねかつさけか, ちかしけえけそくせふか ちあくしけねけみ すかきおと ちかえけそ-
せあすけ, のてあてあすけ, そさちとえあすけ, えそちそおあすけ 』ぃ╅. ′あつしときけうあかて とたそすけせあせけみ 
け うさしまねかせせふこ う あすかちけさあせつさけこ ちあくおかし おそさしあお そ たしあせあに つそくおあせけみ う 』ぃ╅ 
つけつてかすふ たちそてけうそちあさかてせそこ そいそちそせふ. ╊.》. ╆あきあせそう たけのかて そ てそす, さあさ 
たあえといせそ すそきかて つさあくあてへつみ ちかあしけくあぬけみ ほてけに たしあせそう せあ つけつてかすか えしそいあしへせそこ 
いかくそたあつせそつてけ.

¨く つてあてかこ たそ いしけきせかうそつてそねせそこ てかすあてけさか み いふ うふおかしけし たそつうみはかせせふか 
けちあさつさそこ たちそいしかすか («〉か くあ つねかて せあおちふうあ せあちそおせふに つけし») け とさちかたしかせけま 
いかくそたあつせそつてけ う くそせか 》かちつけおつさそえそ くあしけうあ (“Threats to Security in the Persian 
Golf”). 》かちうあみ せあたけつあせあ 12 しかて せあくあお, せそ くうとねけて そねかせへ あさてとあしへせそ. 】ねかせふこ 
たちけくふうあかて う うふちあいそてさか たそしけてけさけ せあ けちあさつさそす せあたちあうしかせけけ せか ちとさそ-
うそおつてうそうあてへつみ けおかそしそえけねかつさけすけ さしけのか け きかしあせけかす たそてちあなけてへ ╇あのけせえ-
てそせと, あ けつにそおけてへ けく けせてかちかつそう ちそつつけこつさそえそ せあちそおあ: せあのあ つてちあせあ «うたそしせか 
う つそつてそみせけけ おそいけうあてへつみ つそいしまおかせけみ ¨ちあさそす そいはかたちけせみてふに たちけせぬけたそう 
すかきおとせあちそおせそえそ そいはかせけみ てあさ, ねてそいふ け つうそか “み” たそさあくあてへ け う てそ きか うちかすみ 
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せか けつたそちてけてへ そてせそのかせけみ せけ つ あちあいあすけ, うさしまねあみ けちあさぬかう, せけ つ 』ぃ╅, せけ 
つ ′あたあおせそこ ╊うちそたそこ». ╇ つてあてへか そ つけてとあぬけけ う 》かちつけおつさそす くあしけうか ちそつつけこ-
つさけこ たそしけてそしそえ そいちあはあかて うせけすあせけか せあ せかそいにそおけすそつてへ さそすたしかさつせそえそ 
け ついあしあせつけちそうあせせそえそ たそおにそおあ さ たちそいしかすか せかちあつたちそつてちあせかせけみ そちときけみ 
すあつつそうそえそ たそちあきかせけみ. 》そさあくあせあ そたあつせそつてへ たそたふてそさ 』ぃ╅ け ╇かしけさそいちけ-
てあせけけ けつたそしへくそうあてへ つけしと う ちかえけそせか う そいにそお 《《〉. 》そおねかちさせとてあ せかおそたと-
つてけすそつてへ みおかちせふに たちけえそてそうしかせけこ う ¨くちあけしか, せかそいにそおけすそつてへ さそせてちそしみ 
せあお ほさつたそちてそす そいふねせふに うそそちときかせけこ う いしけきせかうそつてそねせふこ ちかえけそせ. ╉そしき-
せそか すかつてそ そてうかおかせそ う つてあてへか け てあさけす とえちそくあす つてあいけしへせそつてけ せあ 』ちかおせかす 
け ╆しけきせかす ╇そつてそさか, さあさ てかちちそちけくす, ほさつてちかすけくす, つかたあちあてけくす, つそぬけあしへせそ-
ほさそせそすけねかつさけか せかとちみおけぬふ, いそちへいあ くあ せかなてへ け おち.

》そつしかおせけこ ちあくおかし てそすあ つそおかちきけて けせなそちすあぬけま そ せあとねせそ-たといしけ-
ぬけつてけねかつさそこ おかみてかしへせそつてけ ╊.》. ╆あきあせそうあ け 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, つそあうてそちあ 
け あうてそちあ すせそえけに ちあいそて, う てそす ねけつしか うさしまねかせせふに う てちかにてそすせけさ. 〈あつ-
のてあいふ てうそちねかつてうあ つとたちとえそう ╆あきあせそうふに うたかねあてしみまて: 19 すそせそえちあなけこ, 
55 えしあう け ちあくおかしそう う さそししかさてけうせふに てちとおあに, つうふのか 100 けつつしかおそうあてかしへつさけに 
ちあいそて, そさそしそ 600 つてあてかこ う せあとねせそこ け そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさそこ たかちけそ-
おけさか, 37 そてちかおあさてけちそうあせせふに させけえ, 18 たそおえそてそうしかせせふに おそさてそちそう け さあせ-
おけおあてそう せあとさ, いそしかか 100 ちかぬかせくけこ せあ おけつつかちてあぬけけ け すそせそえちあなけけ, たそねてけ 
250 おそさしあおそう け しかさぬけこ, 200 けせてかちうへま う おかつみてさあに つてちあせ すけちあ, たちかたそおあうあ-
てかしへつさあみ ちあいそてあ う 15 うかおとはけに せあとねせふに け とねかいせふに ぬかせてちあに.

《つてあかてつみ せあおかみてへつみ, ねてそ ╊.》. ╆あきあせそう け 〉.╊. ╆あきあせそうあ せか そつてあせそうみてつみ 
せあ おそつてけえせとてそす け たちそおそしきあて つうそま あさてけうせとま, たしそおそてうそちせとま け うあきせとま 
おしみ そいはかつてうあ せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ.

【そすあ 1—3

』うけおかてかしへつてうそ つそうちかすかせせけさあ さあさ なあさて けつてそちけけ*

[そつそしあたそう 〉.

【ちかにてそすせけさ うけおせそえそ ちそつつけこつさそえそ おけたしそすあてあ, すかきおとせあちそおせけさあ け たそ-
しけてそしそえあ けせてかちかつかせ てかす, ねてそ たちそてけうそちかねけうあみ け せかそおせそくせあねせあみ うせとてちけ-
ちそつつけこつさあみ け すかきおとせあちそおせそ-たそしけてけねかつさあみ ちかあしへせそつてへ あせあしけくけちとかてつみ 
つそうちかすかせせけさそす, う しけねせそす そたふてか さそてそちそえそ せかちあくちふうせそ つたしかしけつへ たちあさ-
てけねかつさあみ おけたしそすあてけみ け せあとねせあみ ちあいそてあ; あさてけうせあみ たちそなかつつけそせあしへせあみ 
け そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさあみ たそくけぬけみ う たちかきせけに け せそうふに とつしそうけ-
みに; うそくすそきせそつてへ うくえしみおそす そおせそうちかすかせせそ うふつそさそさうあしけなけぬけちそうあせせそえそ 

* [そつそしあたそう 〉. 』うけおかてかしへつてうそ つそうちかすかせせけさあ さあさ なあさて けつてそちけけ // 〈けちそうあみ ほさそせそすけさあ け すかきおと-
せあちそおせふか そてせそのかせけみ. 2004. づ 2. 』. 119—122.
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なとせさぬけそせかちあ, ねけせそうせけさあ (う つあすそす おそいちそす, たそくけてけうせそす つすふつしか ほてけに 
つしそう) け とねかせそえそ-ほさつたかちてあ そぬかせけうあてへ けくせとてちけ う つそうかてつさけこ け たそつてつそうかて-
つさけこ たかちけそおふ うせかのせまま たそしけてけさと えそつとおあちつてうあ, かか なそちすけちそうあせけか け つそ-
おかちきあせけか.

╇ あさてけう ちかぬかせくけちとかすそえそ てちかにてそすせけさあ せあおそ そてせかつてけ け てそ, ねてそ ╊. ╆あきあ-
せそう — そおけせ けく そねかせへ せかすせそえけに そてかねかつてうかせせふに つたかぬけあしけつてそう, さてそ たそ 
たちそなかつつけそせあしへせそこ たそおえそてそうさか け そたふてと すせそえそしかてせかこ ちあいそてふ つたそつそいかせ 
つそ くせあせけかす おかしあ つとおけてへ さあさ そ ′あたあおか, てあさ け そ ╇そつてそさか, «すそつてそす» すかきおと 
さそてそちふすけ すせそえけか つてちあてかえけ-しまいけてかしけ たちかおしあえあまて いふてへ 『そつつけけ. ╅うてそち, 
せあたちそてけう, せか とつてあかて たそおねかちさけうあてへ, ねてそ う とつしそうけみに ちかあしへせそえそ すけちあ 
け たそしそきかせけみ う せかす 『‒ つそまくふ, いとおへ てそ つ 〉╅【《, [けてあかす けしけ さかす-しけいそ 
かはか, さあてかえそちけねかつさけ たちそてけうそたそさあくあせふ. 〉あのかこ つてちあせか «えそちあくおそ うふえそお-
せかか たそおおかちきけうあてへ ついあしあせつけちそうあせせふか そてせそのかせけみ つ ′あたあおそす, ╇そつてそさそす 
け ょえそす, せか けはあ つそまくそう (くあ けつさしまねかせけかす, う たかちつたかさてけうか, つてちあせ 』〉╈)», 
たそつさそしへさと «しけのへ ついあしあせつけちそうあせせそつてへ う おけたしそすあてけけ つたそつそいせあ つそにちあせけてへ 
くあ 『そつつけかこ ちそしへ うかしけさそこ おかちきあうふ» (1, つ. 198, 199; つす. てあさきか: 1, つ. 195—199, 
277—283, 301 け おち.).

〉ときせそ そてすかてけてへ すときかつてうそ あうてそちあ, せか といそみうのかえそつみ, ねてそ う さあさけに-てそ 
うそたちそつあに, つしとねあみに かえそ そぬかせさけ け つときおかせけみ, うふつさあくあせせふか う いそしかか ちあせ-
せけか えそおふ け う おちとえけに おとにそうせそ-たそしけてけねかつさけに とつしそうけみに, すそえとて ちあくそこてけつへ 
つ たそしけてけねかつさそこ さそせひませさてとちそこ すそすかせてあ. 』うそいそおあ そて たそおそいせそこ そくあいそねかせ-
せそつてけ, さそてそちそこ えちかのあて すせそえけか すかすとあちふ け ついそちせけさけ けくいちあせせふに てちとおそう, 
たちけおあかて ちかぬかせくけちとかすそすと てちかにてそすせけさと うあきせそか さあねかつてうそ. 《せ けせてかちかつかせ 
せか てそしへさそ つそおかちきあせけかす せあとねせそえそ あせあしけくあ, せそ け さあさ おそさとすかせて けつてそちけけ: 
てあさ おとすあしけ, てあさ そぬかせけうあしけ つそいふてけみ け てかせおかせぬけけ ちあぬけそせあしへせそ (てそ かつてへ 
せか けおかそしそえけねかつさけ) すふつしみはけか つそうちかすかせせけさけ せあ たちそてみきかせけけ たそしけてけさそ-
なそちすけちとまはけに おしみ 『そつつけけ 90-に えそおそう.

╇ ねかす そせけ いふしけ たちあうふ け う ねかす くあいしときおあしけつへ, たそさあきかて しけのへ うちかすみ. 
〉そ ねかてさそか けくしそきかせけか すふつしけ, つてちかすしかせけか おあてへ つうそま そぬかせさと, うけおかせけか 
け たそせけすあせけか みうしかせけみ, たちそいしかすふ, てかせおかせぬけけ (あ せか うたけつあてへつみ せかたちか-
すかせせそ う おそすけせけちとまはとま う おあせせふこ すそすかせて «つてちとま») つあすけ つてあせそうみてつみ 
なあさてそす けつてそちけけ, おしみ さそてそちそこ つとはかつてうかせせふ せか てそしへさそ つそいふてけみ け たちそ-
ぬかつつふ. ╈そちあくおそ うあきせかか, さあさ うけおみて け たそせけすあまて けに しまおけ, せあ そつせそうあせけけ 
ねかえそ け さあさ たちけにそおみて そせけ けすかせせそ さ つうそけす つそいつてうかせせふす, あ せか さあさけす-しけいそ 
けせふす うふうそおあす け おかこつてうけみす. ╉とにそうせあみ けつてそちけみ たそしけてけさけ せか すかせかか うあきせあ 
け ぬかせせあ, ねかす けつてそちけみ すあてかちけあしへせそ-なあさてそしそえけねかつさあみ: う つなかちか おとにそう-
せそえそ — たちけねけせふ け けつてそさけ うつかに おかみせけこ ねかしそうかさあ.

》かちうふこ てそす つそつてあうけしけ ちあいそてふ (ちみお けく せけに たといしけさとかてつみ うたかちうふか; 
そつそいかせせそ そてすかてけす けせてかちかつせかこのけか そねかちさけ たそ なかおかちあしけくすと, そつうかはあ-
まはけか すけちそうそこ そたふて — 1, つ. 50—112, け えかせかくけつ なかおかちあしけくすあ う 『そつ-
つけけ — 1, つ. 402—461), たそつうみはかせせふか あせあしけくと すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 
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け うせかのせかこ たそしけてけさけ 『‒ 90-に えそおそう. ╇そ うてそちそこ うそのしけ けつつしかおそうあせけみ すかき-
おとせあちそおせそ-たそしけてけねかつさそこ たちそいしかすあてけさけ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけ-
そせあ, つそうちかすかせせそえそ [けてあみ. 【ちかてけこ てそす そておあせ たちかけすとはかつてうかせせそ たちそいしか-
すあす さそちかこつさけに えそつとおあちつてう, あ てあさきか ったそせけけ, 』ぃ╅, ╆しけきせかえそ け 』ちかおせかえそ 
╇そつてそさあ. ╇つか ほてけ, せあ たかちうふこ うくえしみお, おそつてあてそねせそ ちあくせふか つまきかてふ たちそせけくふ-
うあかて かおけせふこ せあとねせそ-たそしけてけねかつさけこ つてかちきかせへ: ねかてさそ くあみうしみかすそか つてちかすしか-
せけか あうてそちあ うふみうけてへ たちそいしかすふ, つ さそてそちふすけ せかけくいかきせそ つてそしさせかてつみ 『そつつけみ 
う すけちか け う かか うせとてちかせせかす ちあくうけてけけ う せあねあしか XXI う., け たそたふてあてへつみ そぬかせけてへ 
うかちそみてせふか すかきおとせあちそおせそ-たそしけてけねかつさけか たそつしかおつてうけみ おしみ つてちあせふ うくあけす-
せそえそ «つぬかたしかせけみ» てあさけに たちそいしかす.

[あきおふこ てそす — せあとねせふこ てちとお, うたそしせか つあすそつてそみてかしへせふこ たそ つそおかちきあ-
せけま け くせあねかせけま, たそほてそすと ちかぬかせくけみ うふせときおかせせそ そえちあせけねけうあかてつみ てちかすみ 
うくあけすせそ そいとつしそうしかせせふすけ えちとたたあすけ たちそいしかす. ゅてそ — つそうちかすかせせふこ すけち; 
うせかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ 90-に えそおそう — てちとおせかこのかえそ, けつたそしせかせせそえそ 
たちそてけうそちかねけこ け くあえあおそさ おかつみてけしかてけみ おとにそうせそえそ, たそしけてけねかつさそえそ け たちあさ-
てけねかつさそえそ ちあつつてあうあせけみ つ せあつしかおけかす つそうかてつさそ-つそぬけあしけつてけねかつさそえそ たちそ-
のしそえそ; あ てあさきか たちそいしかすあ ちそしけ, すかつてあ け つあすそそはとはかせけみ つてちあせふ う たちかお-
おうかちけけ XXI つてそしかてけみ.

╇ そてかねかつてうかせせそこ けつてそちけけ つ ほてけす おかつみてけしかてけかす つちあうせけす たそ つそおかちきあ-
てかしへせそこ せあたそしせかせせそつてけ ちあくうか ねてそ たかちけそお 1917—1927 ええ. ¨ てそえおあ, け つかこねあつ 
う せあねあしそ ほてあたあ うにそおけしあ そおせあ つてちあせあ つ そおせけすけ たそしけてけねかつさそこ け にそくみこ-
つてうかせせそこ つけつてかすあすけ, そなけぬけあしへせそこ けおかそしそえけかこ け すそちあしへせそ-ぬかせせそつて-
せふすけ つてあせおあちてあすけ, あ そて くあうかちのかせけみ ほてあたあ ちかくさそ いちあしそ つてあちて せそうそか えそつと-
おあちつてうそ つ つそうかちのかせせそ おちとえけすけ とつてちそこつてうそす, たそしけてけさそこ, ほさそせそすけさそこ, 
けおかそしそえけかこ, ほてけさそこ, すそちあしへま. 〉か たちそつてそ けせふすけ, せそ そつそくせあせせそ そてちけ-
ぬあうのけすけ うつか たちかきせかか, たちそてけうそたそしそきせふすけ かすと たそ おとにと, つとてけ, うそたしそはか-
せけま. ¨ てそえおあ, け つかこねあつ えしといそねあこのけか, けつてそちけねかつさそえそ くせあねかせけみ たかちかすかせふ 
たかちかきけしけ すけち, すかきおとせあちそおせそ-たそしけてけねかつさあみ つちかおあ, ちそしへ け すかつてそ 『そつつけけ 
う せけに.

『あくとすかかてつみ, せかしへくみ ねけつてそ すかにあせけねかつさけ つそたそつてあうしみてへ おかつみてけしかてけみ 20-に 
け 90-に えそおそう: つしけのさそす すせそえそか う せけに たちけせぬけたけあしへせそ ちあくしけねせそ — けおかて 
しけ ちかねへ そ すけちか う ぬかしそす けしけ きか てそしへさそ そ せあのかこ つてちあせか. 〉そ かつてへ け うかつへすあ 
うあきせふか そいはけか つけつてかすせふか たちけくせあさけ, おかしあまはけか てあさとま あせあしそえけま たそ 
すかせへのかこ すかちか たちあうそすかちせそこ. ╇せとてちけ つあすそこ 『そつつけけ — ほてそ さあねかつてうかせ-
せふか, つけつてかすせふか けくすかせかせけみ えそつとおあちつてうあ, ほさそせそすけさけ, そいはかつてうあ, さそてそちふか 
いふしけ うふくうあせふ さ きけくせけ つうかちのけうのかこつみ ちかうそしまぬけかこ. 》そおねかちさせかす そつそいそ: 
けくすかせかせけみ せか そて おそちかうそしまぬけそせせふに とつしそうけこ さ たそつてちかうそしまぬけそせせふす, せそ 
そて せあねあしへせそこ つてあおけけ つてちあせふ ときか たそつしかちかうそしまぬけそせせそこ さ つてあおけけ いそしかか 
たそくおせかこ, たちそおうけせとてそこ, すあてかちけあしけくとかすそこ う ちかあしへせふに そてせそのかせけみに しまおかこ 
け さしあつつそう, あ せか てそしへさそ う せちあうつてうかせせふに け けおかそしそえけねかつさけに けおかあしあに, たそしけ-
てけねかつさけに おかさしあちあぬけみに.
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ぁてそ さあつあかてつみ すけちあ う ぬかしそす, てそ ╊うちそたあ 20-に えそおそう うつてとたけしあ う たかちけそお 
くあさあてあ てちあおけぬけそせせふに うかしけさけに おかちきあう — さそしそせけあしへせふに すかてちそたそしけこ, 
せあねあうのかえそつみ たかちかにそおあ すけちそうそえそ しけおかちつてうあ さ 』ぃ╅ さあさ さあたけてあしけくすと 
たそつてさそしそせけあしへせそえそ てけたあ け さ かえそ けおかそしそえけねかつさそすと あせてけたそおと — 』』』『 
(つ さそてそちふす 』ぃ╅ おか-なあさてそ たちかさちあつせそ つそてちとおせけねあしけ うたしそてへ おそ ちといかきあ 
60-に えそおそう う そつしあいしかせけけ «つてあちふに» さそしそせけあしへせふに すかてちそたそしけこ, たそお-
ちふうか けに えそつたそおつてうあ う すけちか け すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに). 〉そ け すけち 
90-に えそおそう たかちかきけし あせあしそえけねせふこ かつしけ せか たそ なそちすか, てそ たそ つとてけ «のそさ» そて 
つすかせふ たちかきせかこ いけたそしみちせそこ つけつてかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ つけつてか-
すそこ すそせそたそしみちせそこ (せあ みくふさか たそしけてそしそえけけ けすかせとかすそこ えそちあくおそ そたちかおか-
しかせせかか — けかちあちにけねかつさそこ, あ つしかおそうあてかしへせそ, あうてそちけてあちせそこ) け たそさあ てそしへさそ 
とさちかたしみまはかこつみ う ほてそす かか おそすけせけちとまはかす さあねかつてうか.

╇ 90-か えそおふ, さあさ け う 20-か, ちかうそしまぬけそせせふか たちかそいちあくそうあせけみ う つてちあせか 
ちあおけさあしへせそ けくすかせみしけ せか てそしへさそ かか ちそしへ け すかつてそ う すけちか, せそ け たちそけくうそお-
せふか そて かはか てそしへさそ つさしあおふうあうのけにつみ ちかあしけこ うせとてちかせせけか け うせかのせけか 
つてちあてかえけねかつさけか たかちつたかさてけうふ えそつとおあちつてうあ: えちそくみはけか かすと そたあつせそつてけ, かえそ 
うそくすそきせそつてけ う いとおとはかす すけちか け にあちあさてかち てかに うふくそうそう, せあ さそてそちふか そせそ 
つすそきかて け くあにそねかて そてうかねあてへ, け てかに, さそてそちふか せか つとすかかて ちあつたそくせあてへ, せか たそきか-
しあかて たちけくせあてへ け せあ さそてそちふか たちけ うつかす きかしあせけけ せか つすそえしそ いふ そてうかてけてへ. 
〉あさそせかぬ, てそえおあ け, たそ うつかこ うかちそみてせそつてけ, う 90-か えそおふ つそうちかすかせせけさあす うかつへすあ 
せかたちそつてそ いふしそ ちあくえしみおかてへ くあ そつてちふすけ たかちてとちいあぬけみすけ てかさとはかこ たそしけてけ-
ねかつさそこ きけくせけ けつてけせせふか け おそしえそうちかすかせせふか つすふつし け くせあねかせけか せか なあさてあ 
ちかうそしまぬけそせせふに たかちかすかせ — そせ-てそ いふし つあすそそねかうけおかせ, — せそ すあつつふ たちそけく-
うそおせふに そて せかえそ ちかあしけこ, てかせおかせぬけこ, せあたちあうしかせせそつてけ いとおとはかえそ ちあくうけてけみ 
せか つてそしへさそ すけちあ, つさそしへさそ — たあちあおそさつ! — つうそかこ つそいつてうかせせそこ つてちあせふ.

╅せあしけくけちとみ そつせそうせふか てかせおかせぬけけ すかきおとせあちそおせそこ きけくせけ せあ たそちそえか 
せそうそえそ つてそしかてけみ, あうてそち うふつさあくふうあかて とうかちかせせそつてへ, ねてそ «えしあうせふす おかこつてうと-
まはけす しけぬそす せあ すけちそうそこ あちかせか みうしみまてつみ け いとおとて そつてあうあてへつみ う XXI うかさか 
えそつとおあちつてうあ»: てそしへさそ そせけ (う つちあうせかせけけ つ ぬけうけしけくあぬけみすけ, あ てあさきか うせと-
てちかせせけすけ け すかきおとせあちそおせふすけ ちかえけそせあすけ) けすかまて さそすたしかさつせふか すせそえそ-
えちあせせふか けせてかちかつふ, うかちにそうせとま ぬかしそつてせとま うしあつてへ — たあちしあすかせてふ, たちあ-
うけてかしへつてうあ, あちすけけ け, さあさ つしかおつてうけか うつかえそ たかちかねけつしかせせそえそ, — たそしけてけさと, 
せあたちあうしかせせとま せあ そいかつたかねかせけか えそつとおあちつてうかせせふに けせてかちかつそう うせとてちけ 
け うそうせか つてちあせふ (1, つ. 11). «╋けくせへ せあ くかすしか そたちかおかしみかてつみ け いとおかて そたちかおか-
しみてへつみ うたちかおへ うくあけすそそてせそのかせけみすけ えそつとおあちつてう»; たちけ ほてそす «う さそせかねせそす 
つねかてか うそくすそきせそつてけ け たそくけぬけけ えそつとおあちつてう いとおとて たそ-たちかきせかすと くけきおけてへつみ 
せあ けに つそうそさとたせそこ すそはけ» (1, つ. 15, 292—293).

【あさけす そいちあくそす, う つたそちか すそおせふに えしそいあしけつてそう, たそしあえあまはけに, ねてそ 
つ せあねあしあ 70-に えそおそう すけち たかちかきけうあかて とつけしけうあまはけこつみ け とつさそちみまはけこつみ 
とたあおそさ つあすそえそ けせつてけてとてあ えそつとおあちつてうあ (かえそ «そてすけちあせけか», さあさ つさあくあしけ いふ 
すあちさつけつてふ; うたちそねかす, そせけ — う そてしけねけか そて えしそいあしけつてそう — とつすあてちけうあしけ 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

かえそ けつてそさけ け たちけねけせふ うせとてちけ えそつとおあちつてうあ, あ せか うそ うせかのせかす すけちか), け つてそ-
ちそせせけさそう てそえそ, ねてそ そてせそのかせけみ すかきおと えそつとおあちつてうあすけ そつてあせとてつみ そたちかおか-
しみまはけすけ け う すけちか XXI つてそしかてけみ, ╊. ╆あきあせそう ねかてさそ せあ つてそちそせか たそつしかお-
せけに, せけねとてへ せか そてちけぬあみ たちけ ほてそす みうしかせけか えしそいあしけくあぬけけ (つ. 48—49). 
╇ふうそお おしみ たそしけてけさけ 『そつつけけ たちけせぬけたけあしへせふこ: せかそいにそおけすそ つさそちかこのけす 
そいちあくそす せあちあはけうあてへ つそうそさとたせとま すそはへ えそつとおあちつてうあ (えしそいあしけくあぬけみ てそきか 
せか おしみ つしあいふに; せそ てあす つけしあ おそしきせあ けすかてへ つとはかつてうかせせそ けせふか たあちあすかてちふ 
け うふちあきかせけか).

《おせあさそ さあさ いふてへ つ てかす なあさてそす, ねてそ すそはへ えそつとおあちつてう ときか さ さそせぬと XX う. 
ちあくしけねあしあつへ せあ ぬかしふか けつてそちけねかつさけか ほたそにけ, ぬけうけしけくあぬけそせせそ? 〈そきせそ しけ 
ちあつつねけてふうあてへ せあ てそ, ねてそ う けつてそちけねかつさけ そいそくちけすふか つちそさけ つてあせかて にそてみ いふ 
そておあしかせせそ つそたそつてあうけすそこ つそうそさとたせあみ すそはへ 』ぃ╅ け おあきか てそしへさそ つあすふに 
いしあえそたそしとねせふに えそつとおあちつてう てちかてへかえそ すけちあ? ]そえけねせそ おそたとつてけてへ, ねてそ う そいそ-
くちけすそこ たかちつたかさてけうか たそおそいせそか ついしけきかせけか つそうそさとたせそこ すそはけ せあけいそしかか 
うかちそみてせそ しけのへ う つしとねあか さあさそえそ-しけいそ ちかくさそえそ け えしといそさそえそ そつしあいしかせけみ 
』ぃ╅. 〉そ ほてそ そくせあねあしそ いふ てあさけか たそてちみつかせけみ う すけちそうふに ほさそせそすけさか け 
たそしけてけさか, さそてそちふか うちみお しけ せかすかおしかせせそ とたちそねけしけ いふ おあきか そてせそつけてかしへ-
せそか たそしそきかせけか おちとえけに えそつとおあちつてう.

╊つしけ きか せあ うけおけすとま たかちつたかさてけうと たちそたあつてへ う とちそうせみに せあさそたしかせ-
せそこ つそうそさとたせそこ すそはけ えそつとおあちつてう つそにちあせけてつみ — あ けせそえそ, つさそちかか うつかえそ, 
せか おあせそ, — け かつしけ さ てそすと きか けすかせせそ すそはへ いとおかて けえちあてへ ちそしへ さそせかね-
せそえそ, てそ かつてへ ときか せか たそおおあまはかえそつみ そいきあしそうあせけま け あちいけてちあきと, ちかえとしみ-
てそちあ すかきえそつとおあちつてうかせせふに そてせそのかせけこ, てそ ほてけ たそつしかおせけか おそしきせふ いとおとて 
せかけくいかきせそ そいちあくそうあてへ せかさとま けかちあちにけま そてせそのかせけこ け, さあさ つしかおつてうけか, 
けかちあちにけま えそつとおあちつてう (たとつてへ たそしけてけねかつさけ たちけくせあうあかすふに なそちすあしへせそ 
ちあうせそたちあうせふすけ; せあ おかしか け ほてそえそ せかて, おそつてあてそねせそ うつたそすせけてへ たちかてかせくけけ 
』ぃ╅ せあ そつそいふか, けつさしまねけてかしへせふか たちあうあ う つそうちかすかせせそす すけちか). 》そおそい-
せあみ けかちあちにけみ つとはかつてうそうあしあ うそ うつか うちかすかせあ, せそ かか ほななかさて そつしあいしみしつみ 
たちそつてちあせつてうかせせそこ ちあくそいはかせせそつてへま すけちあ. ╇ とつしそうけみに きか つそうちかすかせせふに 
さそすすとせけさあぬけこ け けせなそちすあぬけそせせふに てかにせそしそえけこ ほななかさて ほてそて せかけくいかきせそ 
ときか たちそみうしみかて つかいみ.

╇ てそ きか うちかすみ さ てかくけつと そ «すせそえそたそしみちせそす» すけちか あうてそち そてせそつけてつみ つそ 
くおそちそうふす せあとねせふす け たちあさてけねかつさけす つそすせかせけかす. ╉かしそ せか てそしへさそ う てそす, 
せあこおとてつみ しけ えそつとおあちつてうあ け/けしけ つそまくふ えそつとおあちつてう, たそ つそうそさとたせそこ けに 
すそはけ つそけくすかちけすふか つ ╅すかちけさそこ. «』とてへ たちそいしかすふ せか う おそつてそけせつてうあに けしけ 
せかおそつてあてさあに 』ぃ╅, — つたちあうかおしけうそ たそしあえあかて ╊. ╆あきあせそう. — 《せあ う おちとえそす: 
さあさ たそうかおとて つかいみ てか つてちあせふ, さそてそちふか ちかあしへせそ たちかてかせおとまて せあ ちそしへ ぬかせ-
てちそう つけしふ?» 〉けさてそ せか すそきかて おあてへ えあちあせてけこ, せあたそすけせあかて とねかせふこ, ねてそ 
てあさけか つてちあせふ せか たそたふてあまてつみ うそつつてあせそうけてへ せかさそえおあ けすかうのけこつみ と せけに 
すかきおとせあちそおせそ-たそしけてけねかつさけこ つてあてとつ, «ねてそ ときか つあすそ たそ つかいか すそきかて おかつてあ-
いけしけくけちそうあてへ すかきおとせあちそおせとま そいつてあせそうさと» (1, つ. 189). ╇ふうそお: «しそえけねせそ 
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け たちけうしかさあてかしへせそ くうとねあはけこ たちけくふう さ すせそえそたそしまつせそつてけ せあ たちあさてけさか 
そねかせへ せかたちそつてそ ちかあしけくそうあてへ せあ たそしへくと, あ せか うそ うちかお つてあいけしへせそつてけ すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ» (1, つ. 190).

』しかおとかて たそおねかちさせとてへ せあとねせとま け たそしけてけねかつさとま あさてとあしへせそつてへ すふつしけ 
そ てそす, ねてそ «『そつつけけ つしかおとかて ちあてそうあてへ くあ てあさとま すせそえそたそしみちせとま つけつてかすと, 
さそてそちあみ いとおかて つそくおあせあ つそうすかつてせふすけ とつけしけみすけ えそつとおあちつてう け さそてそちあみ 
けつさしまねけて てちあおけぬけそせせそか たちそてけうそいそちつてうそ そておかしへせふに ぬかせてちそう つけしふ» 
(1, つ. 301). 〈ふつしへ ほてあ たちみすそ たちそてけうそつてそけて たけつあせけみす せあのけに そてかねかつてうかせ-
せふに えかそたそしけてけさそう, つうみくふうあまはけに おうけきかせけか さ すせそえそたそしみちせそつてけ つ おそちそ-
えそこ けに つかちおぬと けおかかこ うそくちそきおかせけみ うつかすけちせそこ さそせなちそせてあぬけけ ときか せあ 
せそうそこ そつせそうか (たそにそきか, けせふに なそちす け ぬかしかこ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 
てあさけか つてちあてかえけ せか くせあまて けしけ たちそつてそ せか つたそつそいせふ つかいか たちかおつてあうけてへ).

》ちかおかしへせそ あさてとあしへせふす, つうそかうちかすかせせふす, せそ け つたそちせふす たちかおつてあう-
しみかてつみ うふうそお あうてそちあ, ねてそ つそうちかすかせせあみ 『そつつけみ せか てそしへさそ せか ちあつてかちみしあ 
てか «さそくふちけ», さそてそちふか たそくうそしけしけ う つうそか うちかすみ 』』』『 せあいちあてへ すそはへ 
け うふちうあてへつみ う たそしそきかせけか うてそちそこ つうかちにおかちきあうふ, — «“てあさけに さそくふちかこ” 
てかたかちへ おあきか いそしへのか» (1, つ. 21). [ つそにちあせみまはけすつみ と せあつ そえちそすせそこ てかちちけてそ-
ちけけ, うふえそおせそすと えかそえちあなけねかつさそすと ちあつたそしそきかせけま, とせけさあしへせふす たちけちそお-
せふす ちかつとちつあす — うつか ほてそ いふしそ け と 』』』『 20-に えそおそう — おそいあうしみまてつみ てあさけか 
せそうふか なあさてそちふ, さあさ ちあつてとはけこ けせてかししかさてとあしへせふこ たそてかせぬけあし, みおかちせそか 
そちときけか, そてさちふてそつてへ つてちあせふ うせかのせかすと すけちと け すけちあ たそ そてせそのかせけま 
さ せかこ, あ てあさきか たかちつたかさてけうせあみ つてちあてかえけみ たそつてちそかせけみ ちふせそねせそこ ほさそせそ-
すけさけ け «つてちあつてせそか», たそ すせかせけま あうてそちあ, きかしあせけか いそしへのけせつてうあ ちそつつけみせ, 
«ねてそいふ 『そつつけみ うそくちそおけしあつへ う さあねかつてうか うかしけさそこ おかちきあうふ» (1, つ. 21—22).

╅さてとあしへせそつてへ ほてそえそ おそたとはかせけみ う てそす, ねてそ そせそ たちそてけうそつてそけて うつか いそしかか 
さちかたせとうのかこ さ さそせぬと 90-に えそおそう けせてとけてけうせそこ たちかおといかきおかせせそつてけ, ねてそ 
たそつしか うつかに たかちけたかてけこ たかちかつてちそこさけ, ちあつたあおあ 』そまくあ, つそうかてつさそえそ たかちけそおあ 
う ぬかしそす 『そつつけみ — «つたけつあせせあみ» おかちきあうあ, さそてそちあみ せけさそえおあ ときか せか つすそきかて 
つてあてへ うちそうかせへ つ うかおとはけすけ つてちあせあすけ すけちあ: せあす いふ てかたかちへ おそえせあてへ 》そち-
てとえあしけま けしけ ょきせとま [そちかま... ╊. ╆あきあせそうと たそおそいせあみ たそくけぬけみ, うけおけすそ, 
いふしあ けくせあねあしへせそ ねときおあ: そおせあ けく かえそ つてあてかこ, そたといしけさそうあせせあみ かはか う みせうあちか 
1992 え., せあくふうあしあつへ «〉か つたかのけてか そてたかうあてへ おかちきあうと» (1, つ. 147—153).

』たそちせそつてへ きか ほてそえそ おそたとはかせけみ う てそす, ねてそ せけさそえおあ かはか くあ いそしかか ねかす 
てふつみねかしかてせまま けつてそちけま えそつとおあちつてうあ 『そつつけこつさそえそ, おあきか う たかちけそお てあてあちそ-
すそせえそしへつさそえそ けえあ, おそしえそうちかすかせせふこ そててそさ なけせあせつそうそえそ け けせてかししかさてと-
あしへせそえそ さあたけてあしそう けく つてちあせふ せか おそつてけえあし てあさけに そてせそつけてかしへせふに うかしけねけせ, 
さあさ くあ たそつしかおせけか 10—12 しかて. 》そさあ そつてあかてつみ そてさちふてふす うそたちそつ, つてちあにとかてつみ 
しけ てあさけす そいちあくそす さあたけてあし そて うそくすそきせふに う いとおとはかす せそうふに たそてちみつかせけこ 
うせとてちけ 『‒, けしけ そせ せあねせかて ちあいそてあてへ せあ ちあくうけてけか け たそくけぬけけ つてちあせふ さあさ 
ねあつてけねせそ うかちせとうのけつへ う 『そつつけま, てあさ け ねかちかく けせてかえちあぬけま かか う すけちそうふか 
ほさそせそすけさと け ちふせさけ. 』あす あうてそち たちけくせあかて, ねてそ «ちあつつねけてふうあてへ せあ つさそちそか 
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うふさあちあいさけうあせけか けく ほさそせそすけねかつさそこ みすふ... せかちかあしけつてけねせそ» (1, つ. 147); 
ねてそ «くあすかてせそ つとくけしあつへ ちかつとちつせあみ いあくあ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ: 
ほさそせそすけねかつさあみ, うそかせせあみ, けせなそちすあぬけそせせそ-さとしへてとちせあみ. 〉あす うつか てちとおせかか 
そてつてあけうあてへ つうそけ けせてかちかつふ せあ すけちそうそこ あちかせか» (1, つ. 298), そつそいかせせそ さそえおあ 
う ╇あのけせえてそせか たちけおあまて たかちうそつてかたかせせそか くせあねかせけか てちあせつなそちすあぬけけ うつかに 
«たかちかにそおせふに» えそつとおあちつてう — たちかきおか うつかえそ てちかに さちとたせかこのけに: [けてあみ, 
¨せおけけ け 『そつつけけ, — う «つてかちきせかうふか», いかくとつしそうせそ うたけつふうあまはけかつみ う えしそ-
いあしへせふか ほさそせそすけさと け たそしけてけさと 』ぃ╅-ぬかせてちけねせそえそ すけちあ (1, つ. 18).

[あさ う ほてけに とつしそうけみに 『そつつけみ すそえしあ いふ たちそてけうそつてそみてへ おあうしかせけま けくうせか? 
】ねかせふこ そいちあはあかてつみ さ そたふてと にそちそのそ くせあさそすそえそ かすと ╇そつてそさあ. ╉うあ «そてのかしへ-
せけねかつさけに えそつとおあちつてうあ» — [けてあこ け [そちかみ — たふてあしけつへ う XIX う. そてえそちそおけてへつみ 
そて うせかのせかえそ すけちあ, くあさちふてへつみ そて せかえそ, け そいあ う けてそえか そさあくあしけつへ せけくうかおかせふ 
おそ たそしそきかせけみ たそしとさそしそせけこ. ったそせぬふ, せあねあう う 1868 え. ちかなそちすふ けすたか-
ちあてそちあ 〈ほこおくけ, «そさあくあしけつへ かおけせつてうかせせふすけ, さてそ そつすかしけしつみ さそちかせせふす 
そいちあくそす たかちかつてちそけてへ つうそか そいはかつてうそ, たかちかせみう うつか つかさちかてふ ほさそせそすけねかつさそえそ 
け せあとねせそ-てかにせけねかつさそえそ たちそえちかつつあ» と ╊うちそたふ け 』ぃ╅. ╇ 60-に — 70-に えそおあに 
«つにそきけこ つ みたそせつさけす すかてそお ちあくうけてけみ つ いしかつさそす けつたそしへくそうあしけ ょきせあみ 
[そちかみ, 』けせえあたとち, 【あこうあせへ け ╈そせさそせえ». ╇ 80-に あせあしそえけねせふす たとてかす たそのしあ 
[〉『 — «け つちあくと きか つそうかちのけしあ うたかねあてしみまはけこ ちふうそさ さ たちそえちかつつと け たちそ-
ぬうかてあせけま» (1, つ. 145; 2, つ. 352—358, 366—369; 3, つ. 188—191). 【そ きか つあすそか 
おそしきせあ つおかしあてへ け 『そつつけみ, おそたそしせけう ほてけ すかちふ そてさあくそす そて えそせさけ うそそちときか-
せけこ, たそおおかちきあせけみ たあちけてかてそう «うかくおか け うそ うつかす» け うそそいはか そて «つそたかちせけねかつてうあ 
つ 』ぃ╅ たそ うつみさそすと たそうそおと け いかく てあさそうそえそ» (1, つ. 146) — すふつしけ, うふつさあくあせせふか 
たといしけねせそ かはか う あたちかしか 1991 え., せそ おそ つけに たそち すせそえけすけ う そてかねかつてうかせせそこ 
たそしけてけねかつさそこ ほしけてか たそねけてあかすふか くあ かちかつへ (1, つ. 173—174).

》かちうそそねかちかおせあみ くあおあねあ 『そつつけけ う そいそくちけすそこ たかちつたかさてけうか, つねけてあかて 
╊. ╆あきあせそう, — «うせとてちかせせみみ: たちかそおそしかせけか そたあつせそえそ つそぬけあしへせそ-ほさそせそ-
すけねかつさそえそ さちけくけつあ, たちそうかおかせけか ちかくとしへてあてけうせふに ちかなそちす け つそくおあせけか 
ほななかさてけうせそこ すそおかしけ とつてそこねけうそえそ ちあくうけてけみ» (1, つ. 191). 》ちけ ほてそす あうてそち 
せかそおせそさちあてせそ け, せあ すそこ うくえしみお, つそうかちのかせせそ ちかあしけつてけねかつさけ たそおねかちさけ-
うあかて, ねてそ ほてそ — くあおあねあ つあすそこ 『そつつけけ; ねてそ せけさてそ う つそうちかすかせせそす すけちか 
せか いとおかて せみせねけてへつみ つ せかこ, さあさ つ すあしふす ちかいかせさそす, えそてそうけてへ つかいか しけのせかえそ 
さそせさとちかせてあ (1, つ. 46, 150—152, 301—302 け おち.). 》そ つそいつてうかせせそすと そたふてと 
くせあま, ねてそ たそおそいせふか たちかおとたちかきおかせけみ ねあはか うつかえそ てちあさてとまてつみ たちそくあたあおせそ 
せあつてちそかせせふすけ ちそつつけみせあすけ さあさ たちけくふう さ せそうそこ さそせなちそせてあぬけけ け たそてそすと 
うつてちかねあまて そいふねせそ つ けに つてそちそせふ みちそつてせふこ そてたそち. 〉けねかえそ たそおそいせそえそ; ほてそ 
けすかせせそ ちかあしけつてけねかつさけこ うくえしみお せあ すけち, け てそしへさそ せあ てあさそこ てちかくうそこ そつせそうか 
うそくすそきせそ け とつたかのせそか つてちそけてかしへつてうそ せそうそこ 『そつつけけ, け たちそおとさてけうせそか たあち-
てせかちつてうそ つ さかす いふ てそ せけ いふしそ う すけちか.

«╊つしけ すふ つすそきかす, さあさ さけてあこぬふ (けしけ みたそせぬふ), つそつちかおそてそねけてへつみ うそ 
うせかのせかこ たそしけてけさか せあ そいつしときけうあせけけ たそてちかいせそつてかこ うせとてちかせせかえそ ちあくうけ-
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てけみ (『‒. — 〉.[.) け おそつてけねへ たちそえちかつつあ う ほてそす ちあくうけてけけ», といかきおかせ ╊. ╆あきあ-
せそう, うあきせかこのけか おしみ 『そつつけけ たちそいしかすふ かか たそしそきかせけみ う すけちか «つあすけ たそ つかいか 
ちかのあてつみ う せあのと たそしへくと. ╇ たちそてけうせそす つしとねあか すふ てあさ け いとおかす いかつさそせかねせそ 
つつそちけてへつみ, うそかうあてへ, つてちあおあてへ け いかおつてうそうあてへ» (1, つ. 174). ╇ちかすみ, たちそのかおのかか 
つ しかてあ 1995 え., さそえおあ いふしけ せあたけつあせふ ほてけ つしそうあ, てそしへさそ たそおてうかちきおあかて けに 
つたちあうかおしけうそつてへ.

『そつつけみ け すけちそうそか つそそいはかつてうそ う とつしそうけみに えしそいあしけくあぬけけ*

]け ╇.‒.

╇ えとすあせけてあちせふに くせあせけみに 『そつつけけ つしそきけしあつへ せかえしあつせあみ てちあおけぬけみ たといしけ-
さそうあてへ つそいちあせけみ つうそけに つそねけせかせけこ えおか-てそ たそお «くあせあうかつ» せあとねせそえそ てうそち-
ねかつてうあ. ╉けちかさてそち ¨せつてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす 
け たちそちかさてそち たそ せあとさか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『‒, うけおせふこ 
つけせそしそえ-すかきおとせあちそおせけさ ╊.》. ╆あきあせそう せあちとのけし ほてと てちあおけぬけま, そたといしけ-
さそうあう う 2000—2001 ええ. てちかにてそすせけさ つうそけに てちとおそう そいはけす そいひかすそす う 87 た.し. 
′おかつへ つそいちあせふ ちあいそてふ つあすそえそ ちあくせそえそ きあせちあ — せあとねせふか ちあくちあいそてさけ 
け えあくかてせふか つてあてへけ, きとちせあしけつてつさけか そねかちさけ け うふつてとたしかせけみ せあ ちあくしけねせふに 
なそちすあに. ╇つかに けに そいひかおけせみかて えしあうせあみ けおかみ — そてちあきかせけか てちとおせかこのかえそ 
たちそぬかつつあ うにそきおかせけみ たそつてつそうかてつさそこ, そいせそうしみまはかこつみ 『そつつけけ う えしそいあしへ-
せそか ぬけうけしけくあぬけそせせそか たちそつてちあせつてうそ せあ ちといかきか XX け XXI うう. 》ちけ ほてそす 
あうてそち たちけせあおしかきけて さ てそすと せそうそすと たそさそしかせけま ちそつつけこつさけに たそしけてそしそ-
えそう, さそてそちふか つとすかしけ そていちそつけてへ うそ すせそえそす すけなけねかつさけか うかしけさそおかちきあう-
せふか たちかおといかきおかせけみ つそうかてつさそこ ほたそにけ, うくえしみせとてへ せあ そさちときあまはけこ すけち 
う さそせてかさつてか せあのけに ちかあしへせふに せあぬけそせあしへせそ-えそつとおあちつてうかせせふに けせてかちかつそう 
け つさしあおふうあせけみ せそうそえそ たそつていけたそしみちせそえそ たそしけぬかせてちけねかつさそえそ すけちそうそえそ 
たそちみおさあ.

╇ たかちうそす てそすか あうてそち あせあしけくけちとかて つそうちかすかせせふこ えしそいあしへせふこ すけちそ-
たそちみおそさ, うせかのせかたそしけてけねかつさとま つてちあてかえけま 『そつつけけ け かか すせそえそたしあせそうふか 
そてせそのかせけみ つ うせかのせけす すけちそうふす たちそつてちあせつてうそす. ╇ ねけつしか せそうふに なあさてそ-
ちそう つそうちかすかせせそえそ すけちそうそえそ ちあくうけてけみ うつか いそしかか くせあねけすふこ にあちあさてかち たちけ-
そいちかてあまて たちそてけうそちかねけうふか たちそぬかつつふ えしそいあしけくあぬけけ, さあねかつてうかせせそか そいそ-
えあはかせけか けせてかえちあぬけそせせふに たちそぬかつつそう, いとちせそか せあちあつてあせけか ちかえとしけちとまはけに 
なとせさぬけこ てちあせつせあぬけそせあしへせふに けせつてけてとてそう. ╇すかつてか つ てかす, さあさ たそしあえあかて 
あうてそち, «う XXI うかさか えしあうせふすけ おかこつてうとまはけすけ “しけぬあすけ” せあ すけちそうそこ あちかせか 
そつてあせとてつみ つとうかちかせせふか えそつとおあちつてうあ, け きけくせへ せあ くかすしか いとおかて け うたちかおへ 
そたちかおかしみてへつみ うくあけすそそてせそのかせけみすけ すかきおと せけすけ... ╇ さそせかねせそす つねかてか うそく-

* ]け ╇.‒. 『そつつけみ け すけちそうそか つそそいはかつてうそ う とつしそうけみに えしそいあしけくあぬけけ // 《てかねかつてうかせせあみ けつてそちけみ. 
2003. づ 5. 』. 196—197.
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すそきせそつてけ け たそくけぬけけ えそつとおあちつてう いとおとて たそ-たちかきせかすと くけきおけてへつみ せあ けに 
つそうそさとたせそこ すそはけ» (つ. 293). ╉ちとえけすけ つしそうあすけ, うふくそうふ えしそいあしけくあぬけけ 
せか そてすかせみまて さしあつつけねかつさけに くあさそせそすかちせそつてかこ すかきおとせあちそおせそえそ つそたかちせけ-
ねかつてうあ け うくあけすそおかこつてうけみ.

』 けせてかちかつそす ねけてあまてつみ つときおかせけみ あうてそちあ たそ たちそいしかすあす ほうそしまぬけけ 
『そつつけけ さあさ つうそかそいちあくせそこ たそしけほてせけねかつさそこ おかちきあうふ. «』そうかてつさけこ 』そまく 
う けてそえか ちあつさそしそしつみ たそお えちとくそす つけつてかすせふに たちそいしかす. 》そ うそしか おかすそさちあてけ-
ねかつさそえそ いそしへのけせつてうあ け たそお せあたそちそす せあぬけそせあしへせふに ねあみせけこ» (つ. 391). ゅてそ 
あちえとすかせてけちそうあせせふこ そてうかて てかす, さてそ うつか かはか たちそおそしきあかて けつさあてへ さあさけか-てそ 
つしとねあこせふか, つとえといそ つといひかさてけうけつてつさけか たちけねけせふ そいうあしへせそこ おかくけせてかえちあ-
ぬけけ すそえとはかつてうかせせそこ たちかきおか おかちきあうふ. ╅うてそち せか いかく とつたかにあ たふてあかてつみ 
せあこてけ せかうけおけすふか つうみくとまはけか くうかせへみ すかきおと ほてせそつかたあちあてけくすそす け うしあつてへま 
«さそちちとすたけちそうあせせそこ なけせあせつそうそこ そしけえあちにけけ», つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねか-
つさそこ おかえちあおあぬけかこ け あさてけうけくあぬけかこ なとせおあすかせてあしけつてつさけに ちかしけえけそくせふに 
なあせあてけさそう, ちあくおとうあせけかす おかぬかせてちあしけくあぬけけ け あうてそせそすけくあぬけけ け ちあくちとのか-
せけかす ぬかしそつてせそえそ たちあうそうそえそ け とたちあうしかせねかつさそえそ たちそつてちあせつてうあ, せあつしかおけかす 
てそてあしけてあちせそえそ たちそのしそえそ け せそつてあしへえけかこ たそ あうてそちけてあちけくすと. ╆あきあせそう 
たそしあえあかて, ねてそ, せかつすそてちみ せあ たちそてけうそおかこつてうけか け つそたかちせけねかつてうそ ちあくしけね-
せふに «うせかのせけに つけし», たちそぬうかてあまはあみ, おかすそさちあてけねかつさあみ け すけちそてうそちねかつさあみ 
なかおかちあぬけみ う 『そつつけけ つてあせかて う XXI う. ちかあしへせそつてへま (つ. 401).

╇てそちそこ てそす ちかぬかせくけちとかすそえそ てちとおあ ぬかしけさそす たそつうみはかせ おうとす とくしそうふす 
つまきかてあす: たちそいしかすあす ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ (╅【『) け えかそたそ-
しけてけねかつさそすと たそしそきかせけま [けてあみ う つけつてかすか えしそいあしへせふに さそそちおけせあて つそうちか-
すかせせそつてけ. ¨つてそちけねかつさあみ つとおへいあ そてうかしあ 『そつつけけ うかつそすとま ちそしへ せあ えかそたちそ-
つてちあせつてうか ╅【『, せそ せあ たちそてみきかせけけ ちみおあ おかつみてけしかてけこ つそうかてつさけか しけおかちふ 
たちけおかちきけうあしけつへ せあ ╇そつてそさか ╊うちあくけけ おかちきあうせそこ つてちあてかえけけ, さそてそちあみ 
たそねてけ たそしせそつてへま けえせそちけちそうあしあ せあのけ ちかあしへせふか け おそしえそつちそねせふか けせてか-
ちかつふ. «』そうかてつさけこ 』そまく, せか けすかみ う ちかえけそせか つさそしへさそ-せけいとおへ つそしけおせふに 
ほさそせそすけねかつさけに たそくけぬけこ, ちあつてかちみう けく-くあ つつそちふ つ [けてあかす おあきか てそて たそしけ-
てけねかつさけこ さあたけてあし, さそてそちふす ちあつたそしあえあし ちあせへのか, たちけつてとたけし う 70-に えそおあに 
さ なそちつけちそうあせせそすと せあちあはけうあせけま う ╅【『 うそかせせそえそ たそてかせぬけあしあ» (つ. 23), — 
つたちあうかおしけうそ そてすかねあかて あうてそち. 》そつしかおつてうけみ つてそしへ せかおあしへせそうけおせそこ つてちあてか-
えけけ せか てそしへさそ せか とつけしけしけ, あ, せあたちそてけう, そつしあいけしけ つそうかてつさけか えかそたそしけてけねか-
つさけか たそくけぬけけ う ちかえけそせか.

『そつつけこつさそか ちとさそうそおつてうそ せか つちあくと たちけのしそ さ そつそくせあせけま せそうふに ちかあしへせそ-
つてかこ う ╇そつてそねせそこ ╅くけけ. ¨ ほてそすと う せかすあしそこ つてかたかせけ つそおかこつてうそうあしあ たちけせ-
ぬけたけあしへせそ せそうあみ, すけちそてうそちねかつさあみ つけてとあぬけみ, たそくうそしけうのあみ ╊.》. ╆あきあ-
せそうと うふつさあくあてへ ちみお つうそけに ちかさそすかせおあぬけこ, さあつあまはけにつみ そいはかこ ちそつつけこつさそこ 
つてちあてかえけけ う ちかえけそせか. ╇ けに ねけつしか: そいひかさてけうせあみ せかそいにそおけすそつてへ えけいさそ 
いあしあせつけちそうあてへ すかきおと 』ぃ╅ け おちとえけすけ えそつとおあちつてうあすけ, おそいけうあみつへ せあしあきけ-
うあせけみ てかつせふに, おそうかちけてかしへせふに そてせそのかせけこ つ せけすけ; たちそうかおかせけか たそつしかおそうあ-
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てかしへせそえそ さとちつあ せあ つそにちあせかせけか ちかえけそせあしへせそえそ つてあてとつ-さうそ, けつさしまねあまはかえそ 
さあさけか-しけいそ ほさつたあせつけそせけつてつさけか あすいけぬけけ う そてせそのかせけけ 『‒; おけつてあせぬけちそうあ-
せけか そて ちあくせふに せかおあしへせそうけおせふに くあすふつしそう «しけおかちつてうあ» う つけつてかすか さそししかさ-
てけうせそこ けしけ さそそたかちあてけうせそこ いかくそたあつせそつてけ, うさしまねあみ そなそちすしかせけか せかさそかえそ 
うそかせせそ-たそしけてけねかつさそえそ てちかとえそしへせけさあ 〈そつさうあ — 》かさけせ — ╉かしけ け て.お. ゅてけ 
ちかさそすかせおあぬけけ う せかすあしそこ つてかたかせけ いふしけ とねてかせふ たちけ ちあくちあいそてさか [そせぬかた-
ぬけけ うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ (2000 え.).

╊.》. ╆あきあせそう せか そつてあうしみかて う つてそちそせか つあすふか そつてちふか うそたちそつふ せあのけに 
うくあけすそそてせそのかせけこ つ [けてあかす, せあたちけすかち, うそたちそつ そ てそす, せあおそ しけ 『そつつけけ 
たちそおあうあてへ そちときけか 》かさけせと. ╅うてそち といかおけてかしへせそ おそさあくふうあかて, ねてそ とにそおそす 
ちそつつけこつさそえそ ╇》[ つ さけてあこつさそえそ ちふせさあ せかすかおしかせせそ うそつたそしへくとまてつみ おちと-
えけか さちとたせふか てそちえそうぬふ そちときけかす, あ ほてそ せあせかつかて せか てそしへさそ さそつうかせせふこ, 
せそ け たちみすそこ とはかちい せあのけす せあぬけそせあしへせそ-えそつとおあちつてうかせせふす けせてかちかつあす. 
«〉あたちそてけう, たちそおそしきかせけか さとちつあ せあ うそかせせそ-てかにせけねかつさそか つそてちとおせけねかつてうそ 
つ えけえあせてつさけす つそつかおそす たそつてかたかせせそ たちけうみきかて かえそ すあてかちけあしへせそ さ ちそつつけこ-
つさそこ そいそちそせせそこ たちそすふのしかせせそつてけ» (つ. 375). 》ちけ ほてそす えしあうせそか つそつてそけて 
う てそす, ねてそ [〉『 せか たちかおつてあうしみかて う そいそくちけすそこ たかちつたかさてけうか さあさそこ-しけいそ 
とえちそくふ おしみ 『そつつけけ.

╆そしへのそか すかつてそ とおかしかせそ う けつつしかおそうあせけけ ╆あきあせそうあ け うくあけすそそてせそ-
のかせけみす 『そつつけけ つ [そちかこつさそこ 〉あちそおせそ-╉かすそさちあてけねかつさそこ 『かつたといしけさそこ 
け 『かつたといしけさそこ [そちかみ. ╇かつへすあ そつてそちそきせそ, にそてみ う ぬかしそす け たそくけてけうせそ, 
╆あきあせそう そぬかせけうあかて け せあすかてけうのけかつみ う 』かうかちせそこ [そちかか つおうけえけ さ ちふせさと 
け ちかなそちすあす, さそてそちふか, たそ かえそ すせかせけま, せかけくいかきせそ «いとおとて つたそつそいつてうそうあてへ 
けくすかせかせけみす う つかうかちそさそちかこつさそす そいはかつてうか う しとねのとま つてそちそせと», たそおえそてそ-
うみて ほさそせそすけねかつさとま たそねうと け すそちあしへせふこ さしけすあて おしみ えちみおとはかえそ うそつつそかおけ-
せかせけみ [〉╉『 け ょきせそこ [そちかけ.

ったそせけま ╆あきあせそう うそつたちけせけすあかて さあさ そおせそえそ けく せあけいそしかか うかちそみてせふに 
さあせおけおあてそう せあ ちそしへ «つうかちにおかちきあうふ う XXI う.». ったそせつさあみ すそおかしへ ちあくうけてけみ 
つてあせそうけてつみ うつか いそしかか たちけてみえあてかしへせそこ おしみ つてちあせ け せあちそおそう, けはとはけに 
さしまね さ つかさちかてあす すそおかちせけくあぬけけ け たちそぬうかてあせけみ (つ. 237). 《おせあさそ 〈そつさうあ 
け 【そさけそ たそさあ せか せあのしけ たとてかこ さそせつてちとさてけうせそえそ おけあしそえあ け うくあけすそおかこ-
つてうけみ. 『そつつけみ つ かか えちそすあおせふす たそてかせぬけあしそす くあせけすあかて しけのへ 20-か すかつてそ 
う ほさつたそちてか ったそせけけ, すせそえそさちあてせそ とつてとたあみ たそ ほてそすと たそさあくあてかしま [けてあま, 
ょきせそこ [そちかか, おちとえけす えそつとおあちつてうあす ちかえけそせあ (つ. 241). 》そおふてそきけうあみ 
たそくけてけうせふか うせとてちかせせけか つおうけえけ う 『そつつけけ, あうてそち いかちかて せあ つかいみ «つすかしそつてへ 
とてうかちきおあてへ, ねてそ すそすかせて おしみ たちけにそおあ みたそせつさけに けせうかつてそちそう う つあすふか ちあく-
しけねせふか そてちあつしけ せあのかこ ほさそせそすけさけ つそくちかし» (つ. 245).

╇せかのせかたそしけてけねかつさあみ つてちあてかえけみ 』ぃ╅ け うそたちそつふ ちそつつけこつさそ-あすか-
ちけさあせつさけに そてせそのかせけこ くあてちあえけうあまてつみ さそつうかせせそ たそねてけ うそ うつかに ちあくおか-
しあに け えしあうあに てちかにてそすせけさあ. 【かす せか すかせかか あうてそち そつうかはあかて ほてけ つまきかてふ 
け う そておかしへせそこ えしあうか すそせそえちあなけけ. 〉かしかえさそ け せかたちそつてそ しまおみす つ てちあ-
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おけぬけそせせふす すふのしかせけかす け う 『そつつけけ, け う 』ぃ╅ つそくせあうあてへ, ねてそ 〈そつさうあ 
け ╇あのけせえてそせ たかちかつてあしけ いふてへ せかたちけすけちけすふすけ たちそてけうせけさあすけ, つそうかち-
のけう たそねてけ なあせてあつてけねかつさけこ たかちかにそお さ つてちあてかえけねかつさそすと うくあけすそおかこつてうけま. 
〉あ すかきおとせあちそおせそこ さそせなかちかせぬけけ う ¨てあしけけ (あうえとつて 2000 え.) あうてそち といかき-
おかせせそ えそうそちけし そ てそす, ねてそ そてせふせか «せけねてそ せか たちかたみてつてうとかて てかつせそすと け おちと-
きかつてうかせせそすと たあちてせかちつてうと すかきおと 『そつつけかこ け 』そかおけせかせせふすけ ぃてあてあすけ», 
ねてそ つてあせそうしかせけか ちふせそねせそこ ほさそせそすけさけ け おかすそさちあてけけ う 『‒ うたそしせか つそそて-
うかてつてうとかて つてちあてかえけねかつさけす とつてちかすしかせけみす 』ぃ╅, け ねてそ «せけ 』そかおけせかせせふか 
ぃてあてふ, せけ 『そつつけみ せか けすかまて せけ すあしかこのかえそ せあすかちかせけみ うつてとたあてへ う うそこせと 
おちとえ たちそてけう おちとえあ» (つ. 380).

╇ くあさしまねかせけか にそてかしそつへ いふ そてすかてけてへ, ねてそ させけえけ ╆あきあせそうあ «╅さてとあしへ-
せふか たちそいしかすふ...» つてあいけしへせそ うにそおみて う たかちかねかせへ ちかさそすかせおとかすそこ しけてか-
ちあてとちふ うそ うつかに うかおとはけに うふつのけに とねかいせふに くあうかおかせけみに 『そつつけけ たそ すかき-
おとせあちそおせそこ たそしけてそしそえけけ, け つ てちかにてそすせけさそす かえそ てちとおそう つ けせてかちかつそす 
け たそしへくそこ そくせあさそすみてつみ ちそつつけこつさけか け くあちといかきせふか ねけてあてかしけ.

〉そうあてそちつさあみ させけえあ*

ぃすかしむう 〉.》.
╉けちかさてそち ¨せつてけてとてあ ╊うちそたふ 『╅〉, あさあおかすけさ

[せけえあ せあつてそしへさそ せそうあてそちつさあみ け たそしかくせあみ, ねてそ つてそけしそ いふ かか そたてけ-
すあしへせそ おそうかつてけ おそ:

— しけぬ, たちけせけすあまはけに ちかのかせけみ — う ╉とすか, 』そういかくか, ╅おすけせけつてちあぬけけ 
》ちかくけおかせてあ け 》ちあうけてかしへつてうか, うそそちときけてへ けに いけいしけそてかさけ け あせあしけ-
てけねかつさけか そちえあせふ;

— いけいしけそてかさ けせつてけてとてそう 『╅〉, とせけうかちつけてかてそう, あさあおかすけこ, せあとねせふに 
ぬかせてちそう — そて 』あせさて-》かてかちいとちえあ おそ 〉そうそつけいけちつさあ け ╇しあおけうそつてそさあ; 
う ]そせおそせか, 〉へま-‶そちさか, 《《〉; ╆けいしけそてかさけ [そせえちかつつあ;

— そてちかなかちけちそうあてへ おしみ 『╅〉 ¨〉¨《〉, せあたちあうけてへ ちかぬかせくけけ う てそし-
つてふか きとちせあしふ け させけきせふか そいそくちかせけみ;

— たそおとすあてへ そ たちかくかせてあぬけけ せあ たちかおつてあうけてかしへせそこ さそせなかちかせぬけけ.
¨せあねか えそうそちみ, ちかあしけくそうあてへ たそてかせぬけあし えちあすそてせそこ すふつしけ, くあしそきかせせふこ 

う させけえと, — ちかくとしへてあてけうせそ. 〈あしそ さてそ くせあかて, さ つそきあしかせけま, ねてそ う さそせなしけさ-
てあに つあすそか うあきせそか — ぬけうけしけくそうあせせそ けに ちかのあてへ, ねてそ すせそえそたそしみちせふこ すけち 
つたそつそいかせ たちけせかつてけ つうそけ いかおふ, ねてそ う 』ぃ╅ なかおかちあしけくす つしときけて しけねせそつてけ 
け て.た. ゅてあ させけえあ おそつてそこせあ いふてへ «いけいしけかこ» け すかきおとせあちそおせけさあ (う て.ね. 
う つてそしけぬあに 』〉╈), け つてとおかせてあ, け たちそつてそ つすそてちみはかえそ うたかちかお ねけてあてかしみ.

』そ うちかすかせかす かか すそえとて うふおうけせとてへ せあ えそつたちかすけま.

* ぃすかしむう 〉.》. 〉そうあてそちつさあみ させけえあ (ちとさそたけつせふこ そてくふう).
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【そすあ 2—3

╉かせけつそう ╇.¨., ぃとてそう ╅.╉.*

《たといしけさそうあせふ うてそちそこ け てちかてけこ てそすあ けくいちあせせふに てちとおそう たちそなかつつそちあ 
╊.》. ╆あきあせそうあ, うけおせそえそ ちそつつけこつさそえそ とねかせそえそ つ いそしへのけす そたふてそす おけたしそ-
すあてけねかつさそこ け せあとねせそこ ちあいそてふ. ╊つしけ う たかちうそす てそすか** とねかせふこ あせあしけくけちそ-
うあし えしそいあしへせふか てかせおかせぬけけ ちあくうけてけみ つそうちかすかせせそえそ すけちあ け すかつてそ う ほてそす 
すけちか 『そつつけけ, てそ うそ うてそちそす かえそ うせけすあせけか なそさとつけちとかてつみ せあ ╅くけあてつさそ-
【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか.

╇ てそすか おうか えしあうふ. ╈しあうあ «《いはけか たちそいしかすふ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ 
ちかえけそせあ» つそおかちきけて つてあてへけ, たそつしかおそうあてかしへせそ ちあつさちふうあまはけか すそてけうふ, 
ぬかしけ け たそくけぬけけ 』』』『, くあてかす 『そつつけけ う ちかえけそせか せあ たちそてみきかせけけ たそつしかおせけに 
おかつみてけしかてけこ. 》そさあくあせそ, さ さあさけす たそつしかおつてうけみす たちけうかしあ 』そうかてつさけこ 』そまく 
きかつてさあみ, けおかそしそえけくけちそうあせせあみ たそしけてけさあ せあ うそつてそねせそす せあたちあうしかせけけ — 
たちそてけうそつてそみせけか たそねてけ つそ うつかすけ うかおとはけすけ «けえちそさあすけ» ╅【『 そて [けてあみ おそ 
』ぃ╅, さあてあつてちそなけねかつさそか そてつてあうあせけか う つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそす ちあくうけ-
てけけ せあえしとにそ そてえそちそきかせせそえそ そて うせかのせかえそ すけちあ つそうかてつさそえそ ╉あしへせかえそ ╇そつ-
てそさあ, いかつつすふつしかせせあみ てちあてあ てふつみね ねかしそうかねかつさけに きけくせかこ う ╅なえあせけつてあせか.

¨く けつつしかおそうあせけこ, たそつうみはかせせふに つかえそおせみのせかすと おせま, せあけいそしへのかか うたか-
ねあてしかせけか たちそけくうそおけて «』けてとあぬけみ う ╅【『 け くあおあねけ たそ そいかつたかねかせけま けせてかちかつそう 
『そつつけけ». 〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ てかくけつそす とねかせそえそ そ てそす, ねてそ «おそしえそつちそね-
せふか けせてかちかつふ 『そつつけけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか くあさしまねあまてつみ 
う くあはけてか つそいつてうかせせそこ いかくそたあつせそつてけ; う けつたそしへくそうあせけけ たそてかせぬけあしあ ちかえけそせあ 
おしみ ちかなそちすけちそうあせけみ け ちあくうけてけみ ちそつつけこつさそこ ほさそせそすけさけ; う とてうかちきおかせけけ 
せあのかえそ えそつとおあちつてうあ う さあねかつてうか そおせそえそ けく うしけみてかしへせふに け とうあきあかすふに ぬかせ-
てちそう つけしふ». «】たそすみせとてふか くあおあねけ, — たそおねかちさけうあかて ╊.》. ╆あきあせそう, — うくあけ-
すそつうみくあせふ, たちけねかす うしけみせけか け たちかつてけき たそ いそしへのそすと つねかてと たちけおとて さ 『そつ-
つけけ てそしへさそ たそつしか てそえそ, さあさ そせあ おそさあきかて ほななかさてけうせそつてへ つうそかこ たそしけてけさけ 
う たそおおかちきあせけけ すけちあ け つてあいけしへせそつてけ せあ ちかえけそせあしへせそす とちそうせか, あ てあさきか 
うふこおかて う ねけつしそ しけおかちそう う つなかちか ほさそせそすけさけ». 〉あ ちかのかせけけ ほてけに くあおあね 
け たちかおしあえあかて つそつちかおそてそねけてへつみ あうてそち けつつしかおそうあせけみ.

《てすかてけう, ねてそ せふせかのせみみ つけてとあぬけみ う ╅【『 う ぬかしそす いしあえそたちけみてつてうとかて 
『そつつけけ, たそしけてそしそえ うすかつてか つ てかす うふおかしみかて ぬかしふこ ちみお つかちへかくせふに たちそいしかす, 
さそてそちふか そてちけぬあてかしへせそ つさあくふうあまてつみ けしけ すそえとて つさあくあてへつみ う いとおとはかす せあ 
けせてかちかつあに 『そつつけけ. ¨つつしかおそうあせけか くあうかちのあかてつみ ちあくうかちせとてふすけ ちかさそすかせおあ-
ぬけみすけ たそ そいはかこ つてちあてかえけけ 『そつつけけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか.

 * ‒けしそつそなつさけか せあとさけ. 2003. づ 1. 』. 155—158.
** 『かぬかせくけま せあ たかちうふこ てそす けくいちあせせふに てちとおそう ╊.》. ╆あきあせそうあ つす.: ‒けしそつそなつさけか せあとさけ. 2002. 
づ 2. 』. 154—157.
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╇ えしあうか «[けてあこ» くあてちそせとてふ すせそえけか あつたかさてふ うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ 
たそしけてけさけ, ほさそせそすけさけ, そいはかつてうかせせそこ け さとしへてとちせそこ きけくせけ せあのかえそ うかしけ-
さそえそ つそつかおあ. ╅うてそち たちけにそおけて さ うふうそおと, ねてそ 》かさけせ つてちかすけてつみ けつたそしへくそ-
うあてへ うせかのせけこ すけち おしみ すそおかちせけくあぬけけ つてちあせふ け う ちあすさあに ほてそこ つてちあてかえけけ 
くあけせてかちかつそうあせ う つてあいけしへせそつてけ そてせそのかせけこ さあさ つ ′あたあおそす, てあさ け つ ╇そつてそ-
さそす. ╇ てそ きか うちかすみ さけてあこつさけか ちとさそうそおけてかしけ たそしせふ ちかのけすそつてけ たちそてけうそ-
つてそみてへ しまいそこ けおかそしそえけねかつさそこ そたあつせそつてけ けくうせか.

《てせそのかせけみ [けてあみ つ せあのかこ つてちあせそこ たちそつしかきけうあまてつみ せあ たちそてみきかせけけ 
いそしへのかこ ねあつてけ XX つてそしかてけみ. ╇ つてあてへか «』そうかてつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ: 
とちそさけ たちそのしそえそ け つそうちかすかせせそつてへ» そてすかねかせあ ちそしへ 〈そつさうふ う つてあせそうしかせけけ 
さそすすとせけつてけねかつさそえそ おうけきかせけみ う [けてあか, ちあつつすあてちけうあまてつみ なあさてそちふ, つたそ-
つそいつてうそうあうのけか なそちすけちそうあせけま う 50-に えそおあに つそうかてつさそ-さけてあこつさそえそ つそまくあ, 
あ くあてかす かえそ ちあつたあおと う 60-に えそおあに.

『あいそてあ «『そつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ せあ つそうちかすかせせそす ほてあたか» 
くあうかちのあかて けつつしかおそうあせけか たちそいしかす け たかちつたかさてけう せあのかえそ つそてちとおせけねか-
つてうあ つ うそつてそねせふす えけえあせてそす. 】ねかせふこ せあくふうあかて たちけねけせふ とえしといしみまはか-
えそつみ うくあけすそおかこつてうけみ 『そつつけけ つ [けてあかす: ちかあさぬけみ おうとに つてちあせ せあ たそたふてさけ 
』ぃ╅ つてあてへ あいつそしまてせふす えかえかすそせそす せあ すけちそうそこ あちかせか; たちかそおそしかせけか 
たそしけてけさそ-けおかそしそえけねかつさけに ちあくせそえしあつけこ すかきおと 〈そつさうそこ け 》かさけせそす; 
いしけくそつてへ けに たちけそちけてかてそう うせとてちかせせかえそ ちあくうけてけみ; ほさそせそすけねかつさあみ うくあ-
けすそおそたそしせみかすそつてへ; えかそえちあなけねかつさけか け けつてそちけねかつさけか なあさてそちふ: とちか-
えとしけちそうあせけか つたそちそう, おそつてあうのけにつみ う せあつしかおつてうそ そて たちそのしそえそ. 《おせそ-
うちかすかせせそ う ちあいそてか そいそくせあねかせふ ちかあしへせふか け たそてかせぬけあしへせふか たちそいしかすふ 
う ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに, せあすかねかせふ たとてけ けに せかこてちあしけくあ-
ぬけけ けしけ つすみえねかせけみ.

】うしかさあてかしへせふ う させけえか つまきかてふ, たそつうみはかせせふか うせとてちかせせけす さけてあこ-
つさけす ちかなそちすあす. ]かうあぬさけか ほさつたかちけすかせてふ さそせぬあ 1950-に — せあねあしあ 1960-に 
えそおそう ねとてへ せか くあえといけしけ あえちあちせふこ つかさてそち つてちあせふ. ╇ さそせぬか 1970-に えそおそう 
そいせそうしかせせそか さけてあこつさそか ちとさそうそおつてうそ そおせけす すあにそす たそさそせねけしそ つ しかうけくせそこ 
け ちかのけてかしへせそ おうけせとしそ つかしへつさそか にそくみこつてうそ たそ たとてけ ちふせそねせふに ちかなそちす. 
╉かちかうせみ そきけしあ, たちそおそうそしへつてうかせせあみ たちそいしかすあ たかちかつてあしあ てかちくあてへ つあすとま 
すせそえそねけつしかせせとま せあぬけま せあ くかすしか. ╅えちあちせふこ つかさてそち たちそおそしきあかて せあいけ-
ちあてへ そいそちそてふ, にそてみ てちとおせそつてかこ にうあてあかて.

╈しといそさけか たちかそいちあくそうあせけみ う ほさそせそすけさか け そいはかつてうかせせそこ きけくせけ つてあしけ 
おそたそしせみてへつみ たそおうけきさあすけ う たそしけてけねかつさそこ そいしあつてけ. ╇すかつてか つ てかす [》[ 
せか つたかのけて そてさあくふうあてへつみ そて すそせそたそしけけ せあ たそしけてけねかつさとま うしあつてへ, そたちあう-
おふうあみ ほてそ てかす, ねてそ つてちあせあ かはか せか えそてそうあ きけてへ う とつしそうけみに たそしせそさちそうせそこ 
おかすそさちあてけけ, そせあ すそきかて つさあてけてへつみ さ にあそつと.

〉か うつか う [〉『 つそえしあつせふ つ てあさそこ たそつてあせそうさそこ うそたちそつあ, たちけくせあかて 
╊.》. ╆あきあせそう, せそ なあさて そつてあかてつみ なあさてそす — うそて ときか いそしかか 20 しかて [けてあこ 
せあ とおけうしかせけか おちとえけす つてちかすけてかしへせそ ちあくうけうあかてつみ. ╇ つてあてへか «』てそけしそ しけ 
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たそつてとたあてへ, さあさ ╉ほせ?» ちそつつけこつさけこ たそしけてそしそえ そてうかねあかて せあ うそくせけさあまはけこ 
う おあせせそこ つうみくけ うそたちそつ そ てそす, ねてそ, うそくすそきせそ, 〈そつさうあ そのけいしあつへ, せか たそこおみ 
てかす きか たとてかす, さそてそちふこ うふいちあし 》かさけせ. 』 てそねさけ くちかせけみ あうてそちあ させけえけ, 
«せあのけ ちかなそちすふ せか すそえしけ ちあくうけうあてへつみ たそ さけてあこつさそすと つぬかせあちけま う つけしと 
そえちそすせふに ちあくしけねけこ すかきおと おうとすみ つてちあせあすけ, せかそおけせあさそうそこ つけてとあぬけけ, 
う さそてそちそこ そせけ せあにそおけしけつへ せあ たそちそえか ちかなそちすかせせそえそ たちそぬかつつあ».

╇ くあさしまねかせけか ╊.》. ╆あきあせそう たちかおそつてかちかえあかて たちそてけう けししまくけこ う そてせそ-
のかせけけ いかくそいしあねせそつてけ たかちつたかさてけう [〉『. 《せ たそおねかちさけうあかて: 『そつつけけ かはか 
しけのへ たちかおつてそけて つそくおあてへ ほななかさてけうせとま ほさそせそすけねかつさとま つけつてかすと, [けてあこ 
きか すそきかて つてそしさせとてへつみ つ たそしけてけねかつさけすけ うふくそうあすけ. «╊つしけ さけてあこつさあみ 
ほさそせそすけさあ たちそおそしきけて たそつてとたあてかしへせそか おうけきかせけか うたかちかお, てそ せあつてとたけて 
すそすかせて, さそえおあ さそすすとせけつてけねかつさあみ うしあつてへ うそこおかて う そつてちそか たちそてけうそちかねけか 
つ うそくすときあうのけす さしあつつそす さあたけてあしけつてそう, あ てあさきか つ そいひかさてけうせふすけ たそてちかい-
せそつてみすけ ちふせそねせそこ ほさそせそすけさけ う そてさちふてそつてけ, つうそいそおせそす おうけきかせけけ てそうあ-
ちそう, とつしとえ け けおかこ うせとてちけ つてちあせふ け せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか. 】おあつてつみ しけ 
たちかそおそしかてへ たちそてけうそちかねけみ すけちせそ, てそ かつてへ とこおかて しけ たちかきせみみ つけつてかすあ いかく 
つそたちそてけうしかせけみ, — ほてそ いそしへのそこ うそたちそつ».

′あうかちのあみ あくけあてつさとま てかすあてけさと, とねかせふこ ちあつつすあてちけうあかて たちそいしかすふ 
[そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ, ったそせけけ け ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ. 《ててとおあ そせ 
たかちかうそおけて うせけすあせけか ねけてあてかしかこ せあ かうちそたかこつさけこ さそせてけせかせて, くあてかす せあ 
』ぃ╅, 』ちかおせけこ け ╆しけきせけこ ╇そつてそさ.

[そちかこつさけこ ちあくおかし せあけいそしかか そいひかすせふこ け すせそえそえちあせせふこ. ╇ せかす たちけ-
つとてつてうとまて けつてそちけねかつさけこ, つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさけこ, うせとてちけたそしけてけねか-
つさけこ, さとしへてとちせふこ け すかきおとせあちそおせふこ あつたかさてふ. ¨つてそちけねかつさけこ あつたかさて — 
ほてそ け [そちかこつさあみ うそこせあ 1950—1953 えそおそう, け ほうそしまぬけみ 』かうかちせそこ け ょきせそこ 
[そちかけ せあ たちそてみきかせけけ たそつしかおせけに たみてけおかつみてけ しかて. 』さちとたとしかくせそ ちあつつすそ-
てちかせふ ほさそせそすけねかつさけか け つそぬけあしへせふか つけつてかすふ おうとに さそちかこつさけに えそつとおあちつてう, 
けに たしまつふ け すけせとつふ. 》そさあくあせそ, たそねかすと つかうかちそさそちかこつさけこ ちかきけす, せかつすそ-
てちみ せあ てとたけさそうとま しけせけま う つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそこ そいしあつてけ, たちそおそし-
きあかて さそせてちそしけちそうあてへ うせとてちけたそしけてけねかつさとま つけてとあぬけま, あ ょえ, せかうくけちあみ 
せあ うたかねあてしみまはけか おそつてけきかせけみ う すあてかちけあしへせそこ つなかちか, たかちけそおけねかつさけ 
しけにそちあおけて けくせとてちけ. 】うしかさあてかしへせそ ちあつつさあくふうあかてつみ そ つたかぬけなけさか さそちかこ-
つさそこ さとしへてとちふ.

』しかおとまはけこ ちあくおかし あちえとすかせてけちそうあせせそ おそさあくふうあかて うあきせそつてへ ったそせけけ 
おしみ そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ け ちかのかせけみ ほさそせそすけねかつさけに くあおあね 『そつつけこ-
つさそこ ‒かおかちあぬけけ.

╈しあうあ «ょえそ-╇そつてそねせあみ ╅くけみ» ちあつつさあくふうあかて そ おうとに つてちあせあに, 』けせえあたとちか 
け [あすいそおきか. 》そうかつてうそうあせけか そ 』けせえあたとちか せあねけせあかてつみ つ 1960-に えそおそう, 
つ くあいあうせそえそ そねかちさあ そ «たけちあてつさけに てあさつけ», えそせみうのけに たそ てそえおあ かはか いかお-
せそうあてそすと け えちみくせそうあてそすと てちそたけねかつさそすと そつてちそうと. 』そうつかす おちとえけす たちかお-
つてあかて 』けせえあたとち, さそえおあ あうてそち うそくうちあはあかてつみ てとおあ おうあおぬあてへ しかて つたとつてみ. 
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╇そつにけはあみつへ おそつてけきかせけみすけ そつてちそうけてみせ, ╊.》. ╆あきあせそう けくとねあかて ちかぬかたてふ 
つけせえあたとちつさそえそ とつたかにあ. [あすいそおきあ そたけつあせあ せあ すそすかせて 1987 え., さそえおあ てあす 
かはか うそうつま いとのかうあしあ うそこせあ すかきおと たちそうへかてせあすつさけす たちあうけてかしへつてうそす 
け そたたそくけぬけかこ, たそおおかちきけうあかすそこ [けてあかす け せかさそてそちふすけ おちとえけすけ つけしあすけ. 
╇ つてあてへか にそちそのそ たそさあくあせふ てあさきか つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさあみ つけてとあぬけみ, 
さとしへてとちせふか てちあおけぬけけ け そいふねあけ つてちあせふ.

╇ かうちそたかこつさそす ちあくおかしか つそおかちきけてつみ そちけえけせあしへせふこ つちあうせけてかしへせふこ 
あせあしけく けつてそちけけ おうとに ちあくおかしかせせふに せあぬけこ — えかちすあせつさそこ け さそちかこつさそこ. 
》そおちそいせそ そつてあせそうけうのけつへ せあ せかえあてけうせふに たそいそねせふに たそつしかおつてうけみに たしそにそ 
たそおえそてそうしかせせそえそ そいひかおけせかせけみ ╈かちすあせけけ, ちそつつけこつさけこ とねかせふこ たちかおそつてか-
ちかえあかて そて たそたふてそさ たそうてそちけてへ せかすかぬさけこ そたふて せあ さそちかこつさそこ たそねうか — ほてそ 
ねちかうあてそ さあてあつてちそなそこ.

』そかおけせかせせふか ぃてあてふ たちかおつてあうしかせふ う てそすか ちみおそす みちさけに くあちけつそうそさ 
そつうそかせけみ ╉けさそえそ ′あたあおあ, うせかのせかえそ そいしけさあ け きけくせけ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, 
さそせてちあつてそう あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ. ╅うてそち たそおすかねあかて う つそうちかすかせせふに 
あすかちけさあせぬあに すせそえけか ねかちてふ, おそつてあうのけかつみ けす う せあつしかおつてうそ けく ほたそにけ 
«くそしそてそこ しけにそちあおさけ» つかちかおけせふ XIX つてそしかてけみ: そて たちそつてそてふ せちあうそう け せかくあ-
うけつけすそつてけ おとにあ おそ たそさしそせかせけみ さとしへてと おかせかえ け つさしそせせそつてけ さ せあつけしけま. 〉あ 
そおせそす おふにあせけけ ねけてあかてつみ そねかちさ そ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, さそてそちふこ たちけうしかさあかて 
てとちけつてそう つそ うつかえそ つうかてあ ちそすあせてけねかつさそこ けつてそちけかこ, ほてせけねかつさそこ たかつてちそてそこ 
せあつかしかせけみ, さちとてふすけ にそしすあすけ, きけうそたけつせふす くあしけうそす, いかしふすけ たあちそにそ-
おあすけ, てあけせつてうかせせふす てとすあせそす, しけいかちあしけくすそす け おそいちそきかしあてかしへつてうそす, 
つといてちそたけねかつさけすけ たあちさあすけ, いとちせふす そさかあせつさけす たちけしけうそす. 》ちけ ほてそす, 
さあさ たけのかて あうてそち, おしみ すせそえけに かえそ そいけてあてかしかこ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ そてせまおへ 
せか みうしみかてつみ ちあかす. 〉か すかせかか とうしかさあてかしかせ つしかおとまはけこ そねかちさ, う さそてそちそす 
ちあくいけちあまてつみ えかそえちあなけねかつさけか, つそぬけあしへせふか, ほさそせそすけねかつさけか, たそしけてけねか-
つさけか, けおかそしそえけねかつさけか, ちかしけえけそくせふか ちあくしけねけみ すかきおと ちかえけそせあすけ, のてあ-
てあすけ, そさちとえあすけ, えそちそおあすけ 』ぃ╅.

¨く つてあてかこ たそ いしけきせかうそつてそねせそこ てかすあてけさか すふ いふ うふおかしけしけ たそつうみはかせ-
せふか けちあさつさそこ たちそいしかすか («〉か くあ つねかて せあおちふうあ せあちそおせふに つけし») け とさちかたしか-
せけま いかくそたあつせそつてけ う くそせか 》かちつけおつさそえそ くあしけうあ (“Threats to Security in the 
Persian Gulf”). 】ねかせふこ たちけくふうあかて う うふちあいそてさか たそしけてけさけ せあ けちあさつさそす 
せあたちあうしかせけけ せか ちとさそうそおつてうそうあてへつみ けおかそしそえけねかつさけすけ さしけのか け きかしあせけかす 
たそてちあなけてへ ╇あのけせえてそせと, あ けつにそおけてへ けく けせてかちかつそう ちそつつけこつさそえそ せあちそおあ: 
せあのあ つてちあせあ «うたそしせか う つそつてそみせけけ おそいけうあてへつみ つそいしまおかせけみ ¨ちあさそす そいはか-
たちけせみてふに たちけせぬけたそう すかきおとせあちそおせそえそ そいはかせけみ てあさ, ねてそいふ け つうそか “み” 
たそさあくあてへ け う てそ きか うちかすみ せか けつたそちてけてへ そてせそのかせけみ せけ つ あちあいあすけ, うさしまねあみ 
けちあさぬかう, せけ つ 』ぃ╅, せけ つ ′あたあおせそこ ╊うちそたそこ». ╇ つてあてへか そ つけてとあぬけけ う 》かち-
つけおつさそす くあしけうか たそさあくあせあ そたあつせそつてへ たそたふてそさ 』ぃ╅ け ╇かしけさそいちけてあせけけ 
けつたそしへくそうあてへ つけしと う ちかえけそせか う そいにそお 《《〉. 》そおねかちさせとてあ せかおそたとつてけ-
すそつてへ みおかちせふに たちけえそてそうしかせけこ う ¨くちあけしか, せかそいにそおけすそつてへ さそせてちそしみ せあお 
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ほさつたそちてそす そいふねせふに うそそちときかせけこ う いしけきせかうそつてそねせふこ ちかえけそせ. ╉そしきせそか 
すかつてそ そてうかおかせそ う つてあてへか け てあさけす とえちそくあす つてあいけしへせそつてけ, さあさ てかちちそちけくす, 
ほさつてちかすけくす, つかたあちあてけくす, つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさけか せかとちみおけぬふ け おち.

》そつしかおせけこ ちあくおかし てそすあ つそおかちきけて けせなそちすあぬけま そ せあとねせそ-たといしけ-
ぬけつてけねかつさそこ おかみてかしへせそつてけ ╊.》. ╆あきあせそうあ け 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, つそあうてそちあ 
け あうてそちあ すせそえけに ちあいそて, う てそす ねけつしか うさしまねかせせふに う てちかにてそすせけさ. 〈あつ-
のてあいふ てうそちねかつてうあ つとたちとえそう ╆あきあせそうふに うたかねあてしみまて: 19 すそせそえちあなけこ, 
55 えしあう け ちあくおかしそう う さそししかさてけうせふに てちとおあに, つうふのか 100 けつつしかおそうあてかしへつさけに 
ちあいそて, そさそしそ 600 つてあてかこ う せあとねせそこ け そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさそこ たかちけそ-
おけさか, 37 そてちかおあさてけちそうあせせふに させけえ, 18 たそおえそてそうしかせせふに おそさてそちそう け さあせ-
おけおあてそう せあとさ, いそしかか 100 ちかぬかせくけこ せあ おけつつかちてあぬけけ け すそせそえちあなけけ, たそねてけ 
250 おそさしあおそう け しかさぬけこ, 200 けせてかちうへま う おかつみてさあに つてちあせ すけちあ, たちかたそおあうあ-
てかしへつさあみ ちあいそてあ う 15 うかおとはけに せあとねせふに け とねかいせふに ぬかせてちあに.

《つてあかてつみ せあおかみてへつみ, ねてそ ╊.》. ╆あきあせそう け 〉.╊. ╆あきあせそうあ せか そつてあせそうみてつみ 
せあ おそつてけえせとてそす け たちそおそしきあて つうそま あさてけうせとま, たしそおそてうそちせとま け うあきせとま 
おしみ そいはかつてうあ せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ.

* * *

ぁかちかうさそ [.╊.*

╇てそちそこ てそす けくいちあせせふに てちとおそう ╊.》. ╆あきあせそうあ たそつうみはかせ たちそいしかすあす ╅くけ-
あてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ け うそたちそつあす うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ たそしけ-
てけさけ [〉『 う ちかえけそせあしへせそす け えしそいあしへせそす さそせてかさつてあに つ てそねさけ くちかせけみ けせてか-
ちかつそう 『そつつけけ くあ たかちけそお つそ うてそちそこ たそしそうけせふ 1980-に おそ 2000 ええ.

╇ふせそつみ, せかつそすせかせせそ, たそしかくせふか ちかさそすかせおあぬけけ たそ そいはかこ つてちあてかえけけ 
『そつつけけ う ╅【『, あうてそち そいちあはあかて うせけすあせけか せあ せかそいにそおけすそつてへ ついあしあせつけちそ-
うあせせそつてけ そてかねかつてうかせせそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ さあさ う えしそいあしへせそす けくすかちか-
せけけ, てあさ け う そてせそのかせけみに うせとてちけ ╅【『. 》ちけ ほてそす う させけえか つそおかちきけてつみ たちけ-
くふう せか せあちとのあてへ つしそきけうのけこつみ う ほてそす ちかえけそせか つてあてとつ-さうそ, たそつてかたかせせそ 
ちあつたとてふうあみ とくしふ せあたちみきかせせそつてけ, とさちかたしみみ ちかきけす せかちあつたちそつてちあせかせけみ 
そちときけみ すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ け つたそつそいつてうとみ そつしあいしかせけま えそせさけ そいふね-
せふに うそそちときかせけこ (て. 2, つ. 59).

ゅてけ ちかさそすかせおあぬけけ, けつにそおみ けく くあてみきせそえそ なけせあせつそうそえそ さちけくけつあ, そにうあ-
てけうのかえそ ちみお つてちあせ ╅【『 け, さあさ つしかおつてうけか, とさちかたけうのかえそ おそすけせけちとまはとま 
ちそしへ 』ぃ╅ け たそうふつけうのかえそ ちそしへ [〉『, せそつみて せか てそしへさそ そいはけこ, せそ け うたそしせか 
さそせさちかてせふこ にあちあさてかち: 1) ちあくうけてけか 』けいけちけ け ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ つ たちけうしか-
ねかせけかす つちかおつてう くあちといかきせふに たあちてせかちそう, せそ せあ そつせそうか つけつてかすふ ほさそせそすけねか-
つさそこ いかくそたあつせそつてけ; 2) とちかえとしけちそうあせけか たそえちあせけねせふに うそたちそつそう け うそたちそつそう 
てかちちけてそちけあしへせそえそ ちあくすかきかうあせけみ (『‒ つ [〉『 け ったそせけかこ, [〉『 つ ったそせけかこ 

* ╇そつてそさ. 2002. づ 1. 』. 164—167.
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け おち.), せか そてさしあおふうあみ けに おそ つしかおとまはけに たそさそしかせけこ, «ねてそいふ せか たちけのしそつへ 
つてちあおあてへ せあのけす たそてそすさあす», けいそ «にそちそのそ けくうかつてせそ, ねてそ うそそちときかせけみ 
つてあせとて けくそはちかせせかか け つそそてうかてつてうかせせそ しまいそこ つたそち そたあつせかか» (て. 2, つ. 46; 
そおせあさそ せあ つ. 54 あうてそち, つたちあうかおしけうそ そぬかせけうあみ そいみくあてかしへつてうそ 』』』『/『‒ 
くあさしまねけてへ すけちせふこ おそえそうそち つ ったそせけかこ, ちかのけう たちそいしかすと ょきせふに [とちけし 
おそ 2000 え., さあさ くあうふのかせせそか, たちかおしあえあかて «たちそおうけえあてへ ちそつつけこつさそ-みたそせつさけか 
そてせそのかせけみ う そいにそお てかちちけてそちけあしへせそこ たちそいしかすふ»); 3) たちそおうけきかせけか けおかけ 
たかちかえそうそちそう そい とちかえとしけちそうあせけけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか たそ なそちすとしか 
«4 ([〉╉『, 『[, 』ぃ╅, [〉『) + 2 (『‒, ったそせけみ)» いかく なそちつけちそうあせけみ そいひかおけせか-
せけみ [そちかけ, けいそ かえそ ちかあしけくあぬけみ ねちかうあてあ そててみえけうあせけかす てとおあ なけせあせつそうふに 
ちかつとちつそう う とはかちい たそてちかいせそつてみす 『そつつけけ (て. 2, つ. 55); 4) つそいしまおかせけか てあさてあ 
け そつてそちそきせそつてけ う うそたちそつか そ 【あこうあせか — とおかちきあせけか さそせなしけさてとまはけに 
つてそちそせ ([〉『 け 【あこうあせへ) そて うそそちときかせせそえそ つてそしさせそうかせけみ, あ てあさきか け う おちと-
えけに てかちちけてそちけあしへせふに うそたちそつあに, しけのへ とたそすけせあかすふに あうてそちそす. 》ちけ ほてそす, 
せあ すそこ うくえしみお, ぬかしかつそそいちあくせそ いふしそ いふ おそいあうけてへ, ねてそ う つそそてうかてつてうけけ つ 
[あけちつさそこ (1943) け 》そてつおあすつさそこ (1945) おかさしあちあぬけみすけ せあのあ つてちあせあ みうしみ-
かてつみ つてそちそせそこ う うそたちそつか そい そたちかおかしかせけけ たちけせあおしかきせそつてけ 【あこうあせみ, さあさ 
け おちとえけに そつてちそうそう まえそ-くあたあおせそこ ねあつてけ 【けにそえそ そさかあせあ (あ せか てそしへさそ そつてちそ-
うそう う ょきせそ-[けてあこつさそす すそちか); 5) そいとくおあせけか つそうすかつてせそ つ 』ぃ╅, [けてあかす 
け おちとえけすけ えそつとおあちつてうあすけ みおかちせふに あすいけぬけこ ¨せおけけ け 》あさけつてあせあ さあさ 
そたあつせかこのかえそ そねあえあ せあたちみきかせせそつてけ ういしけくけ えちあせけぬ 『‒; 6) てちかいそうあせけか そて 
[〉╉『 うふたそしせかせけみ そいみくあてかしへつてう そい そてさあくか そて ちあさかてせそ-みおかちせそえそ そちときけみ 
つ たそおさしまねかせけかす さ つそうすかつてせふす とつけしけみす う ほてそす せあたちあうしかせけけ すかきおとせあ-
ちそおせふに そちえあせけくあぬけこ; 7) とたそちみおそねかせけか てそちえそうしけ そちときけかす つそ つてちあせあすけ 
╅【『, そつそいかせせそ つ [〉『, たとてかす えそつさそせてちそしみ うせとてちけ 『‒ け なそちすけちそうあせけみ 
すかち おそうかちけみ ねかちかく ╅くけあてつさけこ ちかえけそせあしへせふこ なそちとす (て. 2, つ. 55—57).

╈しあうせそか うせけすあせけか う させけえか とおかしかせそ たちそいしかすあす [けてあみ. ╅うてそち てはあ-
てかしへせそ あせあしけくけちとかて うつか そつせそうせふか つてそちそせふ てちあせつなそちすあぬけけ かえそ ほさそ-
せそすけさけ, たそしけてけさけ け けおかそしそえけけ う たそつしかおせけか おうあ おかつみてけしかてけみ XX う., 
おかしあみ あさぬかせて せあ たそうふのかせけけ ちそしけ あくけあてつさそえそ えけえあせてあ う つそうちかすかせせそす 
すけちか け せあ さあちおけせあしへせそす けくすかせかせけけ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに け ちそつつけこつさそ-
さけてあこつさけに そてせそのかせけこ. ′あ てそねさと そてつねかてあ う たかちかにそおか [けてあみ そて たそしけてけさけ 
きかつてさそこ さそせなちそせてあぬけけ つ おちとえけすけ えそつとおあちつてうあすけ, たちかきおか うつかえそ つ 』』』『, 
さ すけちせそこ, せかくあうけつけすそこ け つあすそつてそみてかしへせそこ うせかのせかこ たそしけてけさか う させけえか 
そいそつせそうあせせそ いかちかてつみ XII つひかくお [そすたあちてけけ [〉『, たそつさそしへさと せあ せかす 
いふし つせみて てかくけつ そ てそす, ねてそ 』そうかてつさけこ 』そまく — みさそいふ えしあうせふこ けつてそねせけさ 
そたあつせそつてけ せそうそこ すけちそうそこ うそこせふ, とえちそきあまはけこ うつかす つてちあせあす, うさしまねあみ 
』ぃ╅, け せかそいにそおけすそ つそくおあてへ たちそてけう せかえそ かおけせふこ なちそせて うそ うつかすけちせそす 
すあつのてあいか つ とねあつてけかす ╇あのけせえてそせあ (て. 2, つ. 79).

》ちけねけせふ さそちかせせそえそ けくすかせかせけみ うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ さとちつあ [〉『 
あうてそち とつすあてちけうあかて う ちかなそちすあに, さそてそちふか いふしけ たちそうそくえしあのかせふ さけてあこ-
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つさけす ちとさそうそおつてうそす うそ えしあうか つ ╉ほせ 』みそたけせそす け たちけくうあせふ けつたちあうけてへ 
おかなそちすあぬけけ う たそしけてけさか け ほさそせそすけさか つてちあせふ, たそちそきおあかすふか そてつとてつてうけかす 
おかすそさちあてけけ け うそしませてあちけくすそす, あ てあさきか う たそくけてけうせそす うそくおかこつてうけけ しけせけけ 
〈そつさうふ せあ ちあくちみおさと すかきおとせあちそおせそこ せあたちみきかせせそつてけ け つそさちあはかせけか 
ちあさかてせそ-みおかちせふに うそそちときかせけこ.

『あすさけ ちかぬかせくけけ せか たそくうそしみまて たそおちそいせそ そぬかせけてへ うかつへ つたかさてち たちそいしかす 
[けてあみ, たそおうかちえせとてふに あうてそちそす あせあしけくと. 《つてあせそうしまつへ しけのへ せあ うそたちそつあに 
そてせそのかせけこ [けてあみ つ せあのかこ つてちあせそこ, たちかおつてあうしみまはけに, せあ すそこ うくえしみお, 
せあけいそしへのけこ けせてかちかつ おしみ ちそつつけこつさけに ねけてあてかしかこ.

》ちかきおか うつかえそ そてすかねと, ねてそ う させけえか たちけくせあまてつみ そのけいさけ [そすけせてかちせあ 
うそ うちかすかせあ 』てあしけせあ, せか たちけせけすあうのかえそ う ちあつねかて つたかぬけなけさと [けてあみ, さそてそ-
ちあみ たちそみうしみしあつへ う とせあつしかおそうあせせそす しかえけつてつさそす すけしけてあちけくすか け さそせなとぬけ-
あせつさそす ほえそぬかせてちけくすか, あ てあさきか う そつとはかつてうしみうのけにつみ けおかみに せあぬけそせあしへせそえそ 
そつうそいそきおかせけみ そて けすたかちけあしけつてけねかつさそえそ くあつけしへみ. ╅うてそち たちけうそおけて たちけくせあ-
せけか 』てあしけせあ, さそてそちそか そせ つおかしあし う いかつかおか つ ]ま ぃあそぬけ う 1949 え. う 〈そつさうか, 
そい けすかうのかす すかつてそ う たちそのしそす うすかのあてかしへつてうか つそうかてつさそこ つてそちそせふ «せかたそ-
おそいあまはけす そいちあくそす» う おかしあ さけてあこつさそこ ちかうそしまぬけけ (て. 2, つ. 149). ¨すかしけつへ 
う うけおと たちかきおか うつかえそ せあつてそこねけうふか つそうかてふ そ つそてちとおせけねかつてうか つ ╈そすけせへおあ-
せそす, う てそ うちかすみ さあさ [》[ たちけおかちきけうあしあつへ しけせけけ せあ おそつてけきかせけか たそいかおふ 
う ちかうそしまぬけけ, さそてそちあみ, う さそせかねせそす つねかてか, とうかせねあしあつへ とつたかにそす.

╇ そてしけねけか そて ちみおあ つそうかてつさけに けつてそちけさそう-さけてあかうかおそう, あうてそち うそくおかち-
きけうあかてつみ そて せかえあてけうせそこ そぬかせさけ さそせてあさてそう 〈あそ をくほおとせあ つ たちかおつてあうけてか-
しみすけ 』ぃ╅ う 1945—1949 ええ. け おかしあかて あちえとすかせてけちそうあせせふこ つつふしさあすけ せあ 
おそさとすかせてふ うふうそお そ てそす, ねてそ [けてあこ そいひかさてけうせそ せときおあしつみ う たちけくせあせけけ 
け たそすそはけ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう おしみ つうそかえそ つてあせそうしかせけみ さあさ せそうそえそ えそつと-
おあちつてうあ. 【そしへさそ せかおあしへせそうけおせあみ そちけかせてあぬけみ ╇あのけせえてそせあ せあ てかちみうのけこ 
つうそけ たそくけぬけけ ╈そすけせへおあせ たそおそちうあしあ うそくすそきせそつてけ おしみ つそてちとおせけねかつてうあ 
[》[ つ ╆かしふす おそすそす け たちけうかしあ さ つそくおあせけま うそかせせそえそ つそまくあ [〉『 つ 』』』『. 
¨ ねてそ そつそいかせせそ うあきせそ, しけせけみ せあ とつてあせそうしかせけか [けてあかす せそちすあしへせふに 
そてせそのかせけこ つ 』ぃ╅ つ たそしとねかせけかす う たそつしかおとまはかす くあこすそう と たそつしかおせけに 
け ちあくうけてけか つ せけすけ てそちえそうしけ つ ぬかしへま うそつつてあせそうしかせけみ ほさそせそすけさけ う たちけせ-
ぬけたか たそおおかちきけうあしあつへ 〈そつさうそこ (て. 2, つ. 145—146).

》そつしか くあさしまねかせけみ う 1950 え. ╉そえそうそちあ そ おちときいか, つそまくか け うくあけすせそこ たそ-
すそはけ つちそさそす せあ 30 しかて つそてちとおせけねかつてうそ すかきおと 』』』『 け [〉『, さあさ つたちあうかお-
しけうそ たけのかて あうてそち, «そてしけねあしそつへ おけせあすけくすそす, すあつのてあいせそつてへま, えしといけせそこ»: 
』そうかてつさけこ 』そまく そさあくあし たそすそはへ [けてあま う つてちそけてかしへつてうか いそしかか 250 さちとた-
せふに たちそすふのしかせせふに たちかおたちけみてけこ け せあたちあうけし てとおあ つうふのか 40 てふつ. つたかぬけ-
あしけつてそう, いそしかか 11 てふつ. さけてあこぬかう たそしとねけしけ う 』』』『 うふつのかか そいちあくそうあせけか 
(て. 2, つ. 154—155). ╇ 1960—1970-か えそおふ そ つそうかてつさそこ たそすそはけ う [〉『 しけいそ 
せか とたそすけせあしけ, しけいそ そぬかせけうあしけ かか たちかおうくみてそ (にそてみ う 1980-か えそおふ うせそうへ 
うかちせとしけつへ さ かか たそしそきけてかしへせそこ そぬかせさか), ねてそ いふしそ つうみくあせそ つ そいはけす とにとお-
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のかせけかす そてせそのかせけこ, うふくうあせせふす おけさてあてそす せあのけに つそうかてせけさそう, たちけせけきか-
せけかす ちそしけ [〉『 う たそいかおか うそ ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせか, てちかいそうあせけみすけ なそちつけ-
ちそうあてへ あえちあちせとま ちかなそちすと, あ てあさきか てちかせけみすけ たそ おちとえけす うそたちそつあす, う てそす 
ねけつしか たそ うそたちそつと たかちかおあねけ [╇╋╉ う つそうすかつてせそか とたちあうしかせけか. 》かさけせ うふ-
おうけえあし たちかてかせくけけ け う つうみくけ つ てかす, ねてそ 〈そつさうあ みさそいふ せあうみくあしあ かすと う 1952 え. 
つうそけ うそかせせふか いあくふ う 》そちて-╅ちてとちか (]まこのとせか) け ╉あしへせかす (╉あしみせか), にそてみ 
おそえそうそち そ せけに いふし くあさしまねかせ け たそくおせかか たちそおしかせ, さあさ たそおねかちさけうあかて あうてそち, 
たそ たちそつへいか さけてあこぬかう つそ つつふしさそこ せあ うそこせと う [そちかか け そてつとてつてうけか すけちせそえそ 
おそえそうそちあ すかきおと 』』』『 け ったそせけかこ. ╇ うけせと 』そうかてつさそすと 』そまくと うすかせみしけつへ: 
うふうそく うつかえそ たちそすふのしかせせそえそ そいそちとおそうあせけみ けく 〈あせへねきとちけけ たそつしか かか そつ-
うそいそきおかせけみ そて みたそせつさけに うそこつさ; つそくおあせけか せあ てかちちけてそちけけ [けてあみ つそうかてつさそ-
さけてあこつさけに つすかのあせせふに さそすたあせけこ う せあちとのかせけか かえそ つとうかちかせけてかてあ け たちけせ-
ぬけたあ うくあけすせそこ うふえそおふ; せあうみくふうあせけか せかちあうせそたちあうせそえそ さとちつあ まあせみ たそ 
そてせそのかせけま さ ちといしま. ╇あきせふす いふし てあさきか うそたちそつ そ つそうかてつさそす うしけみせけけ 
うそ ╇せかのせかこ 〈そせえそしけけ け うそくちそきおかせけけ う 》かさけせか せあすかちかせけこ かか そいひかおけせか-
せけみ つ ╇せとてちかせせかこ 〈そせえそしけかこ さあさ たちそうけせぬけかこ [〉『 うそたちかさけ っしてけせつさそこ 
おそえそうそちかせせそつてけ そ つてあてとつ-さうそ, て.か. せかくあうけつけすそつてけ 〈〉『 (て. 2, つ. 157—158).

〉か そてちけぬあみ せあしけねけみ せかえあてけうせふに すそすかせてそう う たそしけてけさか さけてあこつさそえそ 
ちとさそうそおつてうあ, あうてそち う てそ きか うちかすみ おかしあかて せかいかくそつせそうあてかしへせふこ うふうそお 
そ てそす, ねてそ たちけねけせふ ちあくちふうあ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ, うけおけすそ, 
くあさしまねあしけつへ う けに せかちあうせそたちあうせそす にあちあさてかちか, くあしそきかせせそす う つてあしけせつさけこ 
たかちけそお, け けおかそしそえけねかつさけに ちあくせそえしあつけみに, う てそす ねけつしか つそたかちせけねかつてうか くあ 
しけおかちつてうそ う すかきおとせあちそおせそす さそすすとせけつてけねかつさそす おうけきかせけけ, せかつそうたあおか-
せけけ うせかのせかたそしけてけねかつさけに たちけそちけてかてそう け しけねせそこ せかたちけみくせけ しけおかちそう 
おうとに おかちきあう (て. 2, つ. 167).

╇たそしせか そいそつせそうあせせそ あうてそち たそおねかちさけうあかて そつそいとま うあきせそつてへ てかちちけてそ-
ちけあしへせそえそ うそたちそつあ, さそてそちふこ う たかちうそこ たそしそうけせか 1960-に えそおそう, う け いかく てそえそ 
せあさあしかせせそこ そいつてあせそうさか, さけてあこつさあみ つてそちそせあ うふおうけせとしあ せあ たかちうふこ たしあせ. 
》ちけうそおけてつみ つつふしさあ せあ いかつかおと 10 けましみ 1964 え. 〈あそ をくほおとせあ つ みたそせつさそこ 
おかしかえあぬけかこ, さそえおあ そせ, たそ つとてけ おかしあ, たちかおひみうけし たちかてかせくけけ さ 』』』『 せあ うそく-
うちあて [けてあま 1,5 すしせ さう. さす かえそ «けつさそせせそこ てかちちけてそちけけ», «くあにうあねかせせそこ» 
たちけすかちせそ 100 しかて せあくあお たそ ╅こえとせつさそすと (1858) け 》かさけせつさそすと (1860) おそえそ-
うそちあす. ‒あさてけねかつさけ うさしまねけう う ほてそて «ちかかつてち» せか てそしへさそ ｠あいあちそうつさ け ╇しあ-
おけうそつてそさ, せそ け [あすねあてさと, 〈あそ をくほおとせ けすかし う うけおと, ねてそ つかうかちせあみ えちあせけぬあ 
[けてあみ, とつてあせそうしかせせあみ たそ たかちうそすと ちとつつさそ-さけてあこつさそすと おそえそうそちと (1689), 
たそ とてうかちきおかせけみす さけてあこつさけに けつてそちけさそう け たそしけてけさそう, みさそいふ たちそにそおけて 
たそ 』てあせそうそすと にちかいてと (╇せかのせかすと ｠けせえあせと) け かえそ そてうかてうしかせけま, うふにそおみ-
はかすと せあ ぁとさそてさと さ つかうかちと そて [あすねあてさけ.

╇ 1991 え. いふし くあさしまねかせ おそえそうそち そ おかしけすけてあぬけけ うそつてそねせそえそ とねあつてさあ 
つそうかてつさそ-さけてあこつさそこ えちあせけぬふ (せふせか ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそこ) つ たちそうかおか-
せけかす かか せか たそ さけてあこつさそすと いかちかえと たそえちあせけねせふに ちかさ, さあさ ほてそ いふしそ つおか-
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しあせそ う つそそてうかてつてうけけ つ さあちてあすけ, たちけしそきかせせふすけ さ 》かさけせつさそすと おそえそうそちと, 
あ たそ けに えしあうせそすと なあちうあてかちと, う つそそてうかてつてうけけ つ せそちすあすけ すかきおとせあちそお-
せそえそ たちあうあ (おそえそうそちかせせそつてへ そ つそうすかつてせそす けつたそしへくそうあせけけ おうとに つたそちせふに 
そつてちそうそう せあ ち. ╅すとち — ╆. 】つつけちけこつさけこ け 【あちあいあちそう — いふしあ おそつてけえせとてあ 
う 1997 え.). [ さそせぬと 1990-に えそおそう いふしあ くあうかちのかせあ おかすあちさあぬけみ ちそつつけこつさそ-
さけてあこつさそこ えちあせけぬふ つ とつてとたさそこ [けてあま せかつさそしへさそ いそしへのけに とねあつてさそう てかち-
ちけてそちけけ, ねかす 『そつつけけ つそ つてそちそせふ [けてあみ, ねてそ うふくうあしそ せかおそうそしへつてうそ ちそつ-
つけこつさそこ そいはかつてうかせせそつてけ せあ ╉あしへせかす ╇そつてそさか (て. 2, つ. 438—439, 446—447).

〉かつすそてちみ せあ てそ, ねてそ とちかえとしけちそうあせけか たそえちあせけねせそこ たちそいしかすふ そてうか-
ねあしそ けせてかちかつあす いかくそたあつせそつてけ, せかそいにそおけすそこ おしみ ほさそせそすけねかつさそえそ ちあく-
うけてけみ そいかけに つてちあせ, うせとてちけ つてちあせふ さけてあこつさけか けつてそちけさけ け たそしけてけさけ 
たちそおそしきあまて そいうけせみてへ 『そつつけま う そててそちきかせけけ と [けてあみ そいのけちせふに てかちちけ-
てそちけこ. ╇ つうみくけ つ ほてけす くあつしときけうあかて うせけすあせけみ うあきせふこ け うかつへすあ あさてとあしへ-
せふこ うふうそお あうてそちあ そ てそす, ねてそ う いとおとはかす たちあうけてかしへつてうそ [〉『 すそきかて うせそうへ 
うふおうけせとてへ てかちちけてそちけあしへせふか たちかてかせくけけ さ せあのかこ つてちあせか, ねてそいふ «うかち-
せとてへ けつてそちけねかつさけか おそしえけ け うそつつてあせそうけてへ つたちあうかおしけうそつてへ», かつしけ う ちかくとしへ-
てあてか せあいしまおあまはかえそつみ けせてかせつけうせそえそ ちそつてあ かえそ ほさそせそすけねかつさそこ け うそかせ-
せそこ すそはけ うせそうへ うそくそいしあおあまて うかしけさそおかちきあうせふか け せあぬけそせあしけつてけねかつさけか 
あすいけぬけけ (て. 2, つ. 448—451).

╇ さあねかつてうか たちそてけうそうかつあ てあさけす あすいけぬけみす, う そてしけねけか そて たそおてうかちきおかせけみ 
つそえしあつけみ つ てそねさそこ くちかせけみ さけてあこつさけに けつてそちけさそう そ てそす, ねてそ たそ 〉かちねけせ-
つさそすと おそえそうそちと 1689 え. えちあせけぬあ たちそにそおけしあ たそ 』てあせそうそすと にちかいてと (あ せか そて 
けつてそさそう ち. ╈そちいけぬふ ういしけくけ つしけみせけみ ち. ぃけしさけ つ ち. ╅ちえとせへ たそ いしけきあこのかこ 
さ ち. ╅すとち ぬかたけ えそち 』そにてあさあせ-【とさとちけせえちあ-╉きあえおふ つ そつてあうしかせけかす せかちあく-
えちあせけねかせせふす たちそつてちあせつてうあ さ まえと そて ち. 】おあ (】おへ), うたあおあまはかこ う 《にそてつさそか 
すそちか), うふちあきかせせそえそ う させけえか «╈ちあせけぬふ [けてあみ» (〈., 2001), おとすあま, いふしそ いふ 
ぬかしかつそそいちあくせそ たちけうかつてけ たといしけさそうあうのけかつみ ちあせかか すかきおとせあちそおせそ-たちあうそ-
うふか け けつてそちけねかつさけか あちえとすかせてふ う たそしへくと さそせぬかたぬけけ つとえといそ せそすけせあしへ-
せそえそ うあつつあしけてかてあ あいそちけえかせそう 》ちけあすとちへみ, 》ちけすそちへみ け 』あにあしけせあ たそ 
そてせそのかせけま さ [けてあま う XVII—XIX うう. ゅてそ たそさあくあしそ いふ せかつそつてそみてかしへせそつてへ 
さけてあこつさそこ てそねさけ くちかせけみ そ せかちあうせそたちあうせそつてけ ちとつつさそ-さけてあこつさけに おそえそ-
うそちそう とさあくあせせそえそ たかちけそおあ. [あさ すそきせそ えそうそちけてへ そ せかちあうせそたちあうせそつてけ, 
せあたちけすかち, 〉かちねけせつさそえそ おそえそうそちあ, かつしけ おそたそおしけせせそ けくうかつてせそ, ねてそ さけてあこ-
つさそ-すあせへねきとちつさあみ つてそちそせあ けすかしあ そえちそすせふこ うそかせせふこ たかちかうかつ, うふせとおけう-
のけこ 『そつつけま とつてとたけてへ [けてあま そつうそかせせとま ちとつつさけすけ くかすしかたちそにそおぬあすけ 
そえちそすせとま てかちちけてそちけま う 》ちけあすとちへか?

【そねせそ てあさ きか きかしあてかしへせそ いふしそ いふ う ちかぬかせくけちとかすそこ させけえか たちけ-
うかつてけ すかきおとせあちそおせそ-たちあうそうとま さそせてちあちえとすかせてあぬけま たちそてけう たちけてみくあ-
せけこ ったそせけけ せあ ょきせふか [とちけしふ, せかそおせそさちあてせそ くあてちあえけうあかすふに あうてそ-
ちそす. ¨すかかてつみ う うけおと, う ねあつてせそつてけ, たちけくせあせけか たちあうけてかしへつてうそす ったそせけけ 
う おそさとすかせてか, あおちかつそうあせせそす ╈かせつかさと 《《〉, そて 3 あたちかしみ 1987 え. ╇かせつさそこ 
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さそせうかせぬけけ そ たちあうか すかきおとせあちそおせふに おそえそうそちそう 1969 え. つ たちかくとすたぬけかこ 
たちあうあ 』』』『 さあさ てちかてへかこ つてそちそせふ つつふしあてへつみ せあ たちあうあ, うふてかさあまはけか けく 
おそえそうそちそう おちとえけに つてちあせ, あ つしかおそうあてかしへせそ, せあ たちあうそ せあのかこ つてちあせふ つつふ-
しあてへつみ せあ そてさあく ったそせけけ そて うつかに [とちけしへつさけに そつてちそうそう せあちみおと つ ょきせふす 
』あにあしけせそす たそ 』あせ-‒ちあせぬけつつさそすと すけちせそすと おそえそうそちと (1951) たちけ せあしけ-
ねけけ っしてけせつさそえそ つそえしあのかせけみ つそまくせけさそう (1945) そ たかちかおあねか けに うそ うしあおか-
せけか 』』』『 (つて. 36). (ゅてそ たちあうそ いふしそ たそおてうかちきおかせそ «さあさ せかそつたそちけすそか» 
う ちかさそすかせおあぬけみに ╈そつとおあちつてうかせせそこ おとすふ 『‒ たちあうけてかしへつてうと 『そつつけけ そて 
18 あたちかしみ 2002 え.)

¨く たちけくせあせけみ ったそせけかこ とたそすみせとてそこ ╇かせつさそこ さそせうかせぬけけ うふてかさあかて 
てあさきか せかたちあうそすかちせそつてへ うふおかしかせけみ ょきせふに [とちけし う そておかしへせそか つたかぬけ-
あしへせそか まちけおけねかつさそか たそせみてけか «』かうかちせふか てかちちけてそちけけ», てあさ ねてそ おあせせふこ 
おそさとすかせて そいみくふうあかて かか そえそうあちけうあてへ ほてそて うそたちそつ う てかさつてか つそそてうかてつてうとま-
はかえそ おそえそうそちあ, う おあせせそす つしとねあか 』あせ-‒ちあせぬけつつさそえそ すけちせそえそ おそえそうそちあ, 
けしけ う そておかしへせそす つそえしあのかせけけ, ねかえそ つおかしあせそ せか いふしそ. [ てそすと きか ほてあ さそせ-
うかせぬけみ たちかおとつすあてちけうあかて せあさあくあせけか あえちかつつそちあ, さあさそうふす ったそせけみ いふしあ 
さうあしけなけぬけちそうあせあ たそ たちけくせあせせそこ かま [あけちつさそこ おかさしあちあぬけけ つそまくせけさそう 
(1945) う つそそてうかてつてうけけ つ 】つてあうそす 《《〉 (つて. 107 け 103), う てそす ねけつしか たとてかす 
たちあうそすかちせそえそ しけのかせけみ かえそ ねあつてけ てかちちけてそちけけ, う そつそいかせせそつてけ, かつしけ 
そせあ けつたそしへくそうあしあつへ さあさ いあくあ あえちかつつけけ (つ ょきせふに [とちけし う 1941 え. いふしあ 
そてたちあうしかせあ みたそせつさあみ ほつさあおちあ おしみ うかちそしそすせそえそ せあたあおかせけみ せあ 》かちし-
｠あちいそち).

〈そきせそ つそえしあつけてへつみ つ あうてそちそす, ねてそ う たかちつたかさてけうか つそたかちせけねかつてうそ 』ぃ╅, 
[〉『 け ったそせけけ くあ しけおけちとまはかか たそしそきかせけか う すけちか いとおかて つたそつそいつてうそうあてへ 
せあえせかてあせけま せあたちみきかせせそつてけ, ちあつさちとねけうあせけま すあにそうけさあ えそせさけ うそそちと-
きかせけこ, たちかたみてつてうそうあてへ ほさそせそすけねかつさそすと つそてちとおせけねかつてうと け, おそいあうしま そて 
つかいみ, ほさそせそすけねかつさそすと ちあくうけてけま つてちあせ ╅【『, つそくおあうあみ そたあつせそつてへ てそえそ, ねてそ 
『そつつけみ, せか けすかみ うそくすそきせそつてかこ おしみ とねあつてけみ う うかしけさそおかちきあうせそす つそたかちせけ-
ねかつてうか, すそきかて たちかうちあてけてへつみ う たそしけてけねかつさとま さあちてと う ちとさあに ほてけに けえちそさそう. 
╊つしけ ほさつてちあたそしけちそうあてへ, たそ たちそえせそくと あうてそちあ, うせかのせまま たそしけてけさと [けてあみ 
け ったそせけけ けく たちそのしそえそ う いとおとはかか, てそ そて ほてけに えそつとおあちつてう すそきせそ そきけおあてへ 
せあけいそしへのかこ そたあつせそつてけ. ╈かそたそしけてけねかつさそか おあうしかせけか そはとてみて せか てそしへさそ 
╉あしへせけこ ╇そつてそさ け 』けいけちへ, せそ け ちそつつけこつさあみ うせかのせみみ たそしけてけさあ う ╅【『. 
¨ う ほてそす つしとねあか, さあさ せかいかくそつせそうあてかしへせそ くあさしまねあかて あうてそち, 『そつつけけ せあおそ 
いとおかて うつてとたあてへ う さそあしけぬけけ つ おちとえけすけ えそつとおあちつてうあすけ け せあちあはけうあてへ つうそこ 
そいそちそせせふこ たそてかせぬけあし (て. 2, つ. 472—473).

╆そしへのあみ ねあつてへ てちかてへかえそ てそすあ けくいちあせせふに てちとおそう ╊.》. ╆あきあせそうあ たそつうみ-
はかせあ [そちかか — かか けつてそちけけ, たそしけてけさか, ほさそせそすけさか, さとしへてとちか, あ てあさきか ちそしけ 
う すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに.

╇ たかちうとま そねかちかおへ そいちあはあかて せあ つかいみ うせけすあせけか けつたそしへくそうあせけか ちかお-
さけに あちにけうせふに おそさとすかせてそう, たちけうしかさあかすふに あうてそちそす おしみ あせあしけくあ うくえしみおそう 
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つそうかてつさそえそ け さけてあこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ せあ ちあくうみくふうあせけか つあすそこ くあえあおそねせそこ 
うそこせふ XX うかさあ — [そちかこつさそこ うそこせふ 1950—1953 ええ. ╇ けに ねけつしか とてうかちきおか-
せけか ¨.╇. 』てあしけせあ (すあちて 1949 え.) そ てそす, ねてそ «38-み たあちあししかしへ おそしきせあ いふてへ 
すけちせそこ», う そてうかて せあ つてちかすしかせけか [けす ¨ち 』かせあ そいひかおけせけてへ [そちかま うそそちと-
きかせせふす たとてかす, あ てあさきか つそえしあつけか 〈あそ をくほおとせあ (あたちかしへ 1950 え.) つ うてそちきか-
せけかす うそこつさ [〉╉『 う ょきせとま [そちかま たそつしか たそいかおふ さけてあこつさそこ ちかうそしまぬけけ 
け たそおおかちきさあ つ かえそ つてそちそせふ たそにそおあ せあ まえ (て. 3, つ. 91—93). [ つそきあしかせけま, 
う ちあいそてか せか うつかえおあ たちけつとてつてうとまて つつふしさけ せあ あちにけうせふこ けつてそねせけさ.

『あつつすあてちけうあみ なとせおあすかせてあしへせふか うそたちそつふ けつてそちけけ け ほさそせそすけさけ 
[そちかけ, ╊.》. ╆あきあせそう あちえとすかせてけちそうあせせそ とうみくふうあかて つそつてそみせけか ほさそせそすけさけ 
[〉╉『 つ すせそえそうかさそうそこ てちあおけぬけかこ «そてのかしへせけねかつてうあ» [そちかこつさそえそ さそちそ-
しかうつてうあ, たそおうかちえあかて えしといそさそすと あせあしけくと たかちつたかさてけうと すけちせそえそ そいひかおけせか-
せけみ [そちかけ う かか ちあくしけねせふに あつたかさてあに, うふつそさそ そぬかせけうあかて ちそしへ たちかくけおかせてあ 
[けす ╉ほ ぁきとせあ う おかすそさちあてけねかつさけに たちかそいちあくそうあせけみに う 『かつたといしけさか [そちかみ. 
╅うてそち たそさあくふうあかて てあさきか せあしけねけか いそしへのそえそ たそてかせぬけあしあ う つそてちとおせけ-
ねかつてうか すかきおと 『‒ け 『かつたといしけさそこ [そちかみ, せあねあしそ さそてそちそすと いふしそ たそしそ-
きかせそ う ちかくとしへてあてか うそつつてあせそうしかせけみ おうとつてそちそせせけに そてせそのかせけこ う せあねあしか 
1990-に えそおそう.

》そつしか えしあう, たそつうみはかせせふに ほさそせそすけさか ったそせけけ け ょ╇╅ つ あさぬかせてそす 
せあ うそくすそきせそつてけ ちあくうけてけみ うくあけすそうふえそおせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ つ 『そつつけかこ, 
あうてそち うせそうへ うそくうちあはあかてつみ さ たちそいしかすか そいひかおけせかせけみ [そちかけ つ とねかてそす とちそ-
さそう, さそてそちふか そせ たちかおしあえあかて けくうしかねへ けく そいひかおけせかせけみ ╈かちすあせけけ.

╉うか たそつしかおせけか せかいそしへのけか えしあうふ てちかてへかえそ てそすあ たそつうみはかせふ 』ぃ╅, 
』ちかおせかすと け ╆しけきせかすと ╇そつてそさと け たそしけてけさか 『そつつけけ う ほてそす ちかえけそせか.
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』そうちかすかせせふこ すけち
¨くいちあせせふか てちとおふ. 〈.: ¨くうかつてけみ, 2004. — 424 つ.

Volokhova A.A.*

This new book by Ye. Bazhanov, a leading 
Russian specialist in international relations 
and Russian foreign policy and Honored 
Science Worker of the Russian Federation, 
includes works he wrote in 2002—2003. They 
analyze the key problems of the rapidly 
changing and globalizing contemporary 
world, including of the countries of the Asia-
Pacifi c Region, as well as Russian policy in 
this region.

The third chapter of the book entitled 
“Asia” (p. 174—254) is devoted specially to 

the APR, although problems related in one way or another to China, North 
and South Korea, and Japan are also reviewed in other chapters of the mono-
graph which look at global development trends, Russian foreign policy, and 
the U.S.

The chapter on Asia begins with a section entitled “Weapons of Mass 
Destruction: Problems in the APR.” Mr. Bazhanov rightly believes that 
questions relating to weapons of mass destruction “are more complicated and 
serious [in this region] than in other parts of the world” (p. 174) and proves 
this by analyzing the stance of the U.S., Japan, and China, as well as the 
nuclear crisis in North Korea. The author calls this “the most serious crisis” in 
Northeast Asia since the 1950—1953 Korean War.

Special emphasis is placed on the Korean nuclear crisis in the next two 
sections of Chapter 3: “Multilateral Cooperation in Korea: A View from 
Russia” and “Korea in Russian Policy.” Presenting convincing arguments 
in favor of the thesis on total unacceptability of a military solution to the 
Korean problem (p. 181—182), Mr. Bazhanov turns to history, taking a look 
at the U.S.S.R.’s “traditional policy” toward Northeast Asia and, in particular, 
Korea. He also focuses attention on the reassessment of this policy under 
U.S.S.R. President Mikhail Gorbachev and then under fi rst Russian Federation 
President Boris Yeltsin, and presents the main political and economic reasons 
that led to a change in Russian policy on the Korean Peninsula (p. 203—205).

* Far Eastern Affairs. Vol. 32. 2004. No 4. P. 124—126.
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Mr. Bazhanov places the main accent on Korea’s signifi cance in the 
international strategy of Russian President Vladimir Putin (p. 205—212) 
aimed at peaceful settlement of the Korean problem in the interests of Russia, 
other countries of Northeast Asia, and the entire world community.

In the section “Russia and Korea” (p. 215—232), Mr. Bazhanov formulates 
possible development scenarios on the Korean Peninsula based on historical 
facts and an evaluation of the current state of Russian-Korean relations — 
from military, forceful suppression of the North Korean regime, which is 
entirely unacceptable to Russia, to peaceful settlement after elimination of 
the nuclear crisis. The author’s arguments are extremely convincing, but we 
may not entirely agree with him about the U.S.’s role, since Mr. Bazhanov 
believes that the prospects for settling the nuclear crisis and Korean problem 
as a whole “largely depend on the U.S.” (p. 224).

The author also sets forth his vision of the stages in settlement of the 
Korean question (p. 229—232):

1) assisting the DPRK to strengthen its sense of security and international 
recognition;

2) gradually creating a solid infrastructure of inter-Korean relations;
3) establishing offi cial diplomatic relations between the North and the 

South and entering a peace treaty with them;
4) making signifi cant changes in the DPRK (forming a suffi ciently 

developed mixed economy, forming a relatively open political and military 
system, securing in power a reform-minded, responsible, and predictable 
government) and beginning serious negotiations on the merging of the two 
Koreas — at fi rst into a confederation and only later into a single state.

Realistically evaluating this scenario, Mr. Bazhanov writes: “Of course, the 
scenario of a peaceful and gradual merging of the two Koreas is very diffi cult 
to implement. Almost impossible. But, from Russia’s point of view, we need 
to strive for this” (p. 232).

Another two sections of the chapter on Asia are devoted to China: the 
Taiwanese problem, its gist, the prospects for its settlement, and the stances 
of Beijing, Washington, Moscow, and Taipei on reunifying Taiwan and the 
PRC (p. 233—242), and the current situation in the PRC with the emphasis on 
several aspects of Russian-Chinese relations (p. 246—254).

And fi nally, a short, but very substantial article entitled “APEC’s Pros-
pects” takes a look at the problems of the APR as a whole (p. 243—245); in it 
Mr. Bazhanov argues with the criticism and negative evaluation of this APR 
organization expressed by several specialists. The author sets forth several 
arguments defending APEC, including the organization’s efforts to carry out 
specifi c tasks aimed at the economic development of the APR countries, grad-
ual strengthening of the APEC structure, and putting military and political 
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topics on its agenda. Mr. Bazhanov considers APEC a “vital organization” 
for Russia as well, believing that “only by participating in organizations of 
APEC’s caliber can a new generation of managers and economists capable of 
truly reforming the economy of the Far East and Siberia be raised” (p. 245).

As already mentioned, the topic of the APR as a whole and individual 
countries in the region, in particular, is also discussed in other chapters of the 
book beside the one on Asia — “Trends in Global Development (p. 8—44) and 
“Russia” (p. 46—172). In the latter, contemporary Russian-Chinese relations 
are described briefl y but in great depth, and their main problems are listed: 
the rise in number of Chinese citizens in the Russian Far East and the change, 
for the fi rst time in history, in the correlation of forces between the two nations 
in China’s favor. When talking about the fears that “the PRC may begin put-
ting geopolitical pressure on Russia and hindering it at the regional level” 
(p. 113), the author does not formulate his own attitude about these fears.

Sinologists will be very interested in Mr. Bazhanov’s evaluations of the 
works of American political scientists on China in the chapter called “The 
U.S.,” which is written as a recollection of the time the author worked at the 
U.S.S.R. Consulate General in San Francisco in the 1970s. The author looks at 
American political science on the Chinese problem in the developments that 
have occurred since the 1930s, when “American political scientists became 
really interested in China” (p. 360). Mr. Bazhanov uses specifi c examples to 
show the active role played by academic Sinologists in forming U.S. foreign 
policy, calling them an “important element of the driving forces of Washing-
ton’s Chinese policy” (p. 365).

The author’s description of the main areas in the heated discussion among 
American Sinologists on the Chinese problem and on the question of Amer-
ican strategy within the “big triangle” of the U.S.S.R. — U.S. — PRC, which 
took place in the 1970s, deserves attention, as well as the description of the 
“three schools” — liberal, ultra-conservative, and moderately conservative — 
which existed at that time in U.S. Sinology (p. 365—371). As future events 
showed, writes Mr. Bazhanov, those American scientists proved right who 
called on politicians not to place their stakes on permanent geopolitical con-
tradictions between Moscow and Beijing: at the beginning of the 21st century 
post-communist Russia and reforming communist China became strategic 
partners and are successfully cooperating with each other both in bilateral 
relations and on the international arena. “Of course, no one,” concludes the 
author, “could have predicted such a turn in events in the 1970s. This shows 
how dangerous it is to make long-term political predictions” (p. 371).

Mr. Bazhanov’s new book will primarily appeal to political scientists and 
specialists in a wide range of international relations problems. However, its 
lively and specifi c description of historical events and analysis of the deve-
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lopment trends in the world economy and politics of regions and individual 
countries in the context of the culture, traditions, and national character of 
different nationalities make the book under review interesting and benefi cial 
for anyone trying to gain a deeper and systemic understanding of the diverse 
and intricate processes going on in the contemporary world.

* * *

╇そしそにそうあ ╅.╅.
[あせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ*

〉そうあみ させけえあ そおせそえそ けく うかおとはけに ちそつつけこつさけに つたかぬけあしけつてそう たそ たちそいしかすあす 
すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつつけけ, くあつしときかせ-
せそえそ おかみてかしみ せあとさけ 『‒ ╊.》. ╆あきあせそうあ うさしまねあかて ちあいそてふ, せあたけつあせせふか 
けす う 2002—2003 ええ. ╇ せけに けつつしかおとまてつみ とくしそうふか たちそいしかすふ いふつてちそ すかせみ-
まはかえそつみ け えしそいあしけくけちとまはかえそつみ つそうちかすかせせそえそ すけちあ, う てそす ねけつしか つてちあせ 
╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ, け たそしけてけさけ 『そつつけけ う ほてそす ちかえけそせか.

』たかぬけあしへせそ ╅【『 たそつうみはかせあ III えしあうあ させけえけ — «╅くけみ» (つ. 174—254), 
にそてみ てあさ けしけ けせあねか たちそいしかすあてけさあ, つうみくあせせあみ つ [けてあかす, 』かうかちせそこ け ょきせそこ 
[そちかかこ け ったそせけかこ, ちあつつすあてちけうあかてつみ け う おちとえけに えしあうあに すそせそえちあなけけ — 
そ てかせおかせぬけみに えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ, そ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさか 
け そ 』ぃ╅.

╈しあうあ «╅くけみ» せあねけせあかてつみ つ ちあくおかしあ «《ちときけか すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ: 
たちそいしかすふ う ╅【『». ╊.》. ╆あきあせそう つたちあうかおしけうそ たそしあえあかて, ねてそ うそたちそつふ, さあつあ-
まはけかつみ 《〈】 う ほてそす ちかえけそせか, «みうしみまてつみ いそしかか つしそきせふすけ け つかちへかくせふすけ, 
ねかす う おちとえけに ねあつてみに すけちあ» (つ. 174), け おそさあくふうあかて ほてそ, あせあしけくけちとみ たそくけぬけけ 
』ぃ╅, ったそせけけ, [けてあみ, あ てあさきか みおかちせふこ さちけくけつ う 』かうかちせそこ [そちかか. ゅてそて 
さちけくけつ あうてそち せあくふうあかて «つあすふす つかちへかくせふす さちけくけつそす» う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ 
╅くけけ たそつしか [そちかこつさそこ うそこせふ 1950—1953 ええ.

[そちかこつさそすと みおかちせそすと さちけくけつと とおかしかせそ そつそいそか すかつてそ う おうとに たそつしか-
おとまはけに ちあくおかしあに III えしあうふ: «〈せそえそつてそちそせせかか つそてちとおせけねかつてうそ う [そちかか: 
うくえしみお けく 『そつつけけ» け «[そちかみ う ちそつつけこつさそこ たそしけてけさか». 》ちけうそおみ といかおけ-
てかしへせふか あちえとすかせてふ う たそしへくと てかくけつあ そ たそしせそこ せかたちけかすしかすそつてけ うそかせせそえそ 
ちかのかせけみ さそちかこつさそこ たちそいしかすふ (つ. 181—182), ╊.》. ╆あきあせそう そいちあはあかてつみ 
さ けつてそちけけ, ちあつつすあてちけうあみ «てちあおけぬけそせせとま たそしけてけさと» 』』』『 う そてせそのかせけけ 
ちかえけそせあ 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ け, う ねあつてせそつてけ, [そちかけ, たかちかそぬかせさと ほてそこ 
たそしけてけさけ たちけ 》ちかくけおかせてか 』』』『 〈.』. ╈そちいあねかうか け くあてかす たちけ たかちうそす 
》ちかくけおかせてか 『‒ ╆.〉. ╊しへぬけせか, あ てあさきか せあくふうあかて そつせそうせふか たそしけてけねかつさけか 

* 》ちそいしかすふ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ. 2004. づ 5. 』. 172—173.



 

267

『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

け ほさそせそすけねかつさけか たちけねけせふ, さそてそちふか たちけうかしけ さ けくすかせかせけま ちそつつけこつさそこ 
たそしけてけさけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか (つ. 203—205).

《つせそうせそこ きか あさぬかせて つおかしあせ ╊.》. ╆あきあせそうふす せあ くせあねけすそつてけ [そちかけ 
う すかきおとせあちそおせそこ つてちあてかえけけ 》ちかくけおかせてあ 『‒ ╇.╇. 》とてけせあ (つ. 205—212), 
せあぬかしかせせそこ せあ すけちせそか とちかえとしけちそうあせけか さそちかこつさそこ たちそいしかすふ う けせてかちか-
つあに け 『そつつけけ, け おちとえけに つてちあせ ちかえけそせあ 』╇╅, け うつかえそ すけちそうそえそ つそそいはかつてうあ.

╇ ちあくおかしか «『そつつけみ け [そちかみ» (つ. 215—232) ╊.》. ╆あきあせそう せあ いあくか けつてそ-
ちけねかつさけに なあさてそう け そぬかせさけ つそうちかすかせせそえそ つそつてそみせけみ ちそつつけこつさそ-さそちかこ-
つさけに そてせそのかせけこ なそちすとしけちとかて うそくすそきせふか うあちけあせてふ ちあくうけてけみ つそいふてけこ 
せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか — そて つそうかちのかせせそ せかたちけかすしかすそえそ おしみ 『そつ-
つけけ うそかせせそえそ, つけしそうそえそ たそおあうしかせけみ つかうかちそさそちかこつさそえそ ちかきけすあ おそ すけち-
せそえそ とちかえとしけちそうあせけみ たそつしか たちかそおそしかせけみ みおかちせそえそ さちけくけつあ. 』ときおかせけみ 
あうてそちあ うかつへすあ といかおけてかしへせふ, そおせあさそ すそきせそ せか うたそしせか つそえしあつけてへつみ つ せけす 
う うそたちそつか そ ちそしけ 』ぃ╅, たそつさそしへさと ╊.》. ╆あきあせそう たそしあえあかて, ねてそ たかちつたかさ-
てけうふ とちかえとしけちそうあせけみ みおかちせそえそ さちけくけつあ け さそちかこつさそこ たちそいしかすふ う ぬかしそす 
«うそ すせそえそす くあうけつみて そて 』ぃ╅» (つ. 224).

╅うてそち けくしあえあかて け つうそか うけおかせけか ほてあたそう さそちかこつさそえそ とちかえとしけちそうあせけみ 
(つ. 229—232):

1) たそすそはへ [〉╉『 う くあさちかたしかせけけ そはとはかせけみ いかくそたあつせそつてけ け かか すかき-
おとせあちそおせそえそ たちけくせあせけみ;

2) たそつてかたかせせそか つそくおあせけか たちそねせそこ けせなちあつてちとさてとちふ すかきさそちかこつさけに 
そてせそのかせけこ;

3) とつてあせそうしかせけか そなけぬけあしへせふに おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ すかきおと 
』かうかちそす け ょえそす け くあさしまねかせけか けすけ すけちせそえそ おそえそうそちあ;

4) つとはかつてうかせせふか けくすかせかせけみ う [〉╉『 (つさしあおふうあせけか おそつてあてそねせそ ちあく-
うけてそこ つすかのあせせそこ ほさそせそすけさけ, なそちすけちそうあせけか つちあうせけてかしへせそ そてさちふてそこ 
たそしけてけねかつさそこ け うそかせせそこ つけつてかすふ, くあさちかたしかせけか と うしあつてけ ちかなそちすけつて-
つさそえそ, そてうかてつてうかせせそえそ け たちかおつさあくとかすそえそ たちあうけてかしへつてうあ) け せあねあしそ つかちへかく-
せふに たかちかえそうそちそう そ つしけみせけけ おうとに [そちかこ — つせあねあしあ, うけおけすそ, う さそせなかおか-
ちあぬけま け しけのへ くあてかす う とせけてあちせそか えそつとおあちつてうそ.

『かあしけつてけねかつさけ そぬかせけうあみ ほてそて つぬかせあちけこ, ╊.》. ╆あきあせそう たけのかて: «『あく-
とすかかてつみ, つぬかせあちけこ すけちせそえそ け たそつてかたかせせそえそ つしけみせけみ おうとに [そちかこ そねかせへ 
てちとおせそ ちかあしけくそうあてへ. 》そねてけ せかうそくすそきせそ. 〉そ, つ てそねさけ くちかせけみ 『そつつけけ, つてちか-
すけてへつみ さ ほてそすと せあおそ» (つ. 232).

╊はか おうあ ちあくおかしあ えしあうふ «╅くけみ» たそつうみはかせふ [けてあま: てあこうあせへつさそこ たちそ-
いしかすか, かか つとてけ, たかちつたかさてけうあす かか とちかえとしけちそうあせけみ け たそくけぬけみす 》かさけせあ, 
╇あのけせえてそせあ, 〈そつさうふ, 【あこいほみ たそ うそたちそつと そ うそつつそかおけせかせけけ 【あこうあせみ つ [〉『 
(つ. 233—242) け つそうちかすかせせそすと たそしそきかせけま う [〉『 つ あさぬかせてそす せあ せかさそてそちふか 
あつたかさてふ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ (つ. 246—254).

¨, せあさそせかぬ, たちそいしかすあてけさあ ╅【『 う ぬかしそす つてあしあ てかすそこ せかいそしへのそこ 
たそ そいひかすと, せそ うかつへすあ つそおかちきあてかしへせそこ つてあてへけ «》かちつたかさてけうふ ╅【ゅ』» 
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(つ. 243—245), えおか ╊.》. ╆あきあせそう たそしかすけくけちとかて つ うふつさあくふうあかすふすけ せかさそてそ-
ちふすけ つたかぬけあしけつてあすけ さちけてけさそこ け せかえあてけうせそこ そぬかせさそこ ほてそこ そちえあせけくあぬけけ 
つてちあせ ╅【『. ╅うてそち けくしあえあかて ちみお あちえとすかせてそう う くあはけてと ╅【ゅ』, う てそす ねけつしか 
せあぬかしかせせそつてへ そちえあせけくあぬけけ せあ ちかのかせけか さそせさちかてせふに くあおあね ほさそせそすけねか-
つさそえそ ちあくうけてけみ つてちあせ ╅【『, たそつてかたかせせそか とさちかたしかせけか つてちとさてとちふ ╅【ゅ』 
け うさしまねかせけか う たそうかつてさと おせみ かか ちあいそてふ うそかせせそ-たそしけてけねかつさそこ てかすあてけさけ. 
╊.》. ╆あきあせそう つねけてあかて ╅【ゅ』 «うあきせかこのかこ そちえあせけくあぬけかこ» け おしみ 『そつつけけ, 
たそしあえあみ, ねてそ «しけのへ とねあつてうとみ う そちえあせけくあぬけみに さあしけいちあ ╅【ゅ』, すそきせそ うそつ-
たけてあてへ せそうそか たそさそしかせけか すかせかおきかちそう け ほさそせそすけつてそう, さそてそちそか そさあきかてつみ 
つたそつそいせふす たそ-せあつてそみはかすと ちかなそちすけちそうあてへ ほさそせそすけさと ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ 
け 』けいけちけ» (つ. 245).

【かすあてけさあ ╅【『 う ぬかしそす け そておかしへせふに つてちあせ ちかえけそせあ, さあさ ときか そてすかねあ-
しそつへ, たちけつとてつてうとかて, たそすけすそ えしあうふ «╅くけみ», け う おちとえけに えしあうあに させけえけ — 
«【かせおかせぬけけ えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ» (つ. 8—44) け «『そつつけみ» (つ. 46—172). 
╇ たそつしかおせかこ さちあてさそ, せそ そねかせへ かすさそ そにあちあさてかちけくそうあせふ つそうちかすかせせふか 
ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ, せあくうあせふ つとはかつてうとまはけか う せけに たちそ-
いしかすふ: ちそつて たちけつとてつてうけみ えちあきおあせ [〉『 せあ ちそつつけこつさそす ╉あしへせかす ╇そつてそさか 
け けくすかせかせけか うたかちうふか う けつてそちけけ つそそてせそのかせけみ つけし すかきおと おうとすみ おかちきあ-
うあすけ う たそしへくと [けてあみ. ╈そうそちみ そ うふつさあくふうあまはけにつみ そたあつかせけみに, ねてそ «[〉『 
すそきかて せあねあてへ そさあくふうあてへ せあ 『そつつけま えかそたそしけてけねかつさそか おあうしかせけか, てかつせけてへ 
かか う ちかえけそせあしへせそす すあつのてあいか» (つ. 113), つうそかえそ そてせそのかせけみ さ たそおそいせふす 
そたあつかせけみす あうてそち せか なそちすとしけちとかて.

′せあねけてかしへせふこ けせてかちかつ おしみ さけてあかうかおそう たちかおつてあうしみまて そぬかせさけ 
╊.》. ╆あきあせそうふす ちあいそて あすかちけさあせつさけに たそしけてそしそえそう そ [けてあか う えしあうか 
«』ぃ╅», せあたけつあせせそこ さあさ うそつたそすけせあせけみ そ ちあいそてか あうてそちあ う ╈かせさそせつとしへ-
つてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う 1970-か ええ. ╅すかちけさあせつさとま たそしけてそしそえけま 
たそ さけてあこつさそこ たちそいしかすあてけさか あうてそち ちあつつすあてちけうあかて う ちあくうけてけけ, つ 1930-に 
ええ., さそえおあ «あすかちけさあせつさけか たそしけてそしそえけ たそ-せあつてそみはかすと くあけせてかちかつそうあしけつへ 
[けてあかす» (つ. 360). ╊.》. ╆あきあせそう せあ さそせさちかてせふに たちけすかちあに たそさあくふうあかて 
あさてけうせとま ちそしへ とねかせふに-さけてあかうかおそう う なそちすけちそうあせけけ うせかのせかこ たそしけてけさけ 
』ぃ╅, せあくふうあみ けに «うあきせふす ほしかすかせてそす おうけきとはけに つけし さけてあこつさそこ たそしけ-
てけさけ ╇あのけせえてそせあ» (つ. 365).

′あつしときけうあかて うせけすあせけみ けくしそきかせけか あうてそちそす そつせそうせふに せあたちあうしかせけこ 
う そつてちそこ おけつさとつつけけ つちかおけ あすかちけさあせつさけに つけせそしそえそう たそ さけてあこつさそこ たちそ-
いしかすあてけさか け たそ うそたちそつと そい あすかちけさあせつさそこ つてちあてかえけけ う ちあすさあに «いそしへ-
のそえそ てちかとえそしへせけさあ» 』』』『 — 』ぃ╅ — [〉『, たちそけつにそおけうのかこ う 1970-に ええ., 
あ てあさきか にあちあさてかちけつてけさあ つとはかつてうそうあうのけに てそえおあ う つけせそしそえけけ 』ぃ╅ «てちかに 
のさそし» — しけいかちあしへせそこ, としへてちあさそせつかちうあてけうせそこ け とすかちかせせそ さそせつかちうあてけう-
せそこ (つ. 365—371). [あさ たそさあくあしけ いとおとはけか つそいふてけみ, たけのかて ╊.》. ╆あきあせそう, 
たちあうふ そさあくあしけつへ てか あすかちけさあせつさけか とねかせふか, さそてそちふか たちけくふうあしけ たそしけてけ-
さそう せか おかしあてへ つてあうさと せあ たかちすあせかせてせふか えかそたそしけてけねかつさけか たちそてけうそちかねけみ 
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すかきおと 〈そつさうそこ け 》かさけせそす: う せあねあしか XXI つてそしかてけみ たそつてさそすすとせけつてけねか-
つさあみ 『そつつけみ け ちかなそちすけちとまはけこつみ さそすすとせけつてけねかつさけこ [けてあこ たちかうちあてけ-
しけつへ う つてちあてかえけねかつさけに たあちてせかちそう け とつたかのせそ つそてちとおせけねあまて おちとえ つ おちと-
えそす さあさ う おうとつてそちそせせけに そてせそのかせけみに, てあさ け せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか. 
«〉けさてそ, さそせかねせそ, — くあさしまねあかて あうてそち, — せか すそえ う 1970-に えそおあに つたちそえせそ-
くけちそうあてへ てあさそか ちあくうけてけか つそいふてけこ. ゅてそ さ うそたちそつと そい そたあつせそつてけ おかしあてへ 
おそしえそつちそねせふか たそしけてけねかつさけか たちそえせそくふ» (つ. 371).

〉そうあみ させけえあ ╊.》. ╆あきあせそうあ う たかちうとま そねかちかおへ たちかおせあくせあねかせあ おしみ 
たそしけてそしそえそう-つたかぬけあしけつてそう たそ のけちそさそすと さちとえと たちそいしかす すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ. 《おせあさそ きけうそか け さそせさちかてせそか けくしそきかせけか けつてそちけねかつさけに つそいふ-
てけこ, あせあしけく てかせおかせぬけこ ちあくうけてけみ すけちそうそこ ほさそせそすけさけ け たそしけてけさけ, ちかえけそ-
せそう け そておかしへせふに つてちあせ う さそせてかさつてか さとしへてとちふ, てちあおけぬけこ, せあぬけそせあしへせそえそ 
にあちあさてかちあ ちあくしけねせふに せあちそおそう おかしあまて ちかぬかせくけちとかすとま させけえと けせてかちかつせそこ 
け たそしかくせそこ おしみ うつかに, さてそ つてちかすけてつみ いそしかか えしといそさそ け つけつてかすせそ けくとねあてへ 
すせそえそそいちあくせふか け つしそきせふか たちそぬかつつふ, たちそけつにそおみはけか う つそうちかすかせせそす すけちか.

』そうちかすかせせふこ すけち. ╇くえしみお けく 〈そつさうふ*

╉かせけつかせさそ ╇.』.
》ちそなかつつそち 『そつつけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ おちときいふ せあちそおそう

′あさあとちぬかうあ 【.╅.
》ちそなかつつそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ

╇ ちかくとしへてあてか さあちおけせあしへせそこ しそすさけ つちあうせけてかしへせそ つてあいけしへせそえそ たそつしか-
うそかせせそえそ すけちそうそえそ たそちみおさあ つそうちかすかせせふか すかきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ 
う たそつしかおせけか たそしてそちあ おかつみてけしかてけみ たちけせみしけ すあしそとたちあうしみかすふこ にあちあさてかち. 
』てちかすしかせけか せあけいそしかか うしけみてかしへせふに えそつとおあちつてう すけちあ うふつてちそけてへ «せそうとま 
あちにけてかさてとちと» うつかそいはかこ いかくそたあつせそつてけ せか うつかえおあ すそきかて いふてへ ほななかさてけうせそ 
ちかあしけくそうあせそ.

『そつつけみ, とてちあてけう そねかうけおせふか あてちけいとてふ たちかきせかえそ つそうかてつさそえそ すそえとはか-
つてうあ, そさあくあしあつへ そおせそこ けく つてちあせ, きけくせかせせそ くあけせてかちかつそうあせせふに う すそいけしけくあ-
ぬけけ すかきおとせあちそおせふに とつけしけこ たそ つてあいけしけくあぬけけ そいつてあせそうさけ う ちあくしけねせふに 
ちかえけそせあに すけちあ, そつそいかせせそ ういしけくけ つうそけに えちあせけぬ. ╇かおとはけか ちそつつけこつさけか 
つたかぬけあしけつてふ, けくとねけう け そいそいはけう さあさ たそくけてけうせふこ, てあさ け せかえあてけうせふこ 
けつてそちけねかつさけこ そたふて 『そつつけけ, たちかおしあえあまて つうそか うけおかせけか つそうちかすかせせそこ つけてと-
あぬけけ. 》ちそちかさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, たちそなかつつそち 
╊.》. ╆あきあせそう, あうてそち てそしへさそ ねてそ うふのかおのかこ けく たかねあてけ させけえけ «』そうちかすかせ-

* ╉かせけつかせさそ ╇.』., ′あさあとちぬかうあ 【.╅. 』そうちかすかせせふこ すけち. ╇くえしみお けく 〈そつさうふ // Diplomat. 2004. ╉かさあいちへ. 
』. 22—23.
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せふこ すけち», すせそえそ しかて たそつうみてけし けつつしかおそうあせけま てかせおかせぬけこ け くあさそせそすかち-
せそつてかこ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ.

╇ たかちうそこ えしあうか あせあしけくと たそおうかちえせとてふ てかせおかせぬけけ えしそいあしへせそえそ ちあく-
うけてけみ. ╊.》. ╆あきあせそう そておあかて おあせへ たそしかすけさか, さそてそちあみ う たそつしかおせかか うちかすみ 
くあせけすあかて うかおとはかか すかつてそ う つたかぬけあしけくけちそうあせせふに けくおあせけみに たそ すかきおとせあ-
ちそおせふす おかしあす. ╅うてそち たそつてそみせせそ たそおおかちきけうあかて つうみくへ つそ つうそけすけ くあちといかき-
せふすけ さそししかえあすけ う にそおか たかちかたけつさけ, そいはかせけみ せあ すかきおとせあちそおせふに なそちと-
すあに け さそせなかちかせぬけみに, うそ うちかすみ ねてかせけみ しかさぬけこ う とせけうかちつけてかてあに 』ぃ╅, 
ったそせけけ, [けてあみ, ょきせそこ [そちかけ, ╈かちすあせけけ, ╅うつてちけけ, 『とすふせけけ け おちとえけに 
つてちあせ, あ てあさきか ちあいそてあみ つ けせそつてちあせせふすけ あつたけちあせてあすけ ╉けたあさあおかすけけ, 
つちかおけ さそてそちふに せかすあしそ おけたしそすあてそう け うしけみてかしへせふに たそしけてけさそう. 《てすかねあみ 
そいひかさてけうせふこ にあちあさてかち えしそいあしけくあぬけけ つそうちかすかせせそえそ すけちあ, ╊.》. ╆あきあせそう 
そいちあはあかてつみ さ あせあしけくと あちえとすかせてそう てかに, さてそ うふおうけえあかて あせてけえしそいあしけつてつさけか 
しそくとせえけ, けに えしあうせそすと てかくけつと そ «おうけきかせけけ すけちあ さ てそてあしへせそこ あすかちけさあ-
せけくあぬけけ». ╇せけすあてかしへせふこ ねけてあてかしへ とうけおけて う せそうそこ させけえか せかたちかおうくみ-
てふこ, つてちかすみはけこつみ さ すあさつけすあしへせそこ そいひかさてけうせそつてけ あせあしけく そいつてそみてかしへつてう, 
さそてそちふか たそちそおけしけ と ねあつてけ たちあうみはかえそ さしあつつあ ╅すかちけさけ け かか つてそちそせせけさそう 
くあ ちといかきそす ほこなそちけねかつさけか せあつてちそかせけみ う そてせそのかせけけ いとおとはかえそ あすかちけ-
さあせつさそえそ うしけみせけみ. 〉そ たかちかお ねけてあてかしかす てあさきか ちあくうかちせかてつみ け そいそいはかせけか 
てかに きけくせかせせふに ちかあしけこ, さそてそちふか, たそ すせかせけま あうてそちあ, そたちそうかちえあまて たあせけ-
ねかつさけか たちそちそねかつてうあ あせてけえしそいあしけつてそう, ちあくうかけうあまて うつか けししまくけけ, おかしあまて 
せかついふてそねせふすけ えかえかすそせけつてつさけか たちけてみくあせけみ け つてちかすしかせけか たそつてあうけてへ うつか 
すせそえそそいちあくけか すかきおとせあちそおせそこ きけくせけ たそお かおけせふこ さそせてちそしへ.

〉そうあみ させけえあ ╊.》. ╆あきあせそうあ, さあさ け うつか たちかおふおとはけか かえそ ちあいそてふ, たちそ-
せけさせとてあ つてちかすしかせけかす せあこてけ け そいそくせあねけてへ けせてかちかつ 『そつつけけ う さあきおそこ けく 
つなかち すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 』 ほてそこ てそねさけ くちかせけみ そつそいとま ぬかせ-
せそつてへ けすかかて ちあくおかし たかちうそこ えしあうふ, たそつうみはかせせふこ なそちすとしけちそうあせけま くあおあね 
いそちへいふ つ ちあつたちそつてちあせかせけかす そちときけみ すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ け にあちあさてか-
ちけつてけさ たそてかせぬけあしへせふに うそくすそきせそつてかこ ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさそえそ つそてちとお-
せけねかつてうあ う ほてそこ うあきせそこ そいしあつてけ.

〉か すかせかか あさてとあしかせ け おしみ すせそえそせあぬけそせあしへせそこ 『そつつけけ, け おしみ うつかえそ 
すけちあ うそたちそつ そい ほてせそさそせなかつつけそせあしへせふに にあちあさてかちけつてけさあに すかきおとせあちそお-
せそえそ てかちちそちけくすあ. ╊.》. ╆あきあせそう そたちそうかちえあかて ちあつにそきけこ てかくけつ, とたちそはかせせそ 
そいひみつせみまはけこ たちけちそおと あさてけうせそつてけ てかちちそちけつてけねかつさけに えちとたた つてそしさせそうか-
せけかす ぬけうけしけくあぬけこ — くあたあおせそこ, にちけつてけあせつさそこ, け うそつてそねせそこ, すとつとしへすあせ-
つさそこ. ╉しみ てあさけに うふうそおそう, たそ すせかせけま とねかせそえそ, せかて そつせそうあせけこ.

╇てそちあみ えしあうあ させけえけ そいひかおけせみかて ちみお あせあしけてけねかつさけに すあてかちけあしそう, 
う さそてそちふに たちかおつてあうしかせあ うつみ たあしけてちあ うあきせふに うせかのせかたそしけてけねかつさけに ちか-
のかせけこ, たちけせみてふに ちそつつけこつさけす ちとさそうそおつてうそす う 1992—2003 えそおあに. ╊.》. ╆あ-
きあせそう, さあさ つそてちとおせけさ うかおとはけに あせあしけてけねかつさけに ぬかせてちそう たそ うせかのせかこ 
たそしけてけさか う つそうかてつさそか うちかすみ け さあさ さそせつとしへてあせて, ねしかせ ほさつたかちてせふに えちとたた 
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〈¨╉ 『そつつけけ う たそつしかおせけか えそおふ, せか たそせあつしふのさか くせあさそす つそ つしそきせふす 
たちそぬかつつそす たちけせみてけみ うせかのせかたそしけてけねかつさけに ちかのかせけこ. ╇ てそ きか うちかすみ, 
せか みうしみみつへ えそつとおあちつてうかせせふす ねけせそうせけさそす, そせ う たそしせそこ すかちか けつたそしへくとかて 
うそくすそきせそつてけ あさあおかすけねかつさそこ つうそいそおふ, うふちあきあかて つそいつてうかせせそか すせかせけか.

╊.》. ╆あきあせそう みうしみかてつみ たちけくせあせせふす け のけちそさそ けくうかつてせふす くあ ちといか-
きそす つたかぬけあしけつてそす たそ けくとねかせけま つそうちかすかせせそえそ [けてあみ け うつかえそ さそすたしかさつあ 
たちそいしかす そてせそのかせけこ ほてそこ つてちあせふ つ 『そつつけかこ, 』ぃ╅, ったそせけかこ, ょきせそこ 
[そちかかこ. ╇つみさそすと, さてそ そいちあてけてつみ さ させけえか «』そうちかすかせせふこ すけち», つてあせかて 
たそせみてせそ, つさそしへ つしそきせふこ け うそ すせそえそす かはか せかおそそぬかせかせせふこ ちそつつけこつさけすけ 
とねかせふすけ さそすたしかさつ たちそいしかす つとはかつてうとかて う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけ-
そせか. 〈かきおと てかす 『そつつけみ, みうしみみつへ てけにそそさかあせつさそこ おかちきあうそこ, おそしきせあ けすかてへ 
えちあすそてせふか ほさつたかちてせふか そぬかせさけ つうそけに たそてかせぬけあしへせふに うせかのせかたそしけてけねか-
つさけに うそくすそきせそつてかこ う ほてそす ちかえけそせか.

『みお すあてかちけあしそう せそうそこ させけえけ つそおかちきけて しけねせふか うそつたそすけせあせけみ あうてそちあ. 
》かちかお ねけてあてかしかす そてさちふうあかてつみ たあせそちあすあ つそいふてけこ せかおあうせかえそ たちそのしそえそ, 
つそつてあうしかせせあみ とすせふす け けちそせけねせふす せあいしまおあてかしかす. 《いちあくせふか け てそせさけか 
にあちあさてかちけつてけさけ たそしけてけねかつさけに おかみてかしかこ, おけたしそすあてそう, おかみてかしかこ さとしへ-
てとちふ, つ さそてそちふすけ たちけにそおけしそつへ うつてちかねあてへつみ あうてそちと, おかしあまて させけえと せあ 
ちかおさそつてへ とうしかさあてかしへせそこ せか てそしへさそ おしみ つたかぬけあしけつてあ, せそ け おしみ すかせかか たそお-
えそてそうしかせせそえそ ねけてあてかしみ.

╇ させけえと たちそなかつつそちあ ╊.》. ╆あきあせそうあ うそのしあ しけのへ せかいそしへのあみ ねあつてへ かえそ 
ちあいそて, せあたけつあせせふに う 2002—2003 えそおあに. ｠そねかてつみ せあおかみてへつみ, ねてそ いとおとて そたと-
いしけさそうあせふ け おちとえけか, せかけくすかせせそ たそいときおあまはけか さ ちあくすふのしかせけま ちあいそてふ 
そおせそえそ けく つあすふに あうてそちけてかてせふに ちそつつけこつさけに とねかせふに-すかきおとせあちそおせけさそう.

』そうちかすかせせふこ すけち け 『そつつけみ 
う たちかおつてあうしかせけけ ちとつつさそえそ たそしけてそしそえあ*

′あおそにけせ ╅.╈.
╉そさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち

[せけえあ けくうかつてせそえそ う 『そつつけけ け くあ ちといかきそす たちそなかつつそちあ ╊.》. ╆あきあせそうあ そいちあ-
てけしあ せあ つかいみ うせけすあせけか あうてそちあ ちかぬかせくけけ たそ おうとす たちけねけせあす:

╇そ-たかちうふに, うつかえおあ けせてかちかつせそ そくせあさそすけてへつみ つそ うくえしみおあすけ うけおせそえそ 
とねかせそえそ せあ すかきおとせあちそおせふか たちそいしかすふ け うせかのせまま たそしけてけさと 『そつつけけ うせか 
くあうけつけすそつてけ, つそうたあおあまて そせけ つ てうそけすけ けしけ せかて.

╇そ-うてそちふに, う おあせせそこ させけえか ちかねへ けおかて そ たちそぬかつつか そつそくせあせけみ ちそつつけこ-
つさそこ せあとねせそこ ほしけてそこ つそうちかすかせせそえそ すけちあ け すかつてあ う せかす つてちあせふ.

* ′あおそにけせ ╅.╈. 』そうちかすかせせふこ すけち け 『そつつけみ う たちかおつてあうしかせけけ ちとつつさそえそ たそしけてそしそえあ // 
《いそくちかうあてかしへ-Observer. 2004. づ 7. 』. 118—121.
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》そつしかおせかか せか すかせかか, かつしけ せか いそしかか せかそいにそおけすそ, けいそ ちあくうけてけか せあうふ-
さそう ちかなしかさつけけ ちそつつけこつさそこ たそしけてそしそえけかこ かつてへ そおせそ けく そつせそうせふに とつしそうけこ 
うふにそおあ そいはかつてうあ けく さちけくけつあ けおかせてけねせそつてけ. 

[せけえあ つそつてそけて けく ねかてふちかに えしあう.
》かちうあみ えしあうあ «【かせおかせぬけけ えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ» — せあけいそしかか けせてか-

ちかつせあみ おしみ たそしけてそしそえそう-すかきおとせあちそおせけさそう — たそつうみはかせあ «あせあしけくと 
たちそぬかつつそう えしそいあしけくあぬけけ け なそちすけちそうあせけま すせそえそたそしまつせそこ つてちとさてとちふ 
つそうちかすかせせそえそ すけちあ». 〉かて せけねかえそ とおけうけてかしへせそえそ, ねてそ ╊.》. ╆あきあせそう ちあく-
おかしみかて すせかせけか いそしへのけせつてうあ ちそつつけこつさけに とねかせふに け たそしけてけさそう そ てそす, ねてそ 
すせそえそたそしみちせそつてへ みうしみかてつみ そおせけす けく そつせそうせふに とつしそうけこ つてあいけしへせそつてけ 
すけちそうそこ つけつてかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ.

〉そ てあさ しけ ほてそ? [そせぬかたぬけみ すせそえそたそしみちせそつてけ, さあさ たちかおつてあうしみかてつみ, たそ 
つとてけ, かつてへ たそたふてさあ くあなけさつけちそうあてへ てちあおけぬけそせせふか あすいけぬけけ えそつとおあちつてう-
«ぬかせてちそう つけしふ» せあ えしそいあしへせそか け ちかえけそせあしへせそか とたちあうしかせけか すかきおとせあちそお-
せふすけ そてせそのかせけみすけ け, てあさけす そいちあくそす, うかちせとてへつみ うそ うちかすかせあ, たちかおのか-
つてうとまはけか いけたそしみちせそつてけ. 〉か そてちけぬあみ ちかあしへせふに たちかけすとはかつてう えそつとおあちつてう, 
つしかおとかて たちそてけうそたそつてあうけてへ つけしそうそこ すそおかしけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 
すそおかしへ, そつせそうあせせとま せあ つそてちとおせけねかつてうか け うくあけすせそこ そてうかてつてうかせせそつてけ うつかに 
えそつとおあちつてう すけちあ.

╇ ほてそす つすふつしか 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ, せか そてさあくふうあみつへ そて つうそけに たちか-
けすとはかつてう (あ さてそ けく おちとえけに つてちあせ ほてそ ときか つおかしあし?), さあさ ちあく つてちかすみてつみ 
そつせそうせとま つてあうさと う つうそかこ うせかのせかこ たそしけてけさか つおかしあてへ せあ つそてちとおせけねか-
つてうそ, う てそす ねけつしか け つ てかすけ えそつとおあちつてうあすけ, さそてそちふか う たかちけそお «にそしそおせそこ 
うそこせふ» みうしみしけつへ けに つてちあてかえけねかつさけすけ たちそてけうせけさあすけ. ╇そ うつみさそす つしとねあか 
てあさ すそきせそ けせてかちたちかてけちそうあてへ けに せあすかちかせけみ, さそてそちふか そてちあきかせふ う そなけ-
ぬけあしへせふに おかさしあちあぬけみに, えおか つそてちとおせけねかつてうと うそ けすみ すけちあ け つてあいけしへせそつてけ, 
たちそてけうそおかこつてうけみ すかきおとせあちそおせそすと てかちちそちけくすと, いそちへいふ つ ちあつたちそつてちあせか-
せけかす 《〈】 とおかしみかてつみ たかちうそつてかたかせせそか くせあねかせけか. 〉か えそうそちみ ときか そ てそす, ねてそ 
いしあえけすけ せあすかちかせけみすけ うふすそはかせあ おそちそえあ う あお, あ せかとおかちきせそか すかつつけあせつてうそ 
せか そおせと つてちあせと たちけうそおけしそ さ さちあにと.

〉か とおけうけてかしへせそ, ねてそ ╊.》. ╆あきあせそう さちけてけさとかて 』ぃ╅ け そいそつせそうふうあかて 
けししまくそちせそつてへ けに たそたふてそさ とつてあせそうしかせけみ いかくちあくおかしへせそこ あすかちけさあせつさそこ 
えかえかすそせけけ う すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに. 〉そ う そてしけねけか そて とたそすみせと-
てそえそ いそしへのけせつてうあ, そせ せか おかすそせけくけちとかて 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ ╅すかちけさけ, 
あ, ちかなしかさつけちとみ つうそけ せあぬけそせあしへせふか ねとうつてうあ, たちかそおそしかうあかて つそうかてつさけか つてか-
ちかそてけたふ. 》そ すせかせけま とねかせそえそ, たちけ うつかに けくおかちきさあに け せかえあてけうせふに つてそちそ-
せあに あすかちけさあせつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ かつてへ «そつせそうあせけみ おしみ そたてけすけくすあ» 
(つ. 22—23) う てそす たしあせか, ねてそ えしそいあしけくあぬけみ さあさ そいひかさてけうせそか みうしかせけか 
つそうちかすかせせそつてけ う かはか いそしへのかこ つてかたかせけ とつけしけうあかて うくあけすそくあうけつけすそつてへ 
うつかに つてちあせ, う てそす ねけつしか うかしけさけに おかちきあう そて すあしふに. ╆そしかか てそえそ, せそうふこ 
さしあつつ あせてけつけつてかすせふに うふくそうそう, そ さそてそちふに てあさきか えそうそちけてつみ う させけえか, そてそ-
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おうけえあかて せあ うてそちそこ たしあせ てちあおけぬけそせせふこ さそせなしけさて «いそしへのけに» け «すあしふに» 
えそつとおあちつてう, とえちそきあみ つとはかつてうそうあせけま ねかしそうかねかつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ う ぬかしそす, 
あ えそつとおあちつてう う ねあつてせそつてけ. ╅うてそち つさしそせみかてつみ さ すふつしけ, ねてそ そつせそうせあみ たちそ-
いしかすあ すけちそうそこ たそしけてけさけ — ほてそ たそけつさ せそうふに なそちす すかきおとせあちそおせそえそ 
つそてちとおせけねかつてうあ うそ けすみ ちかのかせけみ つてあちふに け せそうふに たちそいしかす ねかしそうかねかつさそえそ 
ちあくうけてけみ. ╇ ほてそす つすふつしか ╊.》. ╆あきあせそう たちかおしあえあかて たそお けせふす とえしそす くちか-
せけみ たそつすそてちかてへ せあ うせかのせまま たそしけてけさと 』ぃ╅. ╇ ねあつてせそつてけ, そてすかねあかて, 
ねてそ «いそしへのけせつてうそ けく てかに たちそいしかす, さそてそちふか ╅すかちけさあ つてちかすけてつみ ちかのあてへ, 
う ちあうせそこ つてかたかせけ うそしせとかて け せあつ. ¨ てあさ きか, さあさ あすかちけさあせぬふ せか つたちあ-
うみてつみ つ ほてけすけ たちそいしかすあすけ いかく とねあつてけみ おちとえけに ねしかせそう すけちそうそえそ つそそいはか-
つてうあ, う てそす ねけつしか 『そつつけけ, てあさ け すふ せか そいそこおかすつみ いかく つそてちとおせけねかつてうあ 
つ 』ぃ╅». 》ちけ ほてそす そせ おそいあうしみかて, ねてそ «かはか いそしかか さそせてちたちそおとさてけうせそ 
け そたあつせそ たそすふのしみてへ そい けくそしみぬけけ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう…» (つ. 27). ╉かこ-
つてうけてかしへせそ, — ほてそ てあさ. ╉ちとえそか おかしそ, ねてそ くあ うちかすみ «にそしそおせそこ うそこせふ» 
せあさそたけしつみ つかちへかくせふこ たそてかせぬけあし うくあけすせそえそ せかおそうかちけみ, さそてそちふこ たそさあ 
せか たちかそおそしかせ. [あさ け せか せあこおかせあ そたてけすあしへせあみ なそちすあ つそてちとおせけねかつてうあ.

》そさあ きか, おそいあうけす そて つかいみ, ちそつつけこつさあみ たそしけてそしそえけみ つしけのさそす すせそえそ 
とおかしみかて さちけてけさか 』ぃ╅ さあさ てあさそうふす, にそてみ ほてそ えそつとおあちつてうそ う つうそか うちかすみ 
いふしそ たそちそきおかせそ* う てそす ねけつしか け てかすけ つてちあせあすけ け せあちそおあすけ, つそうちかすかせ-
せふか たちかおつてあうけてかしけ さそてそちふに かえそ つかえそおせみ てあさ ちへみせそ さちけてけさとまて. 』てそけしそ 
いふ すせそえけす ちそつつけこつさけす たそしけてけさあす け たそしけてそしそえあす そてちかなしかさつけちそうあてへ 
つうそか うそつたちけみてけか くあそさかあせつさそこ おかちきあうふ, さそてそちそか う くせあねけてかしへせそこ つてかたかせけ 
しかきけて くあ たちかおかしあすけ ちあぬけそせあしへせそえそ**, けいそ う あすかちけさあせそなそいけけ かつてへ せかねてそ 
あちにかてけたけねかつさそか, さそてそちそか せあおそ せか てそしへさそ とうあきあてへ, せそ け たそくけてけうせそ たちか-
そおそしかうあてへ. [あさ たちかおつてあうしみかてつみ, おしみ ほてそえそ すそきせそ けつたそしへくそうあてへ すかてそお 
おそたとはかせけみ.

〉あたちけすかち, たちかおたそしそきけす, ねてそ つかえそおせみ うおちとえ せか いとおかて てあさそえそ えそつと-
おあちつてうあ, さあさ 』ぃ╅ (つさあきかす, としかてみて せあ 〈あちつ). ╇たそしせか そねかうけおせそ, ねてそ ちそつ-
つけこつさあみ たそしけてそしそえけみ つちあくと たそてかちみかて つてそしへさそ, ねてそ うつてあせかて うそたちそつ そ かか 
つとはかつてうそうあせけけ. 〈けち, さそせかねせそ, せか つそおちそえせかてつみ そて ほてそえそ. 〉そ そせ てそねせそ 
つそおちそえせかてつみ, さそえおあ けつねかくせとて あすかちけさあせつさけか うそかせせふか いあくふ け いあせさけ, あすか-
ちけさあせつさけこ おそししあち け あすかちけさあせつさけか あうてそ け て.お. ╇ちみお しけ すけち つてあせかて しとねのか 
け ねけはか. ╉しみ ほてそえそ おちとえけす えそつとおあちつてうあす ╇そつてそさあ け ′あたあおあ せあおそ つてあてへ 
しとねのか う てかに そいしあつてみに, う さそてそちふに あすかちけさあせつさあみ ぬけうけしけくあぬけみ おかすそせつてちけ-
ちとかて つうそけ みうせふか たちかけすとはかつてうあ. ¨しけ きか たそおえそてそうけてへつみ さ けつねかくせそうかせけま 
』ぃ╅ つ けつてそちけねかつさそこ あちかせふ. ╅ ほてあ くあおあねあ いとおかて かはか いそしかか つしそきせそこ, ねかす 
たちかおふおとはあみ. ╊つしけ きか そいちあてけてへつみ さ たちそのしそすと — うちかすかせけ けつねかくせそうかせけみ 

* ′あおそにけせ ╅.╈. 《いちあく ╅すかちけさけ う ちそつつけこつさそす せあぬけそせあしへせそす つそくせあせけけ // ╉けたしそすあてけねかつさけこ 
かきかえそおせけさ. 1999. 〈.: 〉あとねせあみ させけえあ, 1999.
** 【あす きか.
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『けすつさそこ けすたかちけけ け ╇けくあせてけけ, てそ すそきせそ たちかおたそしそきけてへ, ねてそ すそきかて たちそ-
けくそこてけ. 【あさ ねてそ せか たそきかしあかす しとねのかえそ — ╅しへ-[あけおあ くあ うそちそてあすけ.

《ておあう おそしきせそか さちけてけさか 』ぃ╅ (せか にうあしけてへ きか けに), ╊.》. ╆あきあせそう 
つそつちかおそてそねけうあかてつみ せあ たちそいしかすあに つそうちかすかせせそえそ すけちあ, えおか たそくけぬけけ 』ぃ╅ 
け 『そつつけけ «いしけきか おちとえ さ おちとえと, ねかす さ たそくけぬけみす いそしへのけせつてうあ そつてあしへせふに 
えそつとおあちつてう». ╅ けすかせせそ — そい そてせそのかせけけ さ ちあつたちそつてちあせかせけま 《〈】. 【そて 
なあさて, ねてそ け う ほたそにと «にそしそおせそこ うそこせふ» 〈そつさうあ け ╇あのけせえてそせ くあせけすあしけ 
なあさてけねかつさけ けおかせてけねせとま たそくけぬけま, つうけおかてかしへつてうとかて せか そ さそせひませさてとちか 
てあさ せあくふうあかすそこ, かつしけ うふちあきあてへつみ つしそうあすけ ちそつつけこつさけに とちあ-たあてちけそてそう, 
«たちそくあたあおせそこ» たそしけてけさけ [ちかすしみ, あ そ えしといけせせふに け おそしえそつちそねせふに けせてか-
ちかつあに おうとに おかちきあう. 》ちそはか えそうそちみ, そ うくあけすせそこ そてうかてつてうかせせそつてけ くあ いとおと-
はかか たしあせかてふ. 》そ すせかせけま ╊.》. ╆あきあせそうあ, «つかこねあつ せあくちかし すそすかせて おしみ 
そいひかおけせかせけみ とつけしけこ 『そつつけけ, 』ぃ╅ け おちとえけに くあけせてかちかつそうあせせふに つてそちそせ 
おしみ たそつてそみせせそこ たそしけてけねかつさそこ ちあいそてふ つ たそてかせぬけあしへせふすけ そいしあおあてかしみすけ 
みおかちせそえそ そちときけみ け つちかおつてう おそつてあうさけ» (つ. 39).

¨くうかつてせそ, ねてそ と 』ぃ╅ け 『そつつけけ かつてへ そたちかおかしかせせそか たそせけすあせけか たちそ-
いしかす いそちへいふ つ てかちちそちけくすそす. ╉あせせそすと みうしかせけま ╊.》. ╆あきあせそう とおかしみかて 
そつそいそか うせけすあせけか. ¨せてかちかつせふ かえそ たあつつあきけ, さあつあまはけかつみ けつてそちけけ てかちちそ-
ちけくすあ, う ねあつてせそつてけ う ぬあちつさそこ 『そつつけけ, けつたそしへくそうあせけみ いそしへのかうけつてつさけす 
ちかきけすそす てかちちそちあ «おしみ たそつてちそかせけみ せあつかしかせけみ たそ つてちとせさか». 』しかおとかて 
つそえしあつけてへつみ つ ╊.》. ╆あきあせそうふす, ねてそ つそてちとおせけねかつてうそ つ 』ぃ╅ う あせてけてかちちそ-
ちけつてけねかつさそこ おかみてかしへせそつてけ «おそしきせそ たそおあうけてへ とえちそくと せあ ぬかせてちあしへせそあくけ-
あてつさそす とねあつてさか, そいかつたかねけてへ すかきおとせあちそおせとま たそおおかちきさと う いそちへいか つ ほさつ-
てちかすけつてあすけ う ぁかねせか» (つ. 44).

【あさけす そいちあくそす, さちけてけさあ すかてそおそう, さ さそてそちふす ╇あのけせえてそせ たちけいかえあかて 
たちけ ちかのかせけけ ちみおあ たちそいしかす, ついあしあせつけちそうあせあ てかす, ねてそ ╊.》. ╆あきあせそう そいちあ-
はあかて せあのか うせけすあせけか せあ てそ, ねてそ かつてへ つかちへかくせふか たちそいしかすふ, さそてそちふか せかうそく-
すそきせそ ちあくちかのけてへ いかく すかきおとせあちそおせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ.

╇ てちかてへかこ えしあうか とねかせふこ ちあつつすあてちけうあかて せあけいそしかか そつてちふか うそたちそつふ 
すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ う ╅くけけ: たちそいしかすふ ちあつたちそつてちあせかせけみ 《〈】 
け おうとに [そちかこ, 【あこうあせへつさけこ うそたちそつ け て.お. 〈そきせそ つそきあしかてへ, ねてそ う させけえか 
すふ せか とうけおかしけ ちあくうかちせとてそえそ あせあしけくあ つそうちかすかせせふに たちそぬかつつそう, さそてそちふか 
たちそてかさあまて せあ ╇そつてそさか け てちかいとまて うせけすあせけみ せか すかせへのかえそ, かつしけ せか いそしへ-
のかえそ, ねかす うそたちそつ «えかえかすそせけけ» 』ぃ╅. ｠そてみ ちあくおかし, たそつうみはかせせふこ いとちせそ 
ちあくうけうあまはかすとつみ [けてあま, うたそしせか すそきかて おあてへ たけはと おしみ ちあくすふのしかせけみ. 
[ちそすか てそえそ, うそ うてそちそこ えしあうか, えおか あうてそち ちあくすふのしみかて せあお てかす, う ねかす 
くあさしまねあまてつみ けせてかちかつふ 『そつつけけ せあ ╆しけきせかす ╇そつてそさか, すふ せあこおかす にそちそのそ 
つてちとさてとちけちそうあせせふこ け そいひかさてけうせふこ あせあしけく つけてとあぬけけ う ちかえけそせか, さそてそ-
ちふこ せか うつかえおあ すそきせそ とうけおかてへ おあきか う ちあいそてあに つたかぬけあしけつてそう たそ いしけき-
せかうそつてそねせふす つてちあせあす. ′おかつへ きか あうてそち たちそおそしきあかて てかすと けつしあすつさそえそ 
ほさつてちかすけくすあ.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

』しかおとかて たちけくせあてへ, ねてそ けつてそねせけさあすけ とえちそく う すけちか みうしみまてつみ あすいけぬけけ 
せか てそしへさそ くあたあおせふに すけつつけそせかちそう, せそ け うそつてそねせふに. 』 せあねあしあ 90-に えそおそう 
«つてちあせふ あちあいつさそえそ ╇そつてそさあ, — さあさ そてすかねあかて ╊.》. ╆あきあせそう, — つてあしけ あさてけうせそ 
うそくおかこつてうそうあてへ せあ けつしあす う 『そつつけけ. ╈しあうせとま きか そたあつせそつてへ たちかおつてあうしみかて 
うせかおちかせけか せあ ちそつつけこつさとま てかちちけてそちけま ほさつてちかすけつてつさけに, たちけいかえあまはけに 
さ てかちちそちと ちかしけえけそくせそ-たそしけてけねかつさけに そいひかおけせかせけこ つ ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ» 
(つ. 163). 〉か てそしへさそ せあとねせふこ, せそ け たちあさてけねかつさけこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみかて 
さそせぬかたぬけみ ╊.》. ╆あきあせそうあ たそ ちあくちあいそてさか すかち おそうかちけみ う ちかえけそせか ╆しけきせかえそ 
╇そつてそさあ け なそちすけちそうあせけま つけつてかすふ いかくそたあつせそつてけ. ╇ ねあつてせそつてけ, ちかねへ けおかて 
そ うふちあいそてさか «まちけおけねかつさけ そいみくあてかしへせそえそ おそさとすかせてあ, とつてあせあうしけうあまはかえそ 
“たちあうけしあ たそうかおかせけみ” う そいしあつてけ ちかえけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ» (つ. 171).

[あさ たちかおつてあうしみかてつみ, う しまいそこ とねかいせけさ たそ けつてそちけけ せそうそこ 『そつつけけ 
すそきせそ うさしまねけてへ てそて ちあくおかし うてそちそこ えしあうふ, さそてそちふこ たそつうみはかせ あせあしけくと 
うつかに うかさてそちそう うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつつけけ う 1992—2003 ええ. け さそてそちふこ 
すそきせそ そにあちあさてかちけくそうあてへ てそしへさそ たそしそきけてかしへせそ.

〉そ にそてかしそつへ いふ そたみてへ うかちせとてへつみ さ てかすか あしへてかちせあてけう «すせそえそたそしみち-
せそつてへ — そおせそたそしみちせそつてへ».

′おかつへ つしかおとかて えそうそちけてへ せか そ さそしけねかつてうか たそしまつそう, あ そ つけつてかすか とたちあう-
しかせけみ すけちそうふすけ たちそぬかつつあすけ う とつしそうけみに えしそいあしけくあぬけけ. ¨ くおかつへ そおせそ-
くせあねせそ ちかねへ すそきかて けおてけ てそしへさそ そい とつけしかせけけ ちそしけ 《《〉 う てそす つすふつしか, 
ねてそいふ ほてそて すかきおとせあちそおせふこ けせつてけてとて つてあし ほななかさてけうせふす すかにあせけくすそす 
たちかそおそしかせけみ «せかそいひかおけせかせせそつてけ» せあぬけこ. 〉そ とてうかちきおかせけか あうてそちあ, ねてそ 
«つてちあてかえけねかつさけす さとちつそす せあのかこ つてちあせふ みうしみかてつみ とさちかたしかせけか ぬかせてちあしへ-
せそこ ちそしけ 《ちえあせけくあぬけけ 《いひかおけせかせせふに 〉あぬけこ (《《〉) う すけちそうふに おかしあに», 
たちそてけうそちかねけて つあすそこ けおかか «すせそえそたそしみちせそつてけ» さあさ そたてけすあしへせそこ すかきおと-
せあちそおせそこ すそおかしけ (つ. 84).

』そいつてうかせせそ えそうそちみ, とさあくあせせそか たちそてけうそちかねけか おそ つけに たそち たちけつとて-
つてうとかて け う そなけぬけあしへせそこ うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ. ╇そくすそきせそ, おあせせふこ 
なあさて みうしみかてつみ つしかおつてうけかす てそえそ, ねてそ すそしそおあみ ちそつつけこつさあみ うせかのせみみ たそしけ-
てけさあ, そてさあくあうのけつへ そて せあつしかおけみ つそうかてつさそこ, たとつてへ うそ すせそえそす なそちすあしへ-
せそこ, せそ たあぬけなけつてつさそこ けおかそしそえけけ, あうてそすあてけねかつさけ うそつたちけせみしあ けおかけ おあきか 
せか くあたあおせふに, あ つさそちかか あすかちけさあせつさけに たそしけてそしそえそう け えかそたそしけてけさそう, と さそてそ-
ちふに さそすたしかさつ «そつてちそうけてみせけせあ» け «いかえしそえそ さあてそちきせけさあ» けしけ «いかおせそえそ 
かうちかみ», つたあつのかえそつみ くあ そさかあせそす そて たそえちそすそう せあ 】さちあけせか, たそ-たちかきせかすと 
そさあくふうあかて つうそか たそおつそくせあてかしへせそか うしけみせけか せあ たちけせみてけか うせかのせかたそしけてけねか-
つさけに ちかのかせけこ ╇あのけせえてそせあ, たそちそこ せあたそすけせあまはけに たそうかおかせけか すかおうかおみ 
う たそつとおせそこ しあうさか. 

╇かつへすあ しまいそたふてせそ, にそてみ いふ おしみ うふにそおあ けく «えしそいあしへせふに たちそいしかす» 
すけちそうそこ たそしけてけさけ, たちそねけてあてへ たそつしかおせまま えしあうと させけえけ.

》ちそなかつつそち ╆あきあせそう, さそえおあ-てそ ちあいそてあうのけこ おけたしそすあてそす う つそうかてつさそす 
さそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, いしかつてみはか ちけつとかて さあちてけせと あすかちけさあせつさそこ 
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たそうつかおせかうせそつてけ け そつそいかせせそつてかこ いふてあ け おけたしそすあてけねかつさそこ さとにせけ つそうかて-
つさそえそ たちかおつてあうけてかしへつてうあ. ╊つてへ う ほてそこ えしあうか け ちあくおかし, たそつうみはかせせふこ あすか-
ちけさあせつさそこ たそしけてそしそえけねかつさそこ せあとさか け かか たちかおつてあうけてかしみす. ╊か しとねのか 
ちそつつけこつさけす «つしあいそせかちうせふす» とねかせふす せか ねけてあてへ, せそ つてそけて たそねけてあてへ えそつと-
おあちつてうかせせふす すときあす, ねてそいふ たそせみてへ, さあさ つてちあせあ くあさそすたしかさつそうあせせふに たかちか-
つかしかせぬかう つてあしあ うかしけさそこ おかちきあうそこ.

『そつつけみ け すけちそうそか つそそいはかつてうそ
えしあくあすけ とねかせそえそ-おけたしそすあてあ*

′うかちかうあ 【.╇.

〈そせそえちあなけけ, すせそえそねけつしかせせふか たかねあてせふか うふつてとたしかせけみ たちそなかつつそちあ 
╊.》. ╆あきあせそうあ にそちそのそ けくうかつてせふ さあさ つたかぬけあしけつてあす, てあさ け のけちそさそすと さちとえと 
ねけてあてかしかこ, けせてかちかつとまはけにつみ すけちそうそこ たそしけてけさそこ. 『あつつすあてちけうあかすあみ くおかつへ 
かえそ ちあいそてあ, たちかおつてあうしみまはあみ つそいそこ つそいちあせけか つてあてかこ け ほつつか, たそつうみはかせあ 
のけちそさそすと つたかさてちと すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす. ╇あきせそか すかつてそ くあせけすあまて 
あせあしけく うせとてちかせせかこ け うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつつけけ たそつしかおせかえそ おかつみてけしかてけみ, 
あ てあさきか うそつたそすけせあせけみ そ たかちかしそすせそす おしみ つてちあせふ うちかすかせけ つてあせそうしかせけみ 
えそつとおあちつてうかせせそつてけ たそつしか ちあつたあおあ 』』』『. [せけえあ せそつけて えしといそさけこ そてたかねあ-
てそさ あうてそちつさそえそ そてせそのかせけみ さ たちそいしかすあす つそうちかすかせせそつてけ, そつせそうあせせそえそ 
せあ いそえあてそす しけねせそす そたふてか おけたしそすあてけねかつさそこ ちあいそてふ くあ ちといかきそす, う 』ぃ╅ 
け [けてあか, あ てあさきか せあ そてうかてつてうかせせふに たそつてあに う つてちとさてとちあに うしあつてけ.

《つそいとま ぬかせせそつてへ ちかぬかせくけちとかすそすと ついそちせけさと たちけおあかて てそて なあさて, ねてそ 
せあ かえそ つてちあせけぬあに けくしそきかせふ そつせそうせふか さそせぬかたぬけけ け けおかけ (たちあうおあ, おあしかさそ 
せか うつか) せか てそしへさそ せあ ちとつつさそす, せそ け せあ あせえしけこつさそす みくふさか. ゅてそ たそくうそしみかて 
そくせあさそすけてへつみ つ せけすけ け てかす ねけてあてかしみす, さそてそちふか せか うしあおかまて ちとつつさけす.

｠そてみ えしあうふ ちあいそてふ くあてちあえけうあまて おあしかさけか, せあ たかちうふこ うくえしみお, おちとえ そて 
おちとえあ たちそいしかすふ, そせけ, てかす せか すかせかか, そいひかおけせかせふ そおせそこ うあきせそこ けおかかこ: 
うつか えそつとおあちつてうあ つそうちかすかせせそえそ すけちあ — ちあくうけてふか け せか そねかせへ, いそしへのけか 
け すあしふか, くあたあおせそこ け うそつてそねせそこ さとしへてとちふ — うそ すせそえそす くあうけつみて おちとえ 
そて おちとえあ. 》ちけねかす ほてあ うくあけすそくあうけつけすそつてへ つかえそおせみ つけしへせあ, さあさ せけさそえおあ 
たちかきおか, け たちそおそしきあかて うそくちあつてあてへ. 『あくいけちあみ ちあくしけねせふか すかきおとせあちそおせふか 
たちそいしかすふ け さちけくけつせふか つけてとあぬけけ, あうてそち たそおうそおけて ねけてあてかしみ さ うあきせそすと 
うふうそおと そ てそす, ねてそ おあせせふこ なあさてそち つけしへせそ うしけみかて せあ たそしけてけさと そておかしへ-
せふに えそつとおあちつてう. 》そ つとてけ, そせ けえちあかて そたちかおかしみまはとま ちそしへ う すけちそうそす ちあく-
うけてけけ. 』てちあせふ, たふてあまはけかつみ かえそ けえせそちけちそうあてへ, せかけくすかせせそ そさあくふうあまてつみ 
う たちそけえちふのか.

* ′うかちかうあ 【.╇. 『そつつけみ け すけちそうそか つそそいはかつてうそ えしあくあすけ とねかせそえそ-おけたしそすあてあ // 〈けちそうあみ ほさそせそすけさあ 
け すかきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ. 2005. づ 6. 』. 119—124.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

》かちうあみ えしあうあ たそつうみはかせあ なかせそすかせと えしそいあしけくあぬけけ, あ てあさきか あせあしけくと 
うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ さとちつあ 』ぃ╅ せあ つそうちかすかせせそす ほてあたか. ¨せてかちかつせそ, 
ねてそ う せかこ つそおかちきあてつみ そてうかてふ せあ うそたちそつふ, さそてそちふか うそしせとまて つかえそおせみ 
せか てそしへさそ つたかぬけあしけつてそう-すかきおとせあちそおせけさそう, たそしけてそしそえそう け けつてそちけさそう. 
¨に くあおあまて つかいか すせそえけか すふつしみはけか しまおけ, くあおとすふうあまはけかつみ せあお てかす, 
さあさけす いとおかて せあつてとたけうのかか つてそしかてけか, さあさそか すかつてそ う ほてそす すけちか いとおとて くあせけ-
すあてへ ちあくしけねせふか つてちあせふ, さあさ そてせそつけてへつみ さ せそうそこ ちそしけ 』ぃ╅.

[あさ つねけてあかて あうてそち, せかしへくみ くあいふうあてへ そ てそす, ねてそ たちそぬかつつ えしそいあしけくあぬけけ 
せそつけて そいひかさてけうせふこ にあちあさてかち, せかくあうけつけすそ そて てそえそ, さあさ かえそ うそつたちけせけすあまて 
ちあくしけねせふか つてちあせふ け せあちそおふ. 》ちけ ほてそす せかたちあうけしへせそ うつか いかおふ そてつてあしふに 
つてちあせ «つうあしけうあてへ» せあ えしそいあしけくあぬけま (つ. 30). 】ねかせふこ たちそうそおけて たあちあししかしへ 
つ たちそぬかつつそす けせおとつてちけあしけくあぬけけ, さそてそちふこ せあ たかちうふに たそちあに てあさきか つそそて-
うかてつてうそうあし けせてかちかつあす せか うつかに つてちあせ け つしそかう そいはかつてうあ, そおせあさそ つかえそおせみ かえそ 
たちそえちかつつけうせあみ ちそしへ みうしみかてつみ そいはかたちけくせあせせそこ (つ. 9).

《たてけすけつてけねかつさけか うふうそおふ たちそなかつつそちあ そ たそくけてけうせふに たそつしかおつてうけみに 
えしそいあしけくあぬけけ たちかおつてあうしみまて そつそいふこ けせてかちかつ. [あさ けくうかつてせそ, そせあ うかおかて 
さ とつけしかせけま うくあけすそくあうけつけすそつてけ えそつとおあちつてう. 》ちけ ほてそす せか てそしへさそ すあしふか 
け つしあいふか けつたふてふうあまて せあ つかいか うしけみせけか つけしへせふに け いそしへのけに. ′あうけつけすそつてへ 
たそつてかたかせせそ たちけそいちかてあかて そいそまおせふこ にあちあさてかち. 』けしへせふか け いそしへのけか せあねけ-
せあまて くあうけつかてへ そて たちかきせけに そいひかさてそう さそせてちそしみ け ほさつたしとあてあぬけけ (つ. 29). 
╇ ぬかしそす, ちあくすふのしみかて ╊. ╆あきあせそう, ほてそて たちそぬかつつ すそきかて つおかしあてへ ちあくしけねせふか 
そてちみおふ ねかしそうかねかつてうあ せあつてそしへさそ うくあけすそくあうけつけすふすけ, ねてそ そせけ つそ うちかすかせかす 
けくいあうみてつみ そて たちけうふねさけ ちあくちかのあてへ たちそてけうそちかねけみ つ たそすそはへま せあつけしけみ, 
せあとねあてつみ いそしへのか つそてちとおせけねあてへ おちとえ つ おちとえそす (つ. 30).

》ちけねかす ほてあ けおかみ つたちあうかおしけうあ たそ そてせそのかせけま さそ うつかす えそつとおあちつてうあす, 
う てそす ねけつしか け 』ぃ╅. ╇ とつしそうけみに えしそいあしけくあぬけけ 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ, 
そはとはあみ つかいみ たそいかおけてかしみすけ う にそしそおせそこ うそこせか け そたけちあみつへ せあ うそくちそつのかか 
たちかうそつにそおつてうそ う すそはけ, う にとおのけに てちあおけぬけみに えかそたそしけてけさけ うくみしけ さとちつ 
せあ うつかすかちせそか ちあつのけちかせけか くそせふ つうそかえそ うしけみせけみ, あ う さあねかつてうか さそせかねせそこ 
ぬかしけ — せあ えしそいあしへせそか おそすけせけちそうあせけか (つ. 92). っちさそこ けししまつてちあぬけかこ 
てあさそえそ さとちつあ つてあしあ けせてかちうかせぬけみ たちそてけう ¨ちあさあ, さそてそちとま あうてそち つねけてあかて 
えちといそこ そのけいさそこ. 《おせあさそ, たちそおそしきあかて そせ, け う せそうふに とつしそうけみに たそたふてさけ 
つそくおあてへ Pax Americana — せか いそしかか ねかす けししまくけみ. ╇そ-たかちうふに, たそおしけせせそか 
つそうちかすかせせそか せあちそおそうしあつてけか せかうそくすそきせそ とつてあせそうけてへ せあ のてふさあに せあ ねときけに 
くかすしみに け ぬけうけしけくあぬけみに. ╇そ-うてそちふに, う とつしそうけみに ちあくうけてそこ おかすそさちあてけけ おしけ-
てかしへせそか たちそうかおかせけか あうあせてまちせそえそ うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ さとちつあ, さそてそちふこ 
さ てそすと きか ねちかうあて えけいかしへま つそてかせ (け おあきか てふつみね) あすかちけさあせつさけに つそしおあて, 
せかうそくすそきせそ, てあさ ねてそ たふし あすかちけさあせつさそえそ たちあうけてかしへつてうあ いとおかて そにしあきおあてへ 
うせとてちかせせみみ そたたそくけぬけみ. ╇-てちかてへけに, と 』ぃ╅, つさそちかか うつかえそ, せか にうあてけて おかせかえ 
せあ ほさつたそちて おかすそさちあてけけ け うそかせせとま えかえかすそせけま う えしそいあしへせそす すあつのてあいか. 
╇-ねかてうかちてふに, つしそきせふか たちそいしかすふ せあのかえそ うくあけすそくあうけつけすそえそ すけちあ すそきせそ 
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とちかえとしけちそうあてへ てそしへさそ たちけ とつしそうけけ てかつせそえそ け ちあうせそたちあうせそえそ たあちてせかち-
つてうあ つ おちとえけすけ ねしかせあすけ すけちそうそえそ つそそいはかつてうあ (つ. 23—24). 』しかおそうあてかしへせそ, 
』そかおけせかせせふか ぃてあてふ すそえとて せあこてけ あおかさうあてせふこ そてうかて せあ えしあうせふか うふくそうふ 
つそうちかすかせせそつてけ — すかきおとせあちそおせふこ てかちちそちけくす, ちあつたちそつてちあせかせけか そちときけみ 
すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ — てそしへさそ う つそてちとおせけねかつてうか つ かうちそたかこつさけすけ 
つそまくせけさあすけ, 『そつつけかこ, すせそえけすけ おちとえけすけ つてちあせあすけ. 《つそいかせせそつてけ つそうちか-
すかせせそえそ すけちあ てあさそうふ, ねてそ おしみ とさちかたしかせけみ つうそかこ いかくそたあつせそつてけ おあきか 
つあすそか つけしへせそか えそつとおあちつてうそ たちそつてそ うふせときおかせそ さそそたかちけちそうあてへつみ つそ うつかす 
そつてあしへせふす すけちそす. ╇あのけせえてそせ きか, おかこつてうとみ う そおけせそねさと, せか つすそきかて 
ちかのけてへ せけ そおせそこ たちそいしかすふ, あ, さあさ たそさあくあしあ けちあさつさあみ さあすたあせけみ, せあそいそ-
ちそて, とつとえといしみかて つけてとあぬけま.

╇すかつてそ そおせそつてそちそせせかこ つけしそうそこ たそしけてけさけ ちあくとすせかか たちそうそおけてへ けせとま, 
いそしかか えけいさとま しけせけま, そつせそうあせせとま せあ そいはけに けせてかちかつあに, さそししかさてけうせふに 
あさぬけみに, け けつにそおけてへ けく うあきせそつてけ つそいしまおかせけみ うつかすけ すかきおとせあちそおせそ たちけ-
くせあせせふに せそちす (つ. 37). ╅すかちけさあせつさあみ たそしけてけさあ そたそちふ せあ そおせと しけのへ つけしと 
うそそいはか たそおあかて たしそにそこ たちけすかち. ╊つしけ 』ぃ╅ たそおねあつ けえせそちけちとまて 《《〉, 
すかきおとせあちそおせそか たちあうそ, たそつてとたあまて, さあさ けす うふえそおせそ, せか つねけてあみつへ つ けせてかちか-
つあすけ け すせかせけみすけ おちとえけに, てそ そつてあしへせふす うちそおか いふ てそきか せか そつてあかてつみ せけねかえそ 
けせそえそ, さあさ おかこつてうそうあてへ う あせあしそえけねせそす さしまねか (つ. 35). ╇ たちそてけうせそす つしとねあか, 
かつしけ しけおかちふ いとおとて たちけおかちきけうあてへつみ そくせあねかせせふに さそせつてちとさてけうせふに せそちす, 
てそ いそしへのけせつてうそ おちとえけに えそつとおあちつてう てあさきか せか たそつすかかて けに せあちとのあてへ け てかす 
つあすふす たちそてけうそたそつてあうしみてへ つかいみ すけちそうそすと つそそいはかつてうと, つてあせそうみつへ けくえそかす 
(てあす きか).

╇てそちあみ えしあうあ たちかおつてあうしみかて いそしへのそこ けせてかちかつ おしみ うつかに, さてそ けせてかちかつと-
かてつみ つそうちかすかせせそこ ちそつつけこつさそこ たそしけてけさそこ. ╇ かか たかちうそす ちあくおかしか ╊. ╆あきあ-
せそう そたけつふうあかて にそお け ちあくいけちあかて たちけねけせふ てかに たそけつてけせか ちかうそしまぬけそせせふに 
たちかそいちあくそうあせけこ, さそてそちふか たちそけくそのしけ う せあのかこ つてちあせか くあ たそつしかおせけか えそおふ.

╅せあしけくけちとみ つけてとあぬけま う 』』』『 せあ ほてそす ほてあたか, あうてそち つちあうせけうあかて かか 
つ うせとてちかせせけす たそしそきかせけかす う [けてあか, けくとねかせけかす さそてそちそえそ そせ おそしえそか うちかすみ 
くあせけすあしつみ たちそなかつつけそせあしへせそ.

〉かちかおさそ け つかえそおせみ すそきせそ とつしふのあてへ ちあつつときおかせけみ そ てそす, ねてそ う 1985 え. 
おしみ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ しとねのか いふしそ いふ たそこてけ たそ たとてけ ちかなそちす, さそてそちふこ 
いふし けくいちあせ ちとさそうそおつてうそす [〉『, — ねかちかく たそつてかたかせせそか ううかおかせけか ちふせそね-
せふに そてせそのかせけこ う とつしそうけみに えそつたそおつてうあ そおせそたあちてけこせそこ つけつてかすふ け きかつて-
さそえそ さそせてちそしみ せあお うつかすけ そいはかつてうかせせふすけ たちそぬかつつあすけ. ゅてそ, おかつさあてへ, 
たそくうそしけしそ いふ, さあさ う [けてあか, つそにちあせけてへ たちかきせまま つてちとさてとちと とたちあうしかせけみ 
つてちあせそこ, たそつてかたかせせそ せあねあてへ ちかなそちすふ, せか ちあくちとのあみ てそえそ, ねてそ いふしそ つそく-
おあせそ, け, たちかきおか うつかえそ, せか ちあくうあしけうあみ 』そまく. 〉そ, そてすかねあかて あうてそち させけえけ, 
』』』『 け [〉『 — おうか そねかせへ ちあくせふか つてちあせふ. ╇ [けてあか せあさあせとせか ちかなそちす, 
せあねあてふに ╉ほせ 』みそたけせそす, たそつしか いかくとすせそこ «さとしへてとちせそこ ちかうそしまぬけけ» うつかす 
つてあしそ みつせそ, ねてそ せかそいにそおけすふ さそちかせせふか たかちかすかせふ. 》あちてあたたあちあて いふし ちあく-
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

えちそすしかせ け せか すそえ つそたちそてけうしみてへつみ ちかなそちすあす. ╇ 』そうかてつさそす 』そまくか あたたあちあて 
そつてあうあしつみ つけしへせふす, えそてそうふす たちそてけうそつてそみてへ しまいふす たそさとのかせけみす せあ つうそけ 
たちかちそえあてけうふ. ╇そ えしあうか [〉『 つてそみし すせそえそそたふてせふこ おかみてかしへ つてあちそこ ちかうそ-
しまぬけそせせそこ えうあちおけけ, つ さそしそつつあしへせふす あうてそちけてかてそす う つてちあせか. ╇ 〈そつさうか 
«うそぬあちけしつみ» 〈.』. ╈そちいあねかう — そてせそつけてかしへせそ すそしそおそこ たそしけてけさ, せか けすかう-
のけこ つかちへかくせそえそ そたふてあ たそ とたちあうしかせけま そえちそすせそこ おかちきあうそこ. [けてあこ いふし 
あえちあちせそこ つてちあせそこ, えおか 800 すしせ さちかつてへみせ きあきおあしけ たちあう せあ つあすそつてそみ-
てかしへせふこ てちとお, け ╉ほせ ほてそ たちあうそ けす おあし. ゅさそせそすけさあ せかすかおしかせせそ そきけしあ, 
け たちそえちあすすあ ちかなそちす たそしとねけしあ たそおおかちきさと う そいはかつてうか. ╇ 』』』『 きか 
にちかいてそす ほさそせそすけさけ みうしみしつみ うそかせせそ-たちそすふのしかせせふこ さそすたしかさつ. 〉そ ╇》[ 
け つうみくあせせふこ つ せけす たあちてあたたあちあて せか きかしあしけ しけのあてへつみ うしあつてけ け おかせかえ, そせけ 
いしそさけちそうあしけ たかちかすかせふ. 〉あさそせかぬ, う [〉『 ちかなそちすあす いしあえそたちけみてつてうそうあしけ 
け うせかのせけか とつしそうけみ: あすかちけさあせぬふ け けに つそまくせけさけ えそちみねそ たそおおかちきあしけ 
おうけきかせけか つてちあせふ-えけえあせてあ さ さあたけてあしけくすと, てとおあ たそてかさしけ けせうかつてけぬけけ. 
《つそいかせせそ つてあちあしあつへ たみてけおかつみてけすけししけそせせあみ くあちといかきせあみ さけてあこつさあみ おけあ-
つたそちあ. 』』』『 け すかねてあてへ せか すそえ そ てあさそこ たそすそはけ (つ. 250—251).

』しかおそうあてかしへせそ, てあさ せあくふうあかすふこ «さけてあこつさけこ うあちけあせて» うちみお しけ いふし 
たちけえそおかせ おしみ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ. 〉そ け ちかくとしへてあてふ ちかなそちす, たちそうかおかせせふに 
う 』』』『, あ たそてそす う 『そつつけけ, そぬかせけうあまてつみ ╊. ╆あきあせそうふす うかつへすあ さちけてけねか-
つさけ. ╇たそしせか しそえけねせそ, ねてそ あうてそち たちけうしかさあかて うせけすあせけか ねけてあてかしみ さ てかす 
たちそいしかすあす, つ さそてそちふすけ つかえそおせみ たちけにそおけてつみ つてあしさけうあてへつみ すそつさそうつさそすと 
ちとさそうそおつてうと, あ てあさきか うかおかて ちかねへ そ てそす, ねてそ きおかて せあのと つてちあせと う いしけきあこ-
のかこ たかちつたかさてけうか, かつしけ せか いとおとて つちそねせそ たちかおたちけせみてふ あおかさうあてせふか すかちふ 
たそ けに ちかのかせけま.

【あさ, せかそてしそきせそこ くあおあねかこ みうしみかてつみ ちかなそちすけちそうあせけか あちすけけ (てはあ-
てかしへせそ たちそおとすあせせそか), さそてそちあみ せふせか せか う つそつてそみせけけ くあはけてけてへ えちあせけぬふ 
たちそてみきかせせそつてへま う たそしてそちあ ほさうあてそちあ — 61 てふつ. さけしそすかてちそう. ╆かく ちかくさそえそ 
とうかしけねかせけみ つかちけこせふに くあさとたそさ せそうかこのかこ うそかせせそこ てかにせけさけ ねかちかく 5—7 しかて 
たちそけくそこおかて たそねてけ おかつみてけさちあてせそか つせけきかせけか うそくすそきせそつてかこ うそそちときかせせふに 
つけし (つ. 68).

《つうかはあみ ちかえけそせあしへせとま たそしけてけさと 〈そつさうふ, ╊. ╆あきあせそう たちけうしかさあかて 
うせけすあせけか さ つてちかすしかせけま ぬかせてちあしへせそこ うしあつてけ たそうふつけてへ かか ほななかさてけう-
せそつてへ せあ すかつてあに, さそせさちかてせふす すかちあす, せあたちあうしかせせふす せあ ほてそ. 〉そ, たちかお-
とたちかきおあかて そせ, つとはかつてうとかて そたあつせそつてへ てそえそ, ねてそ ぬかせてち, あせせとしけちとみ たそしせそ-
すそねけみ け けくふすあみ なけせあせつそうふか ちかつとちつふ 89 つといひかさてそう ‒かおかちあぬけけ, すそきかて 
しけのけてへ けに つてけすとしそう さ ちあくうけてけま (つ. 67).

╅うてそち そてすかねあかて, ねてそ おしみ とたちあうしかせけみ つてちあせそこ せそうふこ たちかくけおかせて そいひ-
かおけせけし う そおせと さそすあせおと きかつてさけに つけしそうけさそう け しけいかちあしへせふに ほさそせそすけつてそう 
(つ. 65). 〉か たそてそすと しけ, にそてみ «つかえそおせみ う ぬかしそす 『そつつけみ そつてあかてつみ せあ おかすそさちあ-
てけねかつさそす たとてけ, ほしかすかせてふ あうてそちけてあちけくすあ う かか たそしけてけねかつさそこ きけくせけ せあ 
そておかしへせふに せあたちあうしかせけみに とつけしけうあまてつみ» (つ. 70)?
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《つそいふこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみかて ちあくおかし, たそつうみはかせせふこ せあのかこ うせかのせかこ 
たそしけてけさか つ 1992 たそ 2003 え. 』 たちけうしかねかせけかす いそえあてそえそ なあさてけねかつさそえそ すあてか-
ちけあしあ たそさあくあせふ うつか そつせそうせふか かか あつたかさてふ け せあたちあうしかせけみ, ちあつさちふてふ たちけ-
ねけせふ けくすかせかせけみ さとちつあ.

╊. ╆あきあせそう つねけてあかて, ねてそ つかえそおせみ すかきおとせあちそおせあみ しけせけみ 『そつつけけ せそつけて 
そてさちふてふこ, すせそえそうかさてそちせふこ, ついあしあせつけちそうあせせふこ にあちあさてかち (つ. 79). 』とはか-
つてうかせせふか さそちちかさてけちそうさけ, たちそけつのかおのけか う たそつしかおせけか えそおふ, つうみくあせふ さあさ 
つ うせとてちかせせけすけ, てあさ け つ うせかのせけすけ なあさてそちあすけ. [ たかちうふす そてせそつみてつみ 
そつしそきせかせけみ う たちそぬかつつか ちかなそちす, さそてそちふか たそおそちうあしけ たそくけぬけけ ちあおけさあしへ-
せふに ちかなそちすあてそちそう. ╇ ちかくとしへてあてか そせけ しけのけしけつへ たそおおかちきさけ いそしへのかこ 
ねあつてけ ほしかさてそちあてあ, け たそてそすと けに つすかせけしけ と えそつとおあちつてうかせせそえそ «のてとちうあしあ» 
たちかおつてあうけてかしけ いそしかか てちあおけぬけそせせふに うくえしみおそう. 』ちかおけ うせかのせけに なあさてそちそう 
あうてそち うふおかしみかて たちかきおか うつかえそ たそうかおかせけか ′あたあおあ. ╇ そいはかつてうか たそみうけしけつへ 
そたあつかせけみ, ねてそ たそつしかおせけこ たちかおたそねかし いふ うけおかてへ 『そつつけま つしあいそこ け いかおせそこ 
(つ. 76). ′あたあおせふこ しあえかちへ さちけてけさそうあしつみ う 『‒ くあ せかきかしあせけか たちかおそつてあうけてへ 
かこ あおかさうあてせとま たそすそはへ, うそくせけさしけ つそすせかせけみ そてせそつけてかしへせそ たちけすかせけすそ-
つてけ せあ そてかねかつてうかせせそこ たそねうか くあけすつてうそうあせせふに けくうせか ちかぬかたてそう ちあくうけてけみ. 
[ちそすか てそえそ, う 〈そつさうか そつそくせあしけ, ねてそ せか つしかおとかて てかちみてへ さそせてあさてふ つ いふう-
のけすけ たあちてせかちあすけ 』』』『 う ょきせそこ ╅くけけ, せあ ╆しけきせかす ╇そつてそさか, う おちとえけに 
ちかえけそせあに (つ. 77).

〉あ うせかのせかこ たそしけてけさか つてちあせふ つさあくあしそつへ け けくすかせかせけか そいはかこ つけてとあ-
ぬけけ う すけちか. 《さそせねあせけか にそしそおせそこ うそこせふ たそちそおけしそ そたちかおかしかせせふか けししま-
くけけ そ いかつさそせなしけさてせそす つそてちとおせけねかつてうか つ ′あたあおそす. 【そて なあさて, ねてそ たちかきせみみ 
つけつてかすあ すけちそたそちみおさあ たそおうかちえしあつへ さそちかせせそこ しそすさか, あ せそうあみ, とつてそこねけうあみ 
おそ つけに たそち せか つしそきけしあつへ, とつとえといしみかて てちかせけみ け たちそてけうそちかねけみ. 》ちけ ほてそす 
そねかうけおせそ, ねてそ えそつとおあちつてうあ, さあさ け う たちかきせけか ほたそにけ, たちそおそしきあまて つそたかちせけ-
ねあてへ すかきおと つそいそこ, つてちかすけてへつみ さ しけおかちつてうと. ¨に うそくすそきせそつてけ け たそくけぬけけ 
たそ-たちかきせかすと くけきおとてつみ せあ けに つそうそさとたせそこ すそはけ (つ. 79). 《てつまおあ みつせそ, ねてそ 
『‒ すそきかて たちそおとさてけうせそ つそてちとおせけねあてへ つ いそしへのけせつてうそす えそつとおあちつてう, そつそ-
いかせせそ つ つそつかおせけすけ. 》ちけねかす かこ せか つしかおとかて «つさしそせみてへつみ» う てと けしけ けせとま 
つてそちそせと — う つけしと つうそかえそ えかそえちあなけねかつさそえそ たそしそきかせけみ, ちあくすかちあ, すそはけ, 
けつてそちけけ 『そつつけみ おそしきせあ たそおおかちきけうあてへ ついあしあせつけちそうあせせふか そてせそのかせけみ 
つ ′あたあおそす, ╇そつてそさそす け ょえそす, せか けはあ なちあえすかせてあちせふに つそまくそう (くあ うそくすそき-
せふす けつさしまねかせけかす つてちあせ 』〉╈) (つ. 80).

╇すかつてか つ てかす, ちあくすふのしみかて あうてそち, せかつすそてちみ せあ ちあくしけねけみ う えかそたそしけ-
てけねかつさけに けせてかちかつあに け たそくけぬけみに, いそしへのけせつてうそ けく てかに たちそいしかす, さそてそちふか 
』ぃ╅, あ てあさきか 』かうかちそあてしあせてけねかつさけこ あしへみせつ つてちかすみてつみ ちかのあてへ, う ちあうせそこ 
つてかたかせけ うそしせとかて け せあつ. ¨ «てあさ きか, さあさ 』ぃ╅ け けに くあたあおせふか たあちてせかちふ 
せか つたちあうみてつみ つ ほてけすけ たちそいしかすあすけ いかく とねあつてけみ おちとえけに ねしかせそう すけちそうそえそ 
つそそいはかつてうあ, う てそす ねけつしか 『そつつけけ, てあさ け すふ せか そいそこおかすつみ いかく つそてちとおせけねか-
つてうあ つ 』ぃ╅ け うつかす ′あたあおそす» (つ. 81). [あさ いふ そてうかねあみ てかす, さてそ たちかおしあえあかて 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

さそせつてちとけちそうあてへ たちそてけう 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう ちあくしけねせふか «てちかとえそしへ-
せけさけ», «ねかてふちかにとえそしへせけさけ» け «かおけせふか なちそせてふ», とねかせふこ たちかおとたちかき-
おあかて, ねてそ けく ほてそえそ せけねかえそ せか たそしとねけてつみ, けいそ たそおあうしみまはかか いそしへのけせつてうそ 
ねしかせそう すけちそうそえそ つそそいはかつてうあ せときおあかてつみ う つそてちとおせけねかつてうか つ ╅すかちけさそこ 
け せか たそきかちてうとかて けす (つ. 27). «〉か つしかおとかて とたとつさあてへ けく うけおと け てそて そねかうけおせふこ 
なあさて, — たそみつせみかて そせ, — ねてそ いかく つそてちとおせけねかつてうあ けしけ, たそ さちあこせかこ すかちか, 
せかこてちあしへせそえそ そてせそのかせけみ つそ つてそちそせふ 』ぃ╅ せあす せか とおあつてつみ そつとはかつてうけてへ 
きけくせかせせそ うあきせふか くあおあねけ うせとてちかせせかえそ ちあくうけてけみ — たそつてちそけてへ ちふせそねせとま 
ほさそせそすけさと け とつてそこねけうとま おかすそさちあてけま» (つ. 28).

╊. ╆あきあせそう たそしそきけてかしへせそ そぬかせけうあかて たかちつたかさてけうふ そてせそのかせけこ すかきおと 
『そつつけかこ け ╊うちそたそこ. 』 かえそ てそねさけ くちかせけみ, せかつすそてちみ せあ たかちけそおけねかつさけ うそくせけ-
さあまはけか てちかせけみ, たちそいしかすせふか «とくしふ» せあねせとて たそつてかたかせせそ ちあつつあつふうあてへつみ. 
╉そたそしせけてかしへせふこ けすたとしへつ ちあくうけてけま せあのかえそ つそてちとおせけねかつてうあ つ ′あたあおそす 
う ぬかしそす すそえとて たちけおあてへ たそつしか うつてとたしかせけみ う ╊』 つてちあせふ をかせてちあしへせそこ 
け ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ — たちけ ちあくとすせそこ け あさてけうせそこ たそしけてけさか, たちそうそおけすそこ 
『そつつけかこ. ¨ せあそいそちそて, そつてあうあみつへ たあつつけうせふすけ う を╇╊, すふ すそきかす そさあくあてへつみ 
そておかしかせせふすけ そて 』てあちそえそ 』うかてあ ちあくしけねせふすけ いあちへかちあすけ (つ. 103).

》そおちそいせそすと あせあしけくと たそおうかちえせとてふ そてせそのかせけみ 『そつつけけ つそ つてちあせあすけ 
』〉╈. 〉あちみおと つ たちそいしかすあすけ あうてそち そてすかねあかて たそくけてけうせとま ちそしへ ほてそこ そちえあ-
せけくあぬけけ: うそ すせそえそす いしあえそおあちみ つそくおあせけま 』そおちときかつてうあ たそつしか ちあつたあおあ 
』』』『 とおあしそつへ けくいかきあてへ にあそつあ. ╇ ちあいそてか たそおねかちさけうあかてつみ, ねてそ う たそつしかお-
せけか えそおふ けせてかえちあぬけみ せあ たそつてつそうかてつさそす たちそつてちあせつてうか たかちかつてあしあ ちあつつすあ-
てちけうあてへつみ さあさ あいつそしまてせあみ ぬかせせそつてへ, ちあおけ さそてそちそこ たちけかすしかすふ しまいふか 
くあてちあてふ け けくおかちきさけ. ╆ふし つおかしあせ あさぬかせて せあ ちあくうけてけけ おうとつてそちそせせけに 
たあちてせかちつさけに そてせそのかせけこ つそ つてちあせあすけ いしけきせかえそ くあちといかきへみ. 【あさそこ さとちつ 
たちけせかつ そたちかおかしかせせふか おけうけおかせおふ (つ. 107). 》ちけ ほてそす 〈そつさうあ せか そてさあくあ-
しあつへ そて けせてかえちあぬけそせせふに たしあせそう, けつにそおみ けく てそえそ, ねてそ けせてかえちあぬけみ — そいひ-
かさてけうせあみ てかせおかせぬけみ ほたそにけ えしそいあしけくあぬけけ. ╉しみ かか とつたかにあ 『‒ おそしきせあ 
つそいしまおあてへ そたちかおかしかせせふか たちけせぬけたふ け とねけてふうあてへ ちみお うあきせふに すそすかせてそう. 
】ねかせふこ つたちあうかおしけうそ つかてとかて, ねてそ たちそみうしかせけか うふつそさそすかちけみ そててあしさけうあかて 
たあちてせかちそう そて 『そつつけけ, うそつたちけせけすあかてつみ すそしそおふすけ えそつとおあちつてうあすけ うかつへすあ 
いそしかくせかせせそ, さあさ ちかぬけおけうふ けすたかちつさけに あすいけぬけこ. 》そたふてさけ すとつつけちそうあてへ 
てかちちけてそちけあしへせふか け けせふか つたそちふ そておあしみまて «そいけきかせせふに» そて せかか. ╇ しまいそす 
つしとねあか つてちあせふ いしけきせかえそ くあちといかきへみ いとおとて つてちかすけてへつみ さ おけうかちつけなけさあぬけけ 
うせかのせけに つうみくかこ, け ほてそ かつてかつてうかせせそ おしみ せかくあうけつけすふに, けはとはけに たちけくせあ-
せけみ け せあおかきせふか けつてそねせけさけ なけせあせつそうふに け てかにせそしそえけねかつさけに ちかつとちつそう 
えそつとおあちつてう (つ. 108). 〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ さしまねかうふす うふうそおそす ╊. ╆あきあ-
せそうあ: せか せあきけす, あ たそしけてけさあ, たそつてちそかせせあみ せあ たそせけすあせけけ けに つてちかすしかせけみ 
さ とさちかたしかせけま つとうかちかせけてかてあ, みうしみかてつみ せかそいにそおけすふす とつしそうけかす とつたかの-
せそえそ ちあくうけてけみ そてせそのかせけこ 『そつつけけ つ せそうふすけ せかくあうけつけすふすけ えそつとおあち-
つてうあすけ, そいちあくそうあうのけすけつみ せあ たそつてつそうかてつさそす たちそつてちあせつてうか.
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『あつつすあてちけうあみ たちそいしかすふ ╅【『, あうてそち そつそいそか うせけすあせけか とおかしみかて ちそつつけこ-
つさそ-さけてあこつさけす そてせそのかせけみす, さそてそちふか け と せあつ, け う 》かさけせか にあちあさてかちけくと-
まてつみ さあさ «たちかうそつにそおせふか, しとねのけか くあ うつま けつてそちけま», さあさ «つてちあてかえけねかつさそか 
たあちてせかちつてうそ» (つ. 112). ╇ ちあいそてか, そおせあさそ, そてすかねあかてつみ, ねてそ う たそつしかおせけか えそおふ 
う ほてけに うくあけすそつうみくみに たそみうけしそつへ おうあ «ちあくおちあきけてかしみ»: おちあすあてけねかつさけこ ちそつて 
たちけつとてつてうけみ えちあきおあせ [〉『 せあ ちそつつけこつさそす ╉あしへせかす ╇そつてそさか け けくすかせかせけか 
うたかちうふか う けつてそちけけ つそそてせそのかせけみ つけし すかきおと おうとすみ おかちきあうあすけ う たそしへくと 
いふつてちそ ちあくうけうあまはかえそつみ つそつかおあ. ╉しみ ちかのかせけみ ほてけに たちそいしかす, つねけてあかて 
╊. ╆あきあせそう, せかそいにそおけすそ あさてけうせかか ちあくうけうあてへ ちそつつけこつさけこ ╉あしへせけこ ╇そつてそさ 
け たとつてけてへ てとおあ «さけてあこぬかう, あ くあそおせそ け みたそせぬかう, さそちかこぬかう, あすかちけさあせぬかう 
け て.お.... 》そつてかたかせせそ てとおあ け ちとつつさけか けく かうちそたかこつさけに ちあこそせそう, けく をかせ-
てちあしへせそこ ╅くけけ たそてみせとてつみ, うくあけすそくあうけつけすそつてへ うそくちあつてかて せあつてそしへさそ, ねてそ 
うつか いとおとて くあけせてかちかつそうあせふ う たちそぬうかてあせけけ せあのかえそ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ» 
(つ. 253—254).

╆そしへのそか うせけすあせけか あうてそち とおかしみかて け うそたちそつあす そてせそのかせけこ 『そつつけけ 
つ ったそせけかこ, ょきせそこ け 』かうかちせそこ [そちかみすけ, つ ¨せおけかこ. ╆しけきせかうそつてそねせそこ 
たそしけてけさか 『‒ たそつうみはかせあ そておかしへせあみ つてあてへみ, さそてそちあみ つそおかちきけて さそせさちかて-
せふか たちかおしそきかせけみ たそ とちかえとしけちそうあせけま さそせなしけさてあ (つ. 159—172). ╇ させけえか 
ちあつつすあてちけうあまてつみ てあさきか そてせそのかせけみ つそ つてちあせあすけ ]あてけせつさそこ ╅すかちけさけ 
け ╅なちけさけ.

》そおうそおみ けてそえけ, あうてそち つたちあうかおしけうそ そてすかねあかて, ねてそ せあ つかえそおせみのせけこ 
おかせへ «ぬかせそこ せあたちみきかせせふに とつけしけこ 『そつつけけ とおあしそつへ とさちかたけてへ つうそけ たそくけ-
ぬけけ せあ すけちそうそこ あちかせか せあ すせそえけに たちけせぬけたけあしへせふに せあたちあうしかせけみに» 
(つ. 123).

╇すかつてか つ てかす たちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ すせそえそうかさてそちせふこ にあちあさてかち うせかのせかこ 
たそしけてけさけ 〈そつさうふ うそ すせそえそす つうみくあせ つ せかくあうかちのかせせそつてへま たちそぬかつつあ てちあせつ-
なそちすあぬけけ つあすそえそ ちそつつけこつさそえそ そいはかつてうあ. [あさ けくうかつてせそ, つちかおけ そてかねか-
つてうかせせふに ほさつたかちてそう せかて かおけせつてうあ すせかせけこ たそ さしまねかうそこ つてちあてかえけねかつさそこ 
たちそいしかすか: せあおそ しけ 『そつつけけ けつさあてへ つそまくせけさそう, け かつしけ せあおそ, てそ えおか — せあ ╇そつ-
てそさか, ′あたあおか けしけ せあ ょえか, け ねてそ おしみ ほてそえそ せかそいにそおけすそ つおかしあてへ. ｠そてみ ほてけ 
うそたちそつふ たそつてあうしかせふ う ちかぬかせくけちとかすそす ついそちせけさか, つさしあおふうあかてつみ うたかねあてしか-
せけか, ねてそ けに てはあてかしへせあみ さそせぬかたてとあしへせあみ ちあくちあいそてさあ うそ すせそえそす かはか うたか-
ちかおけ, いとおとねけ そてうかてつてうかせせふす そいひかさてそす たかちつたかさてけうせふに あうてそちつさけに たといしけ-
さあぬけこ. 〉かて つそすせかせけみ う てそす, ねてそ せかさあみ せかそたちかおかしかせせそつてへ おあかて つうそいそおと 
おしみ すあせかうちけちそうあせけみ け う てあさてけねかつさそす たしあせか うたそしせか そたちあうおあせあ. 》そほてそすと 
すせそえけか つてちあせふ, せあにそおけうのけかつみ せあ けくしそすか けつてそちけけ, たちけいかえあしけ さ たそおそい-
せふす たちけかすあす おしみ そてつてあけうあせけみ つうそけに けせてかちかつそう せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか. 
《おせあさそ つそそいちあきかせけみ つかえそおせみのせかえそ おせみ せか おそしきせふ くあつしそせみてへ つてちあてかえけねか-
つさけか ぬかしけ け, てかす いそしかか, すかのあてへ けに ちかあしけくあぬけけ. ╇そくすそきせそ, さ すせそえそねけつしかせ-
せふす おそつてそけせつてうあす ちかぬかせくけちとかすそこ させけえけ いふしそ いふ おそいあうしかせそ かはか そおせそ, 
いとおへ つそそてうかてつてうとまはけか あさぬかせてふ ちあつつてあうしかせふ いそしかか «きかつてさそ».
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【ちかてへみ えしあうあ ちあいそてふ たそつうみはかせあ あくけあてつさけす たちそいしかすあす. 《せあ つそおかちきけて 
うあきせふか たちあさてけねかつさけか ちかさそすかせおあぬけけ たそ とちかえとしけちそうあせけま すかきさそちかこつさけに 
そてせそのかせけこ, てあこうあせへつさそこ たちそいしかすふ. 〉か つしとねあこせそ たそほてそすと えしあうあ そてさちふ-
うあかてつみ つてあてへみすけ せあ あせえしけこつさそす みくふさか, みうしみみつへ つうそかそいちあくせふす たそつしあせけかす, 
せあたちあうしみかすふす けく 〈そつさうふ あくけあてつさけす たあちてせかちあす.

』たかぬけあしへせふこ ちあくおかし そてうかおかせ うくあけすそそてせそのかせけみす すかきおと 『そつつけかこ 
け ょきせそこ [そちかかこ, あ てあさきか [〉╉『. [あさ けくうかつてせそ, う たそつしかおせかか うちかすみ ほてけ 
うそたちそつふ たちけうしかさあまて そつそいそか うせけすあせけか せか う たそつしかおせまま そねかちかおへ ううけおと 
そいそつてちかせけみ つかうかちそさそちかこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ けく-くあ みおかちせそこ 
たちそいしかすふ. ｠あちあさてかちけくとみ つそうちかすかせせとま ちそつつけこつさとま たそしけてけさと せあ ほてそす 
せあたちあうしかせけけ, ╊. ╆あきあせそう たそおねかちさけうあかて, ねてそ, たちけおみ さ うしあつてけ, たちかくけおかせて 
╇. 》とてけせ たちそうそおけて さとちつ せあ せそちすあしけくあぬけま そてせそのかせけこ つ 》にかせへみせそす 
け たあちあししかしへせそ たちそおそしきあかて とおかしみてへ うせけすあせけか つそてちとおせけねかつてうと つ 『かつたと-
いしけさそこ [そちかみ. 》ちかおのかつてうとまはけこ たかちけそお たそさあくあし, ねてそ たそてかちみ ちふねあえそう 
うしけみせけみ 『そつつけけ せあ [〉╉『 たちけうかしあ さ たあおかせけま かか たちかつてけきあ け う ょきせそこ 
[そちかか, そいはかすと そつしあいしかせけま たそくけぬけこ 〈そつさうふ せあ たそしとそつてちそうか け う 』かうかちそ-
╇そつてそねせそこ ╅くけけ う ぬかしそす (つ. 220). 』かえそおせみ 『‒ くあせけすあかて あさてけうせとま たそくけ-
ぬけま う ちかのかせけけ そたあつせそ そいそつてちけうのかえそつみ くおかつへ みおかちせそえそ うそたちそつあ. 《せあ たちけ-
しそきけしあ すあさつけすとす とつけしけこ, ねてそいふ つたそつそいつてうそうあてへ せあねあしと すせそえそつてそちそせせけに 
たかちかえそうそちそう たそ ほてそこ たちそいしかすか, け みうしみかてつみ けに あさてけうせふす とねあつてせけさそす.

[あさ そてすかねあかてつみ う させけえか, 〈そつさうあ つねけてあかて せかたちけかすしかすふす たちけすかせか-
せけか おしみ ちかのかせけみ さそちかこつさそこ たちそいしかすふ たちかおしあえあかすそえそ 』ぃ╅ つけしそうそえそ 
すかてそおあ. ╇そ-たかちうふに, 『そつつけみ せか うけおけて う 』かうかちせそこ [そちかか とえちそくと おしみ つかいみ. 
╇そ-うてそちふに, う 『‒ せか うかちみて, ねてそ [〉╉『 すそきかて せあたあつてへ せあ さそえそ いふ てそ せけ 
いふしそ — ほてそ いふしそ いふ ちあうせそつけしへせそ つあすそといけこつてうと. ╇-てちかてへけに, うそかせせあみ 
あさぬけみ たちそてけう ほてそこ つてちあせふ つたちそうそぬけちとかて せかさそせてちそしけちとかすそか け せかたちかお-
つさあくとかすそか ちあくうけてけか つそいふてけこ. 〉かしへくみ けつさしまねあてへ おあきか いそしへのとま うそこせと 
つ とねあつてけかす さちとたせふに おかちきあう. ╇-ねかてうかちてふに, せあたあおかせけか せあ [〉╉『 いとおかて 
たちそてけうそちかねけてへ すかきおとせあちそおせそすと たちあうと け たそおそちうかて うつま えしそいあしへせとま いかく-
そたあつせそつてへ. ╇-たみてふに, うそこせあ たちけうかおかて さ そえちそすせふす きかちてうあす, さそえおあ おかつみてさけ 
てふつみね せかうけせせふに しまおかこ いとおとて けつてちかいしかせふ (つ. 225).

«】おとのあまはけこ» すかてそお, つてそちそせせけさあすけ さそてそちそえそ てあさきか みうしみまてつみ 』ぃ╅, 
たちかおたそしあえあかて ちあくちとのかせけか つかうかちそさそちかこつさそえそ ちかきけすあ けくせとてちけ つ たそすそ-
はへま けくそしみぬけけ, つあせさぬけこ, さあちあせてけせそう. ¨ そせ せか すそきかて いふてへ そおそいちかせ 『そつ-
つけかこ. [〉╉『 せか くあつしときけうあかて たそおそいせそこ きかつてそさそつてけ てそしへさそ しけのへ たそ たちけ-
ねけせか つうそかこ てそてあしけてあちせそつてけ け ほさそせそすけねかつさそこ そてつてあしそつてけ. [ちそすか てそえそ, 
てあさそこ つたそつそい せかえとすあせかせ: せかしへくみ うそ けすみ そつうそいそきおかせけみ つかうかちそさそちかこつさそえそ 
せあつかしかせけみ かはか いそしかか とつけしけうあてへ かえそ きか つてちあおあせけみ. «】おとのかせけか» すそきかて 
たちけうかつてけ さ ちかくとしへてあてあす, たちそてけうそたそしそきせふす そきけおあかすふす, — たちそけくそこおかて 
さそせつそしけおあぬけみ ちかきけすあ, あ つそくおあせけか みおかちせそえそ そちときけみ いとおかて とつさそちかせそ. 
《おせあさそ おあきか かつしけ すかてそお け つちあいそてあかて — ちかきけす つてちかすけてかしへせそ ちとにせかて, 
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あ おうか [そちかけ いふつてちそ うそつつそかおけせみてつみ, — つとはかつてうとかて いそしへのあみ うかちそみてせそつてへ 
てそえそ, ねてそ せあ たそしとそつてちそうか せあおそしえそ うそぬあちみてつみ にあそつ, ほさそせそすけねかつさあみ ちあく-
ちとにあ, たそしけてけねかつさあみ せかちあくいかちけにあ. 《いひかおけせかせせあみ [そちかみ うそこおかて う たそしそつと 
たちそおそしきけてかしへせそえそ さちけくけつあ, つそくおあうあみ たそすかにけ ちあくうけてけま け つてあいけしへせそつてけ 
う ちかえけそせか け すけちか う ぬかしそす (つ. 227).

╇ ちあいそてか たそおねかちさけうあかてつみ, ねてそ, つ ちそつつけこつさそこ てそねさけ くちかせけみ, とちかえと-
しけちそうあせけか う [そちかか おそしきせそ くあさしまねあてへつみ う おそつてけきかせけけ うせあねあしか たそお-
しけせせそえそ すけちせそえそ つそつとはかつてうそうあせけみ すかきおと 『[ け [〉╉『, うそうしかねかせけけ 
』かうかちあ う けせてかせつけうせふか さそせてあさてふ つ ょえそす け そつてあしへせふす すけちそす け たそそはちか-
せけけ たそつてかたかせせふに, せそ えしといけせせふに ちかなそちす つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ 
け そいはかつてうあ う ぬかしそす. 》にかせへみせ うかちせかてつみ さ てそこ しけせけけ, さそてそちとま なあさてけねかつさけ 
せあねあし う 2001—2002 ええ., さそえおあ たそみうけしけつへ そつせそうあせけみ たそしあえあてへ, ねてそ [けす ぁかせ 
¨ち せあぬかしけうあかてつみ せあ おかこつてうけてかしへせそか としとねのかせけか そてせそのかせけこ つ ょえそす, 
あ ねかちかく せかえそ — せあ せそちすあしけくあぬけま け さそせつそしけおあぬけま さそせてあさてそう つ ′あたあ-
おそす, ついあしあせつけちそうあせせふに そおせそうちかすかせせふす とさちかたしかせけかす つそてちとおせけねかつてうあ 
つ [けてあかす け 『そつつけかこ (つ. 222). ゅてそすと おそしきせふ つたそつそいつてうそうあてへ け ちかあしけくあぬけみ 
ちそつつけこつさけに たちそかさてそう う そいしあつてけ きかしかくせそおそちそきせそえそ つそそいはかせけみ すかきおと 『[ 
け [〉╉『, あ てあさきか たそつてあうさけ ほせかちえそちかつとちつそう.

〉か そえちあせけねけうあみつへ ちかさそすかせおあぬけみすけ そいはかえそ にあちあさてかちあ, ほさつたかちて けくしあ-
えあかて たちそえちあすすと たそつてかたかせせそえそ, たそほてあたせそえそ とちかえとしけちそうあせけみ さそちかこつさそこ 
たちそいしかすふ. 》ちそぬかつつ ちあつてみせかてつみ せあ すせそえけか えそおふ, たそみつせみかて そせ, せそ いとおかて 
つちあうせけてかしへせそ えしあおさけす け う さそせかねせそす けてそえか とつたかのせふす (つ. 230—231). 》ちけ 
ほてそす 『そつつけみ すそえしあ いふ いふてへ そねかせへ たそしかくせそこ, たちかきおか うつかえそ せあ たかちかにそおせそす 
ほてあたか.

ぁかてうかちてあみ えしあうあ ちあつつさあくふうあかて そ しけねせふに うたかねあてしかせけみに あうてそちあ そて かえそ 
たちかいふうあせけみ う 70-に えそおあに たちそのしそえそ うかさあ う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに. ¨せてか-
ちかつせそ, ねてそ, たそ にあちあさてかちと たちかおつてあうしみまはあみ つそいそこ すかすとあちふ, そせあ うふえしみおけて 
つうそかそいちあくせふす たちけしそきかせけかす さ たかちうそこ け うてそちそこ. [ たかちうそこ — たそてそすと, ねてそ 
う せかこ ちかねへ けおかて そ うせとてちかせせかこ たそしけてけさか 』ぃ╅, さそてそちあみ, さあさ けくうかつてせそ, 
みうしみかてつみ そつせそうそこ うせかのせかこ. [そ うてそちそこ — う つうみくけ つ てかす, ねてそ 『そつつけみ せあ 
たかちかにそおせそす ほてあたか つうそかえそ ちあくうけてけみ うそ すせそえそす そちけかせてけちとかてつみ せあ たそくけてけう-
せふこ そたふて そつせそうせふに つてちあせ ′あたあおあ, う てそす ねけつしか け 』ぃ╅.

『かくますけちとみ, にそてかしそつへ いふ せあたそすせけてへ, ねてそ つあすあ たそ つかいか くあおあねあ つそくおあせけみ 
すせそえそすかちせそこ, すせそえそなあさてそちせそこ たあせそちあすふ つそうちかすかせせそえそ おけせあすけねせそえそ 
すけちあ, たそつてあうしかせせあみ ╊. ╆あきあせそうふす, ねちかくうふねあこせそ そいひかすせあ け てちとおせあ. ╇ちみお 
しけ ほてそ すそきせそ そてせかつてけ さ せかおそつてあてさあす ちあいそてふ. 《おせあさそ うふいちあせせあみ てかすあ, 
いかくとつしそうせそ, てちかいとかて けつつしかおそうあてかしへつさそえそ たちそおそしきかせけみ. ╇ つてちかすしかせけけ 
そたけつあてへ け たちそあせあしけくけちそうあてへ つてそしへ «たそしけなそせけねせとま», つしそきせとま さあちてけせと 
とねかせふこ くあてちあえけうあかて つしけのさそす すせそえそ ちあくしけねせふに すかきおとせあちそおせふに たちそ-
いしかす. 》ちけねかす さあきおあみ けく せけに, たそ つとてけ, すそきかて つてあてへ つまきかてそす おしみ そておかしへ-
せそこ すそせそえちあなけけ. 』たちあうかおしけうそつてけ ちあおけ そてすかてけす, ねてそ たちあさてけねかつさけ うつか 
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ほてけ うそたちそつふ たそおうかちえせとてふ てはあてかしへせそすと あせあしけくと, うふうそおふ たちかおつてあうしみまて 
いそしへのそこ けせてかちかつ, あ うつか ちあくおかしふ そいひかおけせかせふ そいはかこ さそせぬかたぬけかこ. ╇すかつてか 
つ てかす にそてかしそつへ いふ たそきかしあてへ あうてそちと う おあしへせかこのかす かはか いそしかか たそおちそいせそ 
そつてあせそうけてへつみ せあ てあさけに うあきせふに てかすあに, さあさ うせかのせみみ け うせとてちかせせみみ たそしけ-
てけさあ 『そつつけけ, 』ぃ╅, [けてあみ, おちとえけに うかおとはけに えそつとおあちつてう, け, うそくすそきせそ, 
たそつうみてけてへ けす そておかしへせふか けつつしかおそうあせけみ.

〉あちみおと つ ほてけす せかそいにそおけすそ たそおねかちさせとてへ, ねてそ, けくしあえあみ つうそけ うくえしみおふ, 
たちそなかつつそち つてちかすけてつみ いふてへ すあさつけすあしへせそ そいひかさてけうせふす. 《せ たちかおたそねけ-
てあかて, ねてそいふ なあさてふ えそうそちけしけ つあすけ くあ つかいみ, たそおてうかちきおあみ うふつさあくあせせふか 
すふつしけ け そぬかせさけ. [あさ たちそなかつつけそせあしへせふこ おけたしそすあて, ╊. ╆あきあせそう せかちかおさそ 
とにそおけて そて たちみすふに そぬかせそさ, せか せあうみくふうあみ つうそま てそねさと くちかせけみ け たちかおつてあう-
しみみ うすかつてそ ほてそえそ たそしせそすあつのてあいせとま さあちてけせと, つそつてそみはとま けく さそせさちかてせふに 
つそいふてけこ け みうしかせけこ. 《せ たそくうそしみかて (け たそすそえあかて) さあきおそすと つあすそすと つそつてあ-
うけてへ つそいつてうかせせそか すせかせけか たそ てそすと けしけ けせそすと うそたちそつと. ｠そてみ け う ほてそす 
つしとねあか うふちあくけてかしへせあみ あうてそちつさあみ たそくけぬけみ うつか ちあうせそ さあさ いふ «つさうそくけて» 
すかきおと つてちそさ.

『かぬかせくけちとかすあみ させけえあ せあたけつあせあ きけうそ, そつてちそとすせそ, みちさそ け たそちそこ とうしか-
さあかて, さあさ そつてちそつまきかてせふこ ちそすあせ. ぁけてあてかしへ せか てそしへさそ くせあさそすけてつみ つ けせてか-
ちかつせふすけ けおかみすけ, たかちかお せけす たちかおつてあまて さそせさちかてせふか, くせあねけてかしへせふか 
きけうふか しまおけ — たそしけてけさけ, ねけせそうせけさけ, とねかせふか, あさてかちふ, うそかせせふか け て.お.

』てそけて てあさきか そつそいそ そてすかてけてへ, ねてそ つかえそおせみ せか てあさ ねあつてそ うつてちかねあまてつみ 
ちあいそてふ たそおそいせそえそ ちそおあ, つたそつそいつてうとまはけか なそちすけちそうあせけま と あとおけてそ-
ちけけ そたてけすけつてけねかつさそえそ せあつてちそみ. 』いそちせけさ «』そうちかすかせせふこ すけち» — くおかつへ 
そてちあおせそか けつさしまねかせけか. ゅてそ たちかおつてあうしみかてつみ せかつさそしへさそ たあちあおそさつあしへせふす, 
とねけてふうあみ, ねてそ あうてそち うかおかて ちかねへ そ せあいそしかうのけに たちそいしかすあに つそうちかすかせせそえそ 
すけちあ, せそうふに うふくそうあに け とえちそくあに, そ つしそきせかこのけに いかくそてしあえあてかしへせふに くあおあねあに, 
つてそみはけに つかえそおせみ たかちかお 『そつつけかこ. 【かす せか すかせかか, けつてそねせけさ そたてけすけくすあ とねか-
せそえそ せそつけて うたそしせか ちあぬけそせあしへせふこ にあちあさてかち. 《せ たちみすそ つうみくあせ つ そつせそうせそこ 
けおかかこ させけえけ: とつけしけうあまはあみつみ うくあけすそくあうけつけすそつてへ そえちあせけねけうあかて つあすふか 
つけしへせふか えそつとおあちつてうあ う けに つてちかすしかせけけ おそすけせけちそうあてへ け おあかて うそくすそきせそつてへ 
うつかす そつてあしへせふす つてちあせあす そさあくふうあてへ せあ すけちそうとま たそしけてけさと つとはかつてうかせせそか 
うしけみせけか. ╇ ちかくとしへてあてか すそきせそ せあおかみてへつみ, ねてそ う XXI う. えそつとおあちつてうあ しまいそえそ 
«さあしけいちあ», せあさそせかぬ, せあとねあてつみ すけちせそ ちあくちかのあてへ ちあくおかしみまはけか けに たちそ-
てけうそちかねけみ, すかきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ つてあせとて すかせかか さそせなしけさてせふすけ, 
あ すけち — いそしかか えあちすそせけねせふす け いかくそたあつせふす.

╇ ぬかしそす, すせそえそそたふてせそすと ちそつつけこつさそすと つたかぬけあしけつてと-すかきおとせあちそおせけさと, 
とねかせそすと-おけたしそすあてと とおあしそつへ といかおけてかしへせそ たそさあくあてへ, ねてそ と そてかねかつてうかせせそこ 
うせかのせかこ たそしけてけさけ つかえそおせみ かつてへ せかすあしふか うそくすそきせそつてけ おしみ とさちかたしかせけみ 
つてちあてかえけねかつさけに たそくけぬけこ つてちあせふ. 『かあしけくあぬけみ ほてそえそ たそてかせぬけあしあ くあうけつけて, 
たちかきおか うつかえそ, そて とつたかにあ うせとてちかせせけに ちかなそちす, あ てあさきか そて てそえそ, せあつさそしへさそ 
えけいさけす け にそちそのそ うふうかちかせせふす いとおかて かか うせかのせかたそしけてけねかつさけこ さとちつ.
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〉そうふか たといしけさあぬけけ*

[としすあてそう [.〉.
ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし,
おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち

『あくうけせ 》.╅.
[あせおけおあて ほさそせそすけねかつさけに せあとさ

╇ふのしあ う つうかて すそせそえちあなけみ «』そうちかすかせせふこ すけち», たちけせあおしかきあはあみ たかちと 
くあつしときかせせそえそ おかみてかしみ せあとさけ 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ, おそさてそちあ けつてそちけ-
ねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそちあ ╊.》. ╆あきあせそうあ, たちそちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ 
あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, けくうかつてせそえそ とねかせそえそ-すかきおとせあちそおせけさあ, あすかちけ-
さあせけつてあ, うそつてそさそうかおあ, つたかぬけあしけつてあ たそ たちそいしかすあす ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせ-
つさそえそ ちかえけそせあ, けつつしかおそうあてかしみ さあさ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす, 
てあさ け うそたちそつそう うせとてちかせせかえそ たそしけてけねかつさそえそ け つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそえそ 
ちあくうけてけみ 『そつつけけ.

╅うてそち たちそうかし えしといそさけこ せあとねせふこ あせあしけく そつせそうせふに てかせおかせぬけこ すけちそ-
うそえそ ちあくうけてけみ, ほうそしまぬけけ つけつてかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ — そて 
いけたそしみちせそつてけ ねかちかく たそたふてさけ かおけせつてうかせせそこ つうかちにおかちきあうふ う つそつてそみせけけ 
ほこなそちけけ そて たそいかおふ う «にそしそおせそこ うそこせか» とてうかちおけてへ すそせそたそしみちせそつてへ 
さ たそつてかたかせせそすと け てちとおせそすと そつそくせあせけま せかけくいかきせそつてけ すけちあ すせそえそたそ-
しみちせそえそ, そつせそうあせせそえそ せあ たちけせぬけたあに つそてちとおせけねかつてうあ け たちそおけさてそうあせせそえそ 
てちかくうふす たちあえすあてけねかつさけす ちあつねかてそす. 』ときおかせけみ あうてそちあ — せか たしそお ちあいそてふ 
う てけのけ さあいけせかてあ, あ ちかくとしへてあて すせそえそねけつしかせせふに さそせてあさてそう つ つあすふすけ ちあく-
せふすけ しまおへすけ — たそしけてけさあすけ, おけたしそすあてあすけ, うそかせせふすけ, ちあくうかおねけさあすけ 
け さそせてちちあくうかおねけさあすけ, さそししかえあすけ けく すけちあ せあとさけ け «たちそつてふすけ しまおへすけ».

╉ちかうせけか さけてあこぬふ きかしあしけ つうそけす そいけおねけさあす きけてへ «う ほたそにと たかちかすかせ». 
╉とすあかてつみ, ねてそ ╊.》. ╆あきあせそうと, せあたちそてけう, たそつねあつてしけうけしそつへ きけてへ う ほてと 
せかうかちそみてせそ とうしかさあてかしへせとま, にそてみ け さちあこせか てちとおせとま ほたそにと. 〉あにそおみつへ せあ 
そてうかてつてうかせせふに おそしきせそつてみに う 〈¨╉ け かえそ くあえちあせとねちかきおかせけみに, う 〈かきおと-
せあちそおせそす そておかしか を[ [》』』, う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ, そせ くあつてあし 
たかちけそお ちあくえあちあ «にそしそおせそこ うそこせふ» け «ちあくちみおさと» う そてせそのかせけみに すかきおと 
』』』『 け 』ぃ╅, いちかきせかうつさけこ «くあつてそこ», えそちいあねかうつさとま «たかちかつてちそこさと», かしへ-
ぬけせつさけか «ちかなそちすふ»…

』てちとさてとちせそ させけえあ つそつてそけて けく ねかてふちかに えしあう — «【かせおかせぬけけ えしそいあしへ-
せそえそ ちあくうけてけみ», «『そつつけみ», «╅くけみ» け «』ぃ╅», たそつうみはかせせふに そいはけす えかそたそ-
しけてけねかつさけす たちそいしかすあす, うそたちそつあす うくあけすそそてせそのかせけこ 『そつつけけ つ えしあうせふすけ 
とねあつてせけさあすけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. ′せあさそすみつへ つ あせあしけくそす あうてそちあ 
つそうちかすかせせそえそ うせとてちかせせかえそ つそつてそみせけみ 『そつつけけ け かか たそしそきかせけみ せあ すけちそ-

* [としすあてそう [.〉., 『あくうけせ 》.╅. 〉そうふか たといしけさあぬけけ // ╉けたしそすあてけねかつさけこ うかつてせけさ. 2004. づ 6. 』. 138.
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うそこ あちかせか, たちそせけさあかのへつみ そいそつせそうあせせふす そたてけすけくすそす け しとねのか そつそくせあ-
かのへ いかつたそねうかせせそつてへ あたそさあしけたてけねかつさけに たちそえせそくそう, たかちけそおけねかつさけ うふおあ-
うあかすふに — にそてみ け つ たちそてけうそたそしそきせそこ てそせあしへせそつてへま — たちかおつてあうけてかしみすけ 
さあさ さちあこせか たちあうふに, てあさ け さちあこせか しかうふに すあちえけせあしそう ちそつつけこつさそえそ たそしけてけ-
ねかつさそえそ つたかさてちあ. 〉か つそ うつかすけ そぬかせさあすけ, たちそえせそくあすけ け たちかおしそきかせけみすけ, 
つそおかちきあはけすけつみ せあ つてちあせけぬあに させけえけ, すそきせそ いかくそえそうそちそねせそ つそえしあつけてへつみ, 
せそ, てかす せか すかせかか, せあいしまおあみ くあ せかせあうみくねけうふすけ, せかおかすそせつてちあてけうせふすけ 
けくすかせかせけみすけ, さそてそちふか たちそけつにそおみて う せそうそす つてそしかてけけ う ちそつつけこつさそこ うせかの-
せかたそしけてけねかつさそこ つてちあてかえけけ, てちとおせそ そておかしあてへつみ そて すふつしけ, ねてそ せかさそてそちふか 
ちかさそすかせおあぬけけ, うふつさあくふうあうのけかつみ あうてそちそす せかつさそしへさそ しかて せあくあお, せか たちそ-
たあしけ うてとせか. 『かねへ けおかて そ せかそいにそおけすそつてけ たそおおかちきあせけみ ついあしあせつけちそうあせせふに 
そてせそのかせけこ つそ うつかすけ ぬかせてちあすけ つけしふ つそうちかすかせせそえそ すけちあ, せか くあいふうあみ 
たちけ ほてそす け そ, せあ たかちうふこ うくえしみお, せか つてそしへ くせあねけすふに うかしけねけせあに, そてさあくか そて 
たそすたかくせふに けせけぬけあてけう たちけ せあつてそこねけうそす け たそつしかおそうあてかしへせそす たちそてけうそ-
おかこつてうけけ たそたふてさあす せかさそてそちふに くあつてちみうのけに う たちそのしそす «ちふぬあちかこ にそしそお-
せそこ うそこせふ» せけくうかつてけ 『そつつけま おそ つてあてとつあ うてそちそつそちてせそこ ちかえけそせあしへせそこ 
おかちきあうふ けしけ, たそ さちあこせかこ すかちか, せあさしかけてへ かこ つそそてうかてつてうとまはけこ みちしふさ, 
そ せかそいにそおけすそつてけ あささとちあてせそえそ け つけつてかすあてけくけちそうあせせそえそ とねかてあ うつかに たしま-
つそう け すけせとつそう とねあつてけみ う すかきおとせあちそおせふに つてちとさてとちあに, うつかに なあさてそちそう 
つそうちかすかせせそこ すかきおとせあちそおせそこ きけくせけ.

〉あ させけえと せあしそきけしけ そてたかねあてそさ そつそいかせせそつてけ たちそなかつつけそせあしへせそこ さあちへか-
ちふ あうてそちあ. 】おかしけう すせそえそ うせけすあせけみ えしそいあしへせふす たちそいしかすあす ちあくそちときかせけみ, 
せかちあつたちそつてちあせかせけみ 《〈】, すかきおとせあちそおせそえそ てかちちそちけくすあ, すかきおとせあちそおせそこ 
け ちかえけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ, う てそす ねけつしか せあ ╆しけきせかす ╇そつてそさか, け えしそいあ-
しけくあぬけけ さあさ てあさそうそこ つそ うつかすけ かか «つうかてしふすけ» け «てかすせふすけ» つてそちそせあすけ, 
そてせそのかせけみす 『そつつけけ つ 』ぃ╅, そいひかおけせかせせそこ ╊うちそたそこ け そておかしへせふすけ かうちそ-
たかこつさけすけ えそつとおあちつてうあすけ, [けてあかす, ったそせけかこ, そいかけすけ [そちかみすけ, ¨せおけかこ, 
¨ちあせそす け, さそせかねせそ きか, つてちあせあすけ — ねしかせあすけ 』〉╈, つうみくけ つ あなちけさあせつさけすけ 
け しあてけせそあすかちけさあせつさけすけ えそつとおあちつてうあすけ そせ そつうかてけし う つちあうせけてかしへせそ すかせへ-
のかこ つてかたかせけ. 〉そ う ぬかしそす おあせあ ぬかしそつてせあみ さあちてけせあ つそうちかすかせせそえそ すけちあ.

〉かつさそしへさそ そつそいせみさそす つてそけて け う てそ きか つあすそか うちかすみ えあちすそせけねかつさけ うたけ-
つふうあかてつみ う させけえと たそつしかおせみみ えしあうあ, えおか あうてそち ちあつつさあくふうあかて そ つうそかこ ちあいそてか 
う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. ╉あせせあみ ねあつてへ う さあさそこ-てそ 
すかちか そてせそつけてつみ さ きあせちと すかすとあちそう, せそ あうてそち たそつてそみせせそ たかちかさけおふうあかて 
すそつてふ さ つそうちかすかせせふす ちかあしけみす, たちそうそおみ つうそかそいちあくせふこ つちあうせけてかしへせふこ 
あせあしけく. ╇ せかこ つそおかちきけてつみ すあつつあ くあちけつそうそさ — けせそえおあ くあいあうせふに, けせそえおあ 
うふくふうあまはけに つあちさあくす たそ たそうそおと せかたちそにそおけすそこ とたかちてそつてけ いまちそさちあてそう 
たそ そいか つてそちそせふ «きかしかくせそえそ くあせあうかつあ», あ けせそこ ちあく け たそおうそおみはけに さ そねかせへ 
えしといそさそこ ちかなしかさつけけ せあつねかて つにそおつてう け ちあくしけねけこ うかしけさけに せあちそおそう せあのけに 
おうとに つてちあせ. ╅すかちけさあせぬふ — あうてそち うつてちかねあしつみ つ たちかおつてあうけてかしみすけ つあすふに 
ちあくせふに つしそかう あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ — たちかおつてあまて せあ ほてけに つてちあせけぬあに 
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つそうつかす せか さあさ «そおせそすかちせふか ねかしそうかさけ» ╈. 〈あちさとくか: たちそうけせぬけあしへせあみ 
そえちあせけねかせせそつてへ つそつかおつてうとかて つ きけうふす けせてかちかつそす さ きけくせけ くあ ちといかきそす, 
せかうかちそみてせそか け たそちそこ あえちかつつけうせそか せかうかきかつてうそ つそつとはかつてうとかて いそさ そ いそさ 
つ ほせぬけさしそたかおけねかつさけす けせてかししかさてそす, えとうかちそうはけせあ, さそてそちあみ う せあのけ おせけ, 
たそにそきか, たふてあかてつみ うくみてへ ちかうあせの くあ たそちあきかせけみ てちけおぬあてけしかてせかこ おあうせそ-
つてけ, — つ いかつさそちふつてせふす けおかあしけくすそす け そてくふうねけうそつてへま せあ いかおふ おちとえけに 
しまおかこ. ╇ たそつしかおせけか えそおふ つてあしそ すそおせそ けくそいちあきあてへ そいけてあてかしかこ ╅すかちけさけ 
せかさけすけ «いけそちそいそてあすけ». ′あさしまねけてかしへせふこ ちあくおかし させけえけ せあえしみおせそ たそさあ-
くふうあかて, ねてそ せかて せけねかえそ いそしかか おあしかさそえそ そて けつてけせふ. 《たちけすけてけうしかせけか 
つそたかちせけさあ, ちあうせそ さあさ け たあちてせかちあ, うちあえあ けしけ おちとえあ, うつかえおあ たちけうそおけしそ 
さ たしあねかうせふす たそつしかおつてうけみす.

〉そうあみ させけえあ ╊.》. ╆あきあせそうあ, せかつそすせかせせそ, たちかおつてあうしみかて けせてかちかつ け おしみ 
てかに, さてそ たそ おそしえと つしときいふ とねあつてうとかて う たちあさてけねかつさそこ ちかあしけくあぬけけ つそうちか-
すかせせそこ うせかのせかたそしけてけねかつさそこ つてちあてかえけけ 『そつつけけ, け おしみ かえそ とねかせふに さそし-
しかえ, け う ぬかしそす おしみ うつかに, さそすと せかいかくちあくしけねせそ, ねてそ たちそけつにそおけて つ ちそおせそこ 
つてちあせそこ け つ てかす すけちそす, う さそてそちそす かすと けしけ かこ かはか つときおかせそ きけてへ け そはと-
はあてへ せあ つかいか かえそ ちあつてとはかか け せかそおせそくせあねせそか うそくおかこつてうけか.

〈けち えしそいあしけくけちとまはけこつみ け うくあけすそくあうけつけすふこ*

]とさけせ ╅.╇.
[あせおけおあて たそしけてけねかつさけに せあとさ,

おけちかさてそち をかせてちあ うそつてそねせそあくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ
〈╈¨〈《 (】) 〈¨╉ 『‒

╇ せあつてそみはかか うちかすみ, せかつすそてちみ せあ ちそつて さそしけねかつてうあ たといしけさあぬけこ, たそつうみ-
はかせせふに ちあくしけねせふす あつたかさてあす すかきおとせあちそおせそこ きけくせけ, ちかおさそ うつてちかてけのへ 
けつつしかおそうあせけか, つそねかてあまはかか のけちそてと たちそなかつつけそせあしへせそえそ たそおにそおあ け えしと-
いけせと あせあしけくあ さそせさちかてせふに たちそいしかす. [ てあさそえそ ちそおあ けくおあせけみす そてせそつけてつみ 
せそうあみ させけえあ けくうかつてせそえそ ちそつつけこつさそえそ とねかせそえそ-すかきおとせあちそおせけさあ, たちそちかさ-
てそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ 
あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす, くあつしときかせせそえそ おかみてかしみ せあとさけ 『そつ-
つけけ ╊.》. ╆あきあせそうあ. ╇ させけえと, つそつてそみはとま けく たみてけ えしあう, うそのしけ つてあてへけ, 
そてちふうさけ けく うそつたそすけせあせけこ け けせてかちうへま たそ のけちそさそすと さちとえと たちそいしかす 
すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ たそしけてけさけ 『そつつけけ.

╈しあうあ 1 («【かせおかせぬけけ えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ») たそつうみはかせあ そいはけす 
うそたちそつあす すけちそうそこ たそしけてけさけ たそつしかおせけに しかて. 【ちけ かか ねあつてけ くあてちあえけうあまて 
うあきせかこのけか たちそいしかすふ つそうちかすかせせそえそ すけちあ, てあさけか さあさ つそそてせそのかせけか てかせ-
おかせぬけこ さ えしそいあしけくあぬけけ け さ つそくおあせけま すせそえそたそしまつせそえそ すけちあ; いそちへいあ 

* ]とさけせ ╅.╇. 〈けち えしそいあしけくけちとまはけこつみ け うくあけすそくあうけつけすふこ // 》そしけつ. 2004. づ 5 (82). 』. 178—181.
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つ ちあつたちそつてちあせかせけかす そちときけみ すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ (《〈】); うそくちあつてあま-
はあみ ちそしへ けつしあすあ う すけちそうそこ たそしけてけさか.

╅せあしけくけちとみ たちそいしかすあてけさと えしそいあしけくあぬけけ, あうてそち たちけにそおけて さ うふうそおと, 
ねてそ ほてそて そいひかさてけうせふこ たちそぬかつつ せか そいみくあてかしへせそ うかおかて さ そおせそたそしみちせそすと 
すけちと. ¨つつしかおそうあてかしへ そてすかねあかて, ねてそ たそつしか てそえそ, さあさ くあさそせねけしあつへ にそしそおせあみ 
うそこせあ, う すけちか う つうみくけ つ うそくちそつのかこ ちそしへま 』ぃ╅ せあいしまおあまてつみ けくすかせかせけみ, 
けせてかちたちかてけちとかすふか さあさ てかせおかせぬけみ さ そおせそたそしみちせそつてけ, さ うそくせけさせそうかせけま 
Pax Americana, そおせあさそ ほてあ てかせおかせぬけみ つとはかつてうとかて つさそちかか う とすあに け たそつてちそか-
せけみに あすかちけさあせつさけに たそしけてけさそう け たそしけてそしそえそう, ねかす う ちかあしへせそつてけ.

╇そ-たかちうふに, そいそつせそうふうあかて つうそか つときおかせけか ╊.》. ╆あきあせそう, さあさ う ほさそ-
せそすけさか, てあさ け う つそそてせそのかせけけ うそかせせそこ すそはけ うそ うつかすけちせそす すあつのてあいか 
おかこつてうけてかしへせふこ うかつ 』ぃ╅ いふし たそつしか そさそせねあせけみ ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせふ 
えそちあくおそ くせあねけてかしへせかか, ねかす つかえそおせみ (う つあすそす おかしか: 50% すけちそうそえそ うあしそうそえそ 
たちそおとさてあ たちそてけう つかえそおせみのせけに 30%; すそせそたそしけみ せあ みおかちせそか そちときけか; 
そいつてあせそうさあ たそつしかうそかせせそこ ちあくちとにけ う いそしへのけせつてうか おちとえけに さちとたせふに おかち-
きあう). 〉そ おあきか てあさそか たちかけすとはかつてうそ せか たそくうそしけしそ 』ぃ╅ つてあてへ かおけせつてうかせ-
せふす すけちそうふす えかえかすそせそす. ╇そ-うてそちふに, たちそおそしきあかて あうてそち, えしあうせそか たちそ-
みうしかせけか そおせそたそしまつせそえそ にあちあさてかちあ つそうちかすかせせそえそ すけちあ «かえそ あたそしそえかてふ 
うけおみて う てそす, ねてそ 』ぃ╅ たそくうそしみまて つかいか しまいふか たそつてとたさけ, せか うつてちかねあみ 
そてたそちあ つそ つてそちそせふ. 〉あ おあせせふこ てかくけつ てそきか かつてへ ねてそ うそくちあくけてへ» (つ. 18). 
【あさ, たそおねかちさけうあかて そせ, けつてそちけねかつさけ, せあねけせあみ つ 『けすつさそこ けすたかちけけ, せけ 
そおせそすと えそつとおあちつてうと せか とおあしそつへ とつてあせそうけてへ すけちそうとま えかえかすそせけま. «╊つしけ 
きか すふ そえしみせかす うかつへ つそうちかすかせせふこ すけち, てそ とうけおけす, ねてそ ねかしそうかねかつてうそ つかこ-
ねあつ いそしかか おけうかちつけなけぬけちそうあせそ, すせそえそぬうかてせそ, たそしけぬけうけしけくそうあせそ, ねかす 
さそえおあ いふ てそ せけ いふしそ う たちそのしそす. ╉かつみてさけ あすいけぬけそくせふに えそつとおあちつてう け けに 
そいひかおけせかせけこ せあさあたしけうあまて すそはへ け たそしせふ ちかのけすそつてけ いふてへ うかちのけてか-
しみすけ つそいつてうかせせふに つとおかい. ¨ すふ うけおけす: う すけちか せかて たあつつけうせそえそ うつかそいはかえそ 
たちけせみてけみ あすかちけさあせつさそえそ おけさてあてあ». 〉あたちそてけう, う そてせそのかせけけ えかえかすそせけつて-
つさそこ たそしけてけさけ «せあしけぬそ せあちあつてあまはかか せかつそえしあつけか... つそ つてそちそせふ さちとたせふに 
け うしけみてかしへせふに おかちきあう — 『そつつけけ, [けてあみ, ¨せおけけ, すせそえけに すとつとしへすあせつさけに 
け おちとえけに ちあくうけうあまはけにつみ つてちあせ» (つ. 21).

╉あきか うかつてかちせけくあぬけみ てちあおけぬけそせせふに そいはかつてう, ちあくうけうあかて つうそま すふつしへ 
けつつしかおそうあてかしへ, — てあす, えおか てあさそこ なあさて けすかかて すかつてそ, — せか えそうそちけて そ てそす, 
ねてそ うそつたちけせみうのけか くあたあおせとま さとしへてとちと つてちあせふ そいみくあてかしへせそ いとおとて つしか-
おそうあてへ う なあちうあてかちか あすかちけさあせつさそこ たそしけてけさけ. ¨つてそちけねかつさけこ そたふて つうけ-
おかてかしへつてうとかて, ねてそ くあけすつてうそうあせけか ねときそこ さとしへてとちふ さちとたせふすけ えそつとおあち-
つてうあすけ そいふねせそ せか うかおかて さ たそてかちか けすけ つそいつてうかせせそえそ しけぬあ. 【あさ いふしそ 
つ ったそせけかこ, たかちかせみうのかこ つせあねあしあ さけてあこつさけか, あ くあてかす すせそえけか くあたあおせふか 
ぬかせせそつてけ (たちけねかす たそつしかおせけか う て.ね. け う とつしそうけみに そささとたあぬけけ); つ 『そつつけかこ 
たちけ 》かてちか I, たちかうちあてけうのかす かか う いそしかか うかつてかちせけくけちそうあせせそか, せそ すそはせそか 
け つあすそつてそみてかしへせそか えそつとおあちつてうそ; つ たそつしかうそかせせそこ ╈かちすあせけかこ, さそてそちあみ 
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«せかうくけちあみ せあ ちあくえちそす うそ ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせか, おしけてかしへせとま けせそつてちあせ-
せとま そささとたあぬけま, ちあくおかしかせけか せあぬけけ せあ おうあ あせてあえそせけつてけねかつさけに えそつとおあち-
つてうあ, せか たちそたあしあ», せそ «つそにちあせけしあ せあぬけそせあしへせふか てちあおけぬけけ». ╆そしかか てそえそ, 
«うせとてちけ さあきおそえそ かうちそたかこつさそえそ えそつとおあちつてうあ そおけせ ちかえけそせ そてしけねあかてつみ そて 
おちとえそえそ ちあくけてかしへせそ... ╉そつてあてそねせそ せかおかしま たそたとてかのかつてうそうあてへ たそ ╊うちそたか, 
ねてそいふ みつせそ そはとてけてへ, せあつさそしへさそ ほてあ つあすあみ えしそいあしけくけちそうあせせあみ ねあつてへ たしあ-
せかてふ おあしかさあ そて たちかうちあはかせけみ う つてあせおあちてせとま け たちかつせとま あすかちけさあせつさとま 
おかちかうせま» (つ. 20—21).

【あさけす そいちあくそす, たそ すせかせけま ╊.》. ╆あきあせそうあ, えしそいあしけくあぬけみ つあすあ たそ つかいか 
せか たちかおつてあうしみかて とえちそくふ おしみ ちあくうけてけみ ねかしそうかねかつてうあ. 〉あそいそちそて, けすかまてつみ 
うつか そつせそうあせけみ おしみ そたてけすけくすあ. 〉かて たちけねけせ そたあつあてへつみ け たちかうちあはかせけみ 
すけちあ う そおせそたそしまつせふこ. ╅すかちけさあ «せか さあさ えかえかすそせ, あ いとおとねけ せあけいそしかか 
ちあくうけてそこ け うしけみてかしへせそこ つてちあせそこ, けえちあかて うあきせかこのとま ちそしへ う そいかつたかねか-
せけけ ほさそせそすけねかつさそえそ たちそえちかつつあ け たそしけてけねかつさそこ つてあいけしへせそつてけ せあ くかすせそす 
のあちか. 〈ふ うつか くあうけつけす そて 』ぃ╅, せそ け そせけ, け う ほてそす そつそいかせせそつてへ つそうちか-
すかせせそえそ えしそいあしけくけちとまはかえそつみ すけちあ, う うそくちあつてあまはかこ つてかたかせけ くあうけつみて そて 
そつてあしへせふに, そて せあつ» (つ. 28). ╇ ほてけに とつしそうけみに, つ てそねさけ くちかせけみ ╊.》. ╆あきあせそうあ, 
たかちつたかさてけうふ えしそいあしけくあぬけけ いとおとて そたちかおかしみてへつみ たそうかおかせけかす 』ぃ╅ — てかす, 
つそえしあつみてつみ しけ そせけ つ すせそえそたそしまつせそつてへま う すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに.

╈しあうあ 2 つそおかちきけて そねかちさけ たそ うせとてちかせせかこ け うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ 
う 90-に えそおあに たちそのしそえそ — せあねあしか せふせかのせかえそ つてそしかてけみ. ╅うてそち う ぬかしそす 
たそくけてけうせそ そぬかせけうあかて うせかのせまま たそしけてけさと せそうそこ 『そつつけけ, くあ けつさしまねか-
せけかす てあさ せあくふうあかすそこ «さそくふちかうつさそこ おけたしそすあてけけ» たかちうそこ たそしそうけせふ 
1990-に えそおそう, にあちあさてかちけくそうあうのかこつみ, たそ かえそ そぬかせさか, さちあこせかこ そおせそつてそ-
ちそせせそつてへま け せかたちそなかつつけそせあしけくすそす. ╇ てそ きか うちかすみ そせ ちかくさそ さちけてけさとかて 
ほさそせそすけねかつさけか ちかなそちすふ かしへぬけせつさそえそ たかちけそおあ, おあ け せふせかのせけか とつたかにけ 
せあくふうあかて つさちそすせふすけ, たそしあえあみ, ねてそ «ちそつて ほさそせそすけさけ う そつせそうせそす くけき-
おかてつみ たあ ほさつたそちてか ほせかちえかてけねかつさけに け おちとえけに たちけちそおせふに ちかつとちつそう, うふつそ-
さけに ぬかせあに せあ せけに» (つ. 69). ╇ つたかぬけあしへせそす ちあくおかしか 2-こ えしあうふ そつうかはあまてつみ 
うそたちそつふ たそしけてけねかつさそえそ ちあくうけてけみ せあ ╆しけきせかす ╇そつてそさか たそお とえしそす くちかせけみ 
けせてかちかつそう せあのかこ つてちあせふ. ╇つか たそすかはかせせふか う えしあうか そねかちさけ せあたけつあせふ 
しかえさけす, きけうふす みくふさそす け たちかおつてあうしみまて つそいそこ けせてかちかつせそか つそねかてあせけか 
そいひかさてけうせそえそ せあとねせそえそ あせあしけくあ つ ほしかすかせてあすけ あうてそいけそえちあなけけ — いとちせそか 
け せかそおせそくせあねせそか ちあくうけてけか 『そつつけけ, かか うせとてちかせせかこ け うせかのせかこ たそしけてけさけ 
う たちそのかおのけか おうあ おかつみてけしかてけみ そたけつふうあかてつみ う せかちあくちふうせそこ つうみくけ つ つそい-
つてうかせせふす おけたしそすあてけねかつさけす, けつつしかおそうあてかしへつさけす, おあ け うそそいはか きけくせかせ-
せふす そたふてそす あうてそちあ.

╈しあうあ 3 たちかおつてあうしみかて そつそいふこ けせてかちかつ. ╅うてそち, けくうかつてせふこ つたかぬけあしけつて 
たそ [けてあま け ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそすと ちかえけそせと (╅【『), ちあつつすあてちけうあかて 
ちそつつけこつさとま たそしけてけさと う ╅くけけ. 《せ あせあしけくけちとかて たちそいしかすふ, つうみくあせせふか 
つ いそちへいそこ くあ せかちあつたちそつてちあせかせけか 《〈】 う ╅【『, つ ちそつつけこつさそこ たそしけてけさそこ 
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せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか け うさしあおそす せあのかこ つてちあせふ う たちそぬかつつ すせそえそ-
つてそちそせせけに たかちかえそうそちそう たそ [そちかか, つ ちそつつけこつさけす たそおにそおそす さ 【あこうあせま, 
つ とねあつてけかす 『そつつけけ う ‒そちとすか ╅くけあてつさそ-てけにそそさかあせつさそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ 
つそてちとおせけねかつてうあ (╅【ゅ』). ╇ そたといしけさそうあせせそす う ほてそこ ねあつてけ させけえけ けせてかち-
うへま «》そねかすと 『そつつけみ せか [けてあこ?» ╊.》. ╆あきあせそう けくしあえあかて つうそこ うくえしみお せあ 
ちあくしけねけみ う たそおにそおか さけてあこつさけに け ちそつつけこつさけに しけおかちそう さ ちかなそちすあす «つそぬけ-
あしけつてけねかつさそこ» ほさそせそすけさけ け たちけねけせふ せかそおけせあさそうふに ちかくとしへてあてそう ほてけに 
ちかなそちす.

》そつしかおせみみ, ねかてうかちてあみ えしあうあ させけえけ たそつうみはかせあ 』ぃ╅. 〉あ そつせそうか つそい-
つてうかせせふに うたかねあてしかせけこ, つしそきけうのけにつみ うそ うちかすみ おけたしそすあてけねかつさそこ つしときいふ 
う つそうかてつさけこ たかちけそお, あ てあさきか う にそおか たそかくおそさ け せあとねせそこ ちあいそてふ う たそつしかおと-
まはけか えそおふ, あうてそち たちかおつてあうしみかて せあ つとお ねけてあてかしみ うふたそしせかせせふこ う つすかのあせ-
せそす きあせちか そねかちさ きけくせけ う 』ぃ╅, う そつそいかせせそつてけ せあ くあたあおせそす たそいかちかきへか 
つてちあせふ. 《ねかちさ つそおかちきけて けつつしかおそうあせけか たそしけてけねかつさそこ, そいはかつてうかせせそこ 
け さとしへてとちせそこ きけくせけ ちかあしへせそこ ╅すかちけさけ. 』そぬけそしそえけねかつさけこ あせあしけく あうてそち 
おそたそしせみかて さあさ おあせせふすけ けく えあくかて け しけてかちあてとちふ, てあさ け しけねせふす そたふてそす, 
うそつたそすけせあせけみすけ け うたかねあてしかせけみすけ. 〉あたけつあせせふこ さちあつそねせそ け みちさそ, そせ, 
いかく つそすせかせけみ, つたそつそいかせ きけうそ くあけせてかちかつそうあてへ うつかに, さてそ にそてかし いふ たそしとねけてへ 
つうかおかせけみ そ 』ぃ╅ けく たかちうふに ちとさ.

〉そうあみ させけえあ ╊.》. ╆あきあせそうあ — そおけせ けく うあきせかこのけに てちとおそう たそ すかき-
おとせあちそおせふす そてせそのかせけみす け うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ, うふのかおのけに くあ 
たそつしかおせけか えそおふ け そてちあきあまはけに せか そなけぬけあしへせとま たそくけぬけま ちとさそうそお-
つてうあ つてちあせふ, せそ せかくあうけつけすふか うくえしみおふ とねかせそえそ-すかきおとせあちそおせけさあ. 〉か うつか 
あちえとすかせてふ け うふうそおふ あうてそちあ みうしみまてつみ いかつつたそちせふすけ. 』てそちそせせけさけ いそしかか 
たかつつけすけつてけねかつさそえそ たそおにそおあ さ えしそいあしけくあぬけけ, せあたちけすかち, すそえしけ いふ とたちかさ-
せとてへ かえそ う せかさそてそちそこ たそうかちにせそつてせそつてけ け ちあつつすそてちかせけけ ほてそえそ たちそぬかつつあ 
てそしへさそ つ てそねさけ くちかせけみ すかきおとせあちそおせそこ たそしけてけさけ. ╇かおへ うそたちそつ せか てそしへさそ 
う てそす, あすかちけさあせけくけちとかてつみ しけ たしあせかてあ, あ う てそす, ねてそ ぬかせせそつてけ つそうちかすかせ-
せそえそ くあたあおせそえそ そいはかつてうあ, う さそてそちそす うつか いそしかか け いそしかか ちあつたちそつてちあせみまてつみ 
つなそちすとしけちそうあせせふか う ほたそにと 》ちそつうかはかせけみ たちけせぬけたふ かつてかつてうかせせふに たちあう, 
せか そえちあせけねかせせふに «つといひかさてけうせそこ» すそちあしへま, け えかおそせけつてけねかつさあみ なけしそつそ-
なけみ たそてちかいしかせけみ, つたそつそいせふ ちあくちとのけてへ つあすそ ほてそ そいはかつてうそ. ゅてあ てかせおかせぬけみ 
うふくふうあかて そたあつかせけみ け と せかさそてそちふに (う そつせそうせそす さちあこせか たちあうふに け さちあこせか 
しかうふに) おかみてかしかこ せあ ′あたあおか. 〉あたちけすかち, けくうかつてせふこ あすかちけさあせつさけこ たといしけ-
ぬけつて 》. ╆へまさほせあせ う うふのかおのかこ う 2002 え. させけえか つ にあちあさてかちせふす せあくうあせけかす 
«』すかちてへ ′あたあおあ. [あさ とすけちあまはかか せあつかしかせけか け せあのかつてうけみ ほすけえちあせてそう 
とえちそきあまて せあのかすと えそつとおあちつてうと け ぬけうけしけくあぬけけ» [Buchanan 2002], とさあくふ-
うあみ せあ ちかあしへせそか たあおかせけか うしけみせけか 』ぃ╅ う すけちか, といかきおあかて けに そてさあくあてへつみ 
そて たそたふてそさ せあうみくあてへ つうそま うそしま うつかこ たしあせかてか け つさそせぬかせてちけちそうあてへつみ せあ 
うせとてちかせせけに たちそいしかすあに. 』にそおせふか すふつしけ う いそしかか すみえさそこ なそちすか うふつさあくふ-
うあし け 』. ｠あせてけせえてそせ う «』てそしさせそうかせけけ ぬけうけしけくあぬけこ». 〉あつてそこねけうそか きかしあ-
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せけか ′あたあおあ, う そつそいかせせそつてけ 』ぃ╅, たそうつかすかつてせそ うせかおちけてへ つそいつてうかせせふか 
ぬかせせそつてけ, うたしそてへ おそ おかてあしかこ そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさそえそ とつてちそこつてうあ, 
うふくふうあかて いかつたそさそこつてうそ おあきか う ぬかしそす たちそくあたあおせふに さちとえあに せかくあたあおせそえそ 
すけちあ. 》ちけくふうふ ╊.》. ╆あきあせそうあ さ 』ぃ╅ たちけくせあてへ せかそいにそおけすそつてへ すせそえそ-
たそしまつせそえそ すけちあ うそ すせそえそす つそくうとねせふ けおかみす あくけあてつさけに あうてそちそう. 【あさ, 
けくうかつてせふこ つけせえあたとちつさけこ たといしけぬけつて [. 〈あにいといあせけ う つてあてへか, せあたけつあせせそこ 
さあさ そてうかて ‒. ‒とさとみすか つ かえそ «さそせぬそす けつてそちけけ», とてうかちきおあし, ねてそ にそてみ たそつしか 
そさそせねあせけみ にそしそおせそこ うそこせふ ′あたあお け せか つてそけて たかちかお せかたそつちかおつてうかせせそこ 
うそかせせそこ とえちそくそこ, かすと たちけおかてつみ つてそしさせとてへつみ つ せあちあつてあまはけすけ うふくそうあすけ 
おちとえそえそ にあちあさてかちあ. «╇ つきけすあまはかすつみ け うつか いそしかか たかちかせあつかしかせせそす すけちか, 
う さそてそちそす おそしみ せあつかしかせけみ ′あたあおあ たそつてそみせせそ たちそおそしきあかて とすかせへのあてへつみ, 
せかそいにそおけすあ せそうあみ つてちあてかえけみ, — そてすかねあし そせ. — ...╅えちかつつけうせふか たそたふてさけ 
ほさつたそちてけちそうあてへ くあたあおせふか ぬかせせそつてけ う せかくあたあおせふこ すけち てあさそこ つてちあてかえけかこ 
せか みうしみまてつみ, せそ すそえとて てそしへさそ とつとえといけてへ ときか けすかまはけかつみ つかちへかくせふか たちそ-
いしかすふ» [Mahbubani 2002: 41]. 《おせあさそ たそさあ うつか ほてけ たちかおそつてかちかきかせけみ 
うつてちかねあまて つしあいふこ そてさしけさ せあ つあすそす ′あたあおか. ╇ふくふうあかて うそたちそつふ け たちそ-
うかおかせせそか う させけえか つちあうせかせけか ほさそせそすけねかつさけに ちかなそちす う 『そつつけけ け う [けてあか. 
¨く つしそう あうてそちあ うふてかさあかて, ねてそ う [けてあか うつか いしあえそたちけみてつてうそうあしそ とつたかにと 
ちかなそちす, あ う 『そつつけけ — うつか けす たちかたみてつてうそうあしそ. 〉そ つてそけしそ しけ てそえおあ くあ 
せけに け いちあてへつみ? ¨しけ, すそきかて いふてへ, おかしそ う てそす, ねてそ う 『そつつけけ たそしけてけねかつさそか 
ちとさそうそおつてうそ ちあくいあくあちけしそ せあにそおけうのけかつみ う かえそ ちあつたそちみきかせけけ たそしけてけねか-
つさけか, ほさそせそすけねかつさけか け つそぬけあしへせふか ちかつとちつふ, てそえおあ さあさ う [けてあか つすそえしけ 
うそつたそしへくそうあてへつみ け てかす せかすせそえけす, ねてそ けすかしけ. 【そえおあ とねけてへつみ と [けてあみ せあおそ 
せか さそせさちかてせふす すかちあす, あ くせあせけま つそいつてうかせせそこ つてちあせふ, とすかせけま そてさあくあてへつみ 
そて せかえけいさそこ けおかそしそえけけ (いとおへ てそ さそすすとせけつてけねかつさそこ けしけ «しけいかちあしへせそこ») 
う たそしへくと たちあえすあてけねかつさそえそ, ちかあしけつてけねかつさそえそ さとちつあ.

》そつしかおせかか くあすかねあせけか — ちあくせそいそこ う つてけしか. 〉かさそてそちふか ねあつてけ させけえけ 
せあたけつあせふ せあとねせふす みくふさそす, おちとえけか いしけくさけ さ たといしけぬけつてけさか, たとてかうふす 
くあすかてさあす けしけ うそつたそすけせあせけみす. 〉か うたそしせか たそせみてせそ け たちけつとてつてうけか いそしへ-
のそえそ さそしけねかつてうあ なそてそえちあなけこ, さそてそちふか いそしへのか たそおそのしけ いふ おあきか せか おしみ 
うそつたそすけせあせけこ, あ おしみ つかすかこせそえそ あしへいそすあ.

《おせあさそ う ぬかしそす させけえあ ╊.》. ╆あきあせそうあ せかそいふねあこせそ うあきせあ. 《せあ, いかくとつ-
しそうせそ, くあけせてかちかつとかて ほさつたかちてそう たそ すかきおとせあちそおせふす そてせそのかせけみす, うせかの-
せかこ け うせとてちかせせかこ たそしけてけさか せあのかこ つてちあせふ. 〉そ たちそねけてあてへ かか いふしそ いふ 
そつそいかせせそ たそしかくせそ すそしそおふす つたかぬけあしけつてあす, てかす, さそすと かはか たちかおつてそけて そつそく-
せあてへ, ねてそ つそいふてけみ せかおあうせかえそ たちそのしそえそ — せか つとにあみ けつてそちけみ, あ いとちせあみ, 
せあつふはかせせあみ たそちそこ とおけうけてかしへせふすけ け せかそきけおあせせふすけ つそいふてけみすけ きけくせへ, 
う さそてそちそこ くせあねけてかしへせとま ちそしへ けえちあまて たそつてとたさけ そておかしへせふに しまおかこ, ちとさそ-
うそおつてうとまはけにつみ つあすふすけ ちあくせふすけ たそいときおかせけみすけ.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

》あしけてちあ つそうちかすかせせそえそ すけちあ*

〈あてみの ╇.〉.

╇ けくおあてかしへつてうか «¨くうかつてけみ» うふのしあ う つうかて せそうあみ させけえあ たちそちかさてそちあ ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『‒, たちそなかつつそちあ ╊.》. ╆あきあせそうあ, さそてそちあみ 
つそおかちきけて かえそ けくいちあせせふか てちとおふ たそ さしまねかうふす たちそいしかすあす すけちそうそこ たそしけ-
てけさけ. [せけえあ うさしまねあかて う つかいみ ちあいそてふ, いそしへのあみ ねあつてへ けく さそてそちふに うふせそ-
つけてつみ せあ つとお ねけてあてかしみ うたかちうふか, せかさそてそちふか ときか たといしけさそうあしけつへ う うけおか 
えしあう う さそししかさてけうせふに すそせそえちあなけみに, きとちせあしへせふに つてあてかこ け けせてかちうへま. 
╇ ついそちせけさ てあさきか うさしまねかせふ おそさしあおふ け しかさぬけけ, たちそねけてあせせふか くあ たそつしかお-
せけか おうあ えそおあ せあ せあとねせふに さそせなかちかせぬけみに け う うとくあに 『そつつけけ, 』ぃ╅, ったそせけけ, 
ょきせそこ [そちかけ, ‒ちあせぬけけ, ╈かちすあせけけ, ぃうかこぬあちけけ, 『とすふせけけ. 〉かさそてそちふか 
けく ちあくおかしそう, てあさけか さあさ «╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ», «『そつつけみ: たあちてせかち 
′あたあおあ», «》ちそいしかすふ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ» け おち., せあたかねあ-
てあせふ せあ あせえしけこつさそす みくふさか.

╈しあうあ «【かせおかせぬけけ えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ» たそつうみはかせあ あせあしけくと たちそ-
ぬかつつそう えしそいあしけくあぬけけ け なそちすけちそうあせけみ すせそえそたそしまつせそこ つてちとさてとちふ 
つそうちかすかせせそえそ すけちあ. ╅ちえとすかせてけちそうあせせそ そいそつせそうふうあかてつみ けししまくそちせそつてへ 
たそたふてそさ とつてあせそうしかせけみ いかくちあくおかしへせそこ あすかちけさあせつさそこ えかえかすそせけけ (“Pax 
Americana”) う すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに け, せあたちそてけう, うそくすそきせそつてへ 
せあしあきけうあせけみ う XXI うかさか たちそおとさてけうせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと うかおと-
はけすけ おかちきあうあすけ. ╅うてそち つたちあうかおしけうそ そてすかねあかて, ねてそ «う すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけみに せあ たちそてみきかせけけ すせそえけに つてそしかてけこ せか とてうかちきおあしあつへ そおせそ-
たそしまつせそつてへ» (つ. 22). ╇ さそせぬか さそせぬそう う ╇あのけせえてそせか そつそくせあまて せかたちそおとさ-
てけうせそつてへ とつてあせそうしかせけみ おかすそさちあてけけ う ねときけに くかすしみに け ぬけうけしけくあぬけみに 
せあ のてふさあに. ╇そ-たかちうふに, 』ぃ╅ ときか つかこねあつ つてあしさけうあまてつみ つ せかえあてけうせふすけ 
たそつしかおつてうけみすけ つけしそうそえそ すかてそおあ せあつあきおかせけみ «たかちかおそうそえそ» そいちあくあ きけくせけ. 
╇そ-うてそちふに, たふし あすかちけさあせつさそえそ たちあうけてかしへつてうあ いとおかて そにしあきおあてへ うせとてちかせ-
せみみ そたたそくけぬけみ. ╇-てちかてへけに, と 』ぃ╅ せか にうあてあかて おかせかえ せあ ほさつたそちて おかすそさちあ-
てけけ け うそかせせとま えかえかすそせけま う えしそいあしへせそす すあつのてあいか (つ. 23). 《おけせ てそしへさそ 
¨ちあさ ときか しそきけてつみ てみきかしかこのけす いちかすかせかす せあ あすかちけさあせつさとま ほさそせそすけさと.

╊.》. ╆あきあせそう そいそつせそうあせせそ たそおねかちさけうあかて, ねてそ ╇あのけせえてそせと たちけおかてつみ 
つそてちとおせけねあてへ つ おかつみてさあすけ えそつとおあちつてう う おかしか とつてちあせかせけみ とえちそくふ ちあつたちそ-
つてちあせかせけみ みおかちせそえそ そちときけみ け いふしそ うちかすみ, さそえおあ 』ぃ╅ たちかさちあつせそ たそせけ-
すあしけ たちかけすとはかつてうあ すせそえそたそしまつせそつてけ, てうかちおふす つてそちそせせけさそす さそてそちそこ 
うふつてとたあし, う ねあつてせそつてけ, たちかくけおかせて 『. 〉けさつそせ. 》ちそつしかきけうあかてつみ ほうそしま-
ぬけみ おけたしそすあてけねかつさそこ たちあさてけさけ 〈そつさうふ け ╇あのけせえてそせあ う そてせそのかせけけ 
ちあつたちそつてちあせかせけみ そちときけみ すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ. ╊.》. ╆あきあせそう たちみすそ 

* 〈あてみの ╇.〉. 》あしけてちあ つそうちかすかせせそえそ すけちあ // 》そしけてけみ. 2004. づ 1 (32). 』. 240—242.
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とさあくふうあかて, ねてそ, せかつすそてちみ せあ せかつそうたあおかせけか うそ うつかす けせてかちかつそう おうとに つてちあせ, 
«』』』『 け 』ぃ╅ けせけぬけけちそうあしけ くあさしまねかせけか ╉そえそうそちあ そ せかちあつたちそつてちあせか-
せけけ みおかちせそえそ そちときけみ, たちけしそきけしけ そえちそすせふか とつけしけみ, ねてそいふ たちけうしかねへ 
さ せかすと すあさつけすあしへせそか ねけつしそ えそつとおあちつてう, け ちかうせそつてせそ, せあ たちそてみきかせけけ 
おかつみてけしかてけこ, つてそみしけ せあ つてちあきか かえそ せかくふいしかすそつてけ. 【そねせそ てあさ きか 〈そつさうあ 
け ╇あのけせえてそせ うそくえしあうけしけ たちそぬかつつ くあたちかてあ にけすけねかつさそえそ け いけそしそえけねかつさそえそ 
そちときけみ» (つ. 32).

《ねかうけおせそ け てそ, ねてそ, せかうくけちあみ せあ ちあくせそえしあつけみ すかきおと 〈そつさうそこ 
け ╇あのけせえてそせそす たそ ぬかしそすと ちみおと たちそいしかす, う そてせそのかせけけ さ てかちちそちけくすと 
せあのけ けせてかちかつふ てあさきか けおかせてけねせふ.

╈しあうあ «『そつつけみ» つそつてそけて けく つかちけけ ほつつか, う さそてそちふに たそつしかおそうあてかしへせそ ちあつ-
つさあくふうあかてつみ そ ちかなそちすあに う せあのかこ つてちあせか, たちそおそしきあまはけにつみ たそせふせか, ちそつ-
つけこつさそこ うせかのせかたそしけてけねかつさそこ つてちあてかえけけ たちけ たちかくけおかせてか ╇.╇. 》とてけせか, 
しけせけけ 『そつつけけ せかたそつちかおつてうかせせそ せあ かうちそたかこつさそす け いしけきせかうそつてそねせそす 
せあたちあうしかせけみに.

╇ えそおふ たかちかつてちそこさけ あうてそち させけえけ ちあいそてあし う 〈かきおとせあちそおせそす そておかしか 
を[ [》』』. ╊.》. ╆あきあせそう たけのかて, ねてそ かすと けすたそせけちそうあし 〈.』. ╈そちいあねかう, かえそ 
さとちつ せあ たちかそいちあくそうあせけみ, せそ うつさそちか そせ そつそくせあし, ねてそ と つそうかてつさそえそ しけおかちあ せかて 
ねかてさそ たちそおとすあせせそこ たちそえちあすすふ ちかなそちす. ╋かしあみ «としとねのあてへ つそぬけあしけくす», 
╈かせかちあしへせふこ つかさちかてあちへ つうかし ちかなそちすあてそちつさとま おかみてかしへせそつてへ さ たそうてそちか-
せけま たとてけ かえそ たちかおのかつてうかせせけさそう — たそたふてさあす とつそうかちのかせつてうそうあてへ あおすけ-
せけつてちあてけうせそ-さそすあせおせとま つけつてかすと. ゅてけ たしそにそ たちそおとすあせせふか け たしそにそ そつと-
はかつてうしみかすふか あさぬけけ せか ちかのあしけ せあくちかうのけに たちそいしかす. 《せけ しけのへ そつしそきせみしけ 
つけてとあぬけま, たそちそきおあみ にあそつ う そいはかつてうか け う えそしそうあに しまおかこ (つ. 51).

╇かつへすあ さちけてけねかせ ╊.》. ╆あきあせそう け さ てそこ ねあつてけ たそつてつそうかてつさそえそ たかちけそおあ, 
さそてそちあみ つうみくあせあ つ たちかくけおかせてつてうそす ╆.〉. ╊しへぬけせあ. ｠そてみ 『そつつけみ うちそおか いふ 
ついちそつけしあ そさそうふ つそうかてつさそ-さそすすとせけつてけねかつさそこ つけつてかすふ, おうけせとしあつへ う つてそ-
ちそせと おかすそさちあてけけ け ちふせそねせそこ ほさそせそすけさけ, ちかくますけちとかて あうてそち, そおせあさそ 
たちそけくうそおつてうそ たちそおそしきあしそ つそさちあはあてへつみ, つそぬけあしへせふか せかおとえけ とつとえといしみ-
しけつへ, けおかそしそえけねかつさけか け たそしけてけねかつさけか たちそてけうそちかねけみ ちあくおけちあしけ そいはか-
つてうそ. ╆かくとつしそうせそ, ╊しへぬけせ け かえそ そさちときかせけか いふしけ う くせあねけてかしへせそこ つてかたかせけ 
うけせそうせふ う てあさそす つそつてそみせけけ おかし. ¨に そのけいさけ う そおせけに うそたちそつあに, いかくおかみ-
てかしへせそつてへ う おちとえけに, けに さそちちとすたけちそうあせせそつてへ, たそえしそはかせせそつてへ つあすそそいそえあ-
はかせけかす, ぬけせけねせそか いかくちあくしけねけか さ つとおへいあす しまおかこ — うつか ほてそ つたそつそいつてうそ-
うあしそ たちそいとさつそうさか ちかなそちす (つ. 64).

〉そうふこ たちかくけおかせて, ╇.╇. 》とてけせ, たちけつてとたけし さ ちかあしけくあぬけけ さとちつあ, せあたちあう-
しかせせそえそ そおせそうちかすかせせそ せあ とさちかたしかせけか そつせそう ちそつつけこつさそこ えそつとおあちつてうかせ-
せそつてけ, たそうふのかせけか ほななかさてけうせそつてけ えそつとたちあうしかせけみ, ちかなそちすけちそうあせけか 
け とさちかたしかせけか ほさそせそすけさけ, とつてちあせかせけか せかおとえそう け たかちかさそつそう う つそぬけあしへせそこ 
つなかちか, すそおかちせけくあぬけま たそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ, さそちちかさてけちそうさと うせかのせかこ 
たそしけてけさけ (つ. 65—66).



 

295

『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

╇ そいしあつてけ うせかのせかこ たそしけてけさけ, たそしあえあかて ╊.》. ╆あきあせそう, つ ちあつたあおそす 
』』』『 〈そつさうあ せあねあしあ そつとはかつてうしみてへ さとちつ せあ たそしせそさちそうせそか たあちてせかち-
つてうそ つ ′あたあおそす, けせてかえちあぬけま つ せけす. ╇てそちふす うあきせかこのけす さそすたそせかせてそす 
ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ つてあしそ せあしあきけうあせけか おちときかつさけに つうみくかこ 
つ いふうのけすけ つそうかてつさけすけ ちかつたといしけさあすけ. «╇ さあねかつてうか てちかてへかえそ せあたちあうしかせけみ 
ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ, — たけのかて あうてそち, — うふさちけつてあししけくそうあしそつへ 
そつうそいそきおかせけか そて “えちとくあ” つそうかてつさそこ おけたしそすあてけけ. 〈そつさうあ たちそみうけしあ えそてそう-
せそつてへ さ つあすそさちけてけさか, たちけくせあせけま け けつたちあうしかせけま たちそのしふに そのけいそさ. 
[ちかすしへ う てそこ けしけ けせそこ なそちすか うふちあくけし つそきあしかせけか たそ たそうそおと けせてかちうかせ-
ぬけこ う ╇かせえちけま, ぁかにそつしそうあさけま, ╅なえあせけつてあせ, すあせけたとしけちそうあせけみ そつうそ-
いそおけてかしへせふすけ おうけきかせけみすけ け さそすすとせけつてけねかつさけすけ たあちてけみすけ う ちあくせふに 
ねあつてみに くかすせそえそ のあちあ け て.お.» (つ. 75).

》そ すせかせけま ╊.》. ╆あきあせそうあ, 『そつつけみ たちけせけすあかて あさてけうせそか とねあつてけか 
う なそちすけちそうあせけけ せそうそこ すそおかしけ すけちそたそちみおさあ. «〉あ たちそてみきかせけけ うつかえそ 
たそつてつそうかてつさそえそ たかちけそおあ 『そつつけみ つてちかすけてつみ うそくおかこつてうそうあてへ せあ そいはかすけ-
ちそうふか たちそぬかつつふ う ぬかしみに なそちすけちそうあせけみ とつてそこねけうそえそ, つたちあうかおしけうそえそ 
け おかすそさちあてけねかつさそえそ すけちそたそちみおさあ. 』 てそねさけ くちかせけみ 〈そつさうふ, う とつしそうけみに 
えしそいあしけくあぬけけ, とえしといしみまはかこつみ うくあけすそくあうけつけすそつてけ えそつとおあちつてう なそちすけちそ-
うあせけか てあさそこ つけつてかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ みうしみかてつみ せかそてしそきせそこ 
たそてちかいせそつてへま. 】つてそこねけうそこ すそきかて いふてへ しけのへ すせそえそたそしみちせあみ つけつてかすあ, 
いあくけちとまはあみつみ せあ ちあうせそたちあうけけ, うくあけすせそす とうあきかせけけ け つそてちとおせけねか-
つてうか», — さ てあさそすと うふうそおと, つ さそてそちふす てちとおせそ せか つそえしあつけてへつみ, たちけにそおけて 
あうてそち させけえけ (つ. 83).

╇ えしあうか «╅くけみ» ちあつつすあてちけうあまてつみ たちそいしかすふ そいとくおあせけみ みおかちせそこ 
えそせさけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか, とえしといしかせけみ てあす ほさそせそすけ-
ねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ. 》ちそつしかきかせあ ほうそしまぬけみ そてせそのかせけこ 』』』『/
『そつつけけ つ おうとすみ さそちかこつさけすけ えそつとおあちつてうあすけ. ╊はか そおせあ てかすあ えしあうふ — 
[けてあこ, そぬかせさあ かえそ おそつてけきかせけこ け たちそいしかす, うさしまねあみ てあこうあせへつさとま. ╇ えしあうか 
«』ぃ╅» そつそいそか すかつてそ そてうかおかせそ つそうかてつさそ/ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけす そてせそ-
のかせけみす. ′おかつへ てあさきか そいそいはあまてつみ せあいしまおかせけみ あうてそちあ, つおかしあせせふか くあ つかすへ 
しかて ちあいそてふ う つそうかてつさそす ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ: そい 
あすかちけさあせつさけに いまちそさちあてあに, そ うそかせせふに, そ つたかぬつしときいあに, そい そつそいかせせそつてみに 
てあすそのせかこ たそしけてけねかつさそこ きけくせけ. っうしかせけみ け つそいふてけみ すけせとうのけに しかて つそたそ-
つてあうしみまてつみ つ せふせかのせけすけ あすかちけさあせつさけすけ ちかあしけみすけ.
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* * *

〈とちあおそう ╈.].
『とさそうそおけてかしへ ╉かたあちてあすかせてあ*

】うあきあかすあみ ¨せかつつあ 〉けさそしあかうせあ!
〈せか おそつてあうしみかて そつそいそか とおそうそしへつてうけか たかちかおあてへ ╇あす いしあえそおあちせそつてへ 

〈ほちあ 〈そつさうふ ょ.〈. ]ときさそうあ くあ せあたちあうしかせせとま う かえそ あおちかつ すそせそえちあなけま 
たちそちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ, おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ あさてとあしへ-
せふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす ╊.》. ╆あきあせそうあ «』そうちかすかせせふこ すけち».

〈ふつしけ け うふうそおふ, つそおかちきあはけかつみ う ほてそす てちとおか, いとおとて とねけてふうあてへつみ 
う ちあいそてか たそ ちあくうけてけま つうみくかこ つ くあちといかきせふすけ たあちてせかちあすけ 〈そつさうふ, たそ 
たそうふのかせけま すかきおとせあちそおせそえそ あうてそちけてかてあ ちそつつけこつさそこ つてそしけぬふ.

》そおてうかちきおあかす せあのと くあけせてかちかつそうあせせそつてへ け えそてそうせそつてへ さ ちあくうけてけま 
つそてちとおせけねかつてうあ つ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけかこ け かか ¨せつてけてとてそす あさてと-
あしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす.

《 たかちつたかさてけうあに 『そつつけけ, 』ぃ╅ け ╇そつてそさあ 
ちあつつさあきかて せそうあみ させけえあ けくおあてかしへつてうあ «¨くうかつてけみ»**

[せけえあ ╊.》. ╆あきあせそうあ おあかて たちけせぬけたけあしへせそ せそうとま すあつのてあいせとま たあせそちあすと 
つそうちかすかせせそえそ すけちあ け ちあつつすあてちけうあかて たかちつたかさてけうふ ちあくうけてけみ う XXI うかさか 
さあさ うつかえそ ねかしそうかねかつてうあ, てあさ け そておかしへせふに つてちあせ — 『そつつけけ, 』ぃ╅, えそつと-
おあちつてう ╆しけきせかえそ け ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ. 〉あたけつあせせあみ う きけうそす, とうしかさあてかしへ-
せそす つてけしか, たそすけすそ たそしけてけさそ-ほさそせそすけねかつさけに つまきかてそう そせあ つそおかちきけて 
そたけつあせけか みうしかせけこ さとしへてとちふ, いふてあ, てちあおけぬけこ, せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさ-
てかちあ ちあくしけねせふに せあちそおそう. ╅うてそち といかおけてかしへせそ たそさあくふうあかて, ねてそ えしそいあしけ-
くけちとまはけこつみ すけち おうけきかてつみ さ すせそえそたそしまつせそつてけ, さそてそちあみ, う そてしけねけか そて 
けくうかつてせふに つにかす たちそのしそえそ, おそしきせあ そつせそうふうあてへつみ せあ つそてちとおせけねかつてうか, 
あ せか つそたかちせけねかつてうか えそつとおあちつてう. [あつあみつへ くあおあね, つてそみはけに たかちかお すかきおとせあ-
ちそおせふす つそそいはかつてうそす う そいしあつてけ せかちあつたちそつてちあせかせけみ そちときけみ すあつつそうそえそ 
とせけねてそきかせけみ, あうてそち たそしかすけくけちとかて つ たそつしかおそうあてかしみすけ てかそちけけ つてそしさせそ-
うかせけみ にちけつてけあせつさそこ け けつしあすつさそこ ぬけうけしけくあぬけこ.

〉あちみおと つ そたけつあせけかす 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ, うさしまねあまはけす たそおちそい-
せふこ あせあしけく うせとてちかせせかえそ ちあくうけてけみ け うせかのせかこ たそしけてけさけ たそつてつそうかてつさそこ 
『そつつけけ つ 1992 たそ 2003 えそお け そつそいかせせそつてけ うくあけすそそてせそのかせけこ 〈そつさうふ 
つ ′あたあおそす け つてちあせあすけ ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ, すせそえそ うせけすあせけみ とおかしかせそ あさてと-

* 〈とちあおそう ╈.]. ╉かたあちてあすかせて すかきおとせあちそおせふに つうみくかこ えそちそおあ 〈そつさうふ. 13 すあみ 2004 // ╆しあえそおあち-
つてうかせせそか たけつへすそ.
** 》そちてあし 『そつ╆けくせかつ[そせつあしてけせえ. 20 みせうあちみ 2005.
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あしへせふす たちそいしかすあす [〉『, 【あこうあせみ, [そちかけ け おちとえけに えそつとおあちつてう. ¨つつしかおそ-
うあせふ うふくそうふ いかくそたあつせそつてけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか, たかちつたかさ-
てけうふ ╅【ゅ』 け おちとえけに つてちとさてとち ちかえけそせあしへせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ.

* * *

ぁかちかうさそ [.╊.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに け なけしそしそえけねかつさけに せあとさ

(¨せつてけてとて ちそつつけこつさそこ けつてそちけけ 『╅〉)*

『かぬかせくけちとかすふこ てちとお — ねかてうかちてあみ くあ たそつしかおせけか えそおふ そいひかすけつてあみ させけえあ 
おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす ╉けたしそすあてけ-
ねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, おそさてそちあ けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそちあ 
╊.》. ╆あきあせそうあ. ╇ せかこ ちあつつすあてちけうあまてつみ てかせおかせぬけけ えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ 
(つ. 7—45) け つけてとあぬけみ う 『そつつけけ (つ. 46—172), ╅くけけ (つ. 173—246) け 』ぃ╅ 
(つ. 255—421). 』 とねかてそす せあとねせそえそ たちそなけしみ きとちせあしあ «《てかねかつてうかせせあみ けつてそ-
ちけみ» そつてあせそうしまつへ せあ うてそちそこ えしあうか せそうそこ ちあいそてふ あうてそちあ, たそつうみはかせせそこ 
おうとす たそつしかおせけす おかつみてけしかてけみす う けつてそちけけ せあのかこ つてちあせふ.

》ちあうおけうそ せあちけつそうあう いかくちあおそつてせとま さあちてけせと つそうかてつさそこ ほさそせそすけさけ 
さ つかちかおけせか 1980-に ええ., あうてそち つたちあうかおしけうそ そてすかねあかて, ねてそ さ ほてそすと うちかすかせけ 
いそしへのけせつてうそ えちあきおあせ 』』』『 ときか たそてかちみしそ うかちと う さそすすとせけつてけねかつさとま 
とてそたけま け う ちとさそうそおけてかしかこ つてちあせふ, さそてそちふか たそえちみくしけ う さそちちとたぬけけ. 
╇ ほてけに とつしそうけみに つてちあせあ たそえちときあしあつへ う にあそつ, ぬかせてち てかちみし さそせてちそしへ 
せあお うせとてちけたそしけてけねかつさけすけ たちそぬかつつあすけ, あ えかせつかさ を[ [》』』 〈.』. ╈そちいあ-
ねかう け かえそ かおけせそすふのしかせせけさけ たちかおつてあうしみしけつへ せかさそてそちふす けに さそししかえあす 
たそ ちあいそてか う を[ [》』』 たちかおあてかしみすけ, おかこつてうそうあうのけすけ たそ とさあくさか あすかちけ-
さあせつさそえそ ╆かしそえそ おそすあ け を『】. ╆あきあせそう たちけくせあかてつみ, ねてそ, さあさ け すせそえけか 
せあのけ つそそてかねかつてうかせせけさけ, そせ たちけうかてつてうそうあし おかすそさちあてけくあぬけま, せそ うすかつてか 
つ てかす そたあつあしつみ かか そいそちそてせそこ つてそちそせふ — ちあくうあしあ つそぬけあしけつてけねかつさそえそ 
しあえかちみ け ちあつたあおあ 』』』『, う そつそいかせせそつてけ うふにそおあ けく せかえそ ほてせけねかつさけ いしけく-
さけに 】さちあけせふ け ╆かしそちとつつけけ. ╇ させけえか えそうそちけてつみ そ せかたそつしかおそうあてかしへせそつてけ 
╈そちいあねかうあ, かえそ さそしかいあせけみに すかきおと さそせつかちうあてそちあすけ け おかすそさちあてあすけ, せそ 
あさぬかせてけちとかてつみ うせけすあせけか せあ たかちけそおけねかつさけに とつてとたさあに たそつしかおせけす, う ねあつて-
せそつてけ せあ かえそ つそえしあつけけ つ ちかつたといしけさあせつさけすけ しけおかちあすけ てちあせつなそちすけちそうあてへ 
』そうかてつさけこ 』そまく う さそせなかおかちあぬけま. ゅてそ け たちけうかしそ, たそ すせかせけま あうてそちあ, 
さ てそすと, ねてそ えちとたたあ さそせつかちうあてけうせふに しけおかちそう う あうえとつてか 1991 え. うふつてとたけしあ 
たちそてけう つそうかてつさそえそ ちとさそうそおけてかしみ, そておふにあうのかえそ う [ちふすと, け う そてうかて せあ 
かえそ そてさあく ううかつてけ う つてちあせか ねちかくうふねあこせそか たそしそきかせけか なあさてけねかつさけ うくみしあ 
かえそ たそお おそすあのせけこ あちかつて, そいひみうけしあ そ しけのかせけけ ╈そちいあねかうあ たちかくけおかせて-

* 《てかねかつてうかせせあみ けつてそちけみ. 2005. づ 5. 』. 204—205.
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つさけに たそしせそすそねけこ け そ つそくおあせけけ ╈[ぁ》 つ おけさてあてそちつさけすけ たそしせそすそねけみすけ. 
〉そ そさちかたのかか おかすそさちあてけねかつさそか おうけきかせけか うそ えしあうか つ ╊しへぬけせふす つ たそすそ-
はへま うそかせせふに, たちけすさせとうのけに さ おかすそさちあてあす, おそいけしそつへ あちかつてあ たとてねけつてそう 
け そおかちきあしそ たそいかおと, うそつつてあせそうけう ╈そちいあねかうあ せあ たそつてと 》ちかくけおかせてあ 』』』『.

╆あきあせそう たちあうけしへせそ そぬかせけうあかて ちそしへ おかすそさちあてそう つ ╊しへぬけせふす うそ えしあうか, 
さあさ おかみてかしかこ, さそてそちふか «たそ つとてけ, つそくせあてかしへせそ うかしけ おかしそ さ ちそつたとつさと 』そうかて-
つさそえそ 』そまくあ» (つ. 55). 〉そ つしかおとかて けすかてへ う うけおと, ねてそ つとはかつてうとまて け いそしかか 
さちけてけねかつさけか そぬかせさけ ちそしけ ╈そちいあねかうあ, たとてねけつてそう け ╊しへぬけせあ け かえそ つてそちそせ-
せけさそう, う てそす ねけつしか つそ つつふしさあすけ せあ つそいつてうかせせふか うふつさあくふうあせけみ ほてけに ちとさそ-
うそおけてかしかこ. 【あさ, うふつてとたあみ う 1999 え. う 』てあすいとしへつさそす とせけうかちつけてかてか, たかちうふこ 
けく せけに そてさちそうかせせそ くあみうけし, ねてそ «とせけねてそきかせけか さそすすとせけくすあ» いふしそ ぬかしへま 
うつかこ かえそ きけくせけ け ねてそ かすと «とおあしそつへ せあこてけ つたそおうけきせけさそう う ちかあしけくあぬけけ 
ほてそこ ぬかしけ». 』ちかおけ せけに «そつそいそか すかつてそ くあせけすあまて ╅. っさそうしかう け ゅ. ぃかうあちお-
せあおくか», くあつしとえけ さそてそちふに う けに «そいはかす おかしか たちそつてそ せかそぬかせけすふ»*. ╅うえと-
つてそうつさけこ たとてね, たそ すせかせけま ちみおあ たそしけてけさそう け たそしけてそしそえそう, てちかいそうあしつみ 
«おかすそさちあてあす» け けに くあちといかきせふす たそさちそうけてかしみす おしみ てそえそ, ねてそいふ, うふくうあう 
うそくすとはかせけか せあつかしかせけみ, とつさそちけてへ たちそぬかつつ しけさうけおあぬけけ さそせつてけてとぬけそせ-
せそえそ たそちみおさあ う つてちあせか け なそちつけちそうあてへ ちあくうあし 』』』『 たちけ てあこせそす つそえしあつけけ 
かえそ たちかくけおかせてあ, たちけねあつてせそえそ さ «くあえそうそちと».

╉あしかか, えそうそちみ そ «のそさそうそこ てかちあたけけ» ╊しへぬけせあ, あうてそち ちかぬかせくけちとかすそこ 
させけえけ そいひかさてけうせそ けくしあえあかて たちそぬかつつ ちあつたあおあ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ う ちかくとしへ-
てあてか てそえそ, ねてそ う おかさあいちか 1991 え. ちとさそうそおけてかしけ 『そつつけけ, 】さちあけせふ け ╆かしそちとつ-
つけけ «うてあこせか そて うつかに つそいちあしけつへ う ╆かしそうかきつさそこ 》とはか せあ いかしそちとつつさそこ てかち-
ちけてそちけけ け そいひみうけしけ そ ちそつたとつさか 』』』『», とうかおそすけう そい ほてそす, たちかきおか うつかえそ, 
╉き. ╆とのあ-つてあちのかえそ. ╈そちいあねかう, とくせあう そい ほてそす け せか たそしとねけう たそおおかちきさけ 
すけせけつてちあ そいそちそせふ ╊. ぃあたそのせけさそうあ, つおあし ╊しへぬけせと つうそけ たちかくけおかせてつさけか 
たそしせそすそねけみ, け うすかつてそ 』』』『 いふしそ つそくおあせそ 』そおちときかつてうそ 〉かくあうけつけすふに 
╈そつとおあちつてう. ｠あちあさてかちせそ, ねてそ, せかつすそてちみ せあ たそしとねかせせそか そて たちかおつかおあてかしみ 
[╈╆ ╆』』『 えかせかちあしあ ゅ. ぃけちさそうつさそえそ つそそいはかせけか そ たそおえそてそうさか いとおとはけすけ 
とねあつてせけさあすけ ╆かしそうかきつさそえそ つそえしあのかせけみ おそさとすかせてあ そ たちかさちあはかせけけ 
つとはかつてうそうあせけみ 』』』『 さあさ つといひかさてあ すかきおとせあちそおせそえそ たちあうあ け えかそたそしけてけ-
ねかつさそこ ちかあしへせそつてけ (ほてあ けせなそちすあぬけみ いふしあ たそしとねかせあ そて そにちあせふ けに おあね), 
╈そちいあねかう せか そておあし かすと たちけさあくあせけみ そ すかちあに たそ たちかおそてうちあはかせけま ほてけに 
おかこつてうけこ. 《せ たそたちそつけし えかせかちあしあ つうみくあてへつみ つ せけす ねかちかく 20 すけせ., そおせあさそ 
せか うふのかし つ せけす せあ つうみくへ, にそてみ ぃけちさそうつさけこ, たそ かえそ たちけくせあせけま, う てかねかせけか 
おうとに ねあつそう いかくとつたかのせそ たふてあしつみ おそくうそせけてへつみ おそ 》ちかくけおかせてあ 』』』『. ╈そち-
いあねかう せか けくおあし とさあくあ, たそおてうかちきおあまはかえそ せかさそせつてけてとぬけそせせそつてへ ╆かしそうかき-
つさそえそ つそえしあのかせけみ, せか つそくうあし せけ ねちかくうふねあこせそこ つかつつけけ ╇かちにそうせそえそ 』そうかてあ 

* をけて. たそ: ╉ちそくおそう ょ.¨., ‒あちてふのかう ╇.¨. ょちけこ ╅せおちそたそう け ╇しあおけすけち 》とてけせ. 〉あ たとてけ さ うそくちそき-
おかせけま. 〈., 2001. 』. 90—91.
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』』』『, せけ つひかくおあ せあちそおせふに おかたとてあてそう おしみ あせせとしけちそうあせけみ とたそすみせとてそえそ 
つそえしあのかせけみ さあさ たちそてけうそちかねあはかえそ 』そまくせそすと おそえそうそちと 1922 え., たちかおとつ-
すあてちけうあうのかすと う さあねかつてうか とつしそうけみ ちそつたとつさあ 』』』『 たちそうかおかせけか うつかせあちそお-
せそえそ ちかなかちかせおとすあ (17 すあちてあ 1991 え. えちあきおあせか 』そまくあ うふつさあくあしけつへ くあ かえそ 
つそにちあせかせけか) け つそえしあつけか おちとえけに ちかつたといしけさ-とねちかおけてかしかこ (╈ちとくけけ, ╅ちすか-
せけけ, ╅くかちいあこおきあせあ).

╆あきあせそう あちえとすかせてけちそうあせせそ つねけてあかて, ねてそ ちかなそちすふ たちあうけてかしへつてうあ 
╊しへぬけせあ たちけせかつしけ せかさそてそちふか けく けつさそすふに ちかくとしへてあてそう, せそ うすかつてか つ てかす 
たそちそおけしけ てみきかしかこのけか せかえあてけうせふか たそつしかおつてうけみ. 〈あえあくけせふ せあたそしせけ-
しけつへ てそうあちあすけ, せそ うそくせけさしあ きかつてそねあこのあみ けせなしみぬけみ, け うつか せあさそたしかせけみ 
せあつかしかせけみ, せあきけてふか てみきかしふす すせそえそしかてせけす てちとおそす, う すえせそうかせけか そさあ 
そいかつぬかせけしけつへ, すせそえけか くあうそおふ そつてあせそうけしけつへ けく-くあ さそせさとちかせぬけけ いそしかか 
さあねかつてうかせせふに くあちといかきせふに てそうあちそう, せあねあしあつへ いかくちあいそてけぬあ, えそちつてさあ しけぬ 
けく ねけつしあ いふうのけに うふつそさそたそつてあうしかせせふに ねけせそうせけさそう, うそつたそしへくそうあうのけつへ 
たちけうあてけくあぬけかこ たちかおたちけみてけこ, くあにうあてけしあ けに たそ おかのかうさか う つうそけ ちとさけ 
け つてあしあ たかちかたちそおあうあてへ くあ えちあせけぬと つふちへかうふか け ほせかちえかてけねかつさけか ちかつとちつふ. 
《せけ せあねあしけ つさそしあねけうあてへ すけししけそせふ け おあきか すけししけあちおせふか つそつてそみせけみ せあ 
なそせか そいせけはあせけみ そつせそうせそこ すあつつふ てちとおみはけにつみ, たちけねかす う さそちちとたぬけけ 
け なけせあせつそうふに つたかさとしみぬけみに そさあくあしけつへ くあすかのあせせふすけ つあすけ たちかおつてあうけ-
てかしけ せそうそこ うしあつてけ. ╇ ちあくしけねせふに ちかえけそせあに うつたふにけうあしけ そつてちふか ほてせけねかつさけか 
さそせなしけさてふ, とつけしけうあしそつへ たちそてけうそつてそみせけか たちかくけおかせてあ 『‒ け たあちしあすかせてあ, 
たちけうかおのかか さ てちあえけねかつさけす うそそちときかせせふす つてそしさせそうかせけみす う そさてみいちか 1993 え.

′あうかちのあみ そいくそち «ほたそにけ ╊しへぬけせあ», あうてそち たけのかて, ねてそ せあ うふいそちあに 
1996 え. たちかくけおかせてと 『‒ とおあしそつへ たかちかけくいちあてへつみ せあ せそうふこ つちそさ てそしへさそ いしあ-
えそおあちみ そいひかおけせかせせそこ たそおおかちきさか さちとたせそえそ さあたけてあしあ, せあきけうのかえそつみ せあ 
たちけうあてけくあぬけけ, あおすけせけつてちあてけうせそすと うすかのあてかしへつてうと け つてちあにと せあつかしかせけみ 
たかちかお ちかつてあうちあぬけかこ つてあしけせけくすあ う つしとねあか たそいかおふ さあせおけおあてあ [そすたあちてけけ 
『‒ ╈.╅. ′まえあせそうあ. ′あさしまねあかて ほてそて ちあくおかし ╆あきあせそう てあさそこ せかしけぬかたちけ-
みてせそこ そぬかせさそこ おかみてかしへせそつてけ ╊しへぬけせあ: «《せ いそしかし け たへみせつてうそうあし, たへみせ-
つてうそうあし け いそしかし. 〉あ ほてそす なそせか そしけえあちにけ たちそおそしきあしけ ちあくうそちそうふうあてへ 
ちそつつけこつさけか いそえあてつてうあ け うつか いそしかか そてさちふてそ たちあうけしけ 『そつつけかこ» (つ. 63). 
′あちとねけうのけつへ そいかはあせけかす そおせそえそ けく ちとさそうそおけてかしかこ つけしそうふに つてちとさてとち, 
いふうのかえそ つそてちとおせけさあ うせかのせかこ ちあくうかおさけ ╇.╇. 》とてけせあ せか たちけうしかさあてへ たちか-
くけおかせてあ け かえそ そさちときかせけか さ そてうかてつてうかせせそつてけ くあ たちそのしふか おかみせけみ, う 1999 え. 
そせ うふおうけせとし かえそ つうそけす たちかかすせけさそす. ]かえさそ たそいかおけう せあ うふいそちあに 2000 え., 
》とてけせ, たそ すせかせけま あうてそちあ, せか てそしへさそ そたちあうおあし かえそ そきけおあせけみ, せそ け つてあし 
うかつへすあ てあしあせてしけうふす えそつとおあちつてうかせせふす おかみてかしかす.

╈そうそちみ そ つけてとあぬけけ う 『そつつけけ う せあねあしか XXI う., ╆あきあせそう そいちあはあかて うせけ-
すあせけか せあ たそうふのかせけか ほななかさてけうせそつてけ えそつとおあちつてうかせせそえそ とたちあうしかせけみ, 
う ねあつてせそつてけ せあ すかちふ たそ うそつつてあせそうしかせけま さそせつてけてとぬけそせせそえそ たそちみおさあ 
う ぁかねせか — たかちかおあねと うしあつてけ ねかねかせぬあす, しそみしへせふす 〈そつさうか, たちそうかおかせけか 
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う 2003 え. ちかなかちかせおとすあ, たそおてうかちおけうのかえそ つてちかすしかせけか いそしへのけせつてうあ せあつか-
しかせけみ ちかつたといしけさけ そつてあてへつみ う つそつてあうか 『‒, せかつすそてちみ せあ たちそおそしきあまはけかつみ 
いあせおけてつさけか てかちちそちけつてけねかつさけか あさてふ つかたあちあてけつてそう. 《てすかねあかてつみ うあきせあみ 
ちそしへ う いそちへいか つ たちそみうしかせけみすけ つかたあちあてけくすあ ちあくおかしかせけみ つてちあせふ せあ つかすへ 
なかおかちあしへせふに そさちとえそう うそ えしあうか つ たそしせそすそねせふすけ たちかおつてあうけてかしみすけ 》ちか-
くけおかせてあ 『‒. ╅うてそち たちけにそおけて さ うふうそおと, ねてそ う ちかくとしへてあてか すかち たそ たちかつかねか-
せけま せあちとのかせけこ なかおかちあしへせそこ [そせつてけてとぬけけ 『そつつけみ つてあしあ えそちあくおそ いそしかか 
すそせそしけてせそこ け とたちあうしみかすそこ. 《おせあさそ ねちかくすかちせあみ ぬかせてちあしけくあぬけみ つ けくひ-
みてけかす くせあねけてかしへせそこ ねあつてけ たそしせそすそねけこ け なけせあせつそうふに つちかおつてう と つといひ-
かさてそう ‒かおかちあぬけけ, たそ すせかせけま ╆あきあせそうあ, てあけて う つかいか そたあつせそつてへ けつねかくせそ-
うかせけみ つてけすとしそう おしみ けに ちあくうけてけみ け つかちへかくせふに つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさけに 
たそてちみつかせけこ, さあさ ほてそ けすかしそ すかつてそ う 1917 け う 1991 ええ. ╇ させけえか たそしそきけてかしへせそ 
そぬかせけうあまてつみ すかちふ たそ せあうかおかせけま あおすけせけつてちあぬけかこ 》とてけせあ たそちみおさあ 
う つけしそうふに つてちとさてとちあに — う あちすけけ け たちあうそそにちあせけてかしへせふに そちえあせあに, としとね-
のかせけか ほさそせそすけねかつさそえそ たそしそきかせけみ, いそちへいあ たちそてけう てみきかしそこ つけてとあぬけけ 
う つそぬけあしへせそこ つなかちか. ╇くうかのかせせそ そぬかせけうあみ たしまつふ け すけせとつふ たちそけつにそおみ-
はけに たかちかすかせ, あうてそち くあさしまねあかて, ねてそ う ぬかしそす 『そつつけみ そつてあかてつみ せあ おかすそさちあ-
てけねかつさそす たとてけ, にそてみ ほしかすかせてふ あうてそちけてあちけくすあ う かか たそしけてけねかつさそこ きけくせけ 
せあ そておかしへせふに せあたちあうしかせけみに とつけしけうあまてつみ (つ. 66—71).

╇ ちあくおかしか, たそつうみはかせせそす うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ う 1992—2003 ええ., 
さちけてけねかつさけ あせあしけくけちとかてつみ さとちつ たちかきせかえそ ちとさそうそおつてうあ 『‒ う たかちうそこ 
たそしそうけせか 1990-に ええ., せあたちあうしかせせふこ せあ そおせそつてそちそせせかか てかつせそか つそてちとおせけ-
ねかつてうそ つそ つてちあせあすけ ′あたあおあ, たちかきおか うつかえそ 』ぃ╅, う ちあつねかてか せあ けに ほさそせそすけ-
ねかつさとま たそすそはへ. 『あくそねあちそうあせけか う たそしけてけさか ′あたあおあ う そてせそのかせけけ 『そつつけけ 
たちけうかしそ, たそ すせかせけま あうてそちあ, うそ うてそちそこ たそしそうけせか 1990-に ええ. さ たそつてかたかせ-
せそすと たかちかにそおと さ そてさちふてそすと, すせそえそうかさてそちせそすと, ついあしあせつけちそうあせせそすと 
うせかのせかたそしけてけねかつさそすと さとちつと せあ そつせそうか すせそえそたそしみちせそつてけ. ╇ «[そせぬかた-
ぬけけ うせかのせかこ たそしけてけさけ 『‒», とてうかちきおかせせそこ 28 けませみ 2000 え., け うそ すせそ-
えけに おちとえけに おそさとすかせてあに ほてそて つてちあてかえけねかつさけこ さとちつ いふし さそせさちかてけくけちそうあせ 
け つてあし たそつしかおそうあてかしへせそ たちかてうそちみてへつみ う きけくせへ (つ. 73—85).

『あすさけ せあつてそみはかこ ちかぬかせくけけ せか たそくうそしみまて いそしかか たそおちそいせそ そつてあせそ-
うけてへつみ せあ すせそえけに おちとえけに うそたちそつあに, たそおせみてふに ╆あきあせそうふす う かえそ せそうそこ 
させけえか, せそ う ぬかしそす かか すそきせそ そぬかせけてへ さあさ うかつへすあ うあきせふこ け けつさしまねけてかしへせそ 
あさてとあしへせふこ てちとお, う さそてそちそす そいひかさてけうせそ あせあしけくけちとまてつみ つあすふか ちあくせそそ-
いちあくせふか あつたかさてふ せふせかのせかえそ たかちけそおあ う けつてそちけけ うせとてちかせせかこ け うせかのせかこ 
たそしけてけさけ せあのかこ つてちあせふ.
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* * *

ゅせおちま [あねけせつ*
】うあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
》そくうそしへてか うふちあくけてへ ╇あす えしといそさとま いしあえそおあちせそつてへ くあ ╇あのと せそうとま 

させけえと. 』 せかてかちたかせけかす きおと うそくすそきせそつてけ たちそねかつてへ かか.
』 いそしへのけす とおそうそしへつてうけかす たそつすそてちかし ╇あのけ なそてそえちあなけけ くあ たそつしかお-

せけか 30 しかて. 》ちそおとさてけうせそつてへ ╇あのかこ おかみてかしへせそつてけ う ╉けたしそすあてけねかつさそこ 
あさあおかすけけ うふくふうあかて うそ すせか うそつにけはかせけか.

′うそせけし ╇あす け たそそいはあしつみ つ すあすそこ 〉あてあのけ. 〉あおかまつへ, と せあつ つ ╇あすけ 
いとおかて うそくすそきせそつてへ つさそちそ うつてちかてけてへつみ.

』 せあけしとねのけすけ たそきかしあせけみすけ.

* * *

っつさけせあ ╈.』.**
『かぬかせくけちとかすあみ させけえあ — すせそえそたしあせそうそか けつつしかおそうあせけか そつせそうせふに えかそたそ-
しけてけねかつさけに そつそいかせせそつてかこ つそうちかすかせせそえそ すけちあ, あせあしけくけちとまはかか のけちそさけこ 
つたかさてち たちそいしかす け せあたちあうしかせけこ, にあちあさてかちけくとまはけに てかせおかせぬけけ け そつそいかせせそ-
つてけ かえそ ちあくうけてけみ う さそせてかさつてか とつさそちみまはかこつみ えしそいあしけくあぬけけ すけちそうそこ たそしけ-
てけさけ, ほさそせそすけさけ け ぬけうけしけくあぬけそせせふに ぬかせせそつてかこ. ╅うてそち ちあつつすあてちけうあかて 
うせかのせまま たそしけてけさと け うせとてちかせせかか たそしそきかせけか 『‒, そぬかせけうあかて なあさてそちふ, 
うしけみまはけか せあ つてあせそうしかせけか つてちあせふ う さあねかつてうか せそうそこ すけちそうそこ おかちきあうふ.

〈そせそえちあなけみ たちかおつてあうしみかて つそいそこ つそうそさとたせそつてへ せそうふに ちあいそて ╊.》. ╆あきあ-
せそうあ け ときか そたといしけさそうあせせふに ちあせかか***. 〈せそえそそいちあくせふか たそ きあせちあす****, そせけ 
つえちとたたけちそうあせふ う ねかてふちか ちあくおかしあ: «【かせおかせぬけけ えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ» 
(えし. I), «『そつつけみ» (えし. II), «╅くけみ» (えし. III) け «』ぃ╅» (えし. IV).

╇ そてしけねけか そて すせそえけに ちあいそて おちとえけに そてかねかつてうかせせふに けつてそちけさそう け たそしけ-
てそしそえそう, たそおねかちさけうあまはけに せかけくいかきせそつてへ おそすけせけちそうあせけみ うそ うせかのせかこ 
たそしけてけさか 『そつつけけ かうちそあてしあせてけねかつさそこ せあたちあうしかせせそつてけ, ╊.》. ╆あきあせそう 
そおせそうちかすかせせそ ちあつさちふうあかて かか たそてかせぬけあしへせふか うそくすそきせそつてけ せあ ちあくしけね-
せふに あくけすとてあに うそつてそねせそえそ せあたちあうしかせけみ. 》ちけねかす, かつしけ ′あたあお う させけえか 
たちかおつてあうしみまて う そつせそうせそす 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ, てそ ╇そつてそさ くおかつへ いそしかか 
すせそえそそいちあくかせ さあさ たそ ねけつしと つてちあせ, てあさ け たそ つうみくあせせふす つ せけすけ たちそいしかすあす. 

* [あねけせつ ゅ. 〈そつさそうつさけこ ぬかせてち [あちせかえけ. 28 けませみ 2004 // ╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ. 
** ╇そつてそさ (Orient). 2004. づ 6. 』. 181—185.
*** ゅてそ えしあうふ さそししかさてけうせふに すそせそえちあなけこ, きとちせあしへせふか つてあてへけ, けせてかちうへま, ほつつか, あ てあさきか てかさつてふ 
おそさしあおそう け しかさぬけこ, たちそねけてあせせふに とねかせふす くあ たそつしかおせけか おうあ えそおあ せあ せあとねせふに さそせなかちかせぬけみに, 
う つてかせあに とせけうかちつけてかてそう け おちとえけに うとくそう 『そつつけけ, 』ぃ╅, [けてあみ, ったそせけけ, ょきせそこ [そちかけ, ╈かちすあせけけ, 
‒ちあせぬけけ, ぃうかこぬあちけけ け 『とすふせけけ.
**** 〉あたちけすかち, えしあうあ IV «』ぃ╅», さそてそちとま う そつせそうせそす つそつてあうしみまて うそつたそすけせあせけみ あうてそちあ そい ╅すかちけ-
さか う たかちけそお かえそ ちあいそてふ う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ け しけねせふか うたかねあてしか-
せけみ そて いそしかか たそくおせけに せあとねせふに さそすあせおけちそうそさ う 』ぃ╅, せあたけつあせあ う きあせちか すかすとあちせそこ しけてかちあてとちふ.
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╆そしへのそか うせけすあせけか あうてそち とおかしみかて たそしけてけさか 』ぃ╅ せあ ╇そつてそさか, そつそいかせせそ 
う つうみくけ つ たそしそきかせけかす せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか け つ たちそいしかすそこ 【あこうあせみ; 
ちあつつすあてちけうあかて にあちあさてかち ちあくうけてけみ そてせそのかせけこ 『‒ つそ すせそえけすけ つてちあせあすけ 
╇そつてそさあ — [けてあこつさそこ 〉あちそおせそこ 『かつたといしけさそこ, ったそせけかこ, [そちかこつさそこ 
〉あちそおせそ-╉かすそさちあてけねかつさそこ 『かつたといしけさそこ け 『かつたといしけさそこ [そちかみ, ちそしへ 
『そつつけけ う ちあすさあに ぃあせにあこつさそえそ なそちとすあ, あ てあさきか かか つうみくけ つ ╅なえあせけつてあせそす, 
¨ちあせそす, ¨くちあけしかす け おちとえけすけ つてちあせあすけ 』ちかおせかえそ け ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ, 
つ さそてそちふすけ せあのと つてちあせと つうみくふうあまて きけくせかせせそ うあきせふか, つてちあてかえけねかつさけか 
けせてかちかつふ; おそうそしへせそ たそおちそいせそ ちあつさちふうあかて くせあねかせけか ¨せおけけ うそ うせかのせかこ 
たそしけてけさけ 『そつつけけ せあ あくけあてつさそす せあたちあうしかせけけ*.

【あさけす そいちあくそす, う たかちうふに おうとに えしあうあに そいちけつそうあせそ そいはかか たそしそきかせけか おかし 
う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ う すけちか. 〉そ いそしかか たそおちそいせそ け ぬかしか-
せあたちあうしかせせそ あうてそち あせあしけくけちとかて すかきおとせあちそおせとま そいつてあせそうさと う ╅くけあてつさそ-
【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか, そてせそのかせけみ 『そつつけけ つそ つてちあせあすけ ほてそえそ ちかえけそせあ. 
╇ えしあうか «╅くけみ» うふおかしかせ ちみお うそたちそつそう, そいそくせあねかせせふに つしかおとまはけすけ たそお-
くあえそしそうさあすけ: “Weapons of Mass Destruction (WMD). Issues in Asia-Pacifi c”, 
“Multilateral Collaboration in Korea: a View from Russia”, “Korea in Rus-
sia’s Policy”**, «『そつつけみ け [そちかみ», «【あこうあせへつさあみ たちそいしかすあ», «》かちつたかさてけうふ 
╅【ゅ』», «》そねかすと 『そつつけみ せか [けてあこ». ′おかつへ あうてそち たちそおそしきあかて ちあくうけうあてへ 
つなそちすとしけちそうあせせふこ ときか う せあねあしか させけえけ てかくけつ そ てそす, ねてそ ╅くけあてつさそ-【けにそそ-
さかあせつさけこ ちかえけそせ おそしきかせ つてあてへ ちあうせそくせあねせふす ′あたあおと せあたちあうしかせけかす ちそつ-
つけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ. 《せ せあたそすけせあかて せか てそしへさそ そ えかそえちあなけねかつさそこ 
たちけせあおしかきせそつてけ さ ほてそすと ちかえけそせと おうとに てちかてかこ てかちちけてそちけけ 『そつつけけ, せそ 
け そ てそす, ねてそ ╅【『, えおか たちそきけうあかて いそしかか たそしそうけせふ ねかしそうかねかつてうあ, たちかうちあ-
てけしつみ う そおけせ けく うかおとはけに ぬかせてちそう すけちそうそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ け てかにせそしそ-
えけねかつさそえそ ちあくうけてけみ. [ ほてそすと つしかおとかて おそいあうけてへ, ねてそ つあすふか たちそてみきかせせふか 
えちあせけぬふ 『そつつけみ けすかかて けすかせせそ つそ つてちあせあすけ ╅【『. 』そうちかすかせせとま つけてとあぬけま 
う ちかえけそせか あうてそち ちあつぬかせけうあかて う ぬかしそす さあさ いしあえそたちけみてせとま, すそてけうけちとみ ほてそ 
そてつとてつてうけかす てあす さあさけに-しけいそ いしそさそう けしけ そておかしへせふに つてちあせ, うちあきおかいせそ 
せあつてちそかせせふに さ 『そつつけけ. 『‒ せあたちみすとま せか うてみせとてあ う しそさあしへせふか さそせなしけさてふ; 
う ちかえけそせか つとはかつてうとかて たちかおちあつたそしそきかせせそつてへ さ たそしけてけねかつさそすと け ほさそせそすけ-
ねかつさそすと つそてちとおせけねかつてうと つ せあのけす えそつとおあちつてうそす.

《おせあさそ ╊.》. ╆あきあせそう せか けおかあしけくけちとかて ちそしへ せあのかえそ えそつとおあちつてうあ 
う ╅【『, とさあくふうあみ せあ たちそいしかすふ, さそてそちふか う てそこ けしけ けせそこ つてかたかせけ くあおかうあまて 
ちそつつけこつさけか けせてかちかつふ け てちかいとまて つそそてうかてつてうとまはかこ ちかあさぬけけ. [ ねけつしと 

*  ╅うてそち つたちあうかおしけうそ つねけてあかて, ねてそ うくあけすそたそせけすあせけま 〈そつさうふ け ╉かしけ つたそつそいつてうとかて つにそきかつてへ そいはか-
つてうかせせそえそ け たそしけてけねかつさそえそ とつてちそこつてうあ おうとに えそつとおあちつてう, たそおねかちさけうあみ, ねてそ «『そつつけみ け ¨せおけみ — おか-
すそさちあてけねかつさけか, たしまちあしけつてけねかつさけか, すせそえそさそせなかつつけそせあしへせふか そいはかつてうあ つ えしといそさそ とさそちかせけうのかこつみ 
てちあおけぬけかこ てそしかちあせてせそつてけ け さそせつてちとさてけうせそえそ つそつとはかつてうそうあせけみ ちあくせふに けつたそうかおあせけこ, つ いそしへのけす 
うせとてちかせせけす ちあくせそそいちあくけかす う つそねかてあせけけ つ つけしへせふす ねとうつてうそす かおけせつてうあ なかおかちあぬけけ» (つ. 113).
** ╉あせせふか ちあくおかしふ そたといしけさそうあせふ いかく たかちかうそおあ せあ ちとつつさけこ みくふさ.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

てあさけに たちそいしかす そせ そてせそつけて たちかきおか うつかえそ そてつてあうあせけか そて つそつかおせけに えそつと-
おあちつてう う ちあくうけてけけ たちそけくうそおけてかしへせふに つけし うそつてそねせふに ちあこそせそう 『‒, つたそ-
つそいせそか, たそ かえそ すせかせけま, たちかうちあてけてへ せあのと てかちちけてそちけま ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ 
う そいひかさて おかすそえちあなけねかつさそこ け ほさそせそすけねかつさそこ ほさつたあせつけけ. ╆そしかくせかせせふ 
おしみ 『そつつけけ け せあちあつてあまはけか う ╅【『 てかちちそちけくす, てそちえそうしみ せあちさそてけさあすけ, 
そちえあせけくそうあせせあみ たちかつてとたせそつてへ, とねあつてけうのけかつみ つしとねあけ ほたけおかすけねかつさけに 
くあいそしかうあせけこ け て.お., せそ そつそいかせせそ — つとはかつてうそうあせけか う ちかえけそせか そちときけみ すあつ-
つそうそえそ とせけねてそきかせけみ. ゅてあ たちそいしかすあ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか, 
えそうそちけてつみ う させけえか, みうしみかてつみ いそしかか つしそきせそこ け つかちへかくせそこ, ねかす えおか-せけいとおへ 
かはか う すけちか. 〈そつさうあ け ╇あのけせえてそせ せあ えしそいあしへせそす とちそうせか おそつてけえしけ うあき-
せそえそ つそえしあのかせけみ そ くせあねけてかしへせそす つそさちあはかせけけ つうそけに みおかちせふに あちつかせあ-
しそう. 】すかせへのかせふ みおかちせふか うそそちときかせけみ う ╇かしけさそいちけてあせけけ け ‒ちあせぬけけ. 
╇ ╅なちけさか け ょきせそこ ╅すかちけさか つそくおあせふ くそせふ, つうそいそおせふか そて みおかちせそえそ 
そちときけみ. ╇そたちかさけ てあさそこ てかせおかせぬけけ, ╅くけみ そつてあかてつみ ちかえけそせそす, えおか たちそ-
おそしきあかてつみ つそくおあせけか け ちあつたちそつてちあせかせけか みおかちせそえそ そちときけみ, そ ねかす つうけ-
おかてかしへつてうとまて みおかちせふか たちそえちあすすふ せか てそしへさそ ¨せおけけ け 》あさけつてあせあ, せそ 
け [けてあみ, け 』かうかちせそこ [そちかけ. ぁてそ さあつあかてつみ [〉『, てそ 》かさけせ, そおそいちけてかしへせそ 
そてせそつみつへ さ つそさちあはかせけま みおかちせふに たそてかせぬけあしそう, たちそうそおけすそすと, せあたちけ-
すかち, 〈そつさうそこ, つあす せか つたかのけて つそえしあのあてへつみ せあ てちかいそうあせけか ╇あのけせえてそせあ 
そ つそさちあはかせけけ ほさつたそちてあ つうそけに ちあさかて (つちかおつてう おそつてあうさけ みおかちせそえそ そちときけみ). 
[けてあこぬふ てあさきか せか うふさあくふうあまて けせてかちかつあ さ てそすと, ねてそいふ たちけつそかおけせけてへつみ 
さ えちとたたか つてちあせ-たそつてあうはけさそう みおかちせふに すあてかちけあしそう, とねあつてせけさけ さそてそちそこ 
つうかちてふうあまて ほさつたそちて さそすたそせかせてそう, たちかおせあくせあねかせせふに おしみ たちそけくうそお-
つてうあ みおかちせそえそ そちときけみ. 》かさけせ そたあつあかてつみ, ねてそ そて せかえそ すそえとて たそてちかいそうあてへ 
つそさちあはかせけみ ほさつたそちてあ すあてかちけあしそう おしみ ちかあしけくあぬけけ てかにせそしそえけこ おうそこせそえそ 
せあくせあねかせけみ, ねてそ せあせかつかて とはかちい ほさそせそすけねかつさけす けせてかちかつあす つてちあせふ.

╈そちあくおそ いそしかか そたあつせふす, ねかす ちあくせそえしあつけみ すかきおと 』ぃ╅ け [〉『 たそ 
みおかちせふす け ちあさかてせふす うそたちそつあす, ╊.》. ╆あきあせそう つねけてあかて さちけくけつ う そてせそのか-
せけみに すかきおと ╇あのけせえてそせそす け 》にかせへみせそす, «うかちそみてせそ, つあすふこ つかちへかくせふこ 
う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ つそ うちかすかせ [そちかこつさそこ うそこせふ» (つ. 178). ╅うてそち 
そいちあはあかてつみ さ けつてそさあす ほてそえそ さちけくけつあ, ちあつつすあてちけうあかて かえそ てかねかせけか け たそくけ-
ぬけけ くあけせてかちかつそうあせせふに つてちあせ (『そつつけみ, [けてあこ, 』ぃ╅, ょきせあみ [そちかみ, 
ったそせけみ) たそ うそたちそつと そ ちかのかせけけ つかうかちそさそちかこつさそこ みおかちせそこ たちそいしかすふ. 
』かうかちせあみ [そちかみ せか たちかおつてあうしみかて とえちそくふ おしみ 『そつつけけ, つねけてあかて とねかせふこ, 
せそ たそおねかちさけうあかて, ねてそ と せあのかえそ えそつとおあちつてうあ かつてへ つうそけ くあさそせせふか けせてか-
ちかつふ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか, せかたそつちかおつてうかせせそ えちあせけねあはかす つ てかちちけ-
てそちけかこ ちそつつけこつさそえそ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ. 『そつつけみ うふつてとたあかて たちそてけう てそえそ, 
ねてそいふ せあ [〉╉『 そさあくふうあしそつへ おあうしかせけか, たちけせときおあまはかか かか さ そいひかおけ-
せかせけま つ ょえそす, たちそてけう けくそしみぬけけ かか そて そつてあしへせそえそ すけちあ. «っ とうかちかせ, — 
たけのかて ╊.》. ╆あきあせそう, — ねてそ 『そつつけみ せけさそえおあ せか いとおかて たそおおかちきけうあてへ 
てあさとま つてちあてかえけま. ╇ すけちか つとはかつてうとかて すせそえそ つてちあせ, ちかきけすふ さそてそちふに 
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せか とつてとたあまて たにかせへみせつさそすと. ¨ 』ぃ╅, け おちとえけか おかすそさちあてけねかつさけか つてちあせふ 
せか そてさあくふうあまてつみ そて つそてちとおせけねかつてうあ つ せけすけ» (つ. 182). 《せ たちかおとたちかきおあかて, 
ねてそ つてちあてかえけみ とおとのかせけみ せかたちかすかせせそ たちけうかおかて さ さそししあたつと さそすすとせけ-
つてけねかつさそえそ ちかきけすあ う [〉╉『. 《せあ そたちかおかしかせせそ いとおかて たちそうそぬけちそうあてへ 
》にかせへみせ とおうそけてへ とつけしけみ たそ ちあくうけてけま そいそちそせせそえそ つかさてそちあ, うさしまねあみ 
たちそけくうそおつてうそ 《〈】, ねてそ すそきかて かはか いそしへのか そつしそきせけてへ つけてとあぬけま. 》そお 
とえちそくそこ なけくけねかつさそえそ とせけねてそきかせけみ さそすすとせけつてけねかつさけか しけおかちふ たそたふてあ-
まてつみ くあすかおしけてへ けしけ おあきか そつてあせそうけてへ ちかなそちすふ*.

《いひかおけせかせけか [そちかけ, つねけてあかて あうてそち, そてさちそかて せそうとま いそしかくせかせせとま 
つてちあせけぬと う けつてそちけけ つてちあせふ, てあさ さあさ ちかねへ たそこおかて そ さそせつそしけおあぬけけ う かおけ-
せとま そいはせそつてへ おうとに えそつとおあちつてう, おかつみてけしかてけみすけ つとはかつてうそうあうのけに う とつしそ-
うけみに たちそてけうそたそしそきせふに けおかそしそえけこ, あせてあえそせけつてけねかつさけに ほさそせそすけねかつさけに 
つけつてかす け なけしそつそなつさけに うくえしみおそう. ′あつしときけうあまて うせけすあせけみ け たちかおそつてか-
ちかきかせけみ, うふつさあくあせせふか たそ たそうそおと うそくせけさせそうかせけみ たそつしか そいひかおけせかせけみ 
せそうふに け せかすあしふに つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさけに てちとおせそつてかこ.

╆そしへのそこ たちあさてけねかつさけこ けせてかちかつ, せかつそすせかせせそ, たちかおつてあうしみまて たちかおしそ-
きかせけみ あうてそちあ たそ うそたちそつあす つてちあてかえけけ け てあさてけさけ う そてせそのかせけけ 』かうかちせそこ 
[そちかけ う たしあせか かか そいひかおけせかせけみ つ ょきせそこ たそつしか てそえそ, さあさ «とおあつてつみ たちか-
そおそしかてへ てかさとはけこ みおかちせふこ さちけくけつ». 】ねかせふこ つねけてあかて, ねてそ たちそぬかつつ そいひ-
かおけせかせけみ おそしきかせ たちそけつにそおけてへ たそほてあたせそ.

〉あ たかちうそす ほてあたか [〉╉『 おそしきせあ いふてへ そさあくあせあ たそすそはへ けくうせか たそ そいか-
つたかねかせけま かか いかくそたあつせそつてけ け たちかそおそしかせけま けくそしみぬけけ そて うせかのせかえそ すけちあ. 
╉しみ ほてそえそ てちかいとかてつみ せそちすあしけくあぬけみ そてせそのかせけこ 』ぃ╅ け ったそせけけ つ [〉╉『, 
たちけせみてけか 』そかおけせかせせふすけ ぃてあてあすけ すかち, うかおとはけに さ たそせけきかせけま とちそうせみ 
けに うそかせせそこ あさてけうせそつてけ け つそさちあはかせけま たちけつとてつてうけみ せあ [そちかこつさそす たそしと-
そつてちそうか; ちあくしけねせふか きかつてふ おそいちそこ うそしけ つそ つてそちそせふ すけちそうそえそ つそそいはかつてうあ 
う あおちかつ 》にかせへみせあ.

』そおかちきあせけかす うてそちそえそ ほてあたあ おそしきせそ つてあてへ つそくおあせけか たちそねせそこ けせなちあ-
つてちとさてとちふ すかきさそちかこつさけに そてせそのかせけこ, さそてそちあみ たそくうそしけて せあちあはけうあてへ 
そいひかすふ ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ [〉╉『 つ 『[, あ てあさきか つ おちとえけすけ 
つてちあせあすけ, うさしまねあみ 』ぃ╅ け ったそせけま. ゅてそ せか てそしへさそ たそうふつけて おそうかちけか 
》にかせへみせあ さ かえそ てちあおけぬけそせせふす そたたそせかせてあす, せそ け いとおかて つたそつそいつてうそうあてへ 
ちかなそちすあす う [〉╉『.

【ちかてけこ ほてあた いとおかて たちかおつてあうしみてへ つそいそこ そなけぬけあしへせそか そいそまおせそか おけたしそ-
すあてけねかつさそか たちけくせあせけか [〉╉『 け 『[, たそおたけつあせけか すけちせそえそ おそえそうそちあ け て.お.

ぁかてうかちてふこ ほてあた, せあ さそてそちそす たちそけくそこおかて そいひかおけせかせけか, つてあせかて ちかあしへ-
せそつてへま てそえおあ, さそえおあ と [〉╉『 いとおとて いそしかか ちあくうけてあみ つすかのあせせあみ ほさそせそすけさあ, 
そてせそつけてかしへせそ そてさちふてそか そいはかつてうそ, うかちにそうかせつてうそ くあさそせあ う そいはかつてうか, そてうかて-

* ¨すかまてつみ う うけおと たかちうふか たそたふてさけ うせかおちけてへ う つかうかちそさそちかこつさとま ほさそせそすけさと ほしかすかせてふ ちふせそね-
せふに すかにあせけくすそう.
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つてうかせせそか け たちかおつさあくとかすそか たちあうけてかしへつてうそ, せあつてちそかせせそか せあ ちかなそちすふ. 
╇ つしとねあか しけいかちあしけくあぬけけ たそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ 』かうかちせあみ [そちかみ つ かか 
くせあねけてかしへせふすけ たちけちそおせふすけ ちかつとちつあすけ, うふつそさそそいちあくそうあせせそこ け おかのか-
うそこ ちあいそねかこ つけしそこ け ちあくうけてそこ けせおとつてちけあしへせそこ いあくそこ つすそきかて いふつてちそ 
おそつてけねへ ほさそせそすけねかつさそえそ たちそえちかつつあ. 『かあしけくあぬけみ てあさそえそ つぬかせあちけみ, そねか-
うけおせそ, くあこすかて くせあねけてかしへせふこ そてちかくそさ うちかすかせけ, せそ いとおかて そてせそつけてかしへせそ 
すみえさけす け つそくけおあてかしへせふす たちそぬかつつそす.

《いそくせあねけう たとてへ さ そいひかおけせかせけま, あうてそち うふおうけえあかて さそせさちかてせとま たちそ-
えちあすすと たそ そさあくあせけま 『そつつけかこ たそすそはけ [〉╉『 う かか あおあたてあぬけけ さ せそうふす 
とつしそうけみす たそつしか つしけみせけみ つ 『[: つそおかこつてうけか う たかちかたそおえそてそうさか さあおちそう, そいと-
ねかせけか つてとおかせてそう つ つかうかちあ つてちあせふ, ちあくうけてけか きかしかくせそおそちそきせそえそ つそそいはか-
せけみ すかきおと [そちかこつさけす たそしとそつてちそうそす け ╊うちそたそこ ねかちかく うそつてそねせふか ちあこそせふ 
『‒, えかそしそえそちあくうかおさあ たそしかくせふに けつさそたあかすふに う つかうかちせそこ ねあつてけ [そちかけ, 
すそおかちせけくあぬけみ かか うそそちときかせせふに つけし; ちあくうけてけか つたかぬけあしへせふに ほさそせそすけねか-
つさけに くそせ け ちみお おちとえけに. 》そ くあうかちのかせけけ たかちかにそおせそえそ たかちけそおあ そいひかおけせかせ-
せあみ [そちかみ け 『そつつけみ すそえとて つてあてへ うくあけすそうふえそおせふすけ たあちてせかちあすけ せあ ╉あしへ-
せかす ╇そつてそさか う たそしけてけねかつさそす, ほさそせそすけねかつさそす け つてちあてかえけねかつさそす あつたかさてあに. 
》そさあ ほてそ てそしへさそ あうてそちつさけこ たちそかさて, け かえそ たちかてうそちかせけか う きけくせへ うそ すせそえそす 
いとおかて くあうけつかてへ そて ちあくうけてけみ すかきおとせあちそおせそこ そいつてあせそうさけ う すけちか う ぬかしそす. 
〉そ う ねかす すそきせそ いかくそえそうそちそねせそ つそえしあつけてへつみ つ あうてそちそす, てあさ ほてそ う てそす, ねてそ 
おしみ そいひかおけせかせけみ [そちかけ せかしへくみ せあくせあねけてへ てうかちおとま おあてと.

』ちかおけ おちとえけに うそつてそねせふに つまきかてそう させけえけ つしかおとかて うふおかしけてへ そいちあはか-
せけか あうてそちあ さ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけす そてせそのかせけみす. ¨に ちあくうけてけま たそつうみ-
はかせふ くせあねけてかしへせふか ねあつてけ たかちうふに てちかに えしあう. ╇ ぬかしそす, おとすあま, せあけいそしへ-
のけこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみまて そぬかせさけ あうてそちあ つそうちかすかせせふに ほさそせそすけねかつさけに 
たちそぬかつつそう う [〉『, つそつてそみせけみ け たかちつたかさてけう ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのか-
せけこ, う てそす ねけつしか う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせそこ たそしけてけさけ.

ぁてそ さあつあかてつみ たかちうそえそ うそたちそつあ, てそ う そてしけねけか そて いそしへのけせつてうあ ちそつつけこ-
つさけに けつつしかおそうあてかしかこ, さそてそちふか, うつしかお くあ さけてあこぬあすけ, そたちかおかしみまて つそぬけあ-
しけくす う [〉『 さあさ «つそぬけあしけくす つ さけてあこつさそこ つたかぬけなけさそこ», う おあせせそこ ちあいそてか 
そせ せあくうあせ «つそぬけあしけつてけねかつさけす さあたけてあしけくすそす». «[けてあこぬふ うつか いそしかか ほせかち-
えけねせそ たかちかうそおみて つてちあせと せあ ちかしへつふ “つそぬけあしけつてけねかつさそえそ さあたけてあしけくすあ” — 
つそぬけあしけくすあ せあ つしそうあに, さあたけてあしけくすあ せあ おかしか», — えそうそちけてつみ う ちあいそてか 
(つ. 11). 》ちけ ほてそす とてそねせみかてつみ, ねてそ «にそてみ さけてあこつさけこ さあたけてあしけくす, さそせかねせそ 
きか, せか てあさそこ, さあさ う 』ぃ╅ けしけ う ′あたあおせそこ ╊うちそたか, せそ ねあつてせとま つそいつてうかせ-
せそつてへ さけてあこぬふ たちけくせあしけ かはか 20 しかて せあくあお» (つ. 246). ╇ つうみくけ つ ほてけす たちかお-
つてあうしみかてつみ うかつへすあ たしそおそてうそちせそこ たそたふてさあ あうてそちあ そてうかてけてへ せあ うそたちそつ, 
たそねかすと 『そつつけみ せか [けてあこ? ╇せけすあせけか とねかせそえそ つそつちかおそてそねかせそ せあ あせあしけくか 
ちあくしけねけこ う たちかおたそつふしさあに ほさそせそすけねかつさけに ちかなそちす. [けてあこ — つてちあせあ 
あえちあちせあみ, あ う 』』』『 そつせそうそこ ほさそせそすけさけ いふし うそかせせそ-たちそすふのしかせせふこ 
さそすたしかさつ. ╇そ えしあうか おうけきかせけみ くあ ちかなそちすふ うふつてとたあしけ つそうかちのかせせそ ちあくせふか 
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たそしけてけねかつさけか なけえとちふ*; う [けてあか たあちてけこせふこ け えそつとおあちつてうかせせふこ あたたあちあて 
いふし ちあくえちそすしかせ «さとしへてとちせそこ ちかうそしまぬけかこ», う 』』』『 あたたあちあて そつてあうあしつみ 
つけしへせふす, えそてそうふす たちそてけうそつてそみてへ しまいふす たかちかすかせあす, つうみくあせせふす つ たそさと-
のかせけかす せあ かえそ たちかちそえあてけうふ. 》そつたかのせあみ おかすそさちあてけくあぬけみ う 『そつつけけ たちけ-
うかしあ さ にあそつと, ほさそせそすけさあ つてあしあ せかとたちあうしみかすそこ. 》そさあ と せあつ う つてちあせか のしあ 
いそちへいあ くあ うしあつてへ, さけてあこぬふ とつけしかせせそ ちあいそてあしけ. 』ちあうせかせけか, さあさ うけおけす, 
つおかしあせそ せか う たそしへくと 『そつつけけ. 【かす せか すかせかか そせそ けすかかて おしみ せあつ いそしへのそか くせあ-
ねかせけか, えそうそちみ そ てそす, ねてそ せあす せか つしかおとかて つしかたそ さそたけちそうあてへ ねときそこ そたふて, 
あ う たかちうとま そねかちかおへ けつさあてへ, せあにそおけてへ け けつたちあうしみてへ つそいつてうかせせふか そのけいさけ.

╇ふつそさそ そぬかせけうあみ つそつてそみせけか ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ う せあつてそ-
みはかか うちかすみ, う てそす ねけつしか たそおたけつあせせふこ う 2001 え. おそしえそつちそねせふこ ╉そえそうそち 
そ おそいちそつそつかおつてうか, おちときいか け つそてちとおせけねかつてうか, たちかおつてあうしみまはけこ つそいそこ 
さそすたしかさつ うくあけすせふに そいみくあてかしへつてう, あうてそち せか くあいふうあかて とたそすみせとてへ け そ てそす, 
ねてそ «せか うつか いかくそいしあねせそ う ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに». 〉あ えそちけ-
くそせてか たそみうけしそつへ おうあ ちあくおちあきけてかしみ, さそせつてあてけちとかて そせ: たかちうふこ — おちあすあ-
てけねかつさけこ ちそつて たちけつとてつてうけみ えちあきおあせ [〉『 せあ ちそつつけこつさそす ╉あしへせかす ╇そつ-
てそさか; うてそちそこ つうみくあせ つ てかす, ねてそ つそそてせそのかせけか つけし すかきおと おうとすみ おかちきあうあすけ 
うつか 1990-か えそおふ うたかちうふか う けつてそちけけ すかせみしそつへ う たそしへくと [けてあみ. «》そちそこ 
うふつさあくふうあまてつみ そたあつかせけみ, ねてそ [〉『 すそきかて せあねあてへ そさあくふうあてへ せあ 『そつ-
つけま えかそたそしけてけねかつさそか おあうしかせけか, てかつせけてへ かか う ちかえけそせあしへせそす すあつのてあいか» 
(つ. 113), — えそうそちけて あうてそち け たあちけちとかて けに てかす, ねてそ, せかつすそてちみ せあ すあしふこ 
そいひかす ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそえそ てそちえそうそ-ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ, 
う そいしあつてけ けせてかちかつそう そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ け うしけみせけみ う すけちか [けてあこ 
そねかせへ おそちそきけて そてせそのかせけみすけ つ 『そつつけかこ け くあけせてかちかつそうあせ う てそす, ねてそいふ 
たあちあししかしへせそ つ せあすけ つおかちきけうあてへ あすかちけさあせつさけこ えかえかすそせけくす, たちそてけうそ-
おかこつてうそうあてへ おあうしかせけま 』ぃ╅ せあ [けてあこ. 》ちあうけてかしへつてうそ [〉『 せか ちあく いしあえそ-
おあちけしそ [ちかすしへ くあ たそおおかちきさと う てあこうあせへつさそす うそたちそつか, あ 》かさけせ そおそいちみかて 
とつけしけみ ちそつつけこつさけに うしあつてかこ たそ つそにちあせかせけま てかちちけてそちけあしへせそこ ぬかしそつてせそ-
つてけ 『そつつけけ, たちかおそてうちあはかせけま つかたあちあてけくすあ, う てそす ねけつしか う ぁかねせか.

》ちけ うつかこ のけちそてか そにうあてあ たちそいしかす つそうちかすかせせそえそ すけちあ, たそさあくあせせふに 
う させけえか, あうてそちと, ちあくとすかかてつみ, てちとおせそ たちかてかせおそうあてへ せあ てそ, ねてそ そせけ そつうか-
はかせふ う たそしせそす そいひかすか. 【あさ, う けつつしかおそうあせけけ せか せあのしそつへ すかつてあ おしみ そてうかてあ 
せあ てあさそこ あさてとあしへせふこ う つうかてか えしそいあしけくあぬけけ うそたちそつ, たそねかすと う 』かうかちそ-
╇そつてそねせそこ ╅くけけ, う そてしけねけか そて まきせそえそ ちかえけそせあ ╅【『, ほさそせそすけねかつさあみ 
けせてかえちあぬけみ おそ つけに たそち せか たそしとねけしあ つかちへかくせそえそ ちあくうけてけみ. 〉あ すそこ うくえしみお, 
う ちあくおかしあに つ あせあしけくそす せあたちみきかせせそこ そいつてあせそうさけ うそさちとえ 』かうかちせそこ [そちかけ, 
【あこうあせみ, たかちかねせかす うふくそうそう, さそてそちふか う せあつてそみはかか うちかすみ えかせかちけちとかて 

* ╇ [けてあか — ╉ほせ 』みそたけせ, «すせそえそそたふてせふこ おかみてかしへ つてあちそこ ちかうそしまぬけそせせそこ えうあちおけけ, つ さそしそつ-
つあしへせふす あうてそちけてかてそす う つてちあせか», う 』』』『 — 〈.』. ╈そちいあねかう, «すそしそおそこ たちそうけせぬけあし, さそてそちふこ せあ 
たかちうふに たそちあに てそしへさそ け すそえ, ねてそ すあせかうちけちそうあてへ け うせそつけてへ すかしさけか さそちちかさてけうふ, くあねあつてとま いかつ-
つすふつしかせせふか け おあきか うちかおせふか» (つ. 250).
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そいつてあせそうさあ う ╅【『, そつそいかせせそ う つうみくけ つ みおかちせそこ たちそいしかすあてけさそこ, そいはあみ 
あうてそちつさあみ にあちあさてかちけつてけさあ すかきおとせあちそおせそこ つけてとあぬけけ う ちかえけそせか さあさ 
う ぬかしそす いしあえそたちけみてせあみ てちかいとかて いそしかか てそねせそえそ そたちかおかしかせけみ. ╊か つさそちかか 
すそきせそ せあくうあてへ «そてせそつけてかしへせそ いしあえそたそしとねせそこ», ねかす «う ぬかしそす いしあえそたちけ-
みてせそこ», てかす いそしかか ねてそ つそうちかすかせせふこ すけち, さあさ ほてそ たそさあくあせそ ╊.》. ╆あきあせそ-
うふす, たそおうかちえあかてつみ せかたちかおつさあくとかすふす たかちかすかせあす.

╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ
【. 1, 【. 2. 〈.: ¨くうかつてけみ, 2005. — 574 つ., 607 つ.

Dear Dr. Bashanov:
Many thanks for sending me a copy of 

your new book, America: Yesterday and 
Today, volumes 1 and 2, for my library. I 
look forward to reading them.

I hope to have the opportunity to visit 
the Diplomatic Academy during my tenure 
here in Moscow, and to thank you person-
ally for your gracious gift.

Best regards,

William J. Burns
Ambassador*

* * *

╊うえかせけこ ╆あきあせそう, おけたしそすあて け とねかせふこ-
すかきおとせあちそおせけさ, ちあつつさあくふうあかて そ 』ぃ╅. 
『あつつさあくあてへ かつてへ ねてそ. ╇そて, せあたちけすかち, つすかちて-
せふこ たちけえそうそち, うふせかつかせせふこ さそせつとしと 
╆あきあせそうと «うかちにそうせふす ちかうそしまぬけそせせふす 
てちけいとせあしそす [╈╆ [あしけなそちせけけ» くあ てそ, ねてそ 
ちそつつけこつさけこ おけたしそすあて «けすかし せあえしそつてへ» 
たけてへ せあ たちけかすか たそ たそうそおと たそしかてあ «』そまく—
╅たそししそせ» のあすたあせつさそか, あ せか «てちあおけぬけそせ-
せふこ ちとつつさけこ せあたけてそさ» — うそおさと. ̈ しけ さそす-
すとせあちふ «〉あちそおせそえそ にちあすあ», すそしみはけかつみ 

* William J. Burns. Ambassador of the United States of America, October 19, 2005 // ╆しあえそおあちつてうかせ-
せそか たけつへすそ.
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せあ «そいちあくあ» ねしかせそう 》そしけていまちそ を[ [》』』 たそお すとくふさと えけすせあ 』そうかてつさそえそ 
』そまくあ. ¨しけ せそうそあすかちけさあせかぬ ╈あちけさ 《ちいかしみせ (いちあて おけちけきかちあ [そせつてあせ-
てけせあ 《ちいかしみせあ), たちけまてけうのけこ う つうそかす おそすか つそうかてつさそか ╈かせさそせつとしへつてうそ 
う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ け すそちあしへせそ け すあてかちけあしへせそ たそすそえあうのけこ つそうかてつさけす 
さそすあせおけちそうそねせふす — そて ちみおそうふに おけたしそすあてそう おそ えかせつかさあ ]かそせけおあ ╆ちかき-
せかうあ. ╇ おうとに てそすあに, せあ てふつみねか つ しけのせけす つてちあせけぬあに あうてそち たふてあかてつみ そいひ-
みつせけてへ, くあ ねてそ う 『そつつけけ しまいみて け せかせあうけおみて ╅すかちけさと, さあさ う せかこ きけうかてつみ, 
うそ ねてそ うかちけてつみ け ねてそ きとかてつみ. ╇かちそみてせそ, つそ うちかすかせ «╇かてさけ つあさとちふ» ╇つかうそ-
しそおあ 《うねけせせけさそうあ と せあつ てあさ そいつてそみてかしへせそ け たちけ ほてそす てあさ うかつかしそ せか ちあつ-
つさあくふうあしけ そ ねときけに つてちあせあに. 》そしとねけしあつへ ほせぬけさしそたかおけみ あすかちけさあせつさそこ 
きけくせけ — そて ╅うちああすあ ]けせさそしへせあ け たちそねけに そてぬそう-そつせそうあてかしかこ おそ にけたたけ — 
たちそ そいけてあてかしかこ さとつさあ つとのけ すかきおと 【けにけす け ╅てしあせてけねかつさけす そさかあせあすけ, 
くあ 200 つ せかいそしへのけす しかて とにけてちけうのけにつみ たちかうちあてけてへ かえそ う ねとてへ しけ せか つあすとま 
きかしあせせとま くかすしま せあ ほてそこ たしあせかてか*.

╅すかちけさあ うねかちあ け つかえそおせみ**

╉かせけつそう ╇.¨.
ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし,

たちそなかつつそち 〈╈¨〈《 (】),
おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ

¨′╇╊』【〉ぉ‶ ¨』【《『¨[ ¨ 》《]¨【《]《╈, くあつしときかせせふこ おかみてかしへ せあとさけ 
『そつつけけ たちそなかつつそち ╊. ╆あきあせそう たそおえそてそうけし せそうとま ちあいそてと «╅すかちけさあ: 
うねかちあ け つかえそおせみ» う おうとに てそすあに. ╅うてそち, いそしかか 20 しかて たちそちあいそてあうのけこ せあ 
おけたしそすあてけねかつさそす たそたちけはか, くせあかて 』ぃ╅, あすかちけさあせつさとま たそしけてけさと, ねてそ 
せあくふうあかてつみ, けくせとてちけ. 《せ すせそえそ しかて たそつうみてけし けくとねかせけま ほてそこ つてちあせふ, かか 
たそしけてけねかつさそこ ほしけてふ, あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ う ぬかしそす.

╅うてそち うたそしせか つたちあうかおしけう う つうそかこ そぬかせさか たそうかおかせけみ ╇あのけせえてそせあ 
う すかきおとせあちそおせふに おかしあに. «╅すかちけさあ, — そてすかねあかて ╊. ╆あきあせそう, — うくみしあ せあ 
つかいみ なとせさぬけけ いしまつてけてかしみ たそちみおさあ う すけちか, たちけうそおみはかえそ う ねとうつてうあ “くしそつて-
せふに せあちとのけてかしかこ” (ょえそつしあうけみ, ¨ちあさ, ¨ちあせ け て.お.), つあすそつてそみてかしへせそ そたちか-
おかしみまはかえそ, さてそ さあさ おそしきかせ きけてへ, ねてそ てあさそか にそちそのそ け ねてそ てあさそか たしそにそ».

『あいそてあみ う つそうかてつさそす ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, 
╊. ╆あきあせそう たそおすかてけし, ねてそ かはか う おあしかさけか 1970-か えそおふ う あすかちけさあせつさそす そい-
はかつてうか «せかえあてけうせそ うそつたちけせけすあしけ うつかに, さてそ そてさあくふうあしつみ そて つそいつてうかせせそえそ 
“つねあつてへみ” きけてへ たそ あすかちけさあせつさけす すそおかしみす け たそお “すとおちふす” ちとさそうそお-
つてうそす 』ぃ╅». 》ちけねかす ちあくおちあきあしけ ╇あのけせえてそせ たちあさてけねかつさけ うつか つてちあせふ 

* ╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ // [そすすかちつあせてひ Weekend. 2007. づ 37.
** ╉かせけつそう ╇.¨. ╅すかちけさあ うねかちあ け つかえそおせみ // 〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ. 2006. づ 3. 』. 88—94.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

け せあちそおふ, せあねけせあみ そて つそまくせけさそう け さそせねあみ てかすけ, さそえそ あすかちけさあせつさけか 
』〈¨ つうそけすけ おちとくへみすけ せか つねけてあしけ, いそしかか てそえそ, たちけねけつしみしけ さ せかおちとえあす.

╇かつへすあ けせてかちかつせふ あうてそちつさけか くあちけつそうさけ あてすそつなかちふ しあせねあ さそせつとしそう, 
あささちかおけてそうあせせふに う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. «[ さそせぬと しあせねあ, — たけのかて ╊. ╆あきあ-
せそう, — う くあしか せか そつてあしそつへ せけ そおせそえそ おけたしそすあてあ, さそてそちふこ せか うふつさあくあし 
いふ つうそかえそ せかとおそうそしへつてうけみ たそしけてけねかつさそこ け たちそたあえあせおけつてつさそこ しけせけかこ 
』ぃ╅» (て. 1, つ. 213). 』ちかおけ «せかおそうそしへせふに» そさあくあしけつへ け えかせさそせつとし ¨くちあ-
けしみ, け さそせつとしふ ょえそつしあうけけ, ったそせけけ, 》かちと, ̈ てあしけけ, ぃうかぬけけ, ╅ちえかせてけせふ. 
¨ ほてそ いふしそ う てそ うちかすみ, さそえおあ 』ぃ╅ せか いふしけ かおけせつてうかせせそこ つうかちにおかちきあうそこ 
け すけちそうふす えかえかすそせそす. ╅ ねてそ きか つかえそおせみ?

¨くうかつてせふこ たそしけてけねかつさけこ おかみてかしへ 』ぃ╅ け たそしけてそしそえ ′いけえせかう ╆きか-
くけせつさけこ, ちあつつときおあみ そ うつかすけちせそこ ちそしけ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう ╅すかちけさけ 
さあさ かおけせつてうかせせそこ つうかちにおかちきあうふ, たちけにそおけて さ くあさしまねかせけま, ねてそ あすかちけ-
さあせつさあみ えかえかすそせけみ う すけちか, そつせそうあせせあみ せあ つけしか, とえちそきあかて いかくそたあつせそつてけ 
』ぃ╅: «〈かきおとせあちそおせそか せかおそうそしへつてうそ け くあうけつてへ たそ たそうそおと うかちにそうかせつてうあ 
╅すかちけさけ, — そてすかねあかて そせ, — すそえとて つてあてへ とえちそくそこ かか いかくそたあつせそつてけ»*.

》そ すせかせけま ╆きかくけせつさそえそ, おそすけせけちそうあせけか つあすそ たそ つかいか うかおかて う てとたけさ, 
たそちそきおあかて «けつてそちけねかつさとま つしかたそてと». ゅてそて うふうそお けくうかつてせふこ たそしけてけさ, 
つとおみ たそ うつかすと, つおかしあし たそつしか つそいふてけこ 11 つかせてみいちみ 2001 えそおあ. ╆きかくけせつさけこ 
つねけてあかて, ねてそ ╅すかちけさあ せか おそしきせあ いふてへ うつかすけちせふす えかえかすそせそす, あ そつてあ-
うあてへつみ すけちそうふす しけおかちそす, つそかおけせけう うそかおけせそ えかえかすそせけま け おかすそさちあてけま.

╇ ちあいそてか つそおかちきあてつみ くあつしときけうあまはけか うせけすあせけか ちあつつときおかせけみ せあ おあせ-
せとま てかすと. ╇ えしあうか «¨ししまくけみ Pax Americana» たちけうそおみてつみ つかせてかせぬけけ てかに, 
さてそ にそてかし いふ うけおかてへ 』ぃ╅ せか たちそつてそ しけおかちそす-えかえかすそせそす, あ «うつかすけちせそこ 
けすたかちけかこ» (て. 1, つ. 223). ╇すかつてか つ てかす, たそ といかきおかせけま ╊. ╆あきあせそうあ, う せふせかの-
せかす うかさか せか たちそけくそこおかて てそえそ, ねてそ けすかしそ すかつてそ う たちかおふおとはけか つてそしかてけみ. 
》そたふてさけ つそくおあてへ そおせそたそしまつせふこ すけちそたそちみおそさ たちけうそおけしけ さ さちとたせふす 
うそかせせふす さそせなしけさてあす.

╇そ-たかちうふに, 』ぃ╅ ときか つかこねあつ けつたふてふうあまて せかえあてけうせふか たそつしかおつてうけみ 
つけしそうふに すかてそおそう せあつあきおかせけみ «おかすそさちあてけねかつさけに たそちみおさそう» (╅なえあせけ-
つてあせ, ¨ちあさ).

╇そ-うてそちふに, 』ぃ╅ さあさ おかすそさちあてけねかつさあみ つてちあせあ たそおうかちきかせあ せあちあつ-
てあまはかこ うせとてちかせせかこ そたたそくけぬけけ つそ つてそちそせふ つうそけに えちあきおあせ, うつか いそしかか 
せあつてそこねけうそ てちかいとまはけに たちかさちあはかせけみ たそしけてけさけ, せあせそつみはかこ そえちそすせふこ 
とはかちい (ねかしそうかねかつさけこ, すあてかちけあしへせふこ, たつけにそしそえけねかつさけこ) けせてかちかつあす いかく-
そたあつせそつてけ つてちあせふ, いしあえそたそしとねけま かか えちあきおあせ.

╇-てちかてへけに, ╅すかちけさか, せかつすそてちみ せあ かか いそえあてつてうあ (╇╇》 せあ せあねあしそ 
2000-に えそおそう つそつてあうしみし 11 てちしせ おそしし.), せか にうあてけて すあてかちけあしへせふに つちかおつてう 
せあ ほさつたそちて おかすそさちあてけけ け うそかせせとま えかえかすそせけま う えしそいあしへせそす すあつのてあいか.

* ╆きかくけせつさけこ ′いけえせかう. ╇ふいそち. 〈けちそうそか えそつたそおつてうそ けしけ えしそいあしへせそか しけおかちつてうそ? 〈.: 〈かきおとせあちそお-
せふか そてせそのかせけみ, 2004. 』. 269.
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[あさ つしかおつてうけか, う たちあうみはけに さちとえあに 』ぃ╅ くちかかて そつそくせあせけか てそえそ, ねてそ 
きけうそてちかたかはとはけか たちそいしかすふ えしそいあしけくけちとまはかえそつみ すけちあ つしかおとかて ちかのあてへ 
せあ そつせそうか ちあうせそたちあうせそえそ たあちてせかちつてうあ つ おちとえけすけ つてちあせあすけ. 〉ふせかのせけか 
うふくそうふ ねかしそうかねかつてうと, あ けすかせせそ てかちちそちけくす, ちあつたちそつてちあせかせけか そちときけみ 
すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ, すかきおとせあちそおせふか け ちかえけそせあしへせふか さそせなしけさてふ, 
てちかいとまて そいひかおけせかせけみ とつけしけこ うつかえそ すけちそうそえそ つそそいはかつてうあ. ╊. ╆あきあせそう 
たそおねかちさけうあかて, ねてそ «ちかあしけけ つそうちかすかせせそえそ すけちあ てそしさあまて け いとおとて たちそ-
おそしきあてへ てそしさあてへ 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ さ いそしかか ちかあしけつてけねせそこ け ちあくとすせそこ 
たそしけてけさか つそてちとおせけねかつてうあ» (て. 1, つ. 234).

』うそこ あせあしけく たそしけてけさけ け たちあさてけねかつさけに おかこつてうけこ 』ぃ╅ たちそなかつつそち 
╊. ╆あきあせそう ほさつてちあたそしけちとかて, け ほてそ うたそしせか たそせみてせそ, せあ ちそつつけこつさとま うせかの-
せまま たそしけてけさと, さそてそちそこ たちけにそおけてつみ ちかのあてへ, たそ つとてけ, てか きか たちそいしかすふ. 
『そつつけみ さあさ ちあうせそたちあうせふこ たあちてせかち 』ぃ╅ えそてそうあ さ さそせつてちとさてけうせそすと 
け てかつせそすと つそてちとおせけねかつてうと つ 』そかおけせかせせふすけ ぃてあてあすけ せあ そつせそうか とえしとい-
しみまはかこつみ うくあけすそくあうけつけすそつてけ け つ とねかてそす すせそえそたそしまつせそつてけ う すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけみに. [あさ うふちあくけしつみ 】. ぁかちねけししへ (ほてあ ぬけてあてあ たちけ-
うそおけてつみ あうてそちそす — て. 1, つ. 237), «うつかえおあ すそきせそ いふてへ とうかちかせせふす う てそす, 
ねてそ ╅すかちけさあ たそこおかて たちあうけしへせふす さとちつそす たそつしか てそえそ, さあさ けつねかちたあかて うつか 
あしへてかちせあてけうふ». 《ねかせへ てそねせあみ にあちあさてかちけつてけさあ てかに, さてそ «おかしあかて たそしけてけさと 
』ぃ╅». 』さそしへさそ しかて たそせあおそいけしそつへ あすかちけさあせつさそすと けつてかいしけのすかせてと, 
ねてそいふ そつそくせあてへ いかつたかちつたかさてけうせそつてへ うそこせふ うそ ╇へかてせあすか? 〉かすあしそ. ╅ うそて 
あすかちけさあせぬかう くあ ほてそ うちかすみ たそえけいしそ てふつみねけ. ╇けおけすそ, け う せあのか うちかすみ 
う ╇あのけせえてそせか かはか せか たそせみしけ うつま えしといけせと たちそたあつてけ, う さそてそちそこ そさあ-
くあしけつへ 』ぃ╅, せあねあう たそにそお せあ ¨ちあさ. «]かえさあみ たちそえとしさあ» ときか せあ たかちうふに 
たそちあに そいかちせとしあつへ えけいかしへま いそしかか 2 てふつ. あすかちけさあせぬかう け すせそえけすけ てふつみ-
ねあすけ けつさあしかねかせせふに つとおかい.

╉あきか てあさけか «うかしけさけか のあにすあてせふか さそすいけせあてそちふ», さあさ ′いけえせかう ╆きか-
くけせつさけこ, たそせけすあまて, ねてそ ╅すかちけさあ たそたあしあ うたちそつあさ, せあねあう うそこせと. «ゅてあ 
うそこせあ, — たけのかて ╆きかくけせつさけこ, — くあ さそてそちとま, たそ すそてけうあす, せか たそしせそつてへま 
みつせふす け おそ つかえそおせみのせかえそ おせみ, うふつてとたあし とくさけこ さちとえ うふつのけに ちとさそうそ-
おけてかしかこ つてちあせふ け さそてそちとま そせけ たちそたあえあせおけちそうあしけ, たちけいかえあみ さ ちけてそ-
ちけさか, そつせそうあせせそこ せあ しそきせふに たそつふしさあに, つ てそねさけ くちかせけみ しまおつさけに たそてかちへ 
け なけせあせつそうふに くあてちあて そいにそおけてつみ さとおあ おそちそきか, ねかす たちかおたそしあえあしそつへ»*.

╇ させけえか あせあしけくけちとまてつみ つしそきせふか たかちけたかてけけ うせとてちけたそしけてけねかつさそこ 
いそちへいふ う 』ぃ╅ う たかちけそお たちかくけおかせてつさけに うふいそちそう け うふいそちそう う [そせえちかつつ. 
【ちあおけぬけみ あすかちけさあせつさそこ たそしけてけねかつさそこ きけくせけ たちかおたそしあえあかて いそちへいと おうとに 
たそしけてけねかつさけに えちとたたけちそうそさ — おかすそさちあてそう け ちかつたといしけさあせぬかう. «【ちかてへかこ 
つけしふ», さあさ たちあうけしそ, う 』ぃ╅ せかて. 》そみうしみまはあみつみ けせそえおあ てあさ せあくふうあかすあみ 
«うせかたあちてけこせあみ しそのあおへ» — ほてそ たちそおとさて あすかちけさあせつさそこ «けくそいちかてあてかしへせそ-
つてけ», そてちあきあまはかこ せかおそうそしへつてうそ そたちかおかしかせせふに つけし けつてかいしけのすかせてあ てそこ 

* Los Angeles Times. 2005. October 18.
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けしけ けせそこ さあせおけおあてとちそこ, たちかおしそきかせせそこ おかすそさちあてあすけ けしけ ちかつたといしけさあせ-
ぬあすけ.

¨せてかちかつせあ そいはあみ にあちあさてかちけつてけさあ, おあうあかすあみ あうてそちそす たそしけてけねかつさそすと 
おかみてかしま 』ぃ╅. «╇ ぬかしそす あすかちけさあせつさそえそ たそしけてけねかつさそえそ おかみてかしみ, いとおへ てそ 
たちかくけおかせて つてちあせふ けしけ しけぬそ, きかしあまはかか くあせみてへ せかくせあねけてかしへせふこ うふいそち-
せふこ たそつて う たちそうけせぬけけ, — たけのかて たちそなかつつそち ╊. ╆あきあせそう, — せか つさそうふうあかて 
きかつてさあみ つけつてかすあ けおかそしそえけねかつさけに うくえしみおそう. 》そしけてけさあ けせてかちかつとかて うしあつてへ, 
ちあおけ たそしとねかせけみ さそてそちそこ そせ えそてそう すかせみてへ たそくけぬけけ, しあうけちそうあてへ, たかちかにそ-
おけてへ けく そおせそえそ しあえかちみ う おちとえそこ. ╈しあうせそか — くあちとねけてへつみ たそおおかちきさそこ てそこ 
けしけ けせそこ さそあしけぬけけ つけし» (て. 1, つ. 216).

【あさそうあ あすかちけさあせつさあみ たそしけてけねかつさあみ てちあおけぬけみ. ｠そちそのそ ほてそ けしけ 
たしそにそ? ╇そ うつみさそす つしとねあか, てあさあみ てちあおけぬけみ せか すかのあかて ╅すかちけさか いふてへ すそえと-
ねかこ つとたかちおかちきあうそこ, あ いそしへのけせつてうと かか えちあきおあせ きけてへ おそつてそこせそこ きけくせへま.

╇てそちそこ てそす させけえけ ╊. ╆あきあせそう たそつうみはあかて ちかしけえけそくせふす てちあおけぬけみす 
╅すかちけさけ, うせとてちかせせけす たちそいしかすあす ほてそこ いそえあてそこ つてちあせふ — いかくちあいそてけぬか, 
いかおせそつてけ, たちかつてとたせそつてけ け おちとえけす せかえあてけうせふす みうしかせけみす あすかちけさあせつさそえそ 
そいはかつてうあ. ╉かこつてうけてかしへせそ, う つてちあせか おかこつてうとかて いそしかか 200 ちかしけえけこ, おあうあみ 
うそくすそきせそつてへ たちかおつてあうけてかしみす ちあくせふに さそせなかつつけこ きけてへ う すけちか け つそえしあつけけ. 
╊つてへ う ╅すかちけさか け 『とつつさあみ たちあうそつしあうせあみ ぬかちさそうへ 〈そつさそうつさそえそ たあてちけ-
あちにあてあ, かつてへ け くあちといかきせそか たちあうそつしあうけか. 【ちとおせふこ たちそぬかつつ たちけすけちかせけみ 
おうとに ぬかちさうかこ, そてすかねあかて ╊. ╆あきあせそう, たちそおそしきあかてつみ. «》そしへくあ そて たちけすけ-
ちかせけみ ぬかちさうかこ, — たそおねかちさけうあかて あうてそち, — いとおかて け おしみ せあのかこ (て.か. ちそつ-
つけこつさそこ. — 》ちけす. ╇.╉.) おけたしそすあてけけ: すふ たそしとねあかす う 』ぃ╅ せそうふに おちとくかこ, 
さそてそちふか かはか せかおあうせそ いふしけ せかたちけみてかしみすけ» (て. 2, つ. 48).

′あすかてせそか すかつてそ う ちあいそてか そてうそおけてつみ つそつてそみせけま そいちあくそうあせけみ け せあとさけ 
う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに. ╅すかちけさあ けせうかつてけちそうあしあ け たちそおそしきあかて けせうかつてけ-
ちそうあてへ くせあねけてかしへせふか つちかおつてうあ う ちあくうけてけか せあとさけ, 〉¨《[『, そいちあくそうあせけみ. 
¨ ちかくとしへてあて, さあさ すふ くせあかす, せあしけぬそ. 》ちけうかおかす たちけすかち けく させけえけ. ╇ [あしけ-
なそちせけこつさそす とせけうかちつけてかてか そいとねあかてつみ 100 てふつ. つてとおかせてそう, ちあいそてあかて 50 てふつ. 
たちかたそおあうあてかしかこ け つしときあはけに, けく せけに 14 しあとちかあてそう 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ 
たそ ちあくしけねせふす せあたちあうしかせけみす — さそつすそつ, つかしへつさそか にそくみこつてうそ, すかおけぬけせあ, 
つてちそけてかしへつてうそ (て. 2, つ. 54). ╆しあえそおあちみ さちとたせふす けせうかつてけぬけみす, けすたそちてと 
«すそくえそう», う てそす ねけつしか けく せあのかこ 『そつつけけ, 』ぃ╅ け つかえそおせみ とおあかてつみ つそにちあ-
せけてへ しけおかちつてうそ う せあとさか. ]あとちかあてふ 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ 2005 えそおあ — 
う そつせそうせそす とねかせふか けく 』ぃ╅. ゅてそ しけ せか たそさあくあてかしへ てそえそ, さあさ せときせそ そてせそ-
つけてへつみ さ せあとさか け かか てうそちぬあす!

╅うてそち くあてちあえけうあかて てあさとま てそせさとま すあてかちけま, さあさ しけてかちあてとちあ. «〉あ すそこ 
うくえしみお, — たけのかて ╊. ╆あきあせそう, — いかつつすふつしかせせそ うくうかのけうあてへ せあ うかつあに, ねへみ 
しけてかちあてとちあ しとねのか. ╅すかちけさあせつさあみ, さそせかねせそ, すそしそきか かうちそたかこつさそこ (けしけ 
さけてあこつさそこ, けせおけこつさそこ け て.お.). 〉そ そせあ つあすそいふてせあ, けせてかちかつせあ, くしそいそ おせかうせあ, 
おあかて のけちそさとま たあせそちあすと あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ け そおせそうちかすかせせそ 
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つてあうけて うそたちそつふ なけしそつそなつさそえそ, つそぬけあしへせそえそ け たつけにそしそえけねかつさそえそ にあちあさ-
てかちあ» (て. 2, つ. 151). ╇ ちみおと さちとたせかこのけに あすかちけさあせつさけに たけつあてかしかこ, たそほてそう, 
おちあすあてとちえそう XX うかさあ つてそみて てあさけか けすかせあ, さあさ ゅ. ｠かすけせえとほこ, 『. ‒ちそつて, 
ょ. 《’〉けし, ╉き. 〈けねせかち け すせそえけか-すせそえけか おちとえけか.

〉あ ちといかきか XIX け XX うかさそう たそちそさけ あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ いけねか-
うあしけ てあさけか あうてそちふ, さあさ ゅたてそせ 』けせさしかち, ‒ちほせさ 〉そちちけつ, ╈かせちけ ╉きかこすつ, 
あ てあさきか にそちそのそ けくうかつてせふか け ねけてあかすふか う せあのかこ つてちあせか ╉きかさ ]そせおそせ, 
╉きそせ 』てかこせいかさ け おちとえけか.

[そせかねせそ, う ╅すかちけさか くせあまて け しまいみて ちとつつさけに たけつあてかしかこ. 【そしつてそこ, 
╉そつてそかうつさけこ — とうあきあかすふか け しまいけすふか ちとつつさけか あうてそちふ. ｠そちそのそ くせあまて 
う 』ぃ╅ ほすけえちあせてあ けく 『そつつけけ ╇しあおけすけちあ 〉あいそさそうあ. ¨くうかつてせふ あすかちけ-
さあせぬあす ╅. 』そしきかせけぬふせ け ╇. ╅さつかせそう. 》かちうふこ せか つすそえ つすけちけてへつみ つ あすか-
ちけさあせつさけす そいちあくそす きけくせけ, すそちあしへま け せちあうあすけ. 【そしへさそ せあ ちそおけせか, 
う 『そつつけけ, たそせみてせふ けに たちそけくうかおかせけみ. 【あさ とき つときおかせそ — しとねのか, えしといきか 
け いそえあねか たそくせあてへ せあのと しけてかちあてとちと, たそほくけま せか おあせそ せけさそすと, さちそすか せあつ 
つあすけに.

』 いそしへのそこ てかたしそてそこ ╊. ╆あきあせそう そたけつふうあかて つうそけ うつてちかねけ つ つそそてかねか-
つてうかせせけさあすけ, たちそきけうあまはけすけ う 』ぃ╅. ╇ ほてと つてちあせと, さあさ けくうかつてせそ, いふしそ 
せかつさそしへさそ うそしせ ちとつつさそこ ほすけえちあぬけけ — う えそおふ ╈ちあきおあせつさそこ うそこせふ, うそ 
うちかすみ ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせふ け う たそつしかうそかせせふこ たかちけそお. 』ちかおけ せあのけに 
つそそてかねかつてうかせせけさそう いふしけ たちかおつてあうけてかしけ すせそえけに せあぬけそせあしへせそつてかこ — 
ちとつつさけか, かうちかけ, あちすみせか け おちとえけか せあちそおせそつてけ. 《おせあ けく てあさけに うつてちかね 
つそつてそみしあつへ つ 〉けさそしあかす ¨うあせそうけねかす 『そさけてみせつさけす. ╆とおとねけ あすかちけさあせつさけす 
えちあきおあせけせそす, そせ すせそえそか つおかしあし おしみ たちそたあえあせおふ ちとつつさそえそ みくふさあ け しけてか-
ちあてとちふ う ╅すかちけさか, たそつうみてけう つかいみ うそつつてあせそうしかせけま なそちてあ 『そつつ, ちとつつさそこ 
さちかたそつてけ う [あしけなそちせけけ, さそてそちあみ いふしあ たそつてちそかせあ う せあねあしか XIX うかさあ 
さ つかうかちと そて 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, あ う 1906 えそおと なそちて いふし ちあくちとのかせ う ちかくとしへ-
てあてか くかすしかてちみつかせけみ. ¨すかせせそ 〉.¨. 『そさけてみせつさけこ け かえそ おちとくへみ さ 1974 えそおと 
うそつつてあせそうけしけ ちとつつさけこ なそちて. «╆ふし ねかしそうかさ, — たけのかて ╊. ╆あきあせそう, — さそてそ-
ちふこ, たそしうかさあ たちそきけう う 』ぃ╅, せか たちそつてそ そつてあうあしつみ ちとつつさけす, せそ ぬかしけさそす 
そておあうあし つかいみ とうかさそうかねかせけま ちとつつさそこ けつてそちけけ け たちけうけてけま あすかちけさあせぬあす 
けせてかちかつあ け とうあきかせけみ さ せあのかこ 『そおけせか, せそ たちそのしあ たあちあ おかつみてけしかてけこ — 
け せけさてそ かえそ ときか せか たそすせけて. ′あてそ おかてけはか 『そさけてみせつさそえそ — “¨つてそちけねかつさけこ 
たあちさ なそちて 『そつつ” くおちあうつてうとかて, ちあおとかて えしあく け おとのと» (て. 2, つ. 490).

〈せそえけか えしあうふ させけえけ たそつうみはかせふ たちかおつてあうけてかしみす おちとえけに せあちそおそう, 
たかちかつかしけうのけにつみ う ╅すかちけさと. 』ちかおけ せけに かつてへ さけてあこぬふ, みたそせぬふ, さそちかこぬふ. 
╆とおとねけ うそつてそさそうかおそす, たちそなかつつそち ╊. ╆あきあせそう つさちとたとしかくせそ けくとねあし きけくせへ 
ねあこせあてあとせそう, にとあぬみそ. ╅うてそち にそちそのそ くせあかて け さそちかこつさとま てかすあてけさと. 》そすそ-
えあかて かすと う ほてそす かえそ つとたちとえあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ, けくうかつてせふこ 
と せあつ つたかぬけあしけつて たそ [そちかか. ╇ えしあうか «ゅすけえちあせてふ けく つてちあせふ-そてのかしへせけぬふ» 
あうてそち たちけうそおけて けせてかちかつせふか つうかおかせけみ そ てそす, さあさ け さそえおあ たそみうけしけつへ 
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さそちかこぬふ う 』ぃ╅. ╇ さそせぬか XIX うかさあ えそせけすふか えそしそおそす さそちかこぬふ つてあしけ 
たちけいふうあてへ う ╅すかちけさと. 』かこねあつ う 』ぃ╅ たちそきけうあかて いそしへのあみ さそちかこつさあみ 
おけあつたそちあ (いそしかか 2 すしせ ねかし.). 〉かすあしそ たちかおつてあうけてかしかこ けせてかししけえかせぬけけ — 
けせきかせかちふ, うちあねけ, まちけつてふ.

╊. ╆あきあせそう ちあいそてあし う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う えそおふ, さそてそちふか うそのしけ う けつてそ-
ちけま あすかちけさあせそ-まきせそさそちかこつさけに そてせそのかせけこ つさあせおあしへせふす «[そちかみえかこ-
てそす». ょきせそさそちかこつさけこ いけくせかつすかせ 》あさ 【そせ 』とせ たそ とさあくあせけま つあすそえそ 
》ちかくけおかせてあ 『[ 》あさ ぁきそせ ｠け つてあし つそくおあうあてへ う 』ぃ╅ «おかすそさちあてけねかつさけこ 
けすけおき» ょきせそこ [そちかけ, けつたそしへくとみ たちけ ほてそす たそおさとた あすかちけさあせつさけに うふつそ-
さそたそつてあうしかせせふに ねけせそうせけさそう. ╆そしかか 100 さそせえちかつつすかせそう いふしけ «そおあちかせふ» 
》あさ 【そせ 』とせそす. 『あくちあくけしつみ さちとたせふこ たそしけてけねかつさけこ つさあせおあし う 』ぃ╅, 
さそてそちふこ つ いそしへのけす てちとおそす とおあしそつへ つたとつてけてへ せあ てそちすそくあに.

〉かすあしそ しかて たちそうかし う ほすけえちあぬけけ う 』ぃ╅ いとおとはけこ 》ちかくけおかせて 『[ 
け しあとちかあて 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ [けす ╉ほ ぁきとせ, たそしけてけねかつさけこ たちそてけうせけさ 
》あさ ぁきそせ ｠け. ╊えそ たちかいふうあせけか う 』ぃ╅ う 1970-に えそおあに, うつてちかねけ つ つそそてかねか-
つてうかせせけさあすけ つふえちあしけ いそしへのとま ちそしへ う そつそくせあせけけ さそちかこぬあすけ あすかちけさあせ-
つさけに おかすそさちあてけねかつさけに けせつてけてとてそう. 》ちそなかつつそち ╊. ╆あきあせそう たちあう う つうそかす 
うふうそおか そ てそす, ねてそ «あすかちけさあせつさけか さそちかこぬふ うせかつしけ つうそこ うさしあお う おかすそさちあ-
てけくあぬけま 『かつたといしけさけ [そちかみ, う たそいかおと [けす ╉ほ ぁきとせあ せあ たちかくけおかせてつさけに 
うふいそちあに う 『[ う 1997 えそおと» (て. 2, つ. 564).

╊. ╆あきあせそう たちけおかちきけうあかてつみ そたてけすけつてけねせそこ てそねさけ くちかせけみ そてせそつけ-
てかしへせそ いとおとはかえそ 』ぃ╅. 》そ かえそ すせかせけま, «つあすそつてそみてかしへせあみ, せかたそにそきあみ 
せあ おちとえけか ぬけうけしけくあぬけけ» ╅すかちけさあ たかちつたかさてけうせあ, けいそ そせあ «たちけうかちきかせあ 
たちけせぬけたあす つうそいそおふ け おかすそさちあてけけ». ╉あせせふこ てかくけつ, せあ せあの うくえしみお, たちかお-
つてあうしみかてつみ つたそちせふす. ╆そしかか うかつそすそ け といかおけてかしへせそ くうとねけて たちかおそつてかちかきか-
せけか ╅すかちけさか, かか たちあうみはかすと さしあつつと けく とつて ときか とたそすけせあうのかえそつみ ′いけえせかうあ 
╆きかくけせつさそえそ, さそてそちふこ つ せかつさちふうあかすそこ てちかうそえそこ たけのかて: «╇ふみつせけしそつへ, ねてそ 
つてちあせあ, おかつみてけしかてけみすけ えちそすそえしあつせそ うふつてとたあうのあみ たちそてけう たそしけてけねかつさけに 
ちかたちかつつけこ, たふてそさ け けせふに せあちとのかせけこ たちあう ねかしそうかさあ, つあすあ けつたそしへくとかて 
すかてそおふ, みうせそ せかつそうすかつてけすふか つ とうあきかせけかす さ ねかしそうかねかつさそすと おそつてそけせつてうと. 
╊はか いそしかか たちかおそつとおけてかしへせふす うふえしみおけて てそて なあさて, ねてそ たそつてふおせふか つしとねあけ 
けくおかうあてかしへつてうあ け たふてそさ う そてせそのかせけけ くあさしまねかせせふに ╈とあせてあせあすそ け ╅いと-
╈ちかこい ちあくそいしあねけしあ せか つあすあ あおすけせけつてちあぬけみ, あ あすかちけさあせつさけか 』〈¨»*. 
〉そうあみ ちあいそてあ たちそなかつつそちあ ╊. ╆あきあせそうあ — つかちへかくせそか けつつしかおそうあせけか つかえそお-
せみのせかこ つとたかちおかちきあうふ. 『あいそてあ せあたけつあせあ せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさけす 
みくふさそす, つせあいきかせあ いそしへのけす さそしけねかつてうそす なそてそすあてかちけあしそう けく しけねせそえそ 
あちにけうあ ╊. ╆あきあせそうあ. [せけえあ たちかさちあつせそ けくおあせあ, う ねかす せかつそすせかせせあみ くあつしとえあ 
けくおあてかしへつてうあ «¨くうかつてけみ».

* ╆きかくけせつさけこ ′いけえせかう. ╇ふいそち. 〈けちそうそか えそつたそおつてうそ けしけ えしそいあしへせそか しけおかちつてうそ? 』. 269.
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》そせみてへ ╅すかちけさと — たそせみてへ 『そつつけま
′あおそにけせ ╅.╈.

╉そさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち*

]まいそか そてちあきかせけか そさちときあまはかえそ せあつ すけちあ たちかしそすしみかてつみ ねかちかく そつそいかせ-
せそつてけ せあぬけそせあしへせそえそ つそくせあせけみ.

╇ ほてそこ つうみくけ そつそいふこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみかて そねかちかおせあみ させけえあ けくうかつて-
せそえそ とねかせそえそ ╊.》. ╆あきあせそうあ «╅すかちけさあ うねかちあ け つかえそおせみ».

〈そせそえちあなけみ しまいそたふてせあ ときか てかす, ねてそ うふいちあせせふこ あうてそちそす すかてそお 
そつうかはかせけみ きけくせけ け おかみてかしへせそつてけ ╅すかちけさけ つそねかてあかて しけねせふか うそつたそすけせあ-
せけみ ╆あきあせそうあ さあさ おけたしそすあてあ け あせあしけく さあさ とねかせそえそ. 》そつしかおせかか といかちかえあかて 
かえそ そて つうそこつてうかせせそえそ せかさそてそちふす すかすとあちあす いそしへのけに おけたしそすあてそう ほえそぬかせ-
てちけくすあ — けくしそきかせけみ けに うさしあおあ う とつたかにけ うせかのせかこ たそしけてけさけ つてちあせふ, たちそ-
けえちあうのかこ にそしそおせとま うそこせと. ╅ つ おちとえそこ つてそちそせふ — せかけくいかきせそ あいつてちあさて-
せふこ あせあしけく たそしけてそしそえあ とちあうせそうかのかせ くあちけつそうさあすけ たそうつかおせかうせそつてけ 
あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ. 》そほてそすと-てそ う させけえか ちかねへ けおかて せかたそつちかおつてうかせせそ 
そ 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに ╅すかちけさけ け そい あすかちけさあせぬあに.

¨すかせせそ たそお ほてけす とえしそす くちかせけみ たちかおしあえあかてつみ たちそねけてあてへ うかつへすあ いそしへ-
のとま たそ そいひかすと つてちあせけぬ け すせそえそそいちあくせとま たそ くあてちそせとてふす てかすあす させけえと.

』あす あうてそち たちけかにあし う ぃてあてふ う さあねかつてうか おけたしそすあてあ つそうかてつさそえそ ╈かせか-
ちあしへせそえそ さそせつとしへつてうあ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う 70-か えそおふ たちそのしそえそ つてそしかてけみ.

′あたけつあせせふか けす たかちうけねせふか うそつたちけみてけみ あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ 
け うそつたちけみてけみ 90-に えそおそう, さそえおあ かすと たちけのしそつへ たそつかてけてへ 』ぃ╅ ときか さあさ 
とねかせそすと, け しかえしけ う そつせそうと させけえけ.

〉かつすそてちみ せあ てそ, ねてそ つそうちかすかせせそか うそつたちけみてけか 』ぃ╅ すそえしそ いふ そたちかおか-
しみてへつみ そなけぬけあしへせふすけ くあみうしかせけみすけ [ちかすしみ そ つてちあてかえけねかつさそす たあちてせかち-
つてうか 『そつつけけ け 』ぃ╅, たそ-たちかきせかすと う 『そつつけけ おそすけせけちとかて てそて せかえあてけうせふこ 
そいちあく ╅すかちけさけ, さそてそちふこ つなそちすけちそうあしつみ うそ うちかすかせあ にそしそおせそこ うそこせふ. 
｠そてみ うちみお しけ いそしへのけせつてうそ つそうかてつさけに しまおかこ け つそうちかすかせせふに ちそつつけみせ 
すそえとて そてうかてけてへ せあ たちそつてそこ うそたちそつ: ねかす きか てあさ せあつそしけしあ けす ╅すかちけさあ. 
╇かおへ おそ たちけにそおあ さ うしあつてけ いそしへのかうけさそう ほてあ つてちあせあ うそつたちけせけすあしあつへ 『そつ-
つけかこ たそしそきけてかしへせそ. 《て つかいみ おそいあうけす, ねてそ すせそえけか うけおかしけ う せかこ «つてちあせと 
せかそいひみてせふに うそくすそきせそつてかこ» け «きかしあせせふこ いかちかえ つうそいそおふ».

[ちあてさけこ ほさつさとちつ あうてそちあ う けつてそちけま ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのか-
せけこ せあたそすけせあかて せあす そい ほてそす. 〉そ 『そつつけみ つてあせそうけてつみ 』そうかてつさけす 』そまくそす, 
け すかせみかてつみ うそつたちけみてけか くあそさかあせつさそこ つてちあせふ.

╅せあしけく うせかのせかこ たそしけてけさけ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう せあ うあきせかこのけに 
せあたちあうしかせけみに — そて [けてあみ おそ ╊うちそたふ — おあかて せあす たそせけすあせけか たちけねけせ 
あせてけあすかちけさあせつさけに せあつてちそかせけこ せあのけすけ つそえちあきおあせあすけ.

* ′あおそにけせ ╅.╈. 》そせみてへ ╅すかちけさと — たそせみてへ 『そつつけま // 《いそくちかうあてかしへ-Observer. 2005. づ 12 (191). 
』. 121—124.
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¨ くおかつへ たそくうそしけす せか つそえしあつけてへつみ つ あうてそちそす, ねてそ ╇あのけせえてそせ つさしそせかせ 
さ えかそたそしけてけねかつさそこ えかえかすそせけけ.

′おかつへ せかねてそ けせそか けく そいしあつてけ たつけにそしそえけけ け さとしへてとちふ.
《いはかつてうそ 』ぃ╅ つさしあおふうあかてつみ けく けすすけえちあせてそう, そつせそうせそこ たちけねけせそこ 

たかちかつかしかせけみ くあ そさかあせ いそしへのけせつてうあ さそてそちふに みうけしあつへ せかとおあねせそ つしそきけう-
のあみつみ つとおへいあ せあ つうそかこ ちそおけせか. 』 てそねさけ くちかせけみ つそぬけあしへせそこ つてちあてけなけ-
さあぬけけ ほてけ えちとたたふ せあおそ そてせかつてけ さ すあちえけせあしへせふす, さそてそちふす つうそこつてうかせせふ 
さそすたしかさつふ せかたそしせそぬかせせそつてけ け そおせそうちかすかせせそ つけしへせあみ うせとてちかせせみみ 
たそてちかいせそつてへ さ つあすそとてうかちきおかせけま.

】つたかにけ たかちかつかしかせぬかう う 〉そうそす 』うかてか う いそちへいか くあ うふきけうあせけか け つそ つうそかこ 
つとおへいそこ おあまて けす そつせそうあせけみ つねけてあてへ つかいみ しまおへすけ, けくいちあせせふすけ いそえそす, 
あ つうそま せそうとま ちそおけせと — «¨くちあけしかす せあのかえそ うちかすかせけ»*.

』あすそとてうかちきおあみつへ, あすかちけさあせぬふ せあねあしけ けつさちかせせか うかちけてへ, ねてそ そせけ 
つあすあみ つうそいそおせあみ け おかすそさちあてけねせあみ せあぬけみ, きかしあまはあみ つうそいそおふ け おかすそ-
さちあてけけ うつかす おちとえけす せあちそおあす, け せか くあすかてけしけ, さあさ つてあしけ つてちそけてへ かはか 
そおせと すけちそうとま けすたかちけま — ぁかてうかちてふこ 『けす. ¨ おあきか たちけおとすあしけ せそうとま 
ちかしけえけま をかちさそうへ ¨けつとつあ ｠ちけつてあ 』うみてふに たそつしかおせかえそ おせみ. ¨くうかつてせとま 
いそしへのか さあさ 〈そちすそせつさあみ ぬかちさそうへ, つ たちかおつてあうけてかしみすけ さそてそちそこ, さあさ うけおせそ 
けく そておかしへせそえそ そねかちさあ, あうてそちと させけえけ とおあしそつへ いしけくさそ たそくせあさそすけてへつみ 
け そいはあてへつみ.

【あさけす そいちあくそす, たちそぬかつつ なそちすけちそうあせけみ うせかのせかこ たそしけてけさけ 』ぃ╅ 
すそきせそ しとねのか たそせみてへ, かつしけ そいちあてけてへつみ さ あせあしけくと さとしへてとちふ け せあぬけそせあしへ-
せそえそ つそくせあせけみ あすかちけさあせぬかう, ねてそ, つそいつてうかせせそ えそうそちみ, け おかしあかて あうてそち.

[あさ ちあく せあ つてちあせけぬあに させけえけ すふ せあこおかす けせてかちかつせふか そたけつあせけみ ちあく-
しけねせふに つてそちそせ たそしけてけねかつさそこ け たそうつかおせかうせそこ きけくせけ あすかちけさあせつさそえそ 
そいはかつてうあ.

《て すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け うせかのせかこ たそしけてけさけ あうてそち たかちか-
にそおけて さ うせとてちけたそしけてけねかつさけす たちそぬかつつあす う 』ぃ╅. 〉あねけせあかて つ ちあくしけねけこ 
すかきおと ちかつたといしけさあせぬあすけ け おかすそさちあてあすけ, うそくうちあはあかてつみ さ けつてそさあす あすか-
ちけさあせつさそえそ えそつとおあちつてうあ — さ たとちけてあせあす, ╉かさしあちあぬけけ せかくあうけつけすそつてけ, 
[そせつてけてとぬけけ. 】えしといしみかてつみ う せまあせつふ けくいけちあてかしへせふに たちそぬかおとち う つそうちか-
すかせせそこ ╅すかちけさか. 》そおすかねあかて そつそいかせせそつてけ う うそつたちけみてけけ あすかちけさあせぬあすけ 
つうそけに しけおかちそう, てちあさてとかて たちけせぬけた ちあくおかしかせけみ うしあつてかこ う 』ぃ╅.

《たけつあせけか きけくせけ あすかちけさあせつさそこ えしといけせさけ みうしみかてつみ たちかおすかてそす 
そておかしへせそえそ そねかちさあ. ╇ せかす そてそいちあきかせそ ちあくせそそいちあくけか ╅すかちけさけ, つそたかちせけ-
ねかつてうそ のてあてそう, そさちとえそう, えそちそおそう, つそぬけあしへせふに えちとたた.

╇ させけえか, う ねあつてせそつてけ, えそうそちけてつみ そ ちあくせそそいちあくせふに ちかしけえけみに, たちあさてけ-
さとかすふに くあ そさかあせそす, そて あつさかてけねせそえそ たちそてかつてあせてけくすあ おそ ほさつてちあうあえあせてせそえそ 
«〉あちそおせそえそ にちあすあ», ねしかせふ さそてそちそえそ たそさしそせみしけつへ 』』』『.

* ぃしかくけせえかち-すし. ╅. をけさしふ あすかちけさあせつさそこ けつてそちけけ. 〈., 1992. 』. 31.
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〉かつさそしへさそ えしあう う させけえか たそつうみはかせふ そたけつあせけま きけくせけ たちかおつてあうけてか-
しかこ ちあくしけねせふに ほてせけねかつさけに えちとたた. 》かちかお せあすけ たちそにそおみて さあちてけせふ けく 
きけくせけ かうちかかう, さけてあこぬかう, さそちかこぬかう, みたそせぬかう, せかえちそう け けせおかこぬかう, あ てあさきか 
いふうのけに えちあきおあせ 』』』『 け 『そつつけけ.

[あさ すそきせそ つとおけてへ, たそしけてけさあ «たしあうけしへせそえそ てけえしみ» せか おあかて きかしあか-
すそえそ ちかくとしへてあてあ. 【そ しけ てそたしけうあ せか にうあてあかて, てそ しけ たそつてそみせせそ そいせそうしみかてつみ 
すあてかちけあし くあ つねかて たそつてそみせせそ たちけいふうあまはけに けく おちとえけに つてちあせ. ╉ちとえけすけ 
つしそうあすけ, さあきおあみ そいはけせあ きけうかて つうそかこ きけくせへま.

《ねかうけおせそ, ねてそ おしみ 』ぃ╅ さあさ たそしけほてせけねかつさそえそ えそつとおあちつてうあ うそたちそつ 
すかきほてせけねかつさそえそ そいはかせけみ け たちそいしかすあ さそせつそしけおあぬけけ そいはかつてうあ うつかえおあ 
みうしみしつみ そおせけす けく えしあうせふに う けつてそちけけ つてちあせふ け つそうちかすかせせそこ たそしけてけさか.

╇ てそ きか うちかすみ うせとてちかせせけか たちそいしかすふ ╅すかちけさけ うふにそおみて おあしかさそ くあ 
ちあすさけ ほてそこ つてちあせふ う てそす つすふつしか, ねてそ そたみてへ きか せあいしまおあかてつみ たちかそおそしかせけか 
さそすたしかさつそう せあぬけけ け かか さそせつそしけおあぬけみ ねかちかく あえちかつつけま うせかのせかこ たそしけてけさけ.

〉か うつか あすかちけさあせぬふ せあのしけ つうそか つねあつてへか う ╅すかちけさか け つあすそとてうかちおけしけつへ. 
╅うてそち ちあつさちふうあかて せかえあてけうせふか つてそちそせふ きけくせけ あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ. 
ゅてそ いかくちあいそてけぬあ, いかおせそつてへ, たちかつてとたせそつてへ, せあつけしけか う つかすへか, せあちさそすあせけみ, 
つあすそといけこつてうあ, おけつさちけすけせあぬけみ きかせはけせ, たちそつてけてとぬけみ.

』しかおとかて つさあくあてへ, ねてそ う せあつてそみはかか うちかすみ 』ぃ╅ おそつてとたせふ えちあきおあせあす 
『そつつけけ おしみ たそつかはかせけみ.

〈せそえけか たそいふうあしけ う ほてそこ, さそえおあ-てそ くあさちふてそこ おしみ せけに つてちあせか せかそおせそ-
さちあてせそ. 『そつつけこつさそか てかしかうけおかせけか てあさきか たちかおそつてあうしみかて せあす うそくすそきせそつてへ 
たそくせあさそすけてへつみ つ きけくせへま あすかちけさあせぬかう. 〉そ う 70-か えそおふ いふしそ つそうつかす 
たそ-おちとえそすと. ｠そしそおせあみ うそこせあ そさあくふうあしあ つうそか うしけみせけか せあ てそ, さあさ つそうかてつさけか 
しまおけ け あすかちけさあせぬふ うそつたちけせけすあしけ おちとえ おちとえあ.

╅うてそち うつたそすけせあかて そ «さとしへてとちせそす のそさか» つそうかてつさけに えちあきおあせ, けつたふ-
てあせせそす たちけ たかちうそす つそたちけさそつせそうかせけけ つ くあそさかあせつさそこ ぬけうけしけくあぬけかこ. ゅてそ 
うかおへ 70-か えそおふ — うちかすかせあ ちあくえあちあ にそしそおせそこ うそこせふ, さそえおあ つそうかてつさあみ たちそ-
たあえあせおあ つ のかつてけ とてちあ おそ おうかせあおぬあてけ せそねけ といかきおあしあ つそうかてつさけに しまおかこ, 
ねてそ くあうてちあ そせけ たちそつせとてつみ, かつしけ せか たちけ さそすすとせけくすか, てそ, たそ さちあこせかこ 
すかちか, さ うかねかちと とうけおみて さちあに すけちそうそえそ さあたけてあしけくすあ. 》そつかはかせけか ちとつつさけすけ 
』そかおけせかせせふに ぃてあてそう うふくふうあしそ と せけに つそすせかせけか う てそす, さあさ そたけつふうあしけ 
つそうかてつさそか ちあおけそ け ねかちせそ-いかしそか ぬかせてちあしへせそか てかしかうけおかせけか «くあえせけうあせけか» 
あすかちけさあせつさそえそ さあたけてあしけくすあ. ′せあさそすつてうそ つ ちかあしへせそこ おかこつてうけてかしへせそつてへま 
と そおせけに うふくふうあしそ たそてあかせせとま くあうけつてへ, あ と おちとえけに とつけしけうあしそ せかせあうけつてへ.

╇ くあさしまねかせけか せあおそ つさあくあてへ, ねてそ させけえあ ねけてあかてつみ しかえさそ け つうそいそおせあ そて 
さあさけに-しけいそ のてあすたそう.
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』ぃ╅: うくえしみお おけたしそすあてあ け とねかせそえそ*

′あさあとちぬかうあ 【.╅., ╉かせけつかせさそ ╇.』.

╇ふのしあ う つうかて せそうあみ させけえあ けくうかつてせそえそ とねかせそえそ け おけたしそすあてあ, たちそちかさ-
てそちあ たそ せあとさか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊.》. ╆あきあせそうあ 
«╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ» (〈.: «¨くうかつてけみ», ¨くおあてかしへつてうそ 】たちあうしかせけみ 
おかしあすけ 》ちかくけおかせてあ 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ, 2005).

[せけえあ たちかおつてあうしみかて つそいそこ そちけえけせあしへせふこ あうてそちつさけこ うくえしみお せあ ちあく-
うけてけか あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ せあ たちそてみきかせけけ たそつしかおせけに 30—40 しかて. 
╇ おうとにてそすせけさか, つそつてそみはかす けく 37 えしあう, つそいちあせふ さあさ しけねせふか うたかねあてしかせけみ 
あうてそちあ, けくしそきかせせふか う きあせちか とうしかさあてかしへせそえそ たそうかつてうそうあせけみ, てあさ け すあてか-
ちけあしふ せあとねせそ-けつつしかおそうあてかしへつさそえそ にあちあさてかちあ. ╅うてそち くせあさそすけて ねけてあてかしみ 
たちあさてけねかつさけ つそ うつかすけ つなかちあすけ きけくせけ 』ぃ╅ — たそしけてけさそこ, ほさそせそすけさそこ, 
せあとさそこ, さとしへてとちそこ, いふてそす. ╇つか ほてけ あつたかさてふ ちあつつすそてちかせふ つさうそくへ たちけくすと 
しけねせそえそ そたふてあ け つちあうせかせけみ ╅すかちけさけ つ おちとえけすけ えそつとおあちつてうあすけ つそうちか-
すかせせそえそ すけちあ.

》かちうふこ てそす そてさちふうあまて くあすかてさけ そ おうそこつてうかせせそす そてせそのかせけけ ちそつつけみせ 
さ 』ぃ╅ け あすかちけさあせぬあす. ╅うてそち さちあつそねせそ そたけつふうあかて «さとしへてとちせふこ のそさ», 
けつたふてあせせふこ けす たちけ たかちうそす しけねせそす さそせてあさてか つ ╅すかちけさそこ. ╆そしへのそか うせけ-
すあせけか とおかしかせそ えかそえちあなけけ 』ぃ╅, たそさあくふうあかてつみ さとしへてとちせそか け たそしけてけねか-
つさそか ちあくせそそいちあくけか ╅すかちけさけ, てあさそか みうしかせけか, さあさ つそたかちせけねかつてうそ のてあてそう, 
そさちとえそう, えそちそおそう, つそぬけあしへせふに えちとたた. 《おせそ けく ぬかせてちあしへせふに すかつて う させけえか 
くあせけすあかて みちさけこ けつてそちけねかつさけこ そねかちさ そ [あしけなそちせけけ, たかちかきけうのかこ いとす 
«くそしそてそこ しけにそちあおさけ» う つかちかおけせか XIX つてそしかてけみ. 』あすそつてそみてかしへせふす おかこ-
つてうとまはけす しけぬそす せあ つてちあせけぬあに させけえけ たちかおつてあかて そおけせ けく さちとたせかこのけに 
さとしへてとちせふに ぬかせてちそう 』ぃ╅ — えそちそお 』あせ-‒ちあせぬけつさそ.

╅うてそち くせあさそすけて ねけてあてかしみ つ ぬかしふす ちみおそす ほさつぬかせてちけねせふに たかちつそせあ-
きかこ, さそてそちふか そつあきおあしけ つそうかてつさそか さそせつとしへつてうそ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, — そて 
«さそすあせおけちあ たあちてけくあせつさそえそ そてちみおあ» おそ «おそねかちけ 〉けさそしあみ II». ╇ そておかしへせとま 
えしあうと うふおかしかせふ ほうそしまぬけみ そてせそのかせけこ すかきおと 『そつつけかこ け 』ぃ╅ — そて ほたそにけ 
╊さあてかちけせふ II おそ せあのけに おせかこ. ╇せけすあてかしへせそ ちあつつすそてちかせあ うせかのせかたそしけてけ-
ねかつさあみ おかみてかしへせそつてへ ╇あのけせえてそせあ せあ つそうちかすかせせそす ほてあたか, そつそいかせせそ かえそ 
たそしけてけさあ う そてせそのかせけけ [けてあみ け ╊うちそたふ.

╇ させけえか たそおちそいせそ ちあつつすそてちかせふ たかちけたかてけけ うせとてちけたそしけてけねかつさそこ 
きけくせけ 』ぃ╅. 『あつつさあくふうあみ そ ちあくしけねけみに すかきおと ちかつたといしけさあせぬあすけ け おかすそ-
さちあてあすけ, あうてそち うそくうちあはあかてつみ さ けおかこせふす けつてそさあす あすかちけさあせつさそえそ えそつと-
おあちつてうあ — たとちけてあせけくすと, ╉かさしあちあぬけけ せかくあうけつけすそつてけ, [そせつてけてとぬけけ. 
ぁけてあてかしま たちかおそつてあうしみかてつみ うそくすそきせそつてへ とえしといけてへつみ う てそせさそつてけ けくいけ-

* ′あさあとちぬかうあ 【.╅., ╉かせけつかせさそ ╇.』. 』ぃ╅: うくえしみお おけたしそすあてあ け とねかせそえそ // Diplomat. 2006. づ 3 (143). 
〈あちて. 』. 50—51.



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

318

ちあてかしへせふに たちそぬかおとち う つそうちかすかせせそこ ╅すかちけさか, そつそいかせせそつてけ うそつたちけみてけみ 
あすかちけさあせぬあすけ つうそけに しけおかちそう.

〉あ さそせさちかてせふに たちけすかちあに あうてそち たそさあくふうあかて, さあさ なとせさぬけそせけちとかて 
えちあきおあせつさそか そいはかつてうそ う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに. ╇かつへすあ けせてかちかつかせ ちあつ-
つさあく そい あすかちけさあせつさけに いまちそさちあてあに, うそかせせふに, ちあくうかおねけさあに け さそせてちちあくうかお-
ねけさあに, そ おかみてかしへせそつてけ つちかおつてう すあつつそうそこ けせなそちすあぬけけ つそ うつかすけ おそつてそけせ-
つてうあすけ け せかおそつてあてさあすけ. ′せあねけてかしへせそか すかつてそ う させけえか とおかしかせそ ちあくしけねせふす 
あつたかさてあす ほさそせそすけねかつさそこ きけくせけ 』ぃ╅ — そて あせあしけくあ たちかおたそつふしそさ ほさそせそ-
すけねかつさそえそ うくしかてあ おそ たそおちそいせそえそ ちあつつすそてちかせけみ うそかせせそ-たちそすふのしかせせそえそ 
さそすたしかさつあ, つかしへつさそえそ にそくみこつてうあ, なけせあせつそう, てちあせつたそちてあ, つなかちふ そいつしときけ-
うあせけみ, うそたちそつそう てちとおそうそこ ほてけさけ.

╇てそちそこ てそす そてさちふうあかてつみ ちあつつさあくそす そ ちかしけえけみに け うかちそうあせけみに 』ぃ╅ — 
そて あつさかてけねせそえそ たちそてかつてあせてけくすあ おそ ほさつてちあうあえあせてせそえそ «〉あちそおせそえそ にちあすあ», 
ねしかせふ さそてそちそえそ たそさしそせみしけつへ 』』』『. ╅うてそち たそうかつてうとかて そ おそつてけきかせけみに 
せあとさけ け そいちあくそうあせけみ う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに, うつたそすけせあかて うつてちかねけ 
つ ちみおそす さちとたせふに あすかちけさあせつさけに とねかせふに, つ さそてそちふすけ かえそ つうそおけしあ つとおへいあ. 
′せあねけてかしへせあみ ねあつてへ させけえけ たそつうみはかせあ なかせそすかせと «あすかちけさあせつさそこ さとしへ-
てとちふ». ╅うてそち う とうしかさあてかしへせそこ なそちすか たそうかつてうとかて そ うさしあおか あすかちけさあせぬかう 
う すけちそうとま さとしけせあちけま, くせあさそすけて ねけてあてかしみ つ すかつてせふすけ たちあくおせけさあすけ 
け おそつてそたちけすかねあてかしへせそつてみすけ, しけてかちあてとちせふすけ たちけつてちあつてけみすけ あすかちけさあせ-
ぬかう, けに とうしかねかせけかす つたそちてそす — なとていそしそす, いあつさかていそしそす, いかこついそしそす け て.お. 
╇すかつてか つ てかす ╊.》. ╆あきあせそう せか そいにそおけて つてそちそせそこ け せかさそてそちふか せかえあてけうせふか 
あつたかさてふ きけくせけ あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ — いかくちあいそてけぬと, いかおせそつてへ, たちか-
つてとたせそつてへ, せあつけしけか う つかすへか, せあちさそすあせけま, つあすそといけこつてうあ, おけつさちけすけせあ-
ぬけま きかせはけせ, たちそつてけてとぬけま. 》そうふのかせせふこ けせてかちかつ と ねけてあてかしかこ うふくそうとて 
つてちあせけぬふ, そたけつふうあまはけか そいちあく きけくせけ たちかおつてあうけてかしかこ あすかちけさあせつさそこ 
«さそせてちさとしへてとちふ», あ てあさきか さちとたせふに ほてせけねかつさけに えちとたた 』ぃ╅ — あなちそ-
あすかちけさあせぬかう け けせおかこぬかう, ちとつつさけに, かうちかかう, さけてあこぬかう, さそちかこぬかう, みたそせぬかう.

[せけえあ たちかおつてあうしみかて けせてかちかつ さあさ おしみ つたかぬけあしけつてそう-すかきおとせあちそおせけ-
さそう, てあさ け おしみ のけちそさそこ あとおけてそちけけ.

[あさ そいとつてちそけてへ つうかちにおかちきあうと?*

′うかちかうあ 【.╇.
[あせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ

╉うとにてそすせけさ けくうかつてせそえそ とねかせそえそ-すかきおとせあちそおせけさあ ╊.》. ╆あきあせそうあ たそつうみ-
はかせ ╅すかちけさか, け ほてそ せか つしとねあこせそ. 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ みうしみまてつみ せふせか 
すけちそうふす しけおかちそす, そさあくふうあまはけす さそしそつつあしへせそか うしけみせけか う えしそいあしへせそす 

* ′うかちかうあ 【.╇. [あさ そいとつてちそけてへ つうかちにおかちきあうと? // 〈けちそうあみ ほさそせそすけさあ け すかきおとせあちそおせふか そてせそのか-
せけみ. 2007. づ 2. 』. 118—125.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

すあつのてあいか. 〈かきおと てかす, う つそうちかすかせせそこ 『そつつけけ けくうかつてせそ せか てあさ すせそえそ 
あせあしけてけねかつさけに ちあいそて, たそくうそしみまはけに つそつてあうけてへ あおかさうあてせそか たちかおつてあうしかせけか 
そ たちけねけせあに けに おうとにつそてしかてせかえそ とつたかのせそえそ ちあくうけてけみ. ╇ ちかくとしへてあてか すせそえけか 
せあのけ つそえちあきおあせか そつてあまてつみ う たしかせと ちあくしけねせふに けおかそたそしけてけねかつさけ けせおとぬけ-
ちそうあせせふに すけなそう. 《おせけ たちけうふねせそ たそしあえあまて, ねてそ くあそさかあせつさそか けくそいけしへせそか, 
つうかちにちあつてそねけてかしへせそか いしあえそたそしとねけか つうみくあせそ, えしあうせふす そいちあくそす, つ ほさつたしと-
あてあぬけかこ おちとえけに つてちあせ け せあちそおそう, ねてそ つあすあ ╅すかちけさあ たそ-たちかきせかすと そつてあ-
かてつみ おしみ せあつ «うちあえそす せそすかち そおけせ», そつせそうせそこ うけせそうせけぬかこ ちあくうあしあ 』』』『 
け えしといそねあこのかえそ さちけくけつあ, う さそてそちそす そさあくあしあつへ 『そつつけみ. ╉しみ おちとえけに, せあそいそ-
ちそて, 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ たちかおつてあうしみまてつみ いかくとたちかねせふす, とせけうかちつあしへせふす 
たちけすかちそす おしみ たそおちあきあせけみ, たそねてけ けおかあしそす. ¨ おしみ たかちうふに, け おしみ うてそちふに 
くせあさそすつてうそ つ ちあつつすあてちけうあかすふす おうとにてそすせけさそす いとおかて, せかつそすせかせせそ, うかつへすあ 
たそしかくせふす. 》かちうふす そせ そてさちそかて ちかあしへせとま すせそえそしけさとま ╅すかちけさと, おあつて 
うそくすそきせそつてへ そぬかせけてへ かか おそつてけきかせけみ う ちあくしけねせふに つなかちあに きけくせけ, う たかち-
うとま そねかちかおへ, ちあぬけそせあしへせとま, てはあてかしへせそ たちそおとすあせせとま つけつてかすと えそつとおあち-
つてうかせせそえそ とつてちそこつてうあ. 【かす きか, さてそ つさしそせかせ けおかあしけくけちそうあてへ 』ぃ╅, させけえあ 
╆あきあせそうあ, せあおかかすつみ, たそすそきかて けくいあうけてへつみ そて けししまくけこ, いそしかか そいひかさてけうせそ 
そぬかせけてへ たそとねけてかしへせふこ けつてそちけねかつさけこ, すあてかちけあしへせそ-てかにせけねかつさけこ そたふて 
うかしけさそこ つてちあせふ, しとねのか たそせみてへ かか ぬかしけ け くあおあねけ せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか.

》そ つうそかこ つとてけ, ちかぬかせくけちとかすふこ てちとお — ほてそ つうかきけこ, せかたそつちかおつてうかせせふこ 
け せかたちかおうくみてふこ うくえしみお せあ ╅すかちけさと, うそ すせそえそす そつせそうあせせふこ せあ しけねせそす 
そたふてか あうてそちあ, おしけてかしへせそす けくとねかせけけ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう. ╇ 70-か えそおふ 
そせ いふし せあたちあうしかせ せあ つしときいと う てそしへさそ ねてそ そてさちふうのかかつみ つそうかてつさそか さそせ-
つとしへつてうそ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ け ときか てそえおあ せあねあし つそいけちあてへ すあてかちけあし おしみ 
いとおとはかこ させけえけ, けつつしかおとみ つてちあせと うおそしへ け たそたかちかさ, うせけさあみ う かか たちそいしかすふ, 
きあおせそ うたけてふうあみ せそうふか うたかねあてしかせけみ. ¨せてかちかつ さ 』ぃ╅ おけたしそすあて-あせあしけ-
てけさ たちそせかつ ねかちかく すせそえけか えそおふ, いふうあみ てあす う つしときかいせふに さそすあせおけちそうさあに 
う 80-か け 90-か えそおふ, あ てあさきか う せあのけ おせけ, たそつうみてけう ╅すかちけさか すせそえそねけつしかせ-
せふか つてあてへけ け せあとねせふか てちとおふ.

╅うてそち ちとさそうそおつてうそうあしつみ つてちかすしかせけかす ちあくそいちあてへつみ, たそせみてへ, — う ねかす 
たちけねけせふ けせてかえちあしへせそえそ とつたかにあ ほてそこ けつてそちけねかつさけ ませそこ, ねちかくうふねあこせそ 
おけせあすけねせそこ け たちそおとさてけうせそこ たそしけほてせけねせそこ せあぬけけ, たそほてそすと せあ つてちあ-
せけぬあに おうとにてそすせけさあ ╅すかちけさあ たちかおつてあかて たかちかお ねけてあてかしかす う つあすふに ちあく-
しけねせふに ちあさとちつあに. ╉そつてあてそねせそ つさあくあてへ, ねてそ すあつのてあいせあみ ちあいそてあ つそつてそけて けく 
てちけおぬあてけ つかすけ えしあう, さあきおあみ けく さそてそちふに たちかおつてあうしみかて つそいそこ いそしかか-すかせかか 
つあすそつてそみてかしへせふこ そねかちさ せあ そたちかおかしかせせとま てかすと.

¨せてかちかつせそ, ねてそ, たそうかつてうとみ そ 』ぃ╅, とねかせふこ うすかつてか つ てかす ちあくすふのしみかて 
け そ 『そつつけけ, かか たちそのしそす, せあつてそみはかす, いとおとはかす. 〉あうかちせそか, ほてそ かつてかつてうかせせそ 
おしみ そてかねかつてうかせせそえそ たそしけてそしそえあ-たあてちけそてあ, けつさちかせせか たかちかきけうあまはかえそ くあ 
つとおへいふ つうそかこ つてちあせふ. ╅うてそち つてちかすけてつみ たそせみてへ, さあさけす おそしきせそ いふてへ かか 
おあしへせかこのかか ちあくうけてけか, さあさそこ そたふて つてそけて けしけ たちそつてそ せかそいにそおけすそ けつたそしへ-
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くそうあてへ, さあさ おそしきせあ 『そつつけみ うくあけすそおかこつてうそうあてへ つ おちとえけすけ おかちきあうあすけ 
け, う てそす ねけつしか, つ つあすそこ すそはせそこ けく せけに. ゅてけ ちあくすふのしかせけみ, ちかすけせけつぬかせ-
ぬけけ たちそにそおみて さちあつせそこ せけてへま ねかちかく うつま ちあいそてと ╊. ╆あきあせそうあ. ｠そてみ けす 
け せか たそつうみはかせ さあさそこ-しけいそ さそせさちかてせふこ ちあくおかし, そせけ さあさ いふ ちあつつふたあせふ たそ 
てかさつてと, うつてちかねあまてつみ たそうつかすかつてせそ.

╇ させけえか とつしそうせそ すそきせそ うふおかしけてへ おうあ さちとたせふに たちそいしかすせふに いしそさあ. 
』 そおせそこ つてそちそせふ, ほてそ なあさてけねかつさけ け あせあしけてけねかつさけ せあつふはかせせふか すあてかちけ-
あしふ たそ うそたちそつあす すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け うせかのせかこ たそしけてけさけ; そつそ-
いそか うせけすあせけか とおかしかせそ ほうそしまぬけけ そてせそのかせけこ すかきおと 『そつつけかこ け ╅すかちけさそこ, 
せあねけせあみ つ ほたそにけ ╊さあてかちけせふ II け おそ せあのけに おせかこ. 』 おちとえそこ — おうとにてそすせけさ 
つそおかちきけて ちあくいそち そておかしへせふに あつたかさてそう うせとてちかせせかこ たそしけてけさけ 』ぃ╅. ╇ せかす 
たそおちそいせそ たそさあくあせそ, さあさ なとせさぬけそせけちとかて そてしあきかせせあみ おかすそさちあてけねかつさあみ 
つけつてかすあ. ╆そしへのそこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみまて えしあうふ, たそつうみはかせせふか けつてそちけけ, 
さとしへてとちか, てちあおけぬけみす, ちかしけえけけ, つけつてかすか そいちあくそうあせけみ, つたかぬけなけさか あすかちけ-
さあせつさそえそ せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ.

╇せかのせかたそしけてけねかつさけこ いしそさ そてさちふうあまて えしあうふ そ すせそえそたしあせそうふに おけせあ-
すけねせふに おうとつてそちそせせけに つうみくみに せあのけに えそつとおあちつてう. 《たけつふうあみ けに ほうそしまぬけま 
せあ たちそてみきかせけけ おうとに つ しけのせけす うかさそう, あうてそち あせあしけくけちとかて たちけねけせふ けくすか-
せかせけこ. 〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ そおせけす けく さしまねかうふに かえそ うふうそおそう: つそてちとお-
せけねかつてうそ あさてけうせそ ちあくうけうあしそつへ てそえおあ, さそえおあ けせてかちかつふ つてそちそせ つそうたあおあしけ, 
さあさ ほてそ いふしそ, せあたちけすかち, せあ たちそてみきかせけけ うつかえそ XIX つてそしかてけみ, け せあそいそ-
ちそて, そつしそきせみしけつへ たちけ けに ちあつにそきおかせけけ. 【あさ, たそつしか そさそせねあせけみ ╇てそちそこ 
すけちそうそこ うそこせふ いそしへのそか くせあねかせけか けすかしけ たちけてみくあせけみ 』ぃ╅ せあ すけちそうそか 
えそつたそおつてうそ. 》ちけねかす, たそ すせかせけま とねかせそえそ, けおかそしそえけねかつさけか ちあつにそきおかせけみ 
けえちあしけ うてそちそつてかたかせせとま ちそしへ. ╇あのけせえてそせ, といかきおかせ そせ, うつか ちあうせそ つてちか-
すけしつみ いふ さ くあさちかたしかせけま つうそかえそ しけおかちつてうあ, おあきか かつしけ いふ さそすすとせけつてけねか-
つさそえそ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ せか つとはかつてうそうあしそ う たちけちそおか (て. I, つ. 140).

》そつしか そさそせねあせけみ うそこせふ, ちあくすふのしみかて ╊. ╆あきあせそう, けせてかちかつふ つてそちそせ 
なあさてけねかつさけ つてあしけ うくあけすそけつさしまねあまはけすけ (て. I, つ. 142). ゅてそ け たちけうかしそ 
さ にそしそおせそこ うそこせか, さそてそちあみ, う つうそま そねかちかおへ, つあすあ たそ つかいか たそつてかたかせせそ 
つてあしあ つあすそつてそみてかしへせふす なあさてそちそす, つてちとさてとちけちとまはけす すかきおとせあちそおせふか 
そてせそのかせけみ. 〉あいけちあみ そいそちそてふ, にそしそおせあみ うそこせあ ちあくちあつてあしあつへ, さあさ つせかき-
せふこ さそす, うてみえけうあみ う つうそま そちいけてと うつか せそうふか つてちあせふ け せあちそおふ. 》ちけねかす 
せあたちあうしみかすふか ほてそこ しそえけさそこ 』』』『 け 』ぃ╅ つそうかちのあしけ そのけいさけ. 【あさ, 
そおせそこ けく せけに つてあしあ たそおおかちきさあ 』そかおけせかせせふすけ ぃてあてあすけ ちかきけすあ ぁあせ 
[あこのけ. 【そえおあ さあさ うそかせせあみ あさぬけみ う [そちかか いふしあ, う つうそま そねかちかおへ, ねけてあかす, 
えちといふす たちそつねかてそす [ちかすしみ (て. I, つ. 144). ╇ ぬかしそす ╇あのけせえてそせ つさしそせかせ いふし 
せかおそそぬかせけうあてへ くせあねかせけか うせとてちかせせけに たちけねけせ, なあさてそちそう せあぬけそせあしへせそ-
そつうそいそおけてかしへせふに おうけきかせけこ う つてちあせあに てちかてへかえそ すけちあ. 《てすかてけす, ねてそ かすと 
せか とおあしそつへ たそしせそつてへま けくいあうけてへつみ そて ほてそえそ せかおそつてあてさあ け つかえそおせみ, そ ねかす, 
う ねあつてせそつてけ, つうけおかてかしへつてうとかて けすたとしへつけうせあみ うそかせせあみ そたかちあぬけみ う ¨ちあさか.
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[あさ けくうかつてせそ, そさそせねあせけか にそしそおせそこ うそこせふ け さちとのかせけか いけたそしみちせそこ 
つけつてかすふ つてあしそ うあきせふす ほてあたそす う ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけみに. 
╉そ つけに たそち すせそえけか う せあのかこ つてちあせか いそしかくせかせせそ たかちかきけうあまて ちあつたあお 
』』』『, うせそうへ け うせそうへ すふつしかせせそ うそくうちあはあまてつみ さ さそせぬと 80-に えそおそう, たふてあ-
みつへ そつすふつしけてへ たちそけつのかおのかか. 〉かちかおさそ すそきせそ うつてちかてけてへ とてうかちきおかせけみ, 
おかつさあてへ, けすかせせそ ╇あのけせえてそせ そちえあせけくそうあし ちあくうあし 』そまくあ. ╅うてそち さあてかえそ-
ちけねかつさけ つ ほてけす せか つそえしあつかせ け たちけうそおけて といかおけてかしへせふか さそせてちあちえとすかせてふ. 
》ちけくせあうあみ, ねてそ ちあつたあお つそうかてつさそこ つうかちにおかちきあうふ うたそしせか つそそてうかてつてうそうあし 
けせてかちかつあす 』ぃ╅, ╊. ╆あきあせそう うすかつてか つ てかす たそおねかちさけうあかて, ねてそ ほてあ くあおあねあ 
いふしあ けす せか たそ つけしあす. ╇そ-たかちうふに, たそおねかちさけうあかて そせ, 〈そつさうあ つあすあ せあねあしあ 
ちかなそちすふ, け せけさあさそえそ たそちあきかせけみ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ う にそしそおせそこ うそこせか 
せか いふしそ. ╇そ-うてそちふに, あいつとちおせそ いふしそ いふ そいうけせみてへ ╅すかちけさと う そちえあせけくあ-
ぬけけ ちあつたあおあ 』』』『, とねけてふうあみ, ねてそ う を『】 なあさてけねかつさけ «たちそすそちえあしけ» ほてけ 
つそいふてけみ. [あさ けくうかつてせそ, いふしそ おあきか たちそうかおかせそ うせとてちかせせかか ちあつつしかおそうあせけか 
たちけねけせ, たそ さそてそちふす つたかぬつしときいふ せか つすそえしけ けに つたちそえせそくけちそうあてへ. 】ねか-
せふこ せあたそすけせあかて, ねてそ てそねせそ てあさそこ きか せかそきけおあせせそつてへま おしみ を『】 つてあしけ 
けつしあすつさあみ ちかうそしまぬけみ け たあおかせけか のあにつさそえそ ちかきけすあ う ¨ちあせか. 》かちかつてちそこさあ 
け たそつしかおとまはけこ ちあつたあお 』』』『 せか いふしけ おかしそす «ちとさ を『】», さそてそちふか, にそてみ 
け つてちかすけしけつへ さ ほてそすと, せそ せか けすかしけ うそくすそきせそつてけ そつとはかつてうけてへ たそおそいせふこ 
つぬかせあちけこ う ちかあしへせそつてけ (て. I, つ. 174—175).

『あつつすあてちけうあみ たちけねけせふ てそえそ, ねてそ たちそけくそのしそ つ せあのかこ つてちあせそこ, あうてそち 
そてすかねあかて, ねてそ «いふつてちあみ おかすそさちあてけくあぬけみ てそてあしけてあちせふに そいはかつてう たそうつまおと 
たちけうかしあ さ せあちあつてあせけま うせとてちけたそしけてけねかつさそこ せあたちみきかせせそつてけ — おそつてあ-
てそねせそ うつたそすせけてへ うそこせと う ょえそつしあうけけ, ちあつさそし う ぁかにそつしそうあさけけ. ╇ そえちそす-
せそす すせそえそせあぬけそせあしへせそす 』そうかてつさそす 』そまくか たそしけてけねかつさそえそ さちけくけつあ てかす 
いそしかか せかしへくみ いふしそ けくいかきあてへ» (て. I, つ. 177—178). ╉かすそさちあてけくあぬけみ たちけうかしあ 
さ ちあくすふうあせけま なとせおあすかせてあ さそつせそ-せかたそうそちそてしけうそえそ, «くあつてそみうのかえそつみ» 
ちかきけすあ, うふつうそいそおけしあ ぬかせてちそいかきせふか ほてせけねかつさけか つけしふ う せあぬけそせあしへ-
せふに ちかつたといしけさあに, つてけすとしけちそうあしあ たそしけてけさそ-けおかそしそえけねかつさとま そたたそくけぬけま 
さそすすとせけつてけねかつさそこ たあちてけけ. ╇ つうそま そねかちかおへ, たそしけてけねかつさけこ さちけくけつ つおかしあし 
たしそにそ とたちあうしみかすふすけ ほさそせそすけねかつさけか たちそぬかつつふ.

》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ あちえとすかせてけちそうあせせふか うふうそおふ ╊. ╆あきあせそうあ うあきせふ 
せか てそしへさそ つ てそねさけ くちかせけみ そいひかさてけうせそこ, つたちあうかおしけうそこ そぬかせさけ せかおあうせかえそ 
けつてそちけねかつさそえそ たちそのしそえそ せあのかえそ えそつとおあちつてうあ. ゅてけ ちあくすふのしかせけみ たそすそ-
えあまて しとねのか たそせみてへ てそ, ねてそ たちそけつにそおけて つかえそおせみ. ╇ 『そつつけけ たそ-たちかきせかすと 
すせそえけか たふてあまてつみ そいうけせけてへ «うそ うつかに えちかにあに» うせかのせけか つけしふ, うそくしそきけう せあ 
せけに そてうかてつてうかせせそつてへ くあ たちそけつにそおみはかか う つてちあせか. 》ちけ ほてそす さあさ いふ くあいふうあ-
かてつみ, ねてそ けすかせせそ うせとてちかせせけか なあさてそちふ うつかえおあ けえちあまて そたちかおかしみまはとま ちそしへ, 
あ そいそつてちかせけか せかちかのかせせふに たちそいしかす せかけくいかきせそ たちけうそおけて つてちあせと さ さちけくけつと.

【あさ けしけ けせあねか, そさそせねあせけか にそしそおせそこ うそこせふ たそつてあうけしそ せあ たそうかつてさと 
おせみ うそたちそつ そ なそちすけちそうあせけけ せそうそえそ すけちそうそえそ とつてちそこつてうあ. ╇ ちあいそてか 
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つそおかちきあてつみ けせてかちかつせかこのけか ちあつつときおかせけみ せあ ほてと てかすと. ╅うてそち, う ねあつてせそ-
つてけ, そてすかねあかて, ねてそ おしみ せそうそえそ たかちけそおあ にあちあさてかちせそ いかつたちかぬかおかせてせそか とつけ-
しかせけか うしけみせけみ 』ぃ╅. 〈せそえけか くあえそうそちけしけ そ たそみうしかせけけ そおせそたそしまつせそえそ 
すけちそうそえそ たそちみおさあ, う さそてそちそす ╅すかちけさあ うふつてとたあかて う ちそしけ かおけせそしけねせそえそ 
しけおかちあ. 《おせあさそ, つ てそねさけ くちかせけみ ╊. ╆あきあせそうあ, う すかきおとせあちそおせふに そてせそのか-
せけみに せあ たちそてみきかせけけ すせそえけに つてそしかてけこ せか とてうかちきおあしあつへ そおせそたそしまつせそつてへ, 
にそてみ たかちけそおけねかつさけ そおせあ おかちきあうあ けしけ えちとたたあ えそつとおあちつてう たふてあしけつへ せあうみ-
くあてへ つ たそすそはへま つけしふ けしけ けおかそしそえけけ おちとえけす, すかせかか つけしへせふす け ちあくうけ-
てふす, つてちあせあす つうそま うそしま. ╇ てかねかせけか せかいそしへのそえそ たかちけそおあ てあさけか つけつてかすふ 
つとはかつてうそうあしけ, せそ いふしけ さちあこせか せかとつてそこねけうふ け せかきけくせかつたそつそいせふ う おそし-
えそつちそねせそす たしあせか. 【そ きか つあすそか すふ せあいしまおあかす つかえそおせみ, てあさ さあさ «う すけちか 
せかて たあつつけうせそえそ うつかそいはかえそ たちけせみてけみ あすかちけさあせつさそえそ おけさてあてあ. 〉あたちそてけう, 
せあしけぬそ せあちあつてあまはかか せかつそえしあつけか つ えかえかすそせけつてつさそこ たそしけてけさそこ つそ つてそ-
ちそせふ さちとたせふに け うしけみてかしへせふに おかちきあう — 『そつつけけ, [けてあみ, ¨せおけけ, すせそえけに 
すとつとしへすあせつさけに け おちとえけに ちあくうけうあまはけにつみ つてちあせ» (て. I, つ. 229).

『あつつときおあみ そい そおせそたそしみちせそす け すせそえそたそしみちせそす すけちそうそす とつてちそこつてうか, 
とねかせふこ たちけにそおけて さ そいそいはかせけみす, たちかおつてあうしみまはけす けせてかちかつ つ てそねさけ 
くちかせけみ てかそちけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 【あさ, つかえそおせみ せかちかおさそ うふつさあ-
くふうあまてつみ そたあつかせけみ たそ たそうそおと てそえそ, ねてそ うすかつてそ いけたそしみちせそこ すかきおとせあちそお-
せそこ つけつてかすふ なそちすけちとかてつみ すかせかか たちかおつさあくとかすそか, せかつてあいけしへせそか すけちそうそか 
とつてちそこつてうそ, う さあさそこ-てそ つてかたかせけ せあたそすけせあまはかか てあさ せあくふうあかすとま ╇かつて-
なあしへつさとま つけつてかすと. ╇ せそうふに とつしそうけみに ほてそ たちかおつてあうしみかてつみ そつそいそ そたあつせふす, 
たそつさそしへさと とえちそくふ せふせか せそつみて えしそいあしへせふこ にあちあさてかち, あ さそしそつつあしへせふか 
くあたあつふ そちときけみ すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ う しまいそこ すそすかせて すそえとて たそつてあうけてへ 
たそお うそたちそつ つあすそ つとはかつてうそうあせけか ねかしそうかねかつてうあ. 》そつてそみせせふこ たそけつさ せそうそえそ 
いあしあせつあ けせてかちかつそう, にあちあさてかちけくとまはけこ ╇かつてなあしへつさとま つけつてかすと, う つそうちか-
すかせせふに とつしそうけみに すそきかて たちけうかつてけ すけち せあ えちあせへ さあてあつてちそなふ. ╅うてそち, 
そおせあさそ, そつそいそ たそおねかちさけうあかて, ねてそ えしあうせふす たちかたみてつてうけかす せあ たとてけ てあさそえそ 
ちあくうけてけみ つそいふてけこ みうしみかてつみ てそ, ねてそ えそつとおあちつてうあ つかえそおせみ くあうけつみて おちとえ そて 
おちとえあ, さあさ せけさそえおあ たちかきおか. ¨すかせせそ いかつたちかぬかおかせてせあみ うくあけすそくあうけつけすそつてへ 
たそくうそしみかて せあおかみてへつみ, «ねてそ すせそえそたそしまつせふこ すけちそたそちみおそさ う XXI つてそしかてけけ 
そさあきかてつみ ちあくとすせかか け たちそねせかか, ねかす う たちそのしそす, さそえおあ そせ たそちそこ たちそうそぬけ-
ちそうあし つそたかちせけねかつてうそ け うそこせふ» (て. I, つ. 235).

〉あちみおと つ ほてけす せかたちあうけしへせそ いふしそ いふ ちあつつねけてふうあてへ せあ てそ, ねてそ う とつしそ-
うけみに うくあけすそくあうけつけすそつてけ つけしへせふか えそつとおあちつてうあ けしけ えちとたたふ つてちあせ つたそ-
つそいせふ おそいちそうそしへせそ そてさあくあてへつみ そて ほさつたあせつけけ つうそかえそ すかきおとせあちそおせそえそ 
うしけみせけみ. ╇ ちあいそてか つたちあうかおしけうそ そてすかねあかてつみ, ねてそ う ちみおか つしとねあかう ちあつたちそ-
つてちあせかせけか うしけみせけみ そおせそこ おかちきあうふ けしけ えちとたたふ えそつとおあちつてう せかつしそ せあちそ-
おあす たちそえちかつつ, さあさ ほてそ いふしそ つ けせおとつてちけあしけくあぬけかこ. 【そえおあ さあさ う おちとえけに 
つしとねあみに そせそ けすかしそ たちみすそ たちそてけうそたそしそきせふこ ほななかさて. 《おせあさそ ねかてさけか 
さちけてかちけけ, たそ さそてそちふす すそきせそ そぬかせけうあてへ うせかのせまま ほさつたあせつけま そおせそこ 
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つけしへせそこ おかちきあうふ けしけ えちとたたふ えそつとおあちつてう, たそ-たちかきせかすと せか そたちかおかしかせふ. 
《てさちふてふす そつてあかてつみ け うそたちそつ そ たそおしけせせそこ おかすそさちあてけくあぬけけ すかきおとせあちそお-
せふに そてせそのかせけこ. [あさ たそさあくふうあかて そたふて, つてちあせふ, みうしみまはけかつみ たかちうそたちそ-
にそおぬあすけ う てそす, ねてそ さあつあかてつみ うせとてちかせせかえそ おかすそさちあてけねかつさそえそ とつてちそこつてうあ, 
さあさ たちあうけしそ, うそうつか せか つてちかすみてつみ さ ちかあしへせそすと とつてあせそうしかせけま たそおそいせふに 
せそちす う すかきおとせあちそおせふに おかしあに. ╇つか ほてけ うそたちそつふ たそさあ せか せあのしけ あおかさうあて-
せそえそ そてうかてあ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ け つあす ╊. ╆あきあせそう てそしへさそ たそおそのかし さ けに 
ちかのかせけま, けせてちけえとみ ねけてあてかしみ け くあつてあうしみみ つ せかてかちたかせけかす きおあてへ たそみうしか-
せけみ せそうふに けつつしかおそうあせけこ たそ ほてそこ すせそえそたしあせそうそこ, せかたちそつてそこ け たそ-つうそかすと 
おかしけさあてせそこ てかすか.

╇ ぬかしそす, たそおうそおみ けてそえ けくとねかせけま うせかのせかたそしけてけねかつさけに ちあくおかしそう 
おうとにてそすせけさあ, にそてかしそつへ いふ そてすかてけてへ, ねてそ そつせそうせふか うふうそおふ あうてそちあ たちかお-
つてあうしみまて いそしへのそこ けせてかちかつ. 《おせあ けく ぬかせてちあしへせふに かえそ けおかこ くあさしまねあかてつみ 
う てそす, ねてそ, たとつてへ つそうちかすかせせあみ ╅すかちけさあ け みうしみかてつみ すけちそうふす しけおか-
ちそす, — おちとえけか つてちあせふ け せあちそおふ, つさそちかか うつかえそ, せか いとおとて すけちけてへつみ つ かか 
そおせそつてそちそせせかこ, うとしへえあちせそ-たちみすそしけせかこせそこ, つうそかさそちふつてせそこ たそしけてけさそこ. 
╇ とつしそうけみに ちあつてとはかこ うくあけすそくあうけつけすそつてけ すかきおと えそつとおあちつてうあすけ つそてちとお-
せけねかつてうそ, いあくけちとまはかかつみ せあ とねかてか けせてかちかつそう うつかに つてそちそせ, つてあせそうけてつみ 
けすたかちあてけうそす. 』あすそとうかちかせせそか つてちかすしかせけか ╇あのけせえてそせあ さ えかえかすそせけけ そいひ-
かさてけうせそ そえちあせけねかせそ さあさ うせかのせけすけ つけしあすけ う しけぬか つあすふに ちあくしけねせふに 
つといひかさてそう — ねしかせそう すけちそうそえそ つそそいはかつてうあ, てあさ け うせとてちかせせけすけ なあさてそ-
ちあすけ, う ねあつてせそつてけ てかす, ねてそ 』ぃ╅ そつてあまてつみ おかすそさちあてけねかつさそこ つてちあせそこ 
け おしみ すせそえけに あすかちけさあせつさけに えちあきおあせ «あえちかつつけうせあみ たそしけてけさあ, ねちかうあてあみ 
せあちとのかせけかす せそちす すかきおとせあちそおせそえそ たちあうあ け ねかしそうかねかつさけすけ きかちてうあすけ, 
みうしみかてつみ せかたちけかすしかすそこ» (て. I, つ. 231).

『あくおかしふ, たそつうみはかせせふか ちあくしけねせふす あつたかさてあす うせとてちかせせかこ たそしけてけさけ, 
せかつそすせかせせそ, すそえとて いふてへ そてせかつかせふ さ ねけつしと おそつてそけせつてう おうとにてそすせけさあ. 
╈しといそさそ け ちあくせそつてそちそせせか あせあしけくけちとみ ほてと てかすと, あうてそち たそさあくふうあかて, ねてそ 
たちけねけせふ とつたかにそう 』ぃ╅ う ちあくしけねせふに そいしあつてみに せかたそつちかおつてうかせせそ つうみくあせふ 
つ そつそいかせせそつてみすけ うせとてちけたそしけてけねかつさそえそ とつてちそこつてうあ つてちあせふ. をかせてちあしへせそこ 
たちかおつてあうしみかてつみ かえそ すふつしへ そ てそす, ねてそ う そつせそうか とつたかのせそえそ おうとにつそてしかて-
せかえそ ちあくうけてけみ ╅すかちけさけ しかきあて うそたしそはかせせふか う きけくせへ おかすそさちあてけねかつさけか 
けおかあしふ け とつてあせそうさけ. 》ちけねかす ちあくうかちせとてふか ほさつさとちつふ う けつてそちけま 』ぃ╅ 
たそくうそしみまて しとねのか たそせみてへ け そぬかせけてへ さあさ おそつてけきかせけみ, てあさ け せかおそつてあてさけ 
あすかちけさあせつさそこ おかすそさちあてけけ. 『あつつときおかせけみ そい ほてそす たかちかすかきあまてつみ くあすかねあ-
せけみすけ そてせそつけてかしへせそ ちそつつけこつさそこ うせとてちかせせかこ たそしけてけさけ, たちかおつてあうしみま-
はけすけ そつそいふこ けせてかちかつ.

╊. ╆あきあせそう せあたそすけせあかて, ねてそ 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ つ つあすそえそ せあねあしあ 
なそちすけちそうあしけつへ さあさ おかすそさちあてけねかつさそか えそつとおあちつてうそ. 』 そおせそこ つてそちそせふ, 
せかしへくみ くあいふうあてへ そ てそす, さてそ そつうあけうあし ╅すかちけさと. ゅすけえちあせてあす, たちけいふうあう-
のけす せあ さそせてけせかせて おしみ «せそうそこ きけくせけ», いふしけ たちけつとはけ あうあせてまちけくす, 
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うかちあ う つそいつてうかせせふか うそくすそきせそつてけ, そたてけすけくす, そちけかせてあぬけみ せあ おそつてけきか-
せけか とつたかにあ しまいそこ ぬかせそこ. 〉あちみおと つ ほてけす そせけ そいしあおあしけ たそうふのかせせふす 
てちとおそしまいけかす, けせけぬけあてけうせそつてへま, たちあさてけねせそつてへま. ╆そしへのそか くせあねかせけか 
けすかしけ そてつとてつてうけか なかそおあしへせふに えちあおあぬけこ け たとちけてあせつさあみ ほてけさあ, さそてそちあみ 
せか おかしあしあ あさぬかせて せあ たちそぬうかてあせけけ う くあえちそいせそす すけちか, あ たちけくふうあしあ さ そいそ-
えあはかせけま け たちけくせあせけま う きけくせけ くかすせそこ (て. I, つ. 416—417). ╆ちけてあせつさけか 
さそしそせけつてふ せかつしけ つ つそいそこ てあさけか たそせみてけみ, さあさ てちかくうそつてへ け せあいそきせそつてへ, あ 
てあさきか てちあおけぬけけ たあちしあすかせてつさそこ つけつてかすふ つあすそとたちあうしかせけみ け つとおあ たちけ-
つみきせふに. «《てぬふ-そつせそうあてかしけ» — あうてそちふ ╉かさしあちあぬけけ せかくあうけつけすそつてけ, [そせ-
つてけてとぬけけ 1787 え., ╆けししみ そ たちあうあに, おそたそしせけうのかえそ [そせつてけてとぬけま う 1791 え., 
せあにそおけしけつへ たそお うしけみせけかす うふつそさそすそちあしへせふに けおかこ 》ちそつうかはかせけみ: さあき-
おふこ ねかしそうかさ ちそきおかせ つうそいそおせふす け そいしあおあかて かつてかつてうかせせふすけ たちあうあすけ, 
しまおけ つそくおあまて えそつとおあちつてうそ おしみ くあはけてふ たそつしかおせけに, うつか そせけ ちあうせふ たかちかお 
くあさそせそす. «《てぬふ-そつせそうあてかしけ» つてちかすけしけつへ そてちあくけてへ ほてけ けおかけ う おそさとすかせ-
てあに, くあしそきけうのけに そつせそうと あすかちけさあせつさそこ えそつとおあちつてうかせせそつてけ.

』 おちとえそこ つてそちそせふ, いそしへのそか くせあねかせけか けすかしけ そつそいふか とつしそうけみ, う さそてそ-
ちふに たちそにそおけしそ そつうそかせけか いかつさちあこせかえそ くあそさかあせつさそえそ さそせてけせかせてあ. 《いけ-
しけか つうそいそおせふに くかすかしへ, せあつかしかせせふに いそしへのかこ ねあつてへま うちあきおかいせそ せあつてちそ-
かせせふすけ たそ そてせそのかせけま さ さそしそせけつてあす けせおかこぬあすけ, つたそつそいつてうそうあしそ 
なそちすけちそうあせけま そつそいふに さあねかつてう あすかちけさあせつさそえそ せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさ-
てかちあ — たちけうふねさあ たそしあえあてへつみ せあ つうそけ つそいつてうかせせふか つけしふ, きかつてさけこ けせおけ-
うけおとあしけくす. 《ちえあせけくとみ たそつかしかせけみ, そせけ いふしけ うふせときおかせふ せかつてけ たそしせとま 
そてうかてつてうかせせそつてへ くあ たちそけつにそおみはけか つそいふてけみ, ねてそ うしかさしそ くあ つそいそこ たそみうしか-
せけか たちけすけてけうせふに なそちす せけくそうそこ おかすそさちあてけけ. ¨すかせせそ けせおけうけおとあしけくす 
たそすそえ あすかちけさあせぬあす そつそくせあてへ てそ, ねてそ そせけ うつか つうみくあせふ そいはけすけ けせてかちか-
つあすけ, つそくおあてへ すかにあせけくすふ, たそくうそしみまはけか うふみうしみてへ, なそちすとしけちそうあてへ ほてけ 
けせてかちかつふ け せあにそおけてへ すかきおと せけすけ さそすたちそすけつつふ. 〉か とおけうけてかしへせそ, ねてそ せあ 
てあさそこ «つたあちてあせつさそこ» たそねうか, けつたそしせかせせそこ たそおねかちさせとてそえそ つうそいそおそしまいけみ, 
にそちそのそ たちけきけしけつへ け ちあくうけうあしけつへ おかすそさちあてけねかつさけか たちけせぬけたふ «おそいちそえそ 
』てあちそえそ 』うかてあ». 《せけ せか いふしけ せあうみくあせふ つうかちにと, あ さあさ いふ つてあしけ かつてかつてうかせ-
せふす たちそおそしきかせけかす せけくそうそこ おかすそさちあてけけ, つてけにけこせそ なそちすけちそうあうのかこつみ 
せあ すかつてあに. ╇すかつてか つ てかす ちそしへ «うかちにそう» くあさしまねあしあつへ う てそす, ねてそいふ としそうけてへ 
ほてと そいはかつてうかせせとま たそてちかいせそつてへ け うそたしそてけてへ かか う きけくせへ, ねてそ け いふしそ ちかあ-
しけくそうあせそ う [そせつてけてとぬけけ.

》そおそいせふか たちけせぬけたふ いふしけ たそしそきかせふ け う そつせそうと なかおかちあてけうせそえそ 
とつてちそこつてうあ 』ぃ╅. ぃてあてふ たそつてかたかせせそ たかちかおあうあしけ ぬかせてちと うしあつてせふか たそし-
せそすそねけみ てあす け てそえおあ, えおか け さそえおあ ほてそ いふしそ せかそいにそおけすそ. 〉かつすそてちみ せあ てそ, 
ねてそ すかつてせふか うしあつてけ けえちあまて いそしへのとま ちそしへ, あ すかきおと そておかしへせふすけ のてあ-
てあすけ せかちかおさそ うそくせけさあまて てちかせけみ, ぬかせてちあしへせあみ うしあつてへ つそにちあせみかて つけしと, てあさ 
さあさ うふたそしせみかて てか なとせさぬけけ, さそてそちふか おかしかえけちそうあせふ かこ つせけくと, あ せか たちけ-
つうそかせふ う つけしと ちかしけえけそくせふに, けつてそちけねかつさけに けしけ さあさけに-しけいそ けせふに たちけねけせ. 



 

325

『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

¨すかせせそ ほてけ そつそいかせせそつてけ たちかきおか うつかえそ おかしあまて あすかちけさあせつさとま つけつてかすと 
えそつとおあちつてうかせせそえそ とつてちそこつてうあ, なそちすけちそうあせけか さそてそちそこ のしそ たそつてかたかせせそ, 
つせけくと ううかちに, たちそねせそこ け とつてそこねけうそこ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ たそおそいせあみ 
つてちとさてとちあ せか たそおうかちきかせあ いふつてちそすと ちあくちとのかせけま, てかす いそしかか ねてそ そせあ 
たそつてそみせせそ てちあせつなそちすけちとかてつみ け つそうかちのかせつてうとかてつみ. [あさ たそおねかちさけうあかて 
あうてそち, う ちかくとしへてあてか «つそくおあせせあみ う 1787 え. なかおかちあぬけみ せか ちとにせとしあ, あ しけのへ 
たちそおそしきあしあ さちかたせとてへ け いそえあてかてへ» (て. I, つ. 254).

[あさ つたちあうかおしけうそ そてすかねあかて ╆あきあせそう, せか つしとねあこせそ, ねてそ つかこねあつ, う せあねあしか 
XXI つてそしかてけみ, 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ ╅すかちけさけ — すそはせかこのかか えそつとおあちつて うそ 
くかすせそえそ のあちあ, しけおけちとまはかか たそ うつかす たあちあすかてちあす. ╅ あすかちけさあせつさあみ [そせ-
つてけてとぬけみ — おちかうせかこのあみ たけつへすかせせあみ さそせつてけてとぬけみ う すけちか. 》ちけ ほてそす 
«あすかちけさあせぬふ せか けはとて せあぬけそせあしへせそこ けおかけ, — [そせつてけてとぬけみ け かつてへ けに 
ちとしへ け うかてちけしあ, けに たとてかうそおせあみ くうかくおあ. ¨ おそつてそけせつてうそ かか さあさ ちあく う てそす, 
ねてそ そせあ せか せあうみくふうあかて えちあきおあせあす うつかそいひかすしまはけこ せあいそち たそつてとしあてそう, 
あ たそくうそしみかて けす おとすあてへ け おかこつてうそうあてへ, さあさ そせけ てそえそ きかしあまて, つそいしまおあみ たちけ 
ほてそす そねかせへ たちそつてそか け おかこつてうかせせそか そえちあせけねかせけか: せか うちかおけ えそつとおあちつてうと 
け そさちときあまはけす, け うつか» (て. I, つ. 254).

『あくすふのしみみ そい あすかちけさあせつさそこ «せあぬけそせあしへせそこ けおかか», さそてそちそこ, たそ 
つとてけ, みうしみかてつみ つあすあ [そせつてけてとぬけみ, あうてそち うせそうへ け うせそうへ そいちあはあかてつみ さ ちそつ-
つけこつさそこ おかこつてうけてかしへせそつてけ. 《せ つ えそちかねへま そてすかねあかて, ねてそ う てそ うちかすみ さあさ 
╅すかちけさあ, たちけせみう つうそこ 《つせそうせそこ ′あさそせ, うふたそしせみしあ け つそうかちのかせつてうそうあしあ 
かえそ, たちそおそしきあみ つうそか たそつてとたあてかしへせそか ちあくうけてけか, 『そつつけみ くあ てそて きか たかちけそお 
たかちかきけしあ ねかてふちか ちかうそしまぬけけ け てちけ たそしせふに つすかせふ つてちそみ, たそてかちみしあ くせあ-
ねけてかしへせとま ねあつてへ つうそかこ てかちちけてそちけけ. 》ちけ ほてそす さ [そせつてけてとぬけけ と せあつ そてせそ-
のかせけか たちそにしあおせそか, せそ たそつてそみせせそ つしふのあてつみ ちあくえそうそちふ そ せかそいにそおけすそつてけ 
うふちあいそてさけ さあさそこ-てそ せあぬけそせあしへせそこ けおかけ (て. I, つ. 254). 〈ふつしへ とねかせそえそ 
そねかうけおせあ: せあおそ せか けくそいちかてあてへ つしそきせふか «せあぬけそせあしへせふか» てかそちけけ け けつさとつ-
つてうかせせふか さそせつてちとさぬけけ, あ たちそつてそ たちけせみてへ おかすそさちあてけねかつさけか くあさそせふ, 
えしあうせそか きか — けに うふたそしせみてへ. ╇そくすそきせそ, けすかせせそ う ほてそす け おそしきせあ つそつてそみてへ 
う つうそかこ そつせそうか ちそつつけこつさあみ «せあぬけそせあしへせあみ けおかみ»?

『あくとすかかてつみ, と 『そつつけけ, さあさ け と うつみさそこ おちとえそこ つてちあせふ, — つうそこ せかたそ-
うてそちけすふこ, «せあぬけそせあしへせふこ» たとてへ ちあくうけてけみ. [あさ つたちあうかおしけうそ そてすかねあかて 
あうてそち, と せかか «つそうつかす けせあみ ちそおそつしそうせあみ, たそほてそすと せあす てちとおせそ たそせみてへ 
あすかちけさあせぬかう. ╇ 』かうかちせそこ ╅すかちけさか せけさそえおあ せか つとはかつてうそうあしそ ぬあちみ, おうそ-
ちみせつさけに たそすかつてけこ, てそてあしへせそこ たそしけてけねかつさそこ ぬかせくとちふ, そえちあせけねかせけこ せあ 
すかつてそきけてかしへつてうそ け おちとえけに みうしかせけこ, つてそしへ にあちあさてかちせふに おしみ 『そつつけけ せあ 
たちそてみきかせけけ すせそえけに うかさそう» (つ. 248). 《おせあさそ たちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ う つそうちか-
すかせせふに とつしそうけみに ちそつつけこつさけこ たとてへ ちあくうけてけみ せか すそきかて せあにそおけてへつみ う つてそ-
ちそせか そて すけちそうふに てかせおかせぬけこ, てあさ さあさ う ほてそこ つけてとあぬけけ うかしけさあ そたあつせそつてへ 
つさあてふうあせけみ さ たちけすけてけうせそすと せあぬけそせあしけくすと, くあすかのかせせそすと せあ たちあうそ-
つしあうせそ-ちかしけえけそくせそこ ちけてそちけさか, け たそつしかおとまはかこ けくそしみぬけけ. 〉あぬけそせあしへ-
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せそか うそくちそきおかせけか せか そくせあねあかて そてさあくあ そて うそつたちけみてけみ たそくけてけうせそえそ そたふてあ 
おちとえけに, いそしかか とつたかのせふに つてちあせ. 』さそちかか, せあそいそちそて, — たちあうけしへせそ いふしそ いふ, 
せか たかちかねかちさけうあみ つそいつてうかせせふか おそつてけきかせけみ, のけちそさそ たちけすかせみてへ くあたあお-
せふこ そたふて てあす, えおか ほてそ せかそいにそおけすそ. 《おせけす けく うあきせかこのけに せあたちあうしかせけこ, 
そねかうけおせそ, おそしきせそ いふてへ なそちすけちそうあせけか う 『そつつけけ けつてけせせそ おかすそさちあてけねか-
つさそこ, えちあきおあせつさそ-たそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ, さそてそちあみ たそくうそしけしあ いふ うふちあつ-
てけてへ せそうとま しけねせそつてへ — けせけぬけあてけうせとま け そてうかてつてうかせせとま くあ つうそけ おかしあ 
け たそつてとたさけ, つたそつそいせとま たそしせそぬかせせそ とねあつてうそうあてへ う きけくせけ えそつとおあちつてうあ 
け たそつしかおそうあてかしへせそ, てうそちねかつさけ うそくちそきおあてへ うかしけさとま おかちきあうと.

】ねけてふうあみ けつてそちけねかつさけか け さとしへてとちせふか ちそつつけこつさけか てちあおけぬけけ, つたかぬけ-
なけさと せあぬけそせあしへせそえそ すかせてあしけてかてあ, そつそいとま ちそしへ おそしきせあ うくみてへ せあ つかいみ 
たそしけてけねかつさあみ け けせてかししかさてとあしへせあみ ほしけてあ つてちあせふ, ねてそ うたそしせか つそそてうかて-
つてうそうあしそ いふ せあぬけそせあしへせふす てちあおけぬけみす. [あさ けくうかつてせそ, せあ たちそてみきかせけけ 
うつかこ そてかねかつてうかせせそこ けつてそちけけ けすかせせそ しとねのけか たちかおつてあうけてかしけ えちあきおあせ-
つさそ-たそしけてけねかつさそこ け けせてかししかさてとあしへせそこ ほしけてふ つ ねかつてへま, たそおうけきせけねかつさけ 
せかつしけ くせあすみ たちそつうかはかせけみ. 』かえそおせみ, おとすあかてつみ, けすかせせそ そせけ おそしきせふ 
うくみてへ せあ つかいみ なとせさぬけけ つそくおあせけみ たそしせそぬかせせそえそ えちあきおあせつさそえそ そいはか-
つてうあ, たちそおうけきかせけみ けおかこ おかすそさちあてけけ け たちあう ねかしそうかさあ. [あさ たそさあくふうあかて 
けつてそちけねかつさけこ そたふて, せかうそくすそきせそ そおせそすそすかせてせそ つそくおあてへ せあぬけま けしけ 
せあぬけそせあしへせとま けおかま つ たそすそはへま おかさちかてあ, たそ うそしか たちあうけてかしかこ, たちけ てそす, 
ねてそ たちそぬかつつ ちあくうけてけみ つあすそそつそくせあせけみ せあぬけけ せかたちかちふうかせ. 》そほてそすと ちかねへ 
おそしきせあ けおてけ せか そ せあうみくふうあせけけ つうかちにと さあさけに-しけいそ とつてあせそうそさ, — つさそちかか, 
そ てそす, ねてそいふ にそてみ いふ せか とせけねてそきあてへ, あ たそおおかちきけうあてへ たとつてへ かはか つしあいふか, 
かおうあ そなそちすけうのけかつみ, くかしかせふか ちそつてさけ おかすそさちあてけけ, さそてそちふす とおあしそつへ たちそ-
いけてへつみ くあ えそおふ, たちそのかおのけか たそつしか そさそせねあせけみ にそしそおせそこ うそこせふ.

』 いそしへのけす けせてかちかつそす ねけてあかてつみ えしあうあ, たそつうみはかせせあみ せあぬけそせあしへせふす 
たちあくおせけさあす 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう. ぁけてあてかしへ つ とおけうしかせけかす そいせあちときけて, 
ねてそ くおかつへ すかきおと 』ぃ╅ け 『‒ かつてへ さそか-ねてそ そいはかか. 【あさ, せあたちけすかち, さあさ 
け と せあつ, う ╅すかちけさか たちそけつにそきおかせけか せあぬけそせあしへせそえそ たちあくおせけさあ あいつそしまてせそ 
せか てちそえあかて くせあねけてかしへせとま ねあつてへ せあつかしかせけみ. 《おせあさそ, う そてしけねけか そて 『そつつけけ, 
かえそ つとはかつてうそうあせけか そたちあうおあせそ てかす, ねてそ ちかくとしへてあてそす たちそうそくえしあのかせけみ 
せかくあうけつけすそつてけ う 1776 え. け うふにそおあ けく-たそお さそせてちそしみ ╆ちけてあせつさそこ さそちそせふ 
つてあしそ たちけせみてけか [そせつてけてとぬけけ 』ぃ╅, おかこつてうとまはかこ け う せあのけ おせけ け くあしそ-
きけうのかこ そつせそうふ あすかちけさあせつさそこ おかすそさちあてけけ. ゅてそ てあ おあてあ, さそてそちあみ そてちあ-
きあかて たかちかにそお さ せそうそこ けつてそちけけ つてちあせふ け てかす つあすふす たそおねかちさけうあかて さあさ 
せふせかのせけか いあくそうふか ぬかせせそつてけ えちあきおあせつさそこ せあぬけけ, てあさ け かか とつてあせそうさと せあ 
おかすそさちあてけねかつさそか いとおとはかか.

╇ すかせみまはかこつみ 『そつつけけ せかたそたとしみちせそつてへ せそうふに せあぬけそせあしへせふに たちあくお-
せけさそう, せあ すそこ うくえしみお, つうみくあせあ つ たかちかにそおせふす たかちけそおそす う けつてそちけけ ちあくうけ-
てけみ せあのかえそ えそつとおあちつてうあ. ゅてそ うすかつてか つ てかす そてちあきかせけか えしといそさそえそ さちけくけつあ 
ちそつつけこつさそえそ そいはかつてうあ. ╊えそ たちかそおそしかせけか, うけおけすそ, せかうそくすそきせそ いかく のけちそ-
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

さそこ おけつさとつつけけ たそ うそたちそつあす うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ たそしけてけさけ つてちあせふ. 
〉かそいにそおけすそ そぬかせけてへ たちそこおかせせふこ たとてへ, うふおかしけてへ えしあうせそか け うてそちそつてか-
たかせせそか, — たそたふてあてへつみ たそせみてへ, ねてそ いふしそ いしあえそす, あ そて ねかえそ せあおそ いふしそ いふ 
いかくとつしそうせそ そてさあくあてへつみ つ てかす, ねてそいふ せけさそえおあ せか たそうてそちみてへ. 【あさそか そいはか-
せあぬけそせあしへせそか そいつときおかせけか さしまねかうふに おしみ 『そつつけけ たちそいしかす たそくうそしけしそ 
いふ, つ そおせそこ つてそちそせふ, たちけうしかねへ いそしへのけせつてうそ せあつかしかせけみ さ ちあくすふのしかせけま 
せあお ほてけすけ うそたちそつあすけ け つたそつそいつてうそうあしそ なそちすけちそうあせけま そてうかてつてうかせせそえそ 
えちあきおあせつさそえそ そいはかつてうあ, あ つ おちとえそこ — たそすそえしそ いふ たちけこてけ さ そいはかせあぬけそ-
せあしへせそすと さそせつかせつとつと たそ うあきせかこのけす おしみ いとおとはかえそ つてちあせふ てかすあす, う てそす 
ねけつしか け たそ うそたちそつと そい そいはかせあぬけそせあしへせふに たちあくおせけさあに.

》そおちそいせそ ちあつつさあくふうあみ そい あすかちけさあせつさそこ おかすそさちあてけけ, ╊. ╆あきあせそう 
たそくうそしみかて ねけてあてかしま たそ-せそうそすと うくえしみせとてへ せあ せあぬけそせあしへせふこ たそしけてけねか-
つさけこ たちそぬかつつ. 』 ますそちそす そせ そたけつふうあかて たちかおうふいそちせふか さそししけくけけ. ╇ ぬかしそす 
あうてそち おあしかさ そて けおかあしけくあぬけけ あすかちけさあせつさそこ おかすそさちあてけねかつさそこ つけつてかすふ 
け そいちあくあ きけくせけ. ¨く させけえけ ねけてあてかしへ とくせあかて, ねてそ すせそえそたあちてけこせあみ つけつてかすあ 
なあさてけねかつさけ せか つとはかつてうとかて, てあさ さあさ つうそま たあちてけま つそくおあてへ たちあさてけねかつさけ 
せかうそくすそきせそ. 》ちそいけてへつみ う すけちか たそしけてけさけ せかしへくみ, せか みうしみみつへ ねしかせそす 
╉かすそさちあてけねかつさそこ けしけ 『かつたといしけさあせつさそこ たあちてけこ. 『あくしけねけみ すかきおと せけすけ 
せそつみて, つさそちかか, つけすうそしけねかつさけこ にあちあさてかち. 【あさ, せあたちけすかち, あすかちけさあせつさけこ 
けくいけちあてかしへ けすかかて うそくすそきせそつてへ すかせみてへ つうそま たあちてけこせとま たちけせあおしかきせそつてへ 
そて うふいそちそう さ うふいそちあす — おそつてあてそねせそ くあちかえけつてちけちそうあてへつみ う てそこ けしけ けせそこ 
たあちてけこせそこ けくいけちあてかしへせそこ さそすけつつけけ. ╇ふいそちふ せかちかおさそ みうしみまてつみ なあちつそす, 
つちかきけつつけちそうあせせふす たけあち-さそすたあせけみすけ, つちかおつてうあすけ すあつつそうそこ けせなそちすあ-
ぬけけ. 》そしけてけねかつさけすけ たちそえちあすすあすけ せけさてそ てそしさそす せか けせてかちかつとかてつみ, ねかえそ 
せかしへくみ つさあくあてへ そ うせかのせそつてけ, すあせかちあに, しけねせそこ きけくせけ さあせおけおあてあ. 『かくとしへ-
てあてふ うふいそちそう ねあつてそ そたちかおかしみまて つあすふか さちとたせふか すかつてせふか なけちすふ, とすかしそ 
すあせけたとしけちとみ そいはかつてうかせせふす すせかせけかす. 〉かちかおさそ くあさそせふ たちけせけすあまてつみ 
う たそしへくと いそしへのけに «おかせかきせふに すかのさそう», あ さちとたせふす さそちたそちあぬけみす とおあかてつみ 
とにそおけてへ そて せあしそえそう つ たそすそはへま ちあくしけねせふに とにけはちかせけこ (て. I, つ. 349).

╇ ちあいそてか といかおけてかしへせそ たそさあくあせそ, ねてそ そいはかつてうそ うふせときおかせそ そてうそかうふ-
うあてへ と うしあつてけ, と さちとたせふに さそすたあせけこ たちあうそ そさあくふうあてへ うしけみせけか せあ ちかのか-
せけか きけくせかせせそ うあきせふに うそたちそつそう. 【あさけす そいちあくそす, そせそ あさてけうせそ とねあつてうとかて 
う なそちすけちそうあせけけ あすかちけさあせつさそこ たそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ. 》ちけねかす くあうそ-
かうあせけみ くおかつへ おあまてつみ つ いそしへのけす てちとおそす — そてせそつけてつみ しけ ほてそ さ さそせてちそしま 
せあお うしあつてみすけ しまいそえそ とちそうせみ, そいかつたかねかせけま つうそいそおふ つちかおつてう すあつつそうそこ 
けせなそちすあぬけけ けしけ つそくおあせけま たちそなかつつけそせあしへせそこ あちすけけ. 【あさ, あうてそち せあたそ-
すけせあかて, ねてそ たちけくふう う あちすけま いふし そてすかせかせ てそしへさそ たそつしか とにそおあ 』ぃ╅ けく 
╇へかてせあすあ. 》そせあおそいけしつみ さちそうあうふこ, ときあつあまはけこ そたふて ほてそこ うそこせふ おしみ 
てそえそ, ねてそいふ そいはかつてうそ, せか きかしあまはかか せかつてけ いちかすみ すあつつそうふに ねかしそうかねかつさけに 
たそてかちへ, ちあくうかちせとしそ たちそてかつてふ. 【そしへさそ ほてそ くあつてあうけしそ けつてかいしけのすかせて たそこてけ 
せあ たそしせふこ たかちかつすそてち うつかこ あすかちけさあせつさそこ うそかせせそこ おそさてちけせふ (て. I, つ. 368).
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╊. ╆あきあせそう つそくおあかて たそちてちかてふ ちかあしへせふに しまおかこ, さそてそちふか, そさあくあうのけつへ 
と さそちすけしあ うしあつてけ, つさしそせせふ たかちかそぬかせけうあてへ ちそしへ つそいつてうかせせそこ しけねせそ-
つてけ う けつてそちけけ け つそうかちのあてへ せかそたちあうおあせせふか たそつてとたさけ, せあせそつみはけか うちかお 
そいはかすと おかしと. 《おせあさそ, たそみつせみかて そせ, あすかちけさあせつさそか そいはかつてうそ うふちあいそ-
てあしそ たちそてけうそみおけか, せあたちあうしかせせそか せあ けつさそちかせかせけか たそおそいせふに みうしかせけこ. 
ゅてそ — えしあつせそつてへ け たちそくちあねせそつてへ たそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ せあ うつかに とちそうせみに, 
せあねけせあみ つ すかつてせそえそ. ╅うてそち たそおねかちさけうあかて, ねてそ う 』ぃ╅ しまいそこ たそしけてけさ, 
うふいちあせせふこ せあ ちとさそうそおみはけこ たそつて, おそしきかせ いふてへ えそてそう さ せかとつふたせそすと 
うつかそいはかすと うせけすあせけま, あ たちかくけおかせて そいみくあせ たそつてそみせせそ ちあくひみつせみてへ つうそま 
てそねさと くちかせけみ け ちかえとしみちせそ そてねけてふうあてへつみ. ¨ にそてみ, さあさ たそさあくあせそ う ちあいそてか, 
たそおそいせふか しかさあちつてうあ せか うつかえおあ ほななかさてけうせふ, てあさあみ つけつてかすあ けせてかえちあしへせそ 
うつか-てあさけ みうしみかてつみ いそしかか くおそちそうそこ け つあすそそねけはあまはかこつみ, ねかす たそしせあみ 
くあさちふてそつてへ うしあつてかこ う とつしそうけみに あうてそさちあてけねかつさけに, てそてあしけてあちせふに ちかきけすそう 
け そてつとてつてうけみ つうそいそおふ すあつつそうそこ けせなそちすあぬけけ. ¨すかせせそ う ほてそす, さあさ たちかお-
つてあうしみかてつみ, くあさしまねあかてつみ そおせあ けく たちけねけせ あすかちけさあせつさそえそ とつたかにあ.

《つそいそえそ うせけすあせけみ くあつしときけうあまて つてちあせけぬふ, たそつうみはかせせふか おかしそうそこ 
さとしへてとちか. ′おかつへ てあさきか あうてそち たちそうそおけて けせてかちかつせかこのけか たあちあししかしけ つ かうちそ-
たかこつさけす, あ てあさきか つ ちそつつけこつさけす せあちそきおあまはけすつみ いけくせかつそす. ╇ ねあつてせそつてけ, 
そてすかねあかてつみ, ねてそ «う そてしけねけか そて ╊うちそたふ あすかちけさあせつさあみ ほさそせそすけさあ ちあくうけ-
うあしあつへ せか たそ うそしか け たしあせあす つまくかちかせあ, せか くあ つねかて さそすあせお け けすたとしへつそう けく 
そおせそえそ ぬかせてちあ, あ つたそせてあせせそ, ちかあえけちとみ せあ うつか せそうふか たそてちかいせそつてけ け すそおふ 
たちけ すけせけすあしへせそす うすかのあてかしへつてうか つそ つてそちそせふ たちあうけてかしへつてうあ» (て. I, つ. 424—
425). ╈しあうせふす つてけすとしそす うつかえおあ いふしあ さそせさとちかせぬけみ. 『かくとしへてあてそす つてあしそ てそ, 
ねてそ あすかちけさあせつさけこ いけくせかつ たちかうちあてけしつみ う «つしそきせとま け つかちへかくせとま せあとさと», 
えおか そつそいそ ぬかせけてつみ とすかせけか つあすそつてそみてかしへせそ け そちけえけせあしへせそ すふつしけてへ, 
いふつてちそ たちけせけすあてへ たちあうけしへせふか ちかのかせけみ. 】ねかせふこ そつそいそ たそおねかちさけうあかて, 
ねてそ う 』ぃ╅ たちかおたちけせけすあてかしへつてうそ たそつてあうしかせそ う きかつてさけか ちあすさけ くあさそせあ.

』ちあうせけうあみ たかちけそお たかちうそせあねあしへせそえそ せあさそたしかせけみ さあたけてあしあ う 』ぃ╅ 
け 『そつつけけ, あうてそち たちけうしかさあかて うせけすあせけか ねけてあてかしみ さ つとはかつてうかせせふす そてしけ-
ねけみす. 【あさ, そてすかねあかてつみ, ねてそ あすかちけさあせぬふ たそおせけすあしけ ぬかしふか そてちあつしけ にそくみこ-
つてうあ. ｠そてみ «あさとしふ さあたけてあしけくすあ» てあす そいすあせふうあしけ け ちあくそちみしけ おちとえ おちとえあ, 
せそ そせけ せか そたとつてそのあしけ えそつとおあちつてうかせせとま さあくせと, せか たちけつうあけうあしけ えそつと-
おあちつてうかせせとま つそいつてうかせせそつてへ. 〉か ううかちえあしけ う せけはかてと のけちそさけか つしそけ つうそけに 
つそそてかねかつてうかせせけさそう, せか しけのあしけ けに つてけすとしあ さ てちとおと け そたてけすけくすあ. «〉あのけ 
きか せそうそけつたかねかせせふか “いあちそせふ” ちあつてあはけしけ うつか てそ, ねてそ たちけせあおしかきあしそ 
えそつとおあちつてうと け ねかす たそしへくそうあしそつへ そいはかつてうそ う ぬかしそす. 【かす つあすふす そせけ そいか-
くおそしけしけ いそしへのけせつてうそ つそえちあきおあせ, おそうかしけ けに おそ せけはかせつてうあ» (て. I, つ. 423).

[そすすかせてけちとみ ほてけ う そいはかす つたちあうかおしけうふか くあすかねあせけみ, にそてかしそつへ いふ 
てあさきか そてすかてけてへ, ねてそ つそくおあせけか ちそつつけこつさそえそ いけくせかつあ たちそにそおけしそ う とつしそうけみに, 
う さそちせか そてしけねあうのけにつみ そて てかに, さそてそちふか つとはかつてうそうあしけ う ╅すかちけさか せあ くあちか 
さあたけてあしけくすあ. ╉そつてあてそねせそ うつたそすせけてへ, ねてそ ねあつてせあみ つそいつてうかせせそつてへ せか けすかしあ 
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たちあうあ せあ つとはかつてうそうあせけか おあきか たちそつてそ さあさ さそせぬかたてとあしへせそ-«うけちてとあしへせそか» 
たそせみてけか. ╅ てか せかすせそえけか たちかおたちけけすねけうふか しまおけ, さそてそちふす とおあうあしそつへ つそく-
おあてへ つうそか ちかあしへせそか おかしそ, うふせときおかせふ いふしけ そおせそうちかすかせせそ たちそてけうそつてそみてへ 
け おあうしかせけま つそ つてそちそせふ えそつとおあちつてうあ, たそつてそみせせそ すかせみうのかえそ «たちあうけしあ 
けえちふ», け すあなけそくせふす えちとたたけちそうさあす, つてちかすけうのけすつみ «うくみてへ たそお さちふのと» 
しまいふか すあしそ-すあしへつさけ たちけいふしへせふか せあねけせあせけみ.

╇ ぬかしそす きか うちみお しけ たそおしかきけて つそすせかせけま, ねてそ そたふて 』ぃ╅ う そいしあつてけ 
いけくせかつあ たちかおつてあうしみかて つそいそこ そつそいとま ぬかせせそつてへ おしみ 『そつつけけ, ちかのあまはかこ 
つしそきせかこのとま くあおあねと つそくおあせけみ せそうそこ ほさそせそすけねかつさそこ つけつてかすふ. 〉かそいにそ-
おけすそ, そたけちあみつへ せあ つそいつてうかせせふこ そたふて, いそしかか たそしせそ そつうあけうあてへ おかしそうとま 
さとしへてとちと 』ぃ╅. ゅてそ, う そいはかす-てそ, つかえそおせみ け たちそけつにそおけて. ╇ ねあつてせそつてけ, 
しとねのけか せあのけ すそしそおふか つたかぬけあしけつてふ つてあきけちとまてつみ う くあそさかあせつさけに さそすたあ-
せけみに, たそしとねあまて いけくせかつ-そいちあくそうあせけか くあ ちといかきそす, たそつてとたあまて せあ つしときいと 
う あすかちけさあせつさけか なけちすふ, たちかおつてあうしかせせふか せあ ちそつつけこつさそす ちふせさか, け てかす 
つあすふす せあいけちあまてつみ そたふてあ.

『あつつすあてちけうあかすふこ てちとお たちかおつてあうしみかて つそいそこ せか てそしへさそ けせてかちかつせかこ-
のとま たあせそちあすせとま さあちてけせと つそうちかすかせせそこ ╅すかちけさけ. ゅてそ — ぬかせせふこ すかすと-
あちせふこ すあてかちけあし — けつてそねせけさ おしみ せそうふに たそさそしかせけこ けつてそちけさそう, たそ さそてそ-
ちそすと すそきせそ いとおかて つとおけてへ そ きけくせけ け いふてか あすかちけさあせぬかう たそつしかおせかこ てちかてけ 
XX う., そい けに さとしへてとちか, ちかしけえけけ, そいちあくそうあせけけ, せあぬけそせあしへせふに てちあおけぬけみに.

【あさ, う そてしけねけか そて すせそえけに おちとえけに けつつしかおそうあせけこ つそぬけあしへせそ-たそしけてけねか-
つさそこ けつてそちけけ 』ぃ╅ おうとにてそすせけさ つそおかちきけて とせけさあしへせふか つうかおかせけみ そ きけくせけ 
さけてあこつさそこ, みたそせつさそこ, さそちかこつさそこ そいはけせ. 》ちけねかす う ちあいそてか たちけうかおかせふ 
せか たちそつてそ なあさてそえちあなけねかつさけか そたけつあせけみ, — とねかせふこ たちそうそおけて つちあうせけ-
てかしへせふこ あせあしけく, うふみうしみみ つとはかつてうかせせふか そてしけねけみ. ゅてけ ちあくおかしふ つしかおとかて 
そてせかつてけ さ せかつそすせかせせふす かえそ とおあねあす, ねてそ たそくうそしみかて くあけせてかちかつそうあせせそすと 
ねけてあてかしま ちかくさそ ちあつのけちけてへ つうそこ たそくせあうあてかしへせふこ «いあえあき».

〉あちみおと つ ほてけす みちさけか つてちあせけぬふ たそつうみはかせふ あすかちけさあせつさそこ さとしへてとちか. 
╅うてそち, う ねあつてせそつてけ, ちあくうかせねけうあかて のけちそさそ ちあつたちそつてちあせかせせそか たちかおつてあう-
しかせけか, いとおてそ あすかちけさあせぬふ, たそ つちあうせかせけま, せあたちけすかち, つ かうちそたかこぬあすけ, — 
せあぬけみ たちけすけてけうせあみ, すあしそさとしへてとちせあみ. 《せ たそさあくふうあかて, ねてそ つてちかすしかせけか 
たそうふつけてへ さとしへてとちせふこ とちそうかせへ う ぬかしそす たちけつとはか あすかちけさあせぬあす, たちけねかす, 
せか てそしへさそ う つてそしけぬか, せそ け う たちそうけせぬけあしへせふに えそちそおあに. 《おせあさそ ほてあ «さとしへ-
てとちせあみ きけくせへ» うつか-てあさけ つけしへせそ そてしけねあかてつみ そて てそえそ, さ ねかすと たちけうふさしけ 
う ╊うちそたか け, う てそす ねけつしか, う 『そつつけけ. 〉か いかく けちそせけけ ちあつつさあくふうあかてつみ そ さしと-
いあに, せあ くあつかおあせけみ さそてそちふに たちけえしあのあまて けせてかちかつせふに しまおかこ おしみ ねてかせけみ 
しかさぬけこ たそ てそこ けしけ けせそこ, せかちかおさそ たそしせそつてへま そてそちうあせせそこ そて ちかあしへせそ-
つてけ てかすか. ╇ つうそいそおせそか うちかすみ すそおせそ てあさきか たそつかはあてへ そたかちと け しけぬかくちかてへ 
いあしかて (あ せか うふたけうあてへ うすかつてか う いあせか, さあさ ほてそ たちけせみてそ う せかさそてそちふに おちとえけに 
おそうそしへせそ ちあくうけてふに つてちあせあに). ╇すかつてか つ てかす あうてそち そてすかねあかて け てあさけか さあねかつてうあ 
あすかちけさあせぬかう, さあさ せかとすかせけか ねてけてへ たあすみてへ つうそけに うかしけさけに たけつあてかしかこ, さあさ 
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ほてそ いふしそ, せあたちけすかち, つ さしあつつけさそす あすかちけさあせつさそこ しけてかちあてとちふ, しあとちかあてそす 
〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ ╉きそせそす 』てかこせいかさそす (て. II, つ. 159). 』ねけてあかてつみ うたそしせか 
せそちすあしへせふす «いふてへ ねかしそうかさそす, せかつうかおとはけす う しけてかちあてとちか, さあさ け うそそいはか 
う うそたちそつあに さとしへてとちふ». 《つそいかせせそつてへ すかせてあしけてかてあ つちかおせかえそ あすかちけさあせぬあ 
くあさしまねあかてつみ う てそす, ねてそいふ «うつみねかつさけ たそおねかちさけうあてへ つうそま くあせみてそつてへ つかちへかく-
せふすけ, つてそみはけすけ おかしあすけ, たちけせそつみはけすけ おそにそお, け そてつとてつてうけか つうそいそおせそえそ 
うちかすかせけ, ねてそいふ “いかくおかしへせけねあてへ” つ させけえそこ う ちとさあに» (て. II, つ. 161).

ぁけてあてかしへ とくせあかて, ねてそ, せかつすそてちみ せあ すけな そ «つかちふに け せかうかきかつてうかせせふに 
あすかちけさあせぬあに», う 』ぃ╅ つそくおあせあ ほななかさてけうせあみ つけつてかすあ うふつのかえそ け つちかお-
せかえそ そいちあくそうあせけみ. ╇すかつてか つ てかす, ちあくとすかかてつみ, そせあ けすかかて け つうそけ せかおそつてあてさけ. 
『あいそてあ ╊. ╆あきあせそうあ くせあさそすけて せあつ つ あすかちけさあせつさけす そいちあくそうあせけかす, せか たちけ-
とさちあのけうあみ け せか けおかあしけくけちとみ かえそ. 【あさ, のさそしふ, せあにそおみはけかつみ せあ いあしあせつか 
すとせけぬけたあしけてかてそう, う つちかおせかす いかおせかか け つしあいかか ねあつてせふに, ねてそ, せかつそすせかせせそ, 
うしけみかて せあ そいはけこ とちそうかせへ くせあせけこ とねかせけさそう. [あさ けくうかつてせそ, つかえそおせみ う 『そつ-
つけけ たちそうそおけてつみ ちかなそちすあ そいちあくそうあせけみ, うそ すせそえそす, にそてみ け おあしかさそ せか うそ 
うつかす くあけすつてうとまはあみ あすかちけさあせつさけこ そたふて. ╇そくせけさあかて うそたちそつ, てあさ しけ せかそい-
にそおけすそ つかえそおせみ つしかたそ かえそ さそたけちそうあてへ, とねけてふうあみ, ねてそ う 』』』『 いふしあ つそく-
おあせあ そおせあ けく しとねのけに う すけちか つけつてかす そいちあくそうあせけみ, そつそいかせせそ う そいしあつてけ 
てそねせふに せあとさ. ゅてそ う つうそか うちかすみ たそくうそしけしそ つそうかてつさそこ せあとさか うふこてけ せあ 
すけちそうそこ とちそうかせへ. 〈ふ きか, つしあいそ ちあくそいちあうのけつへ う おそつてそけせつてうあに け せかおそ-
つてあてさあに あすかちけさあせつさそこ つけつてかすふ, つてちかすけすつみ うつか う さそちせか, おあ たそいふつてちかか, 
けくすかせけてへ け う そねかちかおせそこ ちあく ちといけす つとさ, せあ さそてそちそす つけおけす. 〉か しとねのか 
しけ いふしそ いふ たちそつてそ う せかつさそしへさそ ちあく とうかしけねけてへ いまおきかて せあのかえそ そいちあくそうあ-
せけみ, たそうふつけてへ くあちたしあてふ とねけてかしみす け たちそなかつつそちつさそ-たちかたそおあうあてかしへつさそすと 
つそつてあうと うふつのけに とねかいせふに くあうかおかせけこ け, せあちみおと つ ほてけす, そてさちふてへ うそくすそき-
せそつてへ おしみ つそくおあせけみ ねあつてせふに のさそし, たちかおとつすそてちかう おしみ せけに そつそいふか — 
そいしかえねかせせふか — せあしそえそうふか とつしそうけみ? ゅてそ たそくうそしけしそ いふ, つ そおせそこ つてそちそせふ, 
つそにちあせけてへ ほななかさてけうせとま つけつてかすと, うそつたけてあうのとま せか そおせそ たそさそしかせけか えちあ-
すそてせふに, そいちあくそうあせせふに しまおかこ, あ つ おちとえそこ — つてけすとしけちそうあてへ け ちあくうけてけか 
ねあつてせそえそ そいちあくそうあせけみ, にそちそのそ くあちかさそすかせおそうあうのかえそ つかいみ う 』ぃ╅.

『あつつさあくふうあみ そい あすかちけさあせつさそこ のさそしか, あうてそち ちけつとかて みちさけか たそちてちかてふ 
とねかせふに け たちかたそおあうあてかしかこ. 》ちけねかす せかさそてそちふか にあちあさてかちふ せけさあさ せか うたけ-
つふうあまてつみ う せあのけ てちあおけぬけそせせふか たちかおつてあうしかせけみ そい あすかちけさあせぬあに, おしみ 
さそてそちふに «おかせへえけ ちかのあまて うつか». ╈しといそさそ てちそえあかて ちあつつさあく そ つさちそすせそす 
とねけてかしか すとせけぬけたあしへせそこ のさそしふ け かえそ きかせか — つそてちとおせけぬか いけいしけそてかさけ 
』てほせなそちおつさそえそ とせけうかちつけてかてあ, きけうとはけに せあ さちあこせか つさとおせふか つちかおつてうあ, 
せそ うすかつてか つ てかす えしといそさそ たちかおあせせふに つうそかすと おかしと (て. II, つ. 97). 《さあくふうあかてつみ, 
け う 』ぃ╅ (えおか, さあさ せあつ とねけしけ, ぬあちつてうとかて «くそしそてそこ てかしかぬ») せかちかおさそ すそきせそ 
うつてちかてけてへ しまおかこ, きけうとはけに «せか にしかいそす かおけせふす».

》そおうそおみ けてそえけ, にそてかしそつへ いふ そてすかてけてへ, ねてそ おあきか つあすふか つしそきせふか てかすふ 
くおかつへ たそおあせふ う しかえさそ おそつてとたせそこ なそちすか, ねてそ たそくうそしみかて ねけてあてかしま うせけさ-
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せとてへ け ちあくそいちあてへつみ おあきか う つあすふに くあすふつしそうあてふに たちそいしかすあに. 《ねかちさけ, 
たそつうみはかせせふか うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ たそしけてけさか 』ぃ╅, たかちかすかきあまてつみ 
ちあくおかしあすけ すかすとあちせそえそ にあちあさてかちあ, さそてそちふか, せあ たかちうふこ うくえしみお, たちかお-
つてあうしみまてつみ «せかつかちへかくせふすけ». 《せけ ちあつつさあくふうあまて そ うつてちかねあに つ しまおへすけ, てとて 
け てあす たそたあおあまてつみ あせかさおそてふ けしけ たちそつてそ そつてちそとすせふか にあちあさてかちけつてけさけ. 
《おせあさそ ╊. ╆あきあせそう せか たちそつてそ ちあくうしかさあかて ねけてあてかしみ. ゅてけ えしあうふ つそおかちきあて 
たそしかくせとま けせなそちすあぬけま, さそてそちあみ おそたそしせみかて け ちあくうけうあかて けおかけ たちかおふおと-
はけに, «つかちへかくせふに» ちあくおかしそう.

〉あちみおと つ そてすかねかせせふすけ せかつそすせかせせふすけ おそつてそけせつてうあすけ, たちかおつてあうしみ-
かてつみ, ねてそ ちかぬかせくけちとかすあみ ちあいそてあ せか しけのかせあ せかおそつてあてさそう. ╈しあうせふこ けく せけに, 
さあさ ほてそ せけ つてちあせせそ, — かか たあちあおせふこ け せかつさそしへさそ てみきかしそうかつせふこ なそちすあて. 
╇たそしせか たそせみてせそ つてちかすしかせけか あうてそちあ たちかたそおせかつてけ ねけてあてかしま つうそか なとせおあ-
すかせてあしへせそか けつつしかおそうあせけか う つそそてうかてつてうとまはかこ かえそ つそおかちきあせけま つそしけおせそこ 
なそちすか, つせあいおけう たちかさちあつせふすけ けししまつてちあぬけみすけ. ╇すかつてか つ てかす, せあたけつあせせあみ 
«しかえさけす たかちそす» させけえあ いふしあ いふ たそしかくせあ おしみ つあすそえそ のけちそさそえそ さちとえあ ねけてあ-
てかしかこ, たちそつうかはあみ け たそすそえあみ しとねのか たそせみてへ, さあさ とつてちそかせそ つあすそか すそはせそか 
う すけちか えそつとおあちつてうそ. 《おせあさそ うちみお しけ すそきせそ そきけおあてへ, ねてそ う せふせかのせかす うけおか 
おうとにてそすせけさ いとおかて おそつてとたかせ のけちそさそすと さちとえと ねけてあてかしかこ. 《つてあかてつみ せあおかみてへ-
つみ, ねてそ ほてけ つそそいちあきかせけみ いとおとて とねてかせふ たちけ たかちかけくおあせけけ てちとおあ, け う つしかおと-
まはけこ ちあく そせ うふこおかて う つうかて う そいしかえねかせせそす, «おかすそさちあてけねかつさそす» なそちすあてか.

╇ くあさしまねかせけか にそてかしそつへ いふ かはか ちあく たそおねかちさせとてへ, ねてそ, くあおとすふうあみ させけえと 
そい ╅すかちけさか, あうてそち つてあうけし たかちかお つそいそこ せかたちそつてとま くあおあねと. ╇そ-たかちうふに, 
つかえそおせみ おそうそしへせそ つしそきせそ つさあくあてへ せそうそか つしそうそ う あすかちけさあせけつてけさか. [あさ 
けくうかつてせそ, 』ぃ╅ てちあおけぬけそせせそ せあにそおみてつみ う ぬかせてちか うせけすあせけみ そてかねかつてうかせ-
せそこ たそしけてそしそえけけ: う つそうかてつさけか うちかすかせあ, えしあうせふす そいちあくそす, — う さあねかつてうか 
たそてかせぬけあしへせそえそ たちそてけうせけさあ 』』』『, う せあのけ おせけ — さあさ たちけくせあせせふこ 
すけちそうそこ しけおかち. ╇ ほてけに とつしそうけみに うあきせそ いふしそ せか つさあてけてへつみ さ «たそうてそちかせけま 
たちそこおかせせそえそ», たそさあくあてへ つうそか, そちけえけせあしへせそか うけおかせけか たちそいしかす つそうちか-
すかせせそこ ╅すかちけさけ. ╇そ-うてそちふに, せかしへくみ いふしそ くあいふうあてへ そ てそす, ねてそ 』ぃ╅ — 
みうしかせけか つしそきせそか, せか たそおおあまはかかつみ そおせそくせあねせふす そぬかせさあす. 《ねかうけおせそ, 
ねてそ そたけつあてへ てあさとま つてちあせと う ねかちせそ-いかしふに てそせあに たちあさてけねかつさけ せかうそく-
すそきせそ. ╉しみ うそつつそくおあせけみ たそしせそこ さあちてけせふ せかそいにそおけすそ いふしそ せか てそしへさそ 
うそつたそしへくそうあてへつみ うつかこ たあしけてちそこ さちあつそさ, せそ け, たちかきおか うつかえそ, うつかつてそちそせせか 
け えしといそさそ けくとねけてへ たちかおすかて けつつしかおそうあせけみ. ╇-てちかてへけに, ちあつさちふうあみ あすかちけ-
さあせつさとま てかすと, うあきせそ いふしそ せか そてちふうあてへつみ そて ちそつつけこつさけに ちかあしけこ け たそつてあ-
ちあてへつみ たそすそねへ ねけてあてかしま しとねのか たそせみてへ せか てそしへさそ あすかちけさあせつさとま, せそ 
け そてかねかつてうかせせとま おかこつてうけてかしへせそつてへ, うふつさあくあてへ たちかおしそきかせけみ, さそてそちふか 
たそすそえしけ いふ つそうちかすかせせそこ 『そつつけけ つたちあうけてへつみ つそ つてそみはけすけ たかちかお せかこ 
たちそいしかすあすけ, う ねかす-てそ — そたけちあみつへ せあ あすかちけさあせつさけこ そたふて, う ねかす-てそ — 
ちあくうけうあみ つうそけ そちけえけせあしへせふか おそつてけきかせけみ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ あうてそちと 
とおあしそつへ とつたかのせそ ちかのけてへ うつか てちけ うくあけすそつうみくあせせふか くあおあねけ.
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╊. ╆あきあせそう おかすそせつてちけちとかて せかくあとちみおせとま ほちとおけぬけま け えしといそさそか 
たそせけすあせけか ╅すかちけさけ. ぁけてあてかしま たちかおしあえあかてつみ たそけつてけせか «ほせぬけさしそたか-
おけみ あすかちけさあせつさそこ きけくせけ». 〉か けおかあしけくけちとみ 』ぃ╅, あうてそち, うすかつてか つ てかす, 
といかおけてかしへせそ たそさあくあし, ねてそ そつせそうそこ けに せかとさしそせせそ とつたかのせそえそ ちあくうけてけみ 
せあ たちそてみきかせけけ おうとに つてそしかてけこ みうしみしそつへ おかすそさちあてけねかつさそか とつてちそこつてうそ. 
〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ さしまねかうふすけ けおかみすけ ほてそえそ なとせおあすかせてあしへせそえそ 
てちとおあ. ′おかつへ てあしあせてしけうそ, つ けつたそしへくそうあせけかす いそえあてそえそ なあさてけねかつさそえそ すあてか-
ちけあしあ たそさあくあせそ, ねてそ «』ぃ╅ — つてちあせあ すせそえそしけさあみ, たそしせあみ さそせてちあつてそう. 
╅すかちけさと つそくおあうあしけ たちかおつてあうけてかしけ つあすふに ちあくしけねせふに さとしへてとち», さそてそちふか 
う たちそぬかつつか つそうすかつてせそえそ そつうそかせけみ つかうかちそあすかちけさあせつさけに たちそつてそちそう つなそち-
すけちそうあしけ «つあすそつてそみてかしへせとま, そちけえけせあしへせとま, せか たそにそきとま せあ おちとえけか 
ぬけうけしけくあぬけま». 《おせあ けく かか にあちあさてかちせふに, いあくけつせふに そつそいかせせそつてかこ け そおせそ-
うちかすかせせそ たちけねけせ つてそしへ うたかねあてしみまはけに おそつてけきかせけこ, つたちあうかおしけうそ ちかくま-
すけちとかて とねかせふこ, — せかけくすかせせあみ «たちけうかちきかせせそつてへ たちけせぬけたあす つうそいそおふ 
け おかすそさちあてけけ» (て. II, つ. 605). ╇ ほてそす, つそえしあつけすつみ, け つそつてそけて そおけせ けく そつせそう-
せふに けつてそちけねかつさけに (おあ け たちあさてけねかつさけに, たちあえすあてけねかつさけに) とちそさそう おしみ うそく-
ちそきおあまはかこつみ 『そつつけけ.

』てちあせあ おうとにつそて ちかしけえけこ*

′うかちかうあ 【.╇.

╇ つそうちかすかせせそこ 『そつつけけ けくうかつてせそ せか てあさ すせそえそ ちあいそて, たそくうそしみまはけに つそつてあ-
うけてへ あおかさうあてせそか たちかおつてあうしかせけか そ たちけねけせあに おうとにつそてしかてせかえそ とつたかのせそえそ 
ちあくうけてけみ 』ぃ╅. ¨すかせせそ さ てあさけす ちあいそてあす すそきかて いふてへ そてせかつかせ おうとにてそす-
せけさ けくうかつてせそえそ とねかせそえそ-すかきおとせあちそおせけさあ ╊.》. ╆あきあせそうあ. ゅてそ — つうかきけこ 
け せかたちかおうくみてふこ うくえしみお せあ ╅すかちけさと, うそ すせそえそす そつせそうあせせふこ せあ しけねせそす 
そたふてか あうてそちあ け おしけてかしへせそす けくとねかせけけ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう.

╇ させけえか とつしそうせそ すそきせそ うふおかしけてへ おうあ さちとたせふに たちそいしかすせふに いしそさあ — 
うせかのせかたそしけてけねかつさけこ け うせとてちけたそしけてけねかつさけこ.

《おせあ けく ぬかせてちあしへせふに けおかこ うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ ちあくおかしあ くあさしま-
ねあかてつみ う てそす, ねてそ たとつてへ つそうちかすかせせあみ ╅すかちけさあ け みうしみかてつみ すけちそうふす 
しけおかちそす, おちとえけか つてちあせふ け せあちそおふ, つさそちかか うつかえそ, せか いとおとて すけちけてへつみ つ かか 
そおせそつてそちそせせかこ たそしけてけさそこ. ╇ とつしそうけみに ちあつてとはかこ うくあけすそくあうけつけすそつてけ 
つそてちとおせけねかつてうそ すかきおと えそつとおあちつてうあすけ, いあくけちとまはかかつみ せあ とねかてか けせてかちかつそう 
うつかに つてそちそせ, つてあせそうけてつみ けすたかちあてけうそす.

『あくおかしふ, たそつうみはかせせふか ちあくしけねせふす あつたかさてあす うせとてちかせせかこ たそしけてけさけ, 
せかつそすせかせせそ, すそえとて いふてへ そてせかつかせふ さ ねけつしと おそつてそけせつてう おうとにてそすせけさあ. 
をかせてちあしへせそこ たちかおつてあうしみかてつみ すふつしへ あうてそちあ そ てそす, ねてそ う そつせそうか とつたかの-
せそえそ おうとにつそてしかてせかえそ ちあくうけてけみ ╅すかちけさけ しかきあて うそたしそはかせせふか う きけくせへ 

* ′うかちかうあ 【.╇. 』てちあせあ おうとにつそて ちかしけえけこ // ]けてかちあてとちせあみ えあくかてあ. 2007. 10—16 そさて.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

おかすそさちあてけねかつさけか けおかあしふ け とつてあせそうさけ. 》ちけねかす ちあくうかちせとてふか ほさつさとちつふ 
う けつてそちけま 』ぃ╅ たそくうそしみまて しとねのか たそせみてへ け そぬかせけてへ さあさ おそつてけきかせけみ, 
てあさ け せかおそつてあてさけ あすかちけさあせつさそこ おかすそさちあてけけ. 〉あちみおと つ ほてけす う そてしけ-
ねけか そて すせそえけに おちとえけに けつつしかおそうあせけこ つそぬけあしへせそ-たそしけてけねかつさそこ けつてそちけけ 
』ぃ╅ おうとにてそすせけさ つそおかちきけて とせけさあしへせふか つうかおかせけみ そ きけくせけ さけてあこつさそこ, 
みたそせつさそこ, さそちかこつさそこ そいはけせ. ╇ ちあいそてか たちけうかおかせふ せか たちそつてそ そたけつあせけみ — 
あうてそち たちそうそおけて つちあうせけてかしへせふこ けに あせあしけく, うふみうしみみ つとはかつてうかせせふか そてしけ-
ねけみ.

╉あきか つあすふか つしそきせふか てかすふ たそおあせふ う しかえさそおそつてとたせそこ なそちすか, ねてそ 
たそくうそしみかて ねけてあてかしま うせけさせとてへ け ちあくそいちあてへつみ おあきか う つあすふに くあすふつしそうあ-
てふに たちそいしかすあに. 《ねかちさけ, たそつうみはかせせふか うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ たそしけ-
てけさか 』ぃ╅, たかちかすかきあまてつみ ちあくおかしあすけ すかすとあちせそえそ にあちあさてかちあ, さそてそちふか 
せあ たかちうふこ うくえしみお たちかおつてあうしみまてつみ «せかつかちへかくせふすけ». 《おせあさそ ╊. ╆あきあせそう 
せか たちそつてそ ちあくうしかさあかて ねけてあてかしみ. ゅてけ えしあうふ つそおかちきあて たそしかくせとま けせなそち-
すあぬけま, さそてそちあみ おそたそしせみかて け ちあくうけうあかて けおかけ たちかおふおとはけに, «つかちへかくせふに» 
ちあくおかしそう.

╇せけすあせけま ねけてあてかしみ たちかおしあえあかてつみ たそけつてけせか «ほせぬけさしそたかおけみ あすか-
ちけさあせつさそこ きけくせけ». 〉か けおかあしけくけちとみ 』ぃ╅, ╊. ╆あきあせそう うすかつてか つ てかす 
といかおけてかしへせそ たそさあくあし, ねてそ そつせそうそこ けに せかとさしそせせそ とつたかのせそえそ ちあくうけてけみ 
せあ たちそてみきかせけけ おうとに つてそしかてけこ みうしみしそつへ おかすそさちあてけねかつさそか とつてちそこつてうそ. 
〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ さしまねかうふすけ けおかみすけ ほてそえそ なとせおあすかせてあしへせそえそ 
てちとおあ. «』ぃ╅ — つてちあせあ すせそえそしけさあみ, たそしせあみ さそせてちあつてそう. ╅すかちけさと つそく-
おあうあしけ たちかおつてあうけてかしけ つあすふに ちあくしけねせふに さとしへてとち, さそてそちふか う たちそぬかつつか 
つそうすかつてせそえそ そつうそかせけみ つかうかちそあすかちけさあせつさけに たちそつてそちそう つなそちすけちそうあしけ 
つあすそつてそみてかしへせとま, そちけえけせあしへせとま, せか たそにそきとま せあ おちとえけか ぬけうけしけくあ-
ぬけま».

* * *

】うあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
╈しといそさそ け けつさちかせせか たちけくせあてかしかせ ╇あす くあ ぬかせせふこ たそおあちそさ — ╇あのと 

たちかさちあつせそ けくおあせせとま おうとにてそすせとま すそせそえちあなけま «╅すかちけさあ: うねかちあ け つか-
えそおせみ». 『そつつけこつさあみ け くあちといかきせあみ せあとねせあみ そいはかつてうかせせそつてへ たそしとねけしあ 
おそたそしせけてかしへせとま うそくすそきせそつてへ そくせあさそすけてへつみ つ ╇あのかこ たそすそはへま つ そおせそこ 
けく うかおとはけに つてちあせ つそうちかすかせせそえそ すけちあ, かか ほさそせそすけさそこ, たそしけてけさそこ, つそぬけ-
そさとしへてとちせふすけ そつそいかせせそつてみすけ う けつてそちけねかつさそこ ちかてちそつたかさてけうか.

¨つさちかせせか ╇あの*.

* [けちあいあかう 〉.』. ╉かさあせ なあさとしへてかてあ えとすあせけてあちせふに け つそぬけあしへせふに せあとさ 『】╉〉. 28 そさてみいちみ 2005 // 
╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ.
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* * *

】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╊たけなあせそうあ!
』かちおかねせそ いしあえそおあちけす ╇あつ くあ うふつしあせせとま う あおちかつ ╆あさけせつさそえそ えそつと-

おあちつてうかせせそえそ とせけうかちつけてかてあ すそせそえちあなけま ╆あきあせそうあ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ 
«╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ» (う 2-に てそすあに).

ゅてけ させけえけ, いかくとつしそうせそ, くあけせてかちかつとまて たちそなかつつそちつさけこ け つてとおかせねか-
つさけこ つそつてあう なあさとしへてかてそう すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け すかきおとせあちそおせそえそ 
たちあうあ. 《せけ そくせあさそすみて ねけてあてかしみ つ つときおかせけみすけ あうてそちあ そ たそしけてけさか, ほさそせそ-
すけさか, せあとさか, さとしへてとちか, いふてか け おち. あつたかさてあに きけくせけ 』ぃ╅ たとてかす つちあうせかせけみ 
つ おちとえけすけ ぬけうけしけくあぬけみすけ け えそつとおあちつてうあすけ つそうちかすかせせそえそ すけちあ.

〈ふ せあおかかすつみ, ねてそ け う いとおとはかす ╇ふ せか くあいとおかてか せあつ, け すふ つすそきかす たそしと-
ねけてへ けくおあせけみ つたかぬけあしけつてそう ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ け いしあえそおあちみ 
ほてそすと たそたそしせけす せあの なそせお ぬかせせかこのけすけ させけえあすけ たそ すかきおとせあちそおせふす 
そてせそのかせけみす け すかきおとせあちそおせそすと たちあうと.

╊はか ちあく にそねと たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ そさあくあせせそか うせけすあせけか.
』 とうあきかせけかす*.

〉かそおせそくせあねせふこ そいちあく «つうかちにおかちきあうふ»**

〈そちあちと ╇.
》ちそなかつつそち, おそさてそち-にあいけしけてあて たそしけてけねかつさけに せあとさ

«╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ» — てあさ せあくふうあかてつみ させけえあ, さそてそちとま あうてそち — 
たちそなかつつそち ╊. ╆あきあせそう たそおあちけし すそしおあうつさけす つてとおかせてあす.

‒そせおふ をかせてちあしへせそこ せあとねせそこ いけいしけそてかさけ 〈そしおあうつさそえそ えそつとおあちつてうかせ-
せそえそ とせけうかちつけてかてあ たそたそしせけしけつへ せあ おせみに ぬかせせふす けくおあせけかす — うせとのけ-
てかしへせふす すそせそえちあなけねかつさけす けつつしかおそうあせけかす «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ». 
ゅてそ おあち すそしおあうつさけす つてとおかせてあす そて あうてそちあ — けくうかつてせそえそ とねかせそえそ け おけたしそ-
すあてあ, たちそちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, おけちかさてそちあ 
¨せつてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす ╊.》. ╆あきあせそうあ.

[せけえあ たちかおつてあうしみかて つそいそこ そちけえけせあしへせふこ あうてそちつさけこ うくえしみお せあ たとてへ, 
たちそこおかせせふこ あすかちけさあせつさけす そいはかつてうそす せあ たちそてみきかせけけ たそつしかおせけに つそちそさあ 
しかて. 『あいそてあ, たそ つとはかつてうと, とせけさあしへせあ — うたかちうふか う つてそしへ そちけえけせあしへせそこ 
け とうしかさあてかしへせそこ なそちすか そいそいはかせふ すあてかちけあしふ, ちあつさちふうあまはけか そつそいかせ-
せそつてけ ちあくうけてけみ あすかちけさあせつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ う たそつしかおせけか おかつみてけしかてけみ. 
[せけえあ すせそえそそにうあてせあ: たそきあしとこ, せかて せけ そおせそこ くせあねけてかしへせそこ つてそちそせふ 
あすかちけさあせつさそこ おかこつてうけてかしへせそつてけ, さそてそちあみ せか たそおうかちえしあつへ いふ うせけすあてかしへ-

* 〈あえかちちあすそう ╅.〈. 『かさてそち ╆あさけせつさそえそ えそつとおあちつてうかせせそえそ とせけうかちつけてかてあ. 25 みせうあちみ 2006 // ╆しあえそ-
おあちつてうかせせそか たけつへすそ.
** 〈そちあちと ╇. 〉かそおせそくせあねせふこ そいちあく つうかちにおかちきあうふ // 〉かくあうけつけすあみ 〈そしおそうあ. 2006. 28 なかうち. 』. 3.
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せそすと, うおとすねけうそすと あせあしけくと, せか たそつしときけしあ いふ たちかおすかてそす あうてそちつさけに ちあく-
すふのしかせけこ け えしといそさけに うふうそおそう.

》ちけ うつかこ すせそえそえちあせせそつてけ け すそくあけねせそつてけ すあてかちけあしあ, てちとお ╊.》. ╆あきあ-
せそうあ つさしあおふうあかてつみ う ぬかしそつてせそか たそうかつてうそうあせけか, つさちかたしかせせそか しけねせそつてへま 
あうてそちあ — うけおせそえそ おけたしそすあてあ け とねかせそえそ. をかせせそつてへ させけえけ くあさしまねあかてつみ 
けすかせせそ う あうてそちつさそす たそおにそおか さ そつすふつしかせけま せふせかのせかこ ╅すかちけさけ — 
つさうそくへ たちけくすと しけねせそえそ そたふてあ け つちあうせかせけみ 』ぃ╅ つ おちとえけすけ えそつとおあち-
つてうあすけ つそうちかすかせせそえそ すけちあ.

╉うとにてそすせけさ, つそつてそみはけこ けく 37 えしあう, たちかおつてあうしみかて つそいそこ とおあねせふこ 
つけすいけそく さあさ しけねせふに うたかねあてしかせけこ あうてそちあ, けくしそきかせせふに う きあせちか ほつつか, てあさ 
け すあてかちけあしそう せあとねせそ-けつつしかおそうあてかしへつさそえそ にあちあさてかちあ. 〉あ かえそ つてちあせけぬあに 
せあにそおみて つうそか たそしせそうかつせそか そてちあきかせけか たそしけてけさあ, ほさそせそすけさあ, せあとさあ, さとしへ-
てとちあ, いふて つそうちかすかせせそえそ あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ. ╆かく たちかとうかしけねかせけこ, 
すそきせそ つねけてあてへ させけえと «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ» あさてとあしへせそこ ほせぬけさしそ-
たかおけかこ あすかちけさあせつさそこ きけくせけ.

》ちかおつてあうしかせけか そ すせそえそえちあせせそつてけ させけえけ おあかて おあきか そおせそ しけのへ とたそすけ-
せあせけか くあてちそせとてふに うそたちそつそう. ゅてそ け せかそおせそくせあねせふこ そいちあく ╅すかちけさけ う うそつ-
たちけみてけけ ちそつつけみせ, さとしへてとちせそか け たそしけてけねかつさそか ちあくせそそいちあくけか つてちあせふ, 
うせかのせみみ たそしけてけさあ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう せあ うあきせかこのけに せあたちあうしか-
せけみに — そて [けてあみ おそ ╊うちそたふ, そつそいかせせそつてけ うせとてちかせせかえそ たそしけてけねかつさそえそ 
たちそぬかつつあ, さちけてけねかつさそか ちあつつすそてちかせけか つてちかすしかせけみ 』ぃ╅ とてうかちおけてへつみ 
う さあねかつてうか かおけせつてうかせせそこ せあ せふせかのせけこ すそすかせて «つうかちにおかちきあうふ», つさそ-
しそてけう たそお つうそけす せあねあしそす うつかすけちせとま けすたかちけま, ちあくしけねせふか あつたかさてふ 
ほさそせそすけねかつさそこ きけくせけ 』ぃ╅ — そて あせあしけくあ たちかおたそつふしそさ ほさそせそすけねかつさそえそ 
うくしかてあ おそ たそおちそいせそえそ ちあつつすそてちかせけみ うそかせせそ-たちそすふのしかせせそえそ さそすたしかさつあ, 
つかしへつさそえそ にそくみこつてうあ, なけせあせつそう, てちあせつたそちてあ, つなかちふ そいつしときけうあせけみ, うそたちそ-
つそう てちとおそうそこ ほてけさけ.

〉あ さそせさちかてせふに たちけすかちあに あうてそち たそさあくふうあかて, さあさ なとせさぬけそせけちとかて 
えちあきおあせつさそか そいはかつてうそ う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに, さあさ ちかあえけちとまて けくいけちあ-
てかしけ せあ たちかおうふいそちせふか しそくとせえけ たそしけてけねかつさけに しけおかちそう, さあさそうあ つたかぬけ-
なけさあ あすかちけさあせつさそこ さとしへてとちふ, ねてそ たちかおつてあうしみかて つそいそこ たそうつかおせかうせあみ 
きけくせへ そいけてあてかしかこ いそえあてふに さうあちてあしそう け «そおせそほてあきせそこ ╅すかちけさけ», け すせそ-
えそか おちとえそか. ╇つか ほてけ うそたちそつふ たそおうかちえあまてつみ うせけすあてかしへせそすと さそすすかせてけちそ-
うあせけま.

╇くうかのかせせそつてへ そぬかせそさ そたちかおかしみかてつみ きけくせかせせふす そたふてそす あうてそちあ, かえそ 
たしそおそてうそちせそこ おけたしそすあてけねかつさそこ け せあとねせそこ おかみてかしへせそつてへま (たちそなかつつそち 
╊.》. ╆あきあせそう — あうてそち 25 すそせそえちあなけこ け そさそしそ てふつみねけ つてあてかこ, かえそ てちとおふ 
そたといしけさそうあせふ う 22 つてちあせあに すけちあ).

をかせせそつてへ け たそしへくあ くせあさそすつてうあ のけちそさそこ そいはかつてうかせせそつてけ (せか てそしへさそ 
つてとおかせてそう, あ け とねかせふに, たそしけてけさそう, きとちせあしけつてそう) つ せそうふす てちとおそす けつつしか-
おそうあてかしみ — そねかうけおせふ.
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* * *

】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╊たけなあせそうあ! ([ つそきあしかせけま, せか くせあま ╇あのかえそ 
けすかせけ け そてねかつてうあ).

》ちそのと ╇あつ たかちかおあてへ すそま けつさちかせせまま いしあえそおあちせそつてへ ╊うえかせけま 》かてちそ-
うけねと ╆あきあせそうと くあ たちけつしあせせふこ すせか おうとにてそすせけさ — «╅すかちけさあ: うねかちあ 
け つかえそおせみ»!

『あいそてあ さあたけてあしへせあみ, み たちかおうさとのあま うちかすみ, さそえおあ つすそえと つかつてへ け つたそ-
さそこせそ たちそねけてあてへ かか!* 

′あすかてさけ せあ たそしみに させけえけ**

》そたそう 〉.》.
╇かおとはけこ ほさつたかちて ゅさそせそすけねかつさそこ ちあいそねかこ えちとたたふ

たちけ ╅おすけせけつてちあぬけけ 》ちかくけおかせてあ 『‒,
おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち

》けつあてへ そ させけえか ╊.》. ╆あきあせそうあ うかつへすあ つしそきせそ, たそつさそしへさと う おうとに そいのけちせふに 
てそすあに なあさてけねかつさけ けくしあえあかてつみ けつてそちけみ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ おうあお-
ぬあてそえそ うかさあ, け, う ねあつてせそつてけ, けつてそちけみ つそうかてつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ. 
〉か すかせかか つしそきせそ あせあしけくけちそうあてへ えしあうふ, そたけつふうあまはけか せかたそつちかおつてうかせせそ 
』そかおけせかせせふか ぃてあてふ: あうてそち そにうあてふうあかて きけくせへ ╅すかちけさけ つ うふつあおさけ たかち-
うふに さそしそせけつてそう け おそ せあのけに おせかこ, そて たそしけてけねかつさけに けせてちけえ うせとてちけ おうとに 
たあちてけこ おそ さそういそかう, つたそちてあ, ちあくうしかねかせけこ. 』さそしへさそ-せけいとおへ おかてあしへせふこ 
あせあしけく 37 えしあう おうとに てそすそう させけえけ くあせみし いふ たそ そいひかすと せか すかせへのか そおせそこ 
けく ほてけに えしあう.

╇ てそ きか うちかすみ させけえあ — けせてかちかつせかこのかか ねてかせけか, いそしかか てそえそ, そて せかか 
てちとおせそ そてそちうあてへつみ. ¨ おかしそ せか てそしへさそ う てそす, ねてそ あうてそち さあさ けつてそちけさ 
け おけたしそすあて とすかしそ たそおいけちあかて け あせあしけくけちとかて なあさてふ おちかうせそつてけ け つそうちか-
すかせせそつてけ, たそさあくふうあまはけか つしそきせふか たとてけ そてせそのかせけこ さとしへてとち け ぬけうけしけ-
くあぬけこ, たちそてけうそちかねけこ あすかちけさあせつさそこ きけくせけ; そせ ちあつつさあくふうあかて そ すせそえそす 
さあさ そねかうけおかぬ け とねあつてせけさ つそいふてけこ, そつそいかせせそ おちあすあてけねかつさけに たかちけそおそう 
そてせそのかせけこ 『そつつけけ け ╅すかちけさけ. ′せあせけか 』ぃ╅ «けく たかちうふに ちとさ» きけくせけ 
う ほてそこ つてちあせか う てかねかせけか のかつてけ しかて たそくうそしみかて かすと せか てそしへさそ おそつてそうかちせそ 
そたけつふうあてへ つかすけおかつみてふか えそおふ, いそしへのとま ねあつてへ けく さそてそちふに そせ たちそうかし 
う ╅すかちけさか, せそ け おあかて うそくすそきせそつてへ といかおけてかしへせそ あせあしけくけちそうあてへ け おちと-
えけか たかちけそおふ う きけくせけ つてちあせふ, いかつねけつしかせせふか つそいふてけみ かか おちあすあてけね-
せそこ けつてそちけけ. ¨ おかしそ せか てそしへさそ う おしけてかしへせそつてけ ちあいそてふ う 』ぃ╅, あうてそち 

* 》そくせかち ╇.╇. 《いはかつてうかせせそか 『そつつけこつさそか 【かしかうけおかせけか. 》ちそえちあすすあ «╇ちかすかせあ». 18 そさてみいちみ 2005 // 
╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ.
** 》そたそう 〉.》. ′あすかてさけ せあ たそしみに させけえけ // ╇かちてけさあしへ うしあつてけ. 2006. 〈あちて. 』. 37—44.
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たそ-せあつてそみはかすと «くあいそしかし» «つてちあせそこ たちかいふうあせけみ», かか せあちそおそす, いかく ねかえそ 
せかうそくすそきかせ せあつてそみはけこ おけたしそすあて け けつてそちけさ. ぁてそ せか すかのあかて あうてそちと, 
せあつさそしへさそ ほてそ うそそいはか うそくすそきせそ, そいひかさてけうせそ たそおにそおけてへ さ そたけつあせけま あすか-
ちけさあせつさそこ おかこつてうけてかしへせそつてけ け うくあけすそそてせそのかせけま せあのけに つてちあせ.

«╆《]ゃぃ《‶ 【『╊】╈《]ゃ〉¨[» 』¨]
｠そてみ させけえあ せあくふうあかてつみ «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», くせあねけてかしへせあみ 

かか ねあつてへ たそつうみはかせあ すけちそうそこ けつてそちけけ たそつしかおせけに てちかに うかさそう け ちそしけ 
う せかこ 』ぃ╅. ¨ ほてそ せかけくいかきせそ. ╇そ-たかちうふに, ╅すかちけさあ — ほすけえちあせてつさあみ 
つてちあせあ, け けつてそちけみ かか くあつかしかせけみ, そつうそかせけみ, たちそぬうかてあせけみ — うあきせあみ ねあつてへ 
すけちそうそこ けつてそちけけ. ╇そ-うてそちふに, 』ぃ╅ けえちあしけ うつか いそしへのとま ちそしへ う すけちそ-
うふに つそいふてけみに, う てそす ねけつしか ちそつつけこつさけに, け つ つかちかおけせふ 20-えそ うかさあ いそしへ-
のけせつてうそ すけちそうふに たちそいしかす, てあさ けしけ けせあねか, ちあつつすあてちけうあしけつへ う さしまねか 
つそうかてつさそ-あすかちけさあせつさそえそ つそたかちせけねかつてうあ. 〉あさそせかぬ, つかえそおせみ, さそえおあ 』ぃ╅ 
そつてあしけつへ かおけせつてうかせせそこ つうかちにおかちきあうそこ, すせそえけか う すけちか つ そいかつたそさそかせせそ-
つてへま くあえそうそちけしけ そ いかくそつてあせそうそねせそす おうけきかせけけ ほてそこ つてちあせふ さ すけちそうそこ 
えかえかすそせけけ.

╇ ほてそす たしあせか そつそいかせせそ けせてかちかつせふ ちあつつときおかせけみ あうてそちあ — せか てそしへさそ 
あすかちけさあせけつてあ, せそ け さけてあけつてあ — たそ たそうそおと ちあくうけてけみ そてせそのかせけこ う たちそ-
のかおのかす うかさか け つかえそおせみ う «いそしへのそす てちかとえそしへせけさか» つけし: 』ぃ╅ — [けてあこ — 
『そつつけみ (つかこねあつ ほてそ つさそちかか ねかてふちかにとえそしへせけさ つ そいひかおけせかせせそこ ╊うちそたそこ 
さあさ そおせそえそ けく すそはせふに とくしそう さそせつてちとさぬけけ; にそてかしそつへ いふ せあおかみてへつみ, ねてそ 
『そつつけみ そつてあせかてつみ う ほてそす さしといか ねかちかく おうあおぬあてへ しかて, あ せか たかちかこおかて う ちあくちみお 
«ちあくうけうあまはけにつみ» つてちあせ けく-くあ うふすけちあせけみ せあつかしかせけみ). ╅うてそち たそつうみはあかて 
ほてけす たちそいしかすあす おうか えしあうふ: ╈しあうと 6. 〈せそえそたそしまつせふこ すけち け ╈しあうと 7. 
¨ししまくけみ «Pax Americana».

[あさ ちかくそせせそ そてすかねあかて あうてそち, つそうかてつさそ-あすかちけさあせつさあみ «ちあくちみおさあ» けしけ 
«detente» せあねあしあ 70-に えそおそう う くせあねけてかしへせそこ つてかたかせけ そいみくあせあ つうそけす うそく-
せけさせそうかせけかす とにとおのかせけま つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ. [あさ そてすかねあかて 
╊.》. ╆あきあせそう, «うかつせそこ 1969 えそおあ せあ たそえちあせけねせふに そつてちそうあに たちそけくそのしけ 
さちそうあうふか つてふねさけ すかきおと つそうかてつさけすけ け さけてあこつさけすけ うそこつさあすけ, う うそく-
おとにか くあたあにしそ さちとたせふす さそせなしけさてそす. 〈あそ をくほおとせ ちかのけし つおかしあてへ ちかくさけこ 
すあせかうち け たかちかこてけ そて あちにけちかうそしまぬけそせせそつてけ さ たあちてせかちつてうと つ 』ぃ╅, 
ねてそいふ とつたかのせかか つおかちきけうあてへ «『とつつさそえそ いかしそえそ すかおうかおみ». ゅてけす, ちかくそせせそ, 
ちかのけし うそつたそしへくそうあてへつみ 〉けさつそせ. ╅うてそち たちけうそおけて う ほてそこ つうみくけ といかおけてかしへ-
せとま ぬけてあてと けく 〉けさつそせあ: «っ つねけてあま, ねてそ つてちあに, さそてそちふこ 』そうかてつさけこ 』そまく 
けつたふてふうあかて さ さそすすとせけつてけねかつさそすと [けてあま, すそきかて くあつてあうけてへ かえそ たそこてけ せあ 
さそあしけぬけま つ ′あたあおそす, せあ うふせときおかせせふこ いちあさ つ ′あたあおそす».

【あさ け たちそけくそのしそ. 〉あねあしつみ «detente» 1972 えそおあ, ちあくうけうのけこつみ う ぬかしとま 
つけつてかすと たちけせぬけたけあしへせそ せそうふに そてせそのかせけこ すかきおと えしあうせふすけ すけちそうふすけ 
つそたかちせけさあすけ てそえそ うちかすかせけ け なあさてけねかつさけ くあしそきけうのけこ そつせそうと おしみ つかえそお-
せみのせけに そてせそのかせけこ せそうそえそ たあちてせかちつてうあ すかきおと おうとすみ つてちあせあすけ. 》そお-
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うそおみ ほてけ ちあつつときおかせけみ そい そてせそのかせけみに う «てちかとえそしへせけさか» おそ せあのけに おせかこ, 
あうてそち おかしあかて おあしかさそ けおとはけこ そたてけすけつてけねかつさけこ うふうそお: «...たちあうふ そさあくあ-
しけつへ てか とねかせふか, さそてそちふか たちけくふうあしけ せか おかしあてへ つてあうさと せあ たかちすあせかせてせふか 
えかそたそしけてけねかつさけか たちそてけうそちかねけみ すかきおと 〈そつさうそこ け 》かさけせそす. 』かこねあつ, 
う せあねあしか XXI つてそしかてけみ, たそつてさそすすとせけつてけねかつさあみ 『そつつけみ け ちかなそちすけちとま-
はけこつみ さそすすとせけつてけねかつさけこ [けてあこ たちかうちあてけしけつへ う つてちあてかえけねかつさけに たあち-
てせかちそう け とつたかのせそ つそてちとおせけねあまて おちとえ つ おちとえそす さあさ う おうとにつてそちそせせけに 
そいしあつてみに, てあさ け せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか. ╇あきせあみ つなかちあ つそうたあおあまはけに 
けせてかちかつそう — たちそてけうそおかこつてうけか あすかちけさあせつさそすと えかえかすそせけくすと, たそたふてさあす 
╇あのけせえてそせあ たちかうちあてけてへ うかつへ すけち う つうそま うそてねけせと».

『╅′『っ╉[╅ ¨]¨ «DETENTE»
【かすか うくあけすそそてせそのかせけこ せあのけに おうとに つてちあせ たそつうみはかせそ すせそえそ つてちあ-

せけぬ させけえけ. 》そおちそいせそ け といかおけてかしへせそ ちあつつさあくふうあかてつみ そい けつてそちけけ せあねあしあ 
«にそしそおせそこ うそこせふ», そ てそす, さあさ たそつしか たそいかおふ うそ ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせか 
えしあうせふか つそまくせけさけ うふみつせけしけ, ねてそ と せけに つにそおせふか, せそ たちそてけうそたそしそきせふか 
ぬかしけ: いそちへいあ くあ えかえかすそせけま う すけちか. 》ちけ てそす, ねてそ 』ぃ╅ うふのしけ けく うそこせふ 
つあすそこ すそはせそこ おかちきあうそこ すけちあ, け と せけに ときか いふしあ あてそすせあみ いそすいあ, あ 』』』『 
いふし ちあくちとのかせ け そいかつさちそうしかせ, あ う みおかちせとま えそせさと うつてとたけし つ そたそくおあせけかす 
う ねかてふちか えそおあ. 【かす せか すかせかか えそせさあ うそそちときかせけこ, ぬかせそこ せかうかちそみてせふに 
しけのかせけこ せあちそおあ, たちけせかつしあ つうそけ たしそおふ — さ せあねあしと さそちかこつさそこ うそこせふ 
と 』そうかてつさそえそ 』そまくあ ときか いふしそ みおかちせそか そちときけか. ╅うてそち たちけうそおけて たそさあくあ-
てかしへせそか うふつさあくふうあせけか 』てあしけせあ てそえそ うちかすかせけ: «...╇そこせあ う [そちかか たそちてけて 
さちそうへ あすかちけさあせぬあす... 《せあ たそさあくあしあ けに つしあいそつてへ... ╈しあうせそか そちときけか あすか-
ちけさあせぬかう — ほてそ ねとしさけ, つけえあちかてふ け たちそねけか てそうあちふ おしみ たちそおあきけ. 《せけ 
にそてみて たそさそちけてへ うかつへ すけち, あ せか すそえとて つたちあうけてへつみ つ すあしかせへさそこ [そちかかこ. 
〉かて, あすかちけさあせぬふ せか とすかまて うそかうあてへ. 《つそいかせせそ たそつしか [そちかこつさそこ うそこせふ 
たそてかちみしけ つたそつそいせそつてへ うかつてけ いそしへのとま うそこせと. 《せけ せあおかまてつみ せあ あてそすせとま 
いそすいと, あうけあぬけそせせふか せあしかてふ. 〉そ ほてけす うそこせと せか うふけえちあてへ. 〉ときせあ たかにそてあ, 
せそ たかにそてふ と せけに すあしそ け そせあ つしあいあ. 』 すあしかせへさそこ [そちかかこ うそままて, あ う 』ぃ╅ 
ときか たしあねとて. ぁてそ きか いとおかて, かつしけ そせけ せあねせとて いそしへのとま うそこせと? 【そえおあ, たそきあ-
しとこ, うつか いとおとて たしあさあてへ».

』しそうあ うかしけさそえそ おけさてあてそちあ なそちすけちそうあしけ せあのか うそかせせそか け うせかのせかたそ-
しけてけねかつさそか すふのしかせけか せあ えそおふ うたかちかお. ぁてそ せあす けに «おちそたのそて» け つそてせけ 
みおかちせふに いそすい, そせけ けに せか たちけすかせみて — くあいそみてつみ そてうかてせそえそ とおあちあ. ╅ と せあつ 
すけししけそせふ つそしおあて, てふつみねけ てあせさそう, おあ け みおかちせふに ちあさかて つさそちそ いとおかて 
つてそしへさそ きか. ╈そせさあ うそそちときかせけこ のしあ おそ せあねあしあ 70-に, さそえおあ ちあさかてせそ-みおかち-
せふこ たあちけてかて たちけうかし そいか つてそちそせふ さ そつそくせあせけま てとたけさあ ほてそこ たそしけてけさけ, 
さ せかそいにそおけすそつてけ つせけきかせけみ えそせさけ うそそちときかせけこ, ちあくちみおさけ せあたちみきかせ-
せそつてけ け うふちあいそてさけ そいはけに たちあうけし たそうかおかせけみ う とつしそうけみに そたあつせそつてけ 
うつかそいはかえそ とせけねてそきかせけみ. ╅うてそち てあさ そたけつふうあかて しそえけさと おうとに つてそちそせ, たちけ-
うかおのとま けに さ «おかてあせてと»:
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

«》そすけすそ さけてあこつさそえそ なあさてそちあ, 〈そつさうそこ おうけえあしけ つてちかすしかせけか そいしかえ-
ねけてへ いちかすみ えそせさけ うそそちときかせけこ け とすかせへのけてへ そたあつせそつてへ てかちすそみおかちせそえそ 
さそせなしけさてあ, ほさそせそすけねかつさけか けせてかちかつふ, たかちかえちときかせせそつてへ たちそいしかすあすけ 
う つそぬけあしけつてけねかつさそす つそおちときかつてうか». «╇あのけせえてそせ きか, ねかちかく ╇へかてせあす け おちと-
えけか うせかのせけか け うせとてちかせせけか さあてあさしけくすふ, たちけのかし さ そつそくせあせけま てそえそ, ねてそ 
すけち けくすかせけしつみ, つけしそこ うつかえそ せか おそいへかのへつみ, てかす いそしかか, ねてそ う うそかせせそこ そいしあ-
つてけ すかきおと つうかちにおかちきあうあすけ ときか なあさてけねかつさけ つしそきけしつみ たあちけてかて».

╇ させけえか たそおちそいせそ そたけつふうあまてつみ おあしへせかこのけか うくしかてふ け たあおかせけみ たそ たとてけ 
ちあくちみおさけ, «detente», さあさ せあ なちあせぬとくつさけこ しあお ほてと たそしけてけさと け たかちけそお けすか-
せそうあしけ う 』ぃ╅. ぁかちかく そたけつあせけみ あすかちけさあせつさけに け つそうかてつさけに しけおかちそう てそえそ 
うちかすかせけ, けつたそうかおそうあうのけに ちあくせふか けおかそしそえけけ, けすかうのけに ちあくせふか しけねせふか 
けせてかちかつふ け あすいけぬけけ, あうてそち たそさあくふうあかて, ねてそ ほてあ しそえけさあ け たそしけてけさあ うつか きか 
とぬかしかしあ, せかつすそてちみ せあ たかちけそおけねかつさけか たあちあさつけくすふ さそせなちそせてあぬけけ. 〉かすあしそ 
つてちあせけぬ たそつうみはあかて あうてそち てそすと, さあさ ちかあしへせそ そつとはかつてうしみしけつへ つそうかてつさそ-あすか-
ちけさあせつさけか そてせそのかせけみ, う てそす ねけつしか せあ たちけすかちか ちあいそてふ せあのかえそ さそせつとしへ-
つてうあ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. ぁかえそ つてそみて, せあたちけすかち, そたけつあせけみ うけくけてそう せあのけに 
たあちてけこせふに いそせく う [あしけなそちせけま, さそえおあ うふつそさけか せあねあしへせけさけ つてちかすけしけつへ 
とちうあてへ そて あさとし さあたけてあしけくすあ たそおあちそさ たそおそちそきか, うさしまねあみ つてそしへ しまいけすふか 
せあのけすけ そにそてせけさあすけ とせけさあしへせふか ちときへみ, せか えそうそちみ そ おちとえそこ すかしそねかうさか.

『《』』¨っ〉╊ 《 』ぃ╅: ╇《』｠¨ぅ╊〉¨╊ ¨ 〉╊╉《╇╊『¨╊
〉か すかせかか けせてかちかつせふ け うあきせふ おしみ つかえそおせみのせけに そてせそのかせけこ すかきおと 

おうとすみ つてちあせあすけ せあいしまおかせけみ あうてそちあ たそ たそうそおと そてせそのかせけみ せあのけに つそ-
えちあきおあせ さ 』ぃ╅. 》そおさちかたしみみ つうそこ あせあしけく すせそえそねけつしかせせふすけ たちけすかちあ-
すけ, う てそす ねけつしか け しけねせふすけ うそつたそすけせあせけみすけ, あうてそち たけのかて: «《てせそのかせけか 
ちそつつけみせ さ ╅すかちけさか け あすかちけさあせぬあす — そねかせへ つしそきせそか け たちそてけうそちかねけうそか, 
うたけてあうのかか う つかいみ せあのけ さそすたしかさつふ け そいけおふ, せかうかきかつてうそ け ぬけうけしけくあぬけそせ-
せふか たちかおちあつつとおさけ.

』 そおせそこ つてそちそせふ, ちそつつけみせか たちそつてそ たそすかのあせふ せあ ╅すかちけさか. 』そてせけ 
てふつみね せあのけに えちあきおあせ, うそつてちかいそうあせせふに くあそさかあせつさそこ おかちきあうそこ, たかちかつかしけ-
しけつへ てとおあ. 』ちかおけ けすすけえちあせてそう なけえとちけちとまて くうかくおふ にそささかみ け うふつそさそさうあ-
しけなけぬけちそうあせせふか さそすたへまてかちはけさけ, さそすたそくけてそちふ け いけくせかつすかせふ, たかうぬふ 
け うちあねけ, まちけつてふ け たそうあちあ, たそしけてそしそえけ け きとちせあしけつてふ. 】かくきあまて いふうのけか 
おけたしそすあてふ, たちかたそおあうあてかしけ けつてそちけけ [》』』, ちあくうかおねけさけ, つかさちかてあちけ ちあこ-
さそすそう ╇][』〈... 』かうかちそあすかちけさあせつさけこ すあてかちけさ すあせけて つそそてかねかつてうかせせけさそう 
せか てそしへさそ いそしへのけすけ えそせそちあちあすけ け くあちたしあてあすけ, せそ け おそつてけきかせけみすけ 
せあとさけ け さとしへてとちふ, そてしけねせふす すかおけぬけせつさけす そいつしときけうあせけかす, たちそおうけせと-
てそこ つけつてかすそこ そいちあくそうあせけみ, とつてちそかせせふす いふてそす, そいちあくぬそうふす つかちうけつそす, 
けくそはちかせせそこ けせおとつてちけかこ ちあくうしかねかせけこ, とにそきかせせそこ たちけちそおそこ».

«〉そ けせてかちかつ, たちけうみくあせせそつてへ, しまいそうへ さ ╅すかちけさか つあすふす たちけねとおしけうふす 
そいちあくそす たかちかたしかてかせふ う つそくせあせけけ ちそつつけみせ つ せかおそうかちけかす, ちあくおちあきかせけかす, 
せかおそうそしへつてうそす, うそくすとはかせけかす, えせかうそす う あおちかつ くあそさかあせつさそこ おかちきあうふ け かか 



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ
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えちあきおあせ. ╅すかちけさと そいうけせみまて う てそす, ねてそ そせあ おかせせそ け せそはせそ つてちかすけてつみ 
そねかちせけてへ, とせけくけてへ, そつしあいけてへ け, せあさそせかぬ, ちあつさちそすつあてへ 『そつつけま せあ いかつたそ-
すそはせふか さとつさけ, ねてそ 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ たしかてとて けせてちけえけ たちそてけう せあのけに 
おちとくかこ, たふてあまてつみ そてそちうあてへ けに そて 『そつつけけ, いかつぬかちかすそせせそ さそすあせおとまて おちと-
えけすけ つてちあせあすけ け せあちそおあすけ, うすかのけうあまてつみ う ねときけか おかしあ, つかまて たそうつまおと 
せあつけしけか け つすかちてへ».

ゅてけ たちそてけうそちかねけうふか そぬかせさけ くあそさかあせつさそこ つとたかちおかちきあうふ, たそ すせか-
せけま あうてそちあ, せか たちけうかしけ さ たちかそいしあおあせけま さそせなちそせてあぬけそせせそこ しそえけさけ 
う せふせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ う そてせそのかせけけ さ 』ぃ╅. «『そつつけみ せか つさあ-
てけしあつへ, そおせあさそ, せあ たそくけぬけけ うちあきおかいせそつてけ さ 』ぃ╅ け ′あたあおと う ぬかしそす. 
》ちそけくそのしあ さそちちかさてけちそうさあ うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ さとちつあ, せそ つうかしあつへ 
そせあ さ てそすと, ねてそ 〈そつさうあ そて いかくそえそうそちそねせそ たちそくあたあおせそこ たそしけてけさけ たかちか-
のしあ さ すせそえそうかさてそちせそこ, ついあしあせつけちそうあせせそこ つてちあてかえけけ. 『そつつけみ つてちか-
すけてつみ けすかてへ たあちてせかちつさけか そてせそのかせけみ そおせそうちかすかせせそ つ ′あたあおそす け ╇そつ-
てそさそす, 』かうかちそす け ょえそす. ゅしかすかせてふ つそてちとおせけねかつてうあ せあ さあきおそす けく ほてけに 
せあたちあうしかせけこ つそねかてあまてつみ つ さそせさとちかせぬけかこ け たそちそこ つそたかちせけねかつてうそす». 
ゅてそ くあさしまねかせけか つしかおとかて, そおせあさそ, そてせかつてけ, つさそちかか, さ たそきかしあせけみす あうてそちあ, 
せかきかしけ さ うかさてそちと ちそつつけこつさけに うせかのせかたそしけてけねかつさけに そちけかせてあぬけこ たそしけ-
てけねかつさそこ ほしけてふ, さそてそちそこ かはか たちかおつてそけて そたちかおかしけてへつみ, ねかえそ そせあ にそねかて 
け ねかえそ にそねかて せあちそお.

》』¨｠《]《╈¨っ «╉¨[《╈《 ′╅》╅╉╅»
》ちけ うつかこ うあきせそつてけ そぬかせそさ あうてそちあ せふせかのせけに すかきおとせあちそおせふに そてせそ-

のかせけこ, けに たかちつたかさてけう け ちそしけ う せけに 』ぃ╅, 『そつつけけ け [けてあみ, いそしへのあみ ねあつてへ 
させけえけ たそつうみはかせあ うつか きか そたけつあせけま ╅すかちけさけ. ̈  くおかつへ あうてそち たちそみうしみかて さあさ 
せかおまきけせせとま ほちとおけぬけま け なとせおあすかせてあしへせそつてへ けつてそちけさあ け たそしけてそしそえあ, 
てあさ け ねとてへか あすかちけさあせけつてあ つ てちけおぬあてけしかてせけす そたふてそす, け おあち たといしけぬけつてあ. 
〉かしへくみ たけつあてへ つさとねせそ たちそ 『そつつけま けしけ ╅すかちけさと. ╅うてそち たそえちときあかて せあつ う 
あすかちけさあせつさとま きけくせへ, う けつてそちけま つてちあせふ, にそてへ け せかおそしえとま, たそ すけちそうふす 
すあつのてあいあす, せそ さけせかすあてそえちあなけねかつさけ くあにうあてふうあまはとま.

╅うてそち そにうあてふうあかて う つうそかす そたけつあせけけ たちあさてけねかつさけ うつか うあきせふか たかちけそおふ 
う けつてそちけけ つそくおあせけみ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう, せあねけせあみ, かつてかつてうかせせそ, つ ほたそにけ 
さそしそせけくあぬけけ け そつうそかせけみ ′あたあおあ. ╇ ╅すかちけさか ほてそすと たかちけそおと けつてそちけけ 
たそつうみはかせふ つそてせけ けつてそちけねかつさけに けつつしかおそうあせけこ, たそうかつてかこ け さけせそなけしへ-
すそう. ╅うてそち, にそてへ け うさちあてぬか, せそ といかおけてかしへせそ ちけつとかて ほてそ うかしけさそか たかちか-
つかしかせけか くあ ╅ししかえあせつさけか えそちふ, ねかちかく ╇かしけさけか ちあうせけせふ け おあしへのか, ねかちかく 
』さあしけつてふか えそちふ. [あさ けくうかつてせそ, ほてそ たかちかつかしかせけか つてけすとしけちそうあし «╈そすつてかお 
╅さて», おあうあうのけこ うそくすそきせそつてへ たそねてけ いかつたしあてせそ たそしとねけてへ とねあつてそさ くかすしけ 
せあ ′あたあおか つてちあせふ. «ぁてそいふ うふきけてへ, たかちかつかしかせぬふ くあにうあてふうあしけ つ つそいそこ 
ぬかしそか にそくみこつてうそ. ╉しみ てちあせつたそちてけちそうさけ つさあちいあ けつたそしへくそうあしけつへ たそうそくさけ, 
さそてそちふか せあくふうあしけつへ さそせかつてそえあすけ (たそ けすかせけ ちあうせけせふ う 》かせつけしへうあせけけ, 
えおか せかすぬふ-ほすけえちあせてふ せあねあしけ けくえそてあうしけうあてへ ほてそて うけお てちあせつたそちてあ).
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

【そうあちふ うかくしけ せあ さちとたせそえあいあちけてせふに さそせかつてそえあに, つかすへけ たかちかおうけえあ-
しけつへ せあ いそしかか すけせけあてまちせふに け しかえさけに. ¨に そさちかつてけしけ “のにとせあすけ たちかちけこ” 
け “さそちあいしみすけ ちあうせけせ”. «ぃにとせふ» けすかしけ いちかくかせてそうそか たそさちふてけか そて おそきおみ 
け えちあおあ, けに たしそはあおけ にうあてあしそ おしみ ちあくすかはかせけみ すあてちあぬあ, せかたちけにそてしけうそこ 
すかいかしけ. 》そ いそさあす たそうそくさけ たそおうかのけうあしけつへ せかそいにそおけすふか う いふてと うかはけ: 
けせつてちとすかせてふ, うかおちあ, えそちのさけ. 【あはけしけ “のにとせと” いふさけ けしけ すとしふ, しそのあおけ 
せか うふおかちきけうあしけ とつしそうけこ たちかちけこ».

》ちかちけけ ╇かしけさけに ちあうせけせ そつうあけうあしけ なかちすかちふ け つさそてそうそおふ, そつせそう-
せふすけ たかちつそせあきあすけ さそてそちふに いふしけ さそういそけ, たかちかえそせみうのけか つてあおあ せあ つかうかち, 
さ つさそてそいそこせみす. 《たけつあせけま けに いふてあ, たちけさしまねかせけこ け そてそいちあきかせけま う あすか-
ちけさあせつさそこ すけなそしそえけけ け てちあおけぬけみに, う てそす ねけつしか け う うかつてかちせあに, あうてそち 
たそつうみてけし せかつさそしへさそ きけうそたけつせふに つてちあせけぬ. ′あ たかちかつかしかせぬあすけ う たそうそく-
さあに たそつしかおそうあしけ つてちそけてかしけ きかしかくせふに おそちそえ, さそてそちふか くあすさせとしけ たかちうとま 
しけせけま う 1869 えそおと う のてあてか ょてあ — たそつちかおけせか たとてけ さ 【けにそすと そさかあせと. 〉そ 
かはか ちあせへのか おそたそしせけてかしへせふこ てそしねそさ すあつつそうそすと ちふうさと せあ ′あたあお つおかしあしそ 
そてさちふてけか くそしそてあ う [あしけなそちせけけ せあ ╅すかちけさあせつさそこ ちかさか, せかおあしかさそ そて 
』あさちあすかせてそ. 》そつしかおそうあうのとま くあ ほてけす «くそしそてとま しけにそちあおさと» け かか くあさあて 
あうてそち たそおちそいせそ そたけつふうあかて せあ つてちあせけぬあに させけえけ.

ゅてそこ «おちかうせかこ» けつてそちけけ う させけえか おそつてあてそねせそ すかつてあ, たそつさそしへさと そつうそか-
せけか ′あたあおあ, くあつかしかせけか そえちそすせふに てかちちけてそちけこ くあ ╅たたあしあねつさけすけ えそちあすけ, 
てあさきか さあさ け けつてそちけみ さそういそかう つてあしけ せかそてひかすしかすそこ ねあつてへま あすかちけさあせつさそこ 
さとしへてとちふ, つてそしへ たそうしけみうのかこ せあ そいちあく 』ぃ╅ う すけちか け ちあつたちそつてちあせかせけか 
あすかちけさあせつさけに せそちす け そいふねあかう.

╇そ すせそえけに すかつてあに あうてそち たちそつしかきけうあかて, さあさ なけしそつそなけみ け たつけにそしそえけみ 
うそしへせけぬふ あすかちけさあせつさそえそ ′あたあおあ なそちすけちそうあしあ せそちすふ たそうかおかせけみ け そいふ-
ねあけ うつかこ つてちあせふ, う てそす ねけつしか け くあちそきおあうのかえそつみ あすかちけさあせつさそえそ いけくせかつあ. 
《おせそこ つそつてあうしみまはかこ ほてそこ なけしそつそなけけ いふしあ «たちそてかつてあせてつさあみ ほてけさあ», 
きけくせかせせふか たちけせぬけたふ たとちけてあせ, たちけせかつかせせふか けく ╅せえしけけ. «》とちけてあせつさあみ 
ほてけさあ たちそたそうかおそうあしあ たちあさてけねせそつてへ, てちとおそしまいけか け うかちと う ╆そきへま つけしと. 
【そしへさそ おそいけうのけつへ ねかえそ-てそ せあ くかすしか, たとちけてあせけせ そいちかてあし とうかちかせせそつてへ 
う てそす, ねてそ ╆そえ くあえそてそうけし かすと すかつてそ う ちあま. 『かしけえけみ てかちみしあ つうそこ つまちちかあしけ-
つてけねかつさけこ にあちあさてかち. 《せあ せか おかしあしあ あさぬかせて せあ たちそぬうかてあせけか う くあえちそいせそす 
すけちか, あ たちけくふうあしあ さ そいそえあはかせけま け たちけくせあせけま う くかすせそこ きけくせけ. ╆そえあて-
つてうそ せか てそしへさそ つてあしそ おそさあくあてかしへつてうそす おそいちそおかてかしけ, そせそ たちかうちあてけしそつへ 
う つあすと おそいちそおかてかしへ. ╉そつてけきかせけみ, すあてかちけあしへせふか け けせふか, う ほてそす すけちか 
け せあくふうあしけつへ ぬあちつてうそす ╆そきへけす. ╅ てそて, さてそ せか おそいけうあしつみ とつたかにあ, たちかお-
つてあうしみしつみ そさちときあまはけす さあさ しけのかせせふこ おそいちそおかてかしかこ».

╇ てそ きか うちかすみ ほてあ «たとちけてあせつさあみ ほてけさあ» しけねせそえそ とつたかにあ せあ くかすしか おあうあしあ 
せかさそてそちふか そたちあうおあせけみ おそつてけきかせけみ ほてそえそ とつたかにあ しまいふすけ つちかおつてうあすけ, 
う てそす ねけつしか け うあちうあちつさけすけ. [あさ そてすかねあかて あうてそち, «... う ╅すかちけさか たそすせみて, 
ねてそ “つてそしたふ” (あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ. — 〉.》.) いふしけ いかつたちけせぬけたせふすけ 
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け いかつたそはあおせふすけ しまおへすけ, せあぬかしかせせふすけ せあ すあさつけすあしへせとま たちけいふしへ, いかく-
えちあせけねせとま うしあつてへ せあお たちそけくうそおけてかしへせふすけ つけしあすけ け えそてそうふすけ ちあおけ ほてそえそ 
せあ ちあくそちかせけか さそせさとちかせてあ, ちあくえそせ たちそなつそまくあ, えちみくせふか すあにけせあぬけけ.

》けそせかちそう あすかちけさあせつさそえそ いけくせかつあ ねあつてそ せあくふうあまて “robber barons” 
(«いあちそせふ-ちあくいそこせけさけ»), にそてみ せか うつか くあつしときけうあまて てあさそえそ さしかこすあ う そおけせあ-
さそうそこ つてかたかせけ. 〉かさそてそちふか いしけきか さ さそせぬと きけくせけ つとすかしけ そつてかたかせけてへつみ. 
ゅせおちま [あちせかえけ, う ねあつてせそつてけ, たそねてけ うつか つうそけ すけししけそせふ たそきかちてうそうあし 
せあ “いしあえそ つそえちあきおあせ”, け せあ ほてけ つちかおつてうあ おそ つけに たそち つとはかつてうとかて ぬかしあみ つかてへ 
いしあえそてうそちけてかしへせふに なそせおそう, そさあくふうあまはけに たそおおかちきさと せあとさか, そいちあくそうあ-
せけま, さとしへてとちか うそ すせそえけに つてちあせあに, う てそす ねけつしか け う 『そつつけけ».

′おかつへ あうてそち たちそうそおけて たあちあししかしへ すかきおと ほてけすけ しけにけすけ いけくせかつすかせあすけ 
ちあせせかえそ さあたけてあしけくすあ う 』ぃ╅ け せあのけすけ そしけえあちにあすけ. ╊えそ うふうそおふ そおせそ-
くせあねせふ: «╅すかちけさあせつさけか “あさとしふ さあたけてあしけくすあ” そいすあせふうあしけ け ちあくそちみしけ 
おちとえ おちとえあ, せそ せか そたとつてそのあしけ えそつとおあちつてうかせせとま さあくせと け せか たちけつうあけうあしけ 
えそつとおあちつてうかせせとま つそいつてうかせせそつてへ, たそほてそすと そせけ せか そいかくおそしけうあしけ のけちそさけか 
つしそけ つうそけに つそそてかねかつてうかせせけさそう, せか しけのあしけ けに つてけすとしあ さ てちとおと け そたてけ-
すけくすあ. ╆そえあてかしけ “いあちそせふ”, せそ いそえあてかしあ け せあぬけみ, せあねあう つ せとしみ け うつか うちかすみ 
おうけえあみつへ うたかちかお. 〉あのけ きか せそうそけつたかねかせせふか “いあちそせふ” ちあつてあはけしけ うつか, 
ねてそ たちけせあおしかきあしそ えそつとおあちつてうと け ねかす たそしへくそうあしそつへ そいはかつてうそ う ぬかしそす. 
【かす つあすふす そせけ そいかくおそしけしけ いそしへのけせつてうそ つそえちあきおあせ, おそうかしけ おそ せけはかせ-
つてうあ. 】 しまおかこ とさそちかせけしあつへ といかきおかせせそつてへ, ねてそ たちあうかおせふす てちとおそす せけねかえそ 
せか おそいへかのへつみ, くあ せかえそ くあたしあてみて しけのへ えちそのけ. 《いけおあ け たかつつけすけくす うそくそい-
しあおあしけ. “╆あちそせふ” たちそおそしきあまて つさあくそねせそ いそえあてかてへ, あ せあぬけみ いかおせかかて».

╅〈╊『¨[╅〉』[¨‶ 》《]¨【¨ぁ╊』[¨‶ 《》ぉ【
《 さあさそこ つてそちそせか あすかちけさあせつさそこ きけくせけ け けつてそちけけ せか たけつあし いふ あうてそち, 

うそしへせそ け せかうそしへせそ うそくせけさあまて たあちあししかしけ つ ちそつつけこつさそこ せかおあうせかこ けつてそ-
ちけかこ け せふせかのせかこ おかこつてうけてかしへせそつてへま. ╊.》. ╆あきあせそう おかてあしへせそ そたけつふ-
うあかて つてあせそうしかせけか あすかちけさあせつさそこ おかすそさちあてけけ, たちけせぬけたふ, うふおうけせとてふか 
«そてぬあすけ そつせそうあてかしみすけ» あすかちけさあせつさそこ たそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ け たそしけ-
てけねかつさそこ さとしへてとちふ, つちあうせけうあかて けに つ ちそつつけこつさそこ たそしけてけねかつさそこ ちかあしへせそ-
つてへま. ╅うてそち おかてあしへせそ そたけつふうあかて さあさ たちけねけせふ とてうかちおけうのかこつみ う 』ぃ╅ 
おうとにたあちてけこせそこ つけつてかすふ, てあさ け ちかあしへせそか なとせさぬけそせけちそうあせけか おうとに 
たあちてけこせふに すあのけせ, たそおえそてそうさと さ うふいそちあす う さあきおそこ けく おうとに たあちてけこ-
せふに つけつてかす, け たちそてかさあせけか さあすたあせけこ け うふいそちそう. 《せ そたけつふうあかて つけつてかすと 
なけせあせつけちそうあせけみ うふいそちそう, すあつつと うそくすそきせそつてかこ おあうしかせけみ, すあせけたとしけちそ-
うあせけみ えそしそつあすけ けくいけちあてかしかこ, あ てあさきか たそおてあつそうそさ ちかくとしへてあてそう うふいそちそう, 
ねてそ てあさ いしけくさそ さ せあのかすと そたふてと. 《おせあさそ そせ おかしあかて うふうそお: «〉かつすそてちみ, 
うたちそねかす, せあ うつか せかおそつてあてさけ け けくひみせふ, けくいけちあてかしへせあみ つけつてかすあ う 』ぃ╅ — 
つあすあみ つてあいけしへせあみ け ほななかさてけうせあみ う すけちか. 》そおとすあてへ てそしへさそ: ときか せあ 
たちそてみきかせけけ いそしかか おうとに つてそしかてけこ ちかえとしみちせそ け う つてちそえそす つそそてうかてつてうけけ 
つ とつてあせそうしかせせふす たそちみおさそす たちそうそおみてつみ うふいそちふ うつかに とちそうせかこ, そて たちか-
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くけおかせてあ おそ ねしかせあ しまいそえそ えそちそおつさそえそ つそうかてあ. ‒あさてそす みうしみかてつみ け てそ, ねてそ 
たそしけてけねかつさけか つそたかちせけさけ う ╅すかちけさか, う そてしけねけか そて 『そつつけけ, せか といけうあまて 
おちとえ おちとえあ, せか くあたとえけうあまて たちかつつと, せか たそおさとたあまて そたてそす つとおかこ け たちそさとちそ-
ちそう, せか といしあきあまて けくいけちあてかしかこ ちあくおあねかこ うそおさけ».

【かす せか すかせかか, たそとねけてかしへせふすけ け おしみ せあのかこ たそしけてけねかつさそこ きけくせけ みうしみ-
まてつみ そたけつあせけみ あうてそちあ ちあくしけねせふに あせてけおかすそさちあてけねかつさけに つけし け おうけきかせけこ 
う 』ぃ╅ — ちあつけつてつさけに, せあたちあうしかせせふに たちそてけう たちあう せかえちけてみせつさそえそ せあつかしか-
せけみ, け たちかきおか うつかえそ, さと-さしとさつ-さしあせあ, あせてけつかすけてつさけに おうけきかせけこ, すあささあち-
てけくすあ, «そにそてふ せあ うかおへす». ╇ ちあくせふに すかつてあに させけえけ あうてそち うそくうちあはあかてつみ さ ちあつ-
つときおかせけみす そ たちけねけせあに つしあいそつてけ しかうふに おうけきかせけこ う 』ぃ╅. ╇ ねあつてせそつてけ, そせ 
たけのかて: «¨ うつか きか しかうあみ けおかそしそえけみ せか くあにうあてけしあ うそそいちあきかせけみ せあぬけけ. 》ちけ-
ねけせ せあ てそ いふしそ せかつさそしへさそ. ╇そ-たかちうふに, たかちかつかしかせぬふ たちけいふうあしけ くあ そさかあせ 
そてせまおへ せか つ ぬかしへま たかちかとつてちそこつてうあ そいはかつてうあ, あ おしみ てそえそ, ねてそいふ たそたふてあてへ 
つねあつてへみ う とつしそうけみに あすかちけさあせつさそえそ さあたけてあしけくすあ. ╇そ-うてそちふに, うしけみしそ せあしけ-
ねけか つうそいそおせふに くかすかしへ せあ ′あたあおか さそせてけせかせてあ. ╇つみさけこ, さそすと せか にそてかしそつへ 
つしときけてへ «うけせてけさそす» せあ ついそちそねせふに くあうそおあに, しけせけみに くあうそおそう け なあいちけさ, 
すそえ おうけせとてへつみ せあ «うそしへせふか にしかいあ» う せかそいきけてふか たちそつてそちふ. ╇-てちかてへけに, 
う ぬかしそす そえちそすせふか うそくすそきせそつてけ う すそしそおそこ ちかつたといしけさか つそくおあうあしけ たそねうと 
おしみ たそおおかちきあせけみ たつけにそしそえけけ そたてけすけくすあ. ╇-ねかてうかちてふに, すあてかちけあしへせふか 
とつしそうけみ きけくせけ う 』ぃ╅ せか いふしけ そてねあみせせふすけ おしみ てちとおみはけにつみ け とき, うそ うつみ-
さそす つしとねあか, そてしけねあしけつへ う しとねのとま つてそちそせと そて かうちそたかこつさけに.

╇ せあねあしか 1930-に えそおそう ほさそせそすけねかつさけこ さちけくけつ つたそつそいつてうそうあし ちそつてと 
しかうふに せあつてちそかせけこ. 〉そ たそくおせかか, う とつしそうけみに たそつしかうそかせせそこ さそせなちそせてあぬけけ 
つ 』』』『, う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに ちあくうかちせとしあつへ ときか とたそすみせとてあみ «そにそてあ 
せあ うかおへす». [そすすとせけつてそう, あ くあそおせそ うつかに たちそすそつさそうつさけに しかうふに くあてちあうけしけ, 
け そせけ ときか いそしへのか てあさ け せか つすそえしけ うつてあてへ せあ せそえけ».

【ちとおせそ たかちかねけつしけてへ うつか ちあくおかしふ させけえけ, おあまはけか さあさ うあきせとま けせなそち-
すあぬけま そ きけくせけ う 』ぃ╅, てあさ け そちけえけせあしへせふか あうてそちつさけか そぬかせさけ たちそ-
けつにそおみはけす てあす たちそぬかつつあす. 〈せそえけか くせあまて, ねてそ う ╅すかちけさと うふかにあしけ 
すせそえけか かうちかけ けく ぬあちつさそこ 『そつつけけ け 』そうかてつさそえそ 』そまくあ. 〉か うつかす たそせみてせあ 
つとおへいあ けすすけえちあせてそう う ╅すかちけさと けく ちあくせふに うそしせ けすすけえちあぬけけ. ╅うてそち おあかて 
のけちそさとま さあちてけせと «せあぬけそせあしへせそえそ うそたちそつあ» う ╅すかちけさか: そてせそのかせけか 
さ けすすけえちあせてあす けく ちあくせふに つてちあせ け, つそそてうかてつてうかせせそ, ほてせけねかつさけか つてかちか-
そてけたふ け たちかおちあつつとおさけ さ しまおみす ちあくせふに せあぬけそせあしへせそつてかこ — たそしみさあす, 
かうちかみす, えちかさあす, けてあしへみせぬあす, うふにそおぬあす けく ╅くけけ. ╊.》. ╆あきあせそう おあかて そいひ-
みつせかせけか たそ たそうそおと てそえそ, う さあさけに つしとねあみに あすかちけさあせつさけこ «たしあうけしへせふこ 
てけえかしへ» ちあいそてあし とつたかのせそ, あ う さあさけに — つ てちとおそす たちけせけすあし たちけのかしへぬかう. 
[あさ たちそけつにそおけしあ け たちそけつにそおけて あつつけすけしみぬけみ けすすけえちあせてそう — う たかちうそす 
たそさそしかせけけ, と けに おかてかこ, うせとさそう. 》ちけうそおけて しけ «たかちかたしあうさあ» う «てけえしか» ちあく-
せふに せあちそおせそつてかこ さ あうてそすあてけねかつさそすと けに うさしまねかせけま う そつせそうせそこ さそつてみさ 
せあぬけけ? 《てうかねあみ せあ ほてそて うそたちそつ, あうてそち たけのかて: «╇ 』ぃ╅ — つてちあせか, つなそち-
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すけちそうあうのかこつみ う つそぬけあしへせそす そてせそのかせけけ せあ たとつてそす すかつてか け つそつてそみはかこ 
けく けすすけえちあせてそう け けに そてたちふつさそう, うかつそすふに, せかくふいしかすふに さちけてかちけかう たちけ-
せあおしかきせそつてけ さ さしあつつと けしけ そいはかつてうかせせそすと つしそま せかて. ¨く-くあ そてつとてつてうけみ 
うつかそいはかえそ ほさうけうあしかせてあ たちけせあおしかきせそつてけ け, えしあうせそか, たそちみおさあ つてあちのけせ-
つてうあ う そいはかつてうか けおかて せかたちかさちあはあまはあみつみ “たちけすかちさあ”, あたちそいけちそうあせけか 
うつかうそくすそきせふに あてちけいとてそう, たそ さそてそちふす ねかしそうかさ たふてあかてつみ つそけくすかちけてへ つかいみ 
つ そさちときあまはけすけ け おそつてけねへ つしかおとまはかえそ, いそしかか うふつそさそえそ ちといかきあ う つそぬけ-
あしへせそこ たけちあすけおか».

ゅてけ あつたかさてふ あすかちけさあせつさそこ さとしへてとちふ, てちあおけぬけこ け せそちす きけくせけ あうてそち 
たちそつしかきけうあかて う そたけつあせけみに さしまねかうふに つてそちそせ つそうちかすかせせそこ あすかちけさあせつさそこ 
おかこつてうけてかしへせそつてけ. 《おせあ けく うあきせかこのけに つてそちそせ あすかちけさあせつさそこ きけくせけ — 
あすかちけさあせつさあみ ちかしけえけそくせそつてへ. 〉あ ほてと てかすと せあたけつあせあ せか そおせあ すそせそえちあ-
なけみ. ╅うてそち おあかて つうそか うけおかせけか ちかあしへせそこ さあちてけせふ, けせてかちかつせふか せあいしま-
おかせけみ あすかちけさあせつさそこ ちかしけえけそくせそこ きけくせけ. ╊か たちけせぬけたけあしへせそこ そつせそうそこ 
いふしあ たちそうそくえしあのかせせあみ うかちそてかちたけすそつてへ. ╅うてそち たそおねかちさけうあかて: «』うそいそおと 
うかちそけつたそうかおあせけみ くあさちかたけしあ あすかちけさあせつさあみ ちかうそしまぬけみ. 《てぬふ-そつせそうあてかしけ 
せそうそえそ えそつとおあちつてうあ いふしけ たちそおとさてそす ほたそにけ 》ちそつうかはかせけみ, たそいそちせけさあすけ 
せあとさけ, たちそえちかつつあ け かつてかつてうかせせふに たちあう ねかしそうかさあ. 〈せそえけか けく せけに うそそいはか 
せか うかちけしけ う ╆そえあ, せかさそてそちふか, さあさ, せあたちけすかち, ‒ちあせさしけせ けしけ ╉きかななかち-
つそせ, たちけくせあうあしけ せあしけねけか うふつのかこ つけしふ. 〉そ つねけてあしけ, ねてそ そせあ せけさそえおあ 
せか うすかのけうあかてつみ う すけちつさけか たちそいしかすふ». 》そすけすそ そたけつあせけみ ちあつたちそつてちあ-
せけうのかえそつみ う ╅すかちけさあせつさけに さそしそせけみに たちけせぬけたあ うかちそてかちたけすそつてけ, たちか-
そいしあおあせけみ う せかさそてそちふに ちあこそせあに たとちけてあせ, あ くあてかす すせそえそねけつしかせせふに 
うかてうかこ たちそてかつてあせてけくすあ, う そつせそうせそす つなそちすけちそうあうのかえそ あすかちけさあせつさとま 
せあぬけま, け さあてそしけぬけくすあ, あうてそち くせあさそすけて せあつ つ おちとえそこ つてそちそせそこ あすかちけさあせ-
つさそこ ちかしけえけそくせそこ きけくせけ — すせそえそねけつしかせせふすけ ちかしけえけそくせふすけ つかさてあすけ. 
╇ ねあつてせそつてけ, つ おかてあしみすけ てちあえけねかつさそこ けつてそちけけ つかさてふ «〉あちそおせそえそ にちあすあ» 
たそお ちとさそうそおつてうそす ╉き. ╉きそせつあ, そ さそてそちそこ いそしへのけせつてうそ ちそつつけみせ くあいふしけ, 
けしけ うそそいはか せか くせあしけ — ちかねへ けおかて そ すあつつそうそす つあすそといけこつてうか あすかちけさあせ-
つさけに たそつしかおそうあてかしかこ ╉きそせつあ う ╈あこあせか.

¨せてかちかつせふ そたけつあせけみ あうてそちあ つうそけに さそせてあさてそう つ たそつしかおそうあてかしみすけ 
ぬかちさうけ ｠ちけつてけあせつさそこ せあとさけ け, さそせかねせそ, そ ねけつてそ あすかちけさあせつさそす ちかしけえけそく-
せそす おかこつてうか — «ほしかさてちそせせそこ ぬかちさうけ» — すあつつそうそす そいちあはかせけけ う うかちと せあ 
つてあおけそせあに け さそせぬかちてせふに くあしあに, つ たちそくちかせけかす つしかたふに, うつてあまはけに つ けせうあ-
しけおせふに さそしみつそさ たあちあしけくそうあせせふに, つ たそさあくそす せあ すけししけそせせとま あとおけてそちけま 
たそ てかしかうけおかせけま.

«｠《【 ╉《╈′», «》《》 [《『〉», «╆╅╆] ╈╅〈»
╇ させけえか すあつつあ そたけつあせけこ おちとえけに つてそちそせ きけくせけ ╅すかちけさけ, さそてそちふか 

みうしみまてつみ あすかちけさあせつさけすけ たそ つうそかすと たちそけつにそきおかせけま, にそてみ すせそえけか ちあつ-
たちそつてちあせけしけつへ たそ うつかすと つうかてと. ╆そしへのけせつてうと たちけにそおみて う えそしそうと, たちかきおか 
うつかえそ, あうてそすそいけしけ, さそさあ-さそしあ, きあちかせふか つそつけつさけ «にそて おそえく», «たそた さそちせ» 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

け きかうあてかしへせあみ ちかくけせさあ. ╇ さあきおそこ つなかちか あすかちけさあせつさそこ きけくせけ あうてそち 
せあにそおけて け そたけつふうあかて ほてそ つあすそか あすかちけさあせつさそか, ねあつてけねせそ けくうかつてせそか のけちそ-
さそすと ねけてあてかしま けく さけせそなけしへすそう, ねあつてけねせそ せかけくうかおあせせそか.

〈せそえけか つてちあせけぬふ たそつうみはかせふ そたけつあせけま あすかちけさあせつさそこ さとしへてとちふ, 
さあさ うふつそさそこ, てあさ け すあつつそうそこ. ╅すかちけさあせぬふ せあねあしけ つうそま きけくせへ せあ せそうそす 
さそせてけせかせてか つ たとちけてあせつさけに つてちそえそつてかこ: «〉あ 』かうかちか すちあねせふか たとちけてあせか 
け せあいそきせふか さうあさかちふ つねけてあしけ しまいそか ちあくうしかねかせけか — そて すとくふさけ おそ おちあ-
すあてけねかつさけに たそつてあせそうそさ — おかしそす ちとさ おへみうそしあ け たちそつてそ くあたちかはあしけ うつか 
ほてけ “そたあつせふか くあいあうふ”». ╆そつてそせつさけこ つとおへみ, ちかあえけちとみ う 1714 えそおと せあ 
つしとに そ たしあせけちとかすそす てかあてちあしへせそす たちかおつてあうしかせけけ, たちけくうあし つそえちあきおあせ 
せか «そたとつさあてへつみ おそ とちそうせみ たちそさしみてそえそ 『けすあ う とおそうしかてうそちかせけけ たそくそちせそえそ 
てはかつしあうけみ». ′あてそ たそてそす, さそえおあ う ╅すかちけさと にしふせとしけ たそてそさけ ほすけえちあせてそう つそ 
うつかえそ つうかてあ, うつみ ほてあ つてちそえそつてへ せちあうそう さあせとしあ う しかてと. 』ぃ╅ つてあしけ つてちあせそこ 
せかいふうあしそえそ ちあつぬうかてあ すあつつそうそこ さとしへてとちふ, たそせあねあしと そてしけねあうのかこつみ えちと-
いそつてへま け たちけすけてけうけくすそす. 【かあてち うちかすかせ そつうそかせけみ ╉けさそえそ ′あたあおあ すあしそ 
そてしけねあしつみ そて つあしとせそう: «〈ときねけせふ う えちみくせふに つあたそえあに うふてみえけうあしけ せそえけ 
せあ たかちかおせけか つけおかせへみ, つすあねせそ きかうあしけ てあいあさ, うふたしかうふうあみ そつてあてさけ たちみすそ 
せあ たそし. ╅さてかちそう たちかちふうあしけ せあ たそしとつしそうか. 《てちけぬあてかしへせふに たかちつそせあきかこ 
そつうけつてふうあしけ け くあいちあつふうあしけ えせけしふすけ なちとさてあすけ».

』 てかに たそち う 』ぃ╅ せあたけつあせふ うかしけさけか たちそけくうかおかせけみ しけてかちあてとちふ, ちあつ-
ぬうかしけ きけうそたけつへ, あちにけてかさてとちあ, さしあつつけねかつさあみ すとくふさあ; そおせあさそ そつてあしへせそこ 
すけち うそつにけはあかてつみ ╅すかちけさそこ けしけ せかおそしまいしけうあかて かか けすかせせそ くあ あすかちけ-
さあせつさけか けくそいちかてかせけみ う そいしあつてけ すあつつそうそこ さとしへてとちふ: えそししけうとおつさけこ つてけしへ 
う さけせそ, すまくけさしふ う てかあてちか, すふしへせふか そたかちふ せあ てかしかうけおかせけけ け, さそせかねせそ, 
おきあく う すとくふさか. [あさ つたちあうかおしけうそ そてすかねあかて あうてそち, «ほてあ すあつつそうあみ さとしへてとちあ 
たそうつかすかつてせそ さちけてけさとかてつみ け う 』ぃ╅, け てかす いそしかか くあ かか たちかおかしあすけ. 〉そ なあさて 
そつてあかてつみ なあさてそす: おあきか う さそすすとせけつてけねかつさそす [けてあか, とてそせねかせせそこ ‒ちあせ-
ぬけけ け けつしあすけつてつさそす ¨ちあせか しまおけ けつたふてふうあまて せかたちかそおそしけすそか うしかねかせけか 
さ いそかうけさあす, ちそさと, すかしそおちあすあす けく-くあ そさかあせあ».

╅うてそち くせあさそすけて ねけてあてかしみ つ つそうちかすかせせふす ╈そししけうとおそす, たそてかちみうのけす 
いふしとま つしあうと すけちそうそこ つてそしけぬふ さけせそけせおとつてちけけ, せそ そつてあうのけすつみ つけすうそ-
しそす ほたそにけ つかちかおけせふ たちそのしそえそ うかさあ け あすかちけさあせけくすあ. ╇つたそすけせあかて えそししけ-
うとおつさそえそ おちとえあ ].¨. ╆ちかきせかうあ — ぁあさあ [そせせそちつあ, さそてそちふこ たそてそす せかそおせそ-
さちあてせそ たそみうしみしつみ せあ つそうかてつさけに てかしかほさちあせあに, け たちけつときおかせけか そつさあちそうつさそこ 
たちかすけけ なけしへすと «╉かちつと 】くあしあ».

¨く そたけつあせけこ あうてそちあ つけてとあぬけけ つ しけてかちあてとちそこ う 』ぃ╅ つてあせそうけてつみ 
みつせそ, ねてそ ねてかせけか — せか えしあうせそか にそいいけ あすかちけさあせぬかう, ねてそ ついしけきあかて けに 
つ つそうちかすかせせふすけ ちそつつけみせあすけ, さそてそちふか ねけてあまて うつか すかせへのか. 》ちけみてせそ 
とくせあてへ, ねてそ たそ-たちかきせかすと う ╅すかちけさか たそねけてあかすふ 【そしつてそこ, ╉そつてそかうつさけこ, 
【とちえかせかう, ぁかにそう. «╇ そなけぬけあしへせそこ あせてそしそえけけ あすかちけさあせつさそこ しけてかちあてとちふ 
XX つてそしかてけみ しけのへ そおけせ たけつあてかしへ とおそつてそかせ ほたけてかてそう “いしかつてみはけこ, うかしけ-
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さそしかたせふこ”, け ほてそて たけつあてかしへ — ほすけえちあせて けく 『そつつけけ ╇しあおけすけち 〉あいそさそう». 
』そうちかすかせせふに ちそつつけこつさけに たけつあてかしかこ あすかちけさあせぬふ たそねてけ つそうつかす せか くせあまて, 
せそ け つうそけに くあいふうあまて. 〉あたちけすかち, ╉き. ]そせおそせ, さそてそちそえそ たそねけてあまて うそ 
うつかす すけちか, あ う 』そうかてつさそす 』そまくか たそ てけちあきあす させけえ そせ たちかうくそのかし うつかに 
そつてあしへせふに けせそつてちあせせふに あうてそちそう, う ╅すかちけさか たそねてけ くあいふて. «╅すかちけさあせぬふ 
たそつてかたかせせそ くあいふうあまて あうてそちあ, させけえあすけ さそてそちそえそ くあねけてふうあまてつみ たそうつまおと 
う すけちか. ]まおけ つてあちのかえそ たそさそしかせけみ かはか すそえとて うつたそすせけてへ けすみ たけつあてかしみ, 
あ うそて すそしそおかきへ うそそいはか せか くせあさそすあ つ しけねせそつてへま てあさそえそ. 》ちそけくうかおかせけみ 
]そせおそせあ せか せあこてけ せあ たそしさあに させけきせふに すあえあくけせそう, うそ すせそえけに あせてそしそえけみに 
あすかちけさあせつさそこ しけてかちあてとちふ そせ おあきか せか とたそすけせあかてつみ».

』そ うさとつそす そたけつふうあかて あうてそち せかたそうてそちけすふか ねかちてふ あすかちけさあせつさそえそ 
いふてあ, け たちかきおか うつかえそ たちあくおせけさけ, う てそす ねけつしか ちあくしけねせふに せあぬけそせあしへせそ-
つてかこ, つそくおあうのけに あすかちけさあせつさとま せあぬけま, たあちあおふ け おちとえけか すあつつそうふか くちか-
しけはあ. 《つそいそ つてそけて たちあくおせけさ さそういそかう — ちそおかそ: «╇つてちかねあみつへ おちとえ つ おちとえそす 
うそ うちかすみ つえそせあ つさそてあ, さそういそけ つてあしけ つそつてみくあてへつみ う てそす, さてそ しとねのか そうしあおかし 
たちそなかつつけそせあしへせふすけ せあうふさあすけ. 』そちかうせそうあせけみ, たそしとねけうのけか せあけすかせそ-
うあせけか “ちそおかそ” (そて けつたあせつさそえそ “そてしそう”), たちそにそおけしけ いかく たちあうけし, くちけてかしかこ 
け たちけくそう. ¨ にそてみ さそういそこつさあみ たちそなかつつけみ う ちかあしへせそこ きけくせけ おあうせそ とすかちしあ, 
てちあおけぬけみ さそういそこつさけに つそつてみくあせけこ, さあさ け すせそえそか おちとえそか, つうみくあせせそか つ さそう-
いそみすけ, つそにちあせけしあつへ».

《たけつあせけか ╅すかちけさけ け かか そいふねあかう いふしそ いふ せかたそしせふす いかく かか さとしけ-
せあちせふに てちあおけぬけこ. ╅すかちけさあせぬふ けくそいちかしけ け ちあつたちそつてちあせけしけ たそ すけちと 
てあさけか おかしけさあてかつふ, さあさ えあすいとちえかちふ, «にそて おそえく», さあちてそなかしへせふか ねけたつふ, 
«たそた さそちせ», せか えそうそちみ ときか そ すみつせふに さそせつかちうあに, つえとはかせさか, け, さそせかねせそ, 
さそさあ-さそしか け たかたつけ-さそしか. 〈せそえけか あすかちけさあせつさけか けくそいちかてかせけみ たかちうそせあ-
ねあしへせそ たそたあしけ てとおあ けく ╊うちそたふ け うけおそけくすかせけしけつへ おそ せかとくせあうあかすそつてけ. 
╇そて さあさ そたけつふうあかて あうてそち けつてそちけま えあすいとちえかちあ. «╇ 』ちかおせけか うかさあ せかすかぬ-
さけか すそちみさけ みさそいふ くあたちけすかてけしけ う 『そつつけけ, さあさ てあてあちふ すかしさそ せあちかくあまて 
えそうみおけせと, つおあいちけうあまて かか つそしへま け しとさそうふす つそさそす, つさあてふうあまて う のあちけさけ 
け かおみて. 『かぬかたて いふし うふうかくかせ う ╈かちすあせけま, えおか のあちけさけ つてあしけ きあちけてへ け とたそ-
てちかいしみてへ う たけはと う つそたちそうそきおかせけけ つそしかせけこ け にしかいあ. 〉と, あ う ╅すかちけさと 
さとのあせへか くあうかくしけ せかすかぬさけか さそしそせけつてふ う せあねあしか 1800-に えそおそう».

╇ させけえか すせそえそ けせてかちかつせふに つてちあせけぬ たちそ おけさそうけせせふこ あすかちけさあせつさけこ 
のてあて ╈あうあこけ, たちそ おちとえけか たとてかのかつてうけみ あうてそちあ — う 〉そうとま ′かしあせおけま 
け [けてあこ. 〉かすあしそ う せかこ け つちあうせかせけこ つ ちそつつけこつさそこ おかこつてうけてかしへせそつてへま — 
たちそのしそこ け せあつてそみはかこ. 』そいつてうかせせそ, うつか, ねてそ せあたけつあせそ う させけえか たちそ 
╅すかちけさと, たそとねけてかしへせそ つ てそねさけ くちかせけみ つかえそおせみのせかこ 『そつつけけ, うそ すせそえそす 
たちそにそおみはかこ あすかちけさあせつさけこ たそしけてけねかつさけこ たとてへ — さあさ せあおそ け さあさ せか せあおそ 
おかしあてへ.

╉しみ てかに, さてそ いふうあし う ╅すかちけさか, あうてそち つそそいはあかて すせそえそ けつてそちけねかつさけに 
なあさてそう, おかてあしかこ きけくせけ う 』ぃ╅, さそてそちふか てちとおせそ せあこてけ け う つたかぬけあしへせそこ 
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しけてかちあてとちか. ╉あかて つうそこ そちけえけせあしへせふこ あせあしけく あすかちけさあせつさそこ うせとてちかせ-
せかこ け うせかのせかこ たそしけてけさけ, つうそか うけおかせけか たちそのしそえそ け せあつてそみはかえそ ちそつ-
つけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ. ╉しみ てかに, さてそ う 』ぃ╅ せか いふうあし, させけえあ 
たちかおつてあうしみかて ぬかしとま ほせぬけさしそたかおけま あすかちけさあせつさそこ きけくせけ, うそくすそきせそつてへ 
つそうかちのけてへ たとてかのかつてうけか たそ かか たちそつてそちあす, えそちそおあす け うかつみす, うつてちかてけてへつみ 
つ けくうかつてせふすけ しまおへすけ け たちそつてふすけ あすかちけさあせぬあすけ, いしあえそおあちみ ねかすと ほてあ 
たちそてけうそちかねけうあみ つてちあせあ つてあせかて たそせみてせかか ちみおそうふす ちそつつけこつさけす しまおみす.

╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ

『あくとすそうつさけこ ¨.*

《 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに ╅すかちけさけ せあたけつあせそ せかすあしそ. ¨ うつか きか せあ さあちてか 
』ぃ╅ そつてあまてつみ いかしふか たみてせあ.

╉あしかさそ せか うつか けくうかつてせそ そ きけくせけ てあす せあのけに つそそてかねかつてうかせせけさそう う 
たちそのしそす け たそくあたちそのしそす うかさか. ╅ さあさ きけうとて たちそつてふか あすかちけさあせぬふ? ぁてそ 
そせけ しまいみて, あ ねてそ せかせあうけおみて? ╇かおへ くあみうしかせけみ けく ╆かしそえそ おそすあ け ╈そつおかたあ 
せか おあまて うそくすそきせそつてけ たそくせあさそすけてへつみ つ すふつしみすけ てかに, さてそ おあしかさ そて たそしけ-
てけさけ, おあ け うそそいはか せけさそえおあ せか たそさけおあし つうそこ ちそおせそこ のてあて, あ てそ け えそちそお.

╇ふのかおのけこ せかおあうせそ おうとにてそすせけさ «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ» たそすそ-
きかて とすかせへのけてへ さそしけねかつてうそ てあさけに «いかしふに たみてかせ». ╅うてそち させけえけ — たちそちかさ-
てそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『‒ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう, 
さそてそちそすと おそうかしそつへ う えそおふ «にそしそおせそこ うそこせふ» たちそにそおけてへ おけたしそすあてけねか-
つさとま つしときいと う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, あ たそつしか 
ほてそえそ おかつみてさけ ちあく いふうあてへ せあ ╅すかちけさあせつさそす さそせてけせかせてか.

》とてかのかつてうとみ うすかつてか つ あうてそちそす たそ えそちそおあす け うかつみす 』そかおけせかせせふに 
ぃてあてそう, ねけてあてかしへ せか ちあく そいせあちときけて つしかおふ せあのけに つそそてかねかつてうかせせけ-
さそう. ╇ みくふさか すかつてせふに けせおかこぬかう, つ さそてそちふすけ てそきか おそうかしそつへ そいはあてへつみ 
つそうかてつさそすと おけたしそすあてと, せか ちあく たちそつさあしへくふうあしけ つしそうあ: うそおさあ, みこぬそ, つとたそ, 
にそちそのそ. ╅ つあすあみ うふつそさあみ う 』かうかちせそこ [あしけなそちせけけ えそちあ せあくふうあかてつみ 
ぃあつてあ (そて ちとつつさそえそ つしそうあ «つねあつてへか»). ′おかつへ きか せあにそおけてつみ け えそちあ 』うみてそこ 
╊しかせふ, せあくうあせせあみ う ねかつてへ おそねかちけ さそすかせおあせてあ 『とつつさそえそ なそちてあ. ╇ つかせてみいちか 
1812 えそおあ う 80 すけしみに そて 』あせ-‒ちあせぬけつさそ えそちつてさあ ちとつつさけに しまおかこ くあうかち-
のけしあ つてちそけてかしへつてうそ なそちてあ, つすそてちみはかえそ せあ そさかあせつさとま えあうあせへ. 『みおそす 
つ さちかたそつてへま せあのけ つそそてかねかつてうかせせけさけ たそつてちそけしけ すそしそねせとま なかちすと, つとおそ-
うかちなへ, すあつてかちつさけか. ╇おあしけ そて ちそおけせふ さそしそせけつてあす せか ちあく たちけにそおけしそつへ 
そてちあきあてへ せあたあおかせけみ けせおかこぬかう, さそてそちふか せあちとのあしけ うつか ちあせかか おそつてけえせと-
てふか おそえそうそちかせせそつてけ. [つてあてけ, う そおせそす けく いそかう と いとにてふ 『とすみせぬかうあ (せふせか 

* 『あくとすそうつさけこ ¨. ╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ // 【ちけいとせあ くあ ちといかきそす. 2005. ╉かさあいちへ. 』. 12.
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いとにてあ ╆そおかえあ) いふし といけて さそすかせおあせて さちかたそつてけ ¨うあせ [とつさそう. ╉そしえそか うちかすみ 
かえそ すそえけしと いかちかきせそ そにちあせみしけ あすかちけさあせぬふ.

╅うてそちと させけえけ おそうかしそつへ せか てそしへさそ たそくせあさそすけてへつみ, せそ け たそおちときけてへつみ 
つ せあのけす つそそてかねかつてうかせせけさそす たちそなかつつそちそす 〉けさそしあかす ¨うあせそうけねかす 『そさけ-
てみせつさけす. ¨すかせせそ そせ つ たそすそはへま かおけせそすふのしかせせけさそう つとすかし おそいけてへつみ 
ちかつてあうちあぬけけ ちあくちとのかせせそえそ くかすしかてちみつかせけかす 『とつつさそえそ なそちてあ け たちけおあせけみ 
かすと つてあてとつあ «けつてそちけねかつさそえそ たあちさあ».

[そせかねせそ, えそおふ «にそしそおせそこ うそこせふ» — せか つあすふこ たちけみてせふこ そてちかくそさ 
けつてそちけけ. ╅うてそち うつたそすけせあかて, さあさそこ しけねせそこ てちあえかおけかこ くあさそせねけしあつへ おちとき-
いあ たちかおたちけせけすあてかしみ あちすみせつさそえそ たちそけつにそきおかせけみ ╅ちてあ 【そうすそつみせあ つ せあ-
のけすけ おけたしそすあてあすけ. 』そてちとおせけさけ すかつてせそえそ そておかしかせけみ ‒╆『 たちかおしそきけしけ 
【そうすそつみせと とえそうそちけてへ てそえおあのせかえそ つそうかてつさそえそ えかせさそせつとしあ そつてあてへつみ う 』ぃ╅ 
せあ たそつてそみせせそか きけてかしへつてうそ. ╅すかちけさあせぬふ ねかちかく たちかおたちけせけすあてかしみ にそてかしけ 
たちかおしそきけてへ つそうかてつさそすと おけたしそすあてと 1 すけししけそせ おそししあちそう. 【そうすそつみせと くあ 
たそつちかおせけねかつてうそ そいかはあしけ つてそしへさそ きか. 《おせあさそ ╅ちて, さそてそちそえそ せあのけ せあくふ-
うあしけ ╅ちてまのかこ, そてさあくあしつみ.

〈かつてへ せか くあつてあうけしあ つかいみ おそしえそ きおあてへ. ╇つさそちか たちかおたちけせけすあてかしみ そいうけ-
せけしけ う くあえちみくせかせけけ そさちときあまはかこ つちかおふ. ╊すと とおあしそつへ けくいかきあてへ てまちへすふ, 
せそ さちとたせふか のてちあなふ たそおさそつけしけ うかつへ かえそ いけくせかつ. 〉そ つあすそこ いそしへのそこ 
たちそいしかすそこ つそてちとおせけさそう せあのかえそ たちかおつてあうけてかしへつてうあ いふしけ «ほしかさてちそせせふか 
あてあさけ» あすかちけさあせつさけに つたかぬつしときい. ¨すかせせそ つ ほてけす あうてそち つうみくふうあかて つかちけま 
つさそちそたそつてけきせふに つすかちてかこ そて ちあさあ つうそけに さそししかえ たそ ╈かせさそせつとしへつてうと.

╊うえかせけこ ╆あきあせそう とうしかさあてかしへせそ ちあつつさあくふうあかて そ ちそしけ... つたそちてあ, う ねあつて-
せそつてけ なとていそしあ, う ちあいそてか つそうかてつさけに おけたしそすあてそう. 』あすふこ たあすみてせふこ, たそ かえそ 
つしそうあす, たそかおけせそさ つそつてそみしつみ つ すかつてせそこ きかせつさそこ さそすあせおそこ. ╅うてそち つ ますそ-
ちそす そたけつふうあかて, さあさ まちさけか おかうとのさけ «うくしあすふうあしけ» そいそちそせと 100-さけしそ-
えちあすすそうふに すときけさそう.

╇そそいはか つさしあおふうあかてつみ うたかねあてしかせけか, ねてそ つたそちて う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに 
みうしみかてつみ せかさそこ えそつとおあちつてうかせせそこ ちかしけえけかこ. 《おせあきおふ, くあこおみ う そおせと けく 
つちかおせけに のさそし [あしけなそちせけけ, おけたしそすあて そいちあてけし うせけすあせけか, ねてそ せあ てそす 
すかつてか, えおか と せあつ うけつかしけ いふ たそちてちかてふ そてしけねせけさそう, あすかちけさあせぬふ ちあくすか-
つてけしけ なそてそえちあなけけ けえちそさそう のさそしへせそこ なとていそしへせそこ さそすあせおふ. ╉けちかさてそち 
のさそしふ たそみつせけし, ねてそ そてしけねせけさけ けせてかちかつとまて てそしへさそ けに つあすけに おあ ちそお-
つてうかせせけさそう, あ なとていそし けせてかちかつかせ うつかす.

ぃさそしへせけさあす-なとていそしけつてあす, たそいかおけうのけす う ちかえけそせあしへせふに つそちかうせそうあ-
せけみに, おあちけしけ てかしかうけくそちふ, すそてそぬけさしふ け ねあつふ. ╅ かはか ねけてあてかしへ とくせあかて すせそえそ 
けせてかちかつせそえそ けく きけくせけ くうかくお のそと-いけくせかつあ, そ たちそいしかすあに いそしへのけに け すあしふに 
えそちそおそう, あすかちけさあせつさそこ さとにせか, つかさつとあしへせふに すかせへのけせつてうあに, あ てあさきか すあつつか 
さそすけねせふに つけてとあぬけこ, う さそてそちふか せか ちあく たそたあおあし あうてそち け かえそ さそししかえけ.
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* * *

】うあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね,
╆けいしけそてかさあ 〈そつさそうつさそえそ えそつとおあちつてうかせせそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそお-

せふに そてせそのかせけこ (とせけうかちつけてかてあ) せあ ちかえとしみちせそこ そつせそうか たそしとねあかて てちとおふ 
たちかたそおあうあてかしかこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ, しまいかくせそ せあたちあうしみかすふか 
╇あすけ け おそつてあうしみかすふか つてあちのけす せあとねせふす つそてちとおせけさそす ╇.《. 』けてせけさそうふす. 
╇つか たそしとねかせせふか けくおあせけみ うさしまねあまてつみ う なそせお いけいしけそてかさけ け そてちあきあまてつみ 
う せあのけに てかすあてけねかつさけに いけいしけそえちあなけねかつさけに とさあくあてかしみに け ほしかさてちそせせそす 
さあてあしそえか.

》そくうそしへてか たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ すそせそえちあなけま «╅すかちけさあ: うねかちあ 
け つかえそおせみ» け おちとえけか たちかさちあつせふか させけえけ, たそしへくとまはけかつみ せかけくすかせせふす 
けせてかちかつそす と せあのけに たちかたそおあうあてかしかこ け つてとおかせてそう*.

* * *

】うあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね,
〈ふ えしといそさそ てちそせとてふ てかす, ねてそ ╇ふ, せかつすそてちみ せあ ╇あのと そえちそすせとま くあせみ-

てそつてへ, せあのしけ うちかすみ け うそくすそきせそつてへ け たかちかおあしけ う おあち いけいしけそてかさか ╈そつと-
おあちつてうかせせそえそ とせけうかちつけてかてあ 〈そしおそうふ くせあねけてかしへせふこ てちとお — ╇あの おうとに-
てそすせけさ «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ».

╉あきか さちあてさそか くせあさそすつてうそ つ ほてそこ とおけうけてかしへせそこ ちあいそてそこ たそくうそしけしそ 
うたそしせか そぬかせけてへ てそて つとはかつてうかせせふこ うさしあお, さそてそちふこ いふし うしそきかせ う くせあ-
さそすつてうそ け けくとねかせけか あすかちけさあせつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ せあ たちそてみきかせけけ たそねてけ 
40 たそつしかおせけに しかて. ╆かつつたそちせあ たそしへくあ ほてそえそ てちとおあ さあさ おしみ つてとおかせてそう, たちか-
たそおあうあてかしかこ, おそさてそちあせてそう, てあさ け たそしけてけさそう, そいはかつてうかせせふに おかみてかしかこ 
け ちあいそてせけさそう さとしへてとちふ せあのかこ つてちあせふ.

》そしあえあかす, ねてそ たそつしか いそしかか えしといそさそえそ そくせあさそすしかせけみ つ つそおかちきあせけかす 
ほてそえそ てちとおあ すふ つすそきかす, つ ╇あのかえそ ちあくちかのかせけみ, うふこてけ つ たちかおしそきかせけかす 
そ うそくすそきせそす たかちかうそおか かえそ せあ ちとすふせつさけこ みくふさ, あ たそつしか そいつときおかせけみ せあ 
とねかせそす つそうかてか — ちかさそすかせおそうあてへ う さあねかつてうか とねかいせそえそ たそつそいけみ おしみ えとすあ-
せけてあちせふに うとくそう せあのかこ つてちあせふ. ╇つか うふのかたかちかねけつしかせせそか いとおかて つ ╇あすけ 
たちかおうあちけてかしへせそ つそえしあつそうあせそ う ちあいそねかす たそちみおさか.

╇ふちあきあかす ╇あす けつさちかせせまま たちけくせあてかしへせそつてへ け いしあえそおあちせそつてへ つ くあうか-
ちかせけみすけ, ねてそ ╇あの てちとお くあこすかて おそつてそこせそか すかつてそ う なそせおあに せあのかこ いけいしけ-
そてかさけ, あ ねけてあてかしみす いとおかて そいかつたかねかせ おそつてとた さ せかすと.

』 とうあきかせけかす**.

* 『かのかてせけさそうあ 〈.╇. ╉けちかさてそち せあとねせそこ いけいしけそてかさけ 〈╈¨〈《 (】) 〈¨╉ 『そつつけけ. 18 そさてみいちみ 2005 // 
╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ.
** 『とつせあさ ╈. 『かさてそち 〈そしおあうつさそえそ えそつとおあちつてうかせせそえそ とせけうかちつけてかてあ. 24 なかうちあしみ 2006 // ╆しあえそおあち-
つてうかせせそか たけつへすそ.
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* * *

》ちけすけてか つあすふか てかたしふか け けつさちかせせけか たそくおちあうしかせけみ つ 〉そうふす ╈そおそす 
け つうかてしふす たちあくおせけさそす 『そきおかつてうあ ｠ちけつてそうあ!

《て うつかこ おとのけ きかしあま ╇あす け ╇あのけす いしけくさけす さちかたさそえそ くおそちそうへみ, いしあえそ-
たそしとねけみ け とつたかにそう う 〉そうそす 2012 えそおと.

』 とうあきかせけかす け いそしへのそこ たちけくせあてかしへせそつてへま くあ たちけつしあせせふか ╇あすけ 
させけえけ. [ちあこせか けせてかちかつせそ, えしといそさそ. 〈かつてあすけ ねけてあまてつみ さあさ ちそすあせ. ╋おと 
せそうふに うそくすそきせそつてかこ おしみ うくあけすそおかこつてうけみ*.

* * *

【あにけちそう [.〈.
Azerbaijan National Library named after M.F. Akhundov

(おけちかさてそち ╆けいしけそてかさけ)

】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╊たけなあせそうあ!
╆しあえそおあちま ╇あつ くあ うふつしあせせとま う あおちかつ 〉あぬけそせあしへせそこ いけいしけそてかさけ 

すそせそえちあなけま ╆あきあせそうあ ╊.》. «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ» (う 2-に てそすあに).
〉あのけ すせそえそねけつしかせせふか ねけてあてかしけ, いかくとつしそうせそ, つ けせてかちかつそす そくせあさそ-

すみてつみ つ つときおかせけみすけ あうてそちあ そ たそしけてけさか, ほさそせそすけさか, せあとさか, さとしへてとちか け おち. 
あつたかさてあに きけくせけ 』ぃ╅.

〉あおかまつへ け う おあしへせかこのかす たそしとねあてへ けくおあせけみ つたかぬけあしけつてそう ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ ╅さあおかすけけ, さそてそちふか たそたそしせみて せあのけ いそえあてかこのけか なそせおふ 
け のけちそさけこ さちとえ ねけてあてかしかこ つすそきかて そくせあさそすけてへつみ つ せけすけ.

』 えしといそさけす とうあきかせけかす**.

* * *

】╇╅╋╅╊〈ぉ‶ ╊╇╈╊〉¨‶ 》╊【『《╇¨ぁ!
《て おとのけ たそくおちあうしみま ╇あつ け ╇あのと つかすへま つ 〉そうふす 2006 えそおそす け 『そき-

おかつてうそす!
『あお くあ ╇あつ け かはか ちあく たそくおちあうしみま つ うふにそおそす たちかさちあつせそこ させけえけ. 〉そうふに 

╇あす させけえ う たちかおつてそみはけか えそおふ***.

* 『みいさそう 』.╅. ′あすかつてけてかしへ すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし 『‒. ╉かさあいちへ 2011 // ╆しあえそおあちつてうかせせそか 
たけつへすそ.
** 【あにけちそう [.〈. ╉けちかさてそち 〉あぬけそせあしへせそこ いけいしけそてかさけ ╅くかちいあこおきあせあ けす. 〈.‒. ╅にとせおそうあ. 3 みせうあ-
ちみ 2006 // ╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ.
*** 【けてあちかせさそ 〈.]. ╉けちかさてそち ¨せつてけてとてあ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ 『╅〉. 27 おかさあいちみ 2005 // ╆しあえそおあち-
つてうかせせそか たけつへすそ.
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* * *

¨つさちかせせか たちけくせあてかしかせ くあ せあたちあうしかせせふか すせか ╇あのけ なとせおあすかせてあしへせふか 
てちとおふ «』そうちかすかせせふこ すけち» け おうとにてそすせけさ «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ».

』 いそしへのけす けせてかちかつそす そくせあさそすけしつみ つ させけえあすけ, う さそてそちふに ╇ふ, さあさ 
けくうかつてせふこ とねかせふこ け おけたしそすあて, せあとねせそ そいそつせそうあせせそ け おそつてとたせそ ちあつさちふ-
うあかてか さあさ おしみ つたかぬけあしけつてそう, てあさ け のけちそさそこ そいはかつてうかせせそつてけ あさてとあしへせふか 
たちそいしかすふ つそうちかすかせせそえそ すけちあ け ╅すかちけさけ う さそせてかさつてか けつてそちけねかつさそこ 
ちかてちそつたかさてけうふ.

》そくおちあうしみま つ うふにそおそす う つうかて たちかさちあつせそ けくおあせせふに させけえ け きかしあま ╇あす 
おあしへせかこのけに とつたかにそう う ╇あのかこ せあとねせそこ おかみてかしへせそつてけ*.

ゅせぬけさしそたかおけみ あすかちけさあせつさそこ きけくせけ**

ぃとてそう ╅.╉.

[せけえあ けくうかつてせそえそ とねかせそえそ け おけたしそすあてあ, たちそちかさてそちあ たそ せあとさか ╉けたあさあおか-
すけけ 〈¨╉ 『‒ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ たちかおつてあうしみかて つそいそこ あうてそちつさけこ うくえしみお 
せあ ちあくうけてけか あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ たそつしかおせけに 40 しかて. ╇ おうとにてそすせけさか 
つそいちあせふ さあさ しけねせふか うたかねあてしかせけみ, てあさ け すあてかちけあしふ せあとねせそ-けつつしかおそうあ-
てかしへつさそえそ にあちあさてかちあ. ぁけてあてかしへ すそきかて たそくせあさそすけてへつみ たちあさてけねかつさけ つそ うつか-
すけ つなかちあすけ きけくせけ ╅すかちけさけ — たそしけてけさそこ, ほさそせそすけさそこ, せあとさそこ, さとしへ-
てとちそこ, いふてそす.

》かちうふこ てそす そてさちふうあまて くあすかてさけ そ おうそこつてうかせせそす そてせそのかせけけ ちそつつけみせ 
さ 』ぃ╅ け あすかちけさあせぬあす. ╅うてそち そたけつふうあかて «さとしへてとちせふこ のそさ», けつたふてあせ-
せふこ けす たちけ たかちうそす たそつかはかせけけ ╅すかちけさけ. ╆そしへのそか うせけすあせけか とおかしかせそ 
さとしへてとちせそすと け たそしけてけねかつさそすと すせそえそそいちあくけま のてあてそう, つそたかちせけねかつてうと 
えそちそおそう け つそぬけあしへせふに えちとたた. 』あすそつてそみてかしへせふす «おかこつてうとまはけす しけぬそす» 
たちかおつてあかて そおけせ けく さちとたせかこのけに さとしへてとちせふに ぬかせてちそう 』ぃ╅ — 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ. ╅うてそち くせあさそすけて ねけてあてかしみ つ ぬかしふす ちみおそす みちさけに, ほさつぬかせ-
てちけねせふに たかちつそせあきかこ, さそてそちふか «そつあきおあしけ» つそうかてつさそか さそせつとしへつてうそ, — そて 
«さそすあせおけちあ たあちてけくあせつさそえそ そてちみおあ» おそ «おそねかちけ ぬあちみ 〉けさそしあみ II».

╇ させけえか ちあつつさあくふうあかてつみ そい ほうそしまぬけけ そてせそのかせけこ すかきおと 『そつつけかこ 
け 』ぃ╅ — そて ほたそにけ ╊さあてかちけせふ II おそ せあのけに おせかこ. 《ておかしへせあみ えしあうあ 
たそつうみはかせあ うせかのせかたそしけてけねかつさそこ おかみてかしへせそつてけ ╇あのけせえてそせあ せあ つそうちか-
すかせせそす ほてあたか, そつそいかせせそ かえそ たそしけてけさか う そてせそのかせけけ [けてあみ け ╊うちそたふ. 
′せあねけてかしへせそか すかつてそ とおかしかせそ ちあくしけねせふす あつたかさてあす ほさそせそすけねかつさそこ きけくせけ 
』ぃ╅ — そて あせあしけくあ たちかおたそつふしそさ ほさそせそすけねかつさそえそ うくしかてあ おそ たそおちそいせそえそ 

* 【そちのけせ ╅.》. ′あすかつてけてかしへ 》ちかおつかおあてかしみ 』そうかてあ ‒かおかちあぬけけ ‒かおかちあしへせそえそ 』そいちあせけみ 『‒. 
12 あたちかしみ 2005 // ╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ.
** ぃとてそう ╅.╉. ゅせぬけさしそたかおけみ あすかちけさあせつさそこ きけくせけ // 》そしけてけねかつさけこ きとちせあし. 2005. づ 41 (92). 』. 75.
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ちあつつすそてちかせけみ うそかせせそ-たちそすふのしかせせそえそ さそすたしかさつあ, つかしへつさそえそ にそくみこつてうあ, 
なけせあせつそう, てちあせつたそちてあ, つなかちふ そいつしときけうあせけみ, うそたちそつそう てちとおそうそこ ほてけさけ.

【あさ きか たそおちそいせそ たちかおつてあうしかせふ たかちけたかてけけ うせとてちけたそしけてけねかつさそこ 
きけくせけ 』ぃ╅. 『あつつさあくふうあみ そ ちあくしけねけみに すかきおと ちかつたといしけさあせぬあすけ け おかすそ-
さちあてあすけ, あうてそち うそくうちあはあかてつみ さ けおかこせふす けつてそさあす あすかちけさあせつさそえそ えそつと-
おあちつてうあ — たとちけてあせけくすと, ╉かさしあちあぬけけ せかくあうけつけすそつてけ, [そせつてけてとぬけけ. 〉あ 
さそせさちかてせふに たちけすかちあに そせ たそさあくふうあかて, さあさ なとせさぬけそせけちとかて えちあきおあせつさそか 
そいはかつてうそ う 』ぃ╅. 〉かつそすせかせせふこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみまて ちあつつさあくふ そい 
あすかちけさあせつさけに いまちそさちあてあに, うそかせせふに, ちあくうかおねけさあに け さそせてちちあくうかおねけさあに, 
そ おかみてかしへせそつてけ あすかちけさあせつさけに 』〈¨.

╇てそちそこ てそす させけえけ そてさちふうあかてつみ ちあつつさあくそす そ ちかしけえけみに け うかちそうあせけみに 
』ぃ╅ — そて あつさかてけねせそえそ たちそてかつてあせてけくすあ おそ ほさつてちあうあえあせてせそえそ «〉あちそおせそえそ 
にちあすあ», ねしかせふ さそてそちそえそ たそさしそせみしけつへ 』』』『. ╅うてそち ちあつつさあくふうあかて そ おそつてけ-
きかせけみに せあとさけ け そいちあくそうあせけみ う 』ぃ╅, うつたそすけせあかて うつてちかねけ つ さちとたせふすけ 
あすかちけさあせつさけすけ とねかせふすけ. ′せあねけてかしへせあみ ねあつてへ させけえけ たそつうみはかせあ なかせそ-
すかせと «あすかちけさあせつさそこ さとしへてとちふ» — すかつてせふす たちあくおせけさあす け おそつてそたちけ-
すかねあてかしへせそつてみす, しけてかちあてとちせふす たちけつてちあつてけみす あすかちけさあせぬかう, けに うさしあおと 
う すけちそうとま さとしけせあちけま, とうしかねかせけま つたそちてそす. 〉あえしみおせそ け とうしかさあてかしへせそ 
そたけつふうあかてつみ け そいちあく きけくせけ たちかおつてあうけてかしかこ あすかちけさあせつさそこ «さそせてちさとしへ-
てとちふ», あ てあさきか さちとたせふに ほてせけねかつさけに えちとたた — ちとつつさけに, かうちかかう, さけてあこぬかう, 
さそちかこぬかう, みたそせぬかう, あなちそあすかちけさあせぬかう け けせおかこぬかう. [せけえあ たちかおつてあうしみかて 
けせてかちかつ さあさ おしみ つたかぬけあしけつてそう-すかきおとせあちそおせけさそう, てあさ け おしみ のけちそさそこ 
あとおけてそちけけ.

[けてあこ: そて 』ちかおけせせそこ
けすたかちけけ おそ つうかちにおかちきあうふ 
XXI うかさあ
〈.: ¨くうかつてけみ, 2007. — 352 つ.
[けてあこ: そて 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ 
おそ つうかちにおかちきあうふ XXI うかさあ

╇そしそにそうあ ╅.╅.
[あせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ*

〉そうあみ させけえあ そおせそえそ けく うかおとはけに ちそつつけこ-
つさけに つたかぬけあしけつてそう たそ たちそいしかすあす すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ, たちそちかさてそちあ ╉けた-
しそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ 

* ╇そしそにそうあ ╅.╅. [けてあこ: そて 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ おそ 
つうかちにおかちきあうふ XXI うかさあ // 》ちそいしかすふ ╉あしへせかえそ ╇そつてそ-
さあ. 2007. づ 6. 』. 176—177.
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╊.》. ╆あきあせそうあ たちかおつてあうしみかて つそいそこ つけせてかく たそしけてそしそえけねかつさそえそ けつつしかおそうあ-
せけみ うくあけすそそてせそのかせけこ [けてあみ つ うせかのせけす すけちそす け ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに 
そてせそのかせけこ, けつてそちけねかつさそえそ てちとおあ け すかすとあちそう あうてそちあ, せかたそつちかおつてうかせせそ 
とねあつてうそうあうのかえそ う ちかあしけくあぬけけ たそしけてけさけ せあのかこ つてちあせふ せあ さけてあこつさそす せあ-
たちあうしかせけけ う さあねかつてうか おけたしそすあてあ, そてうかてつてうかせせそえそ つそてちとおせけさあ を[ [》』』 
け とねかせそえそ.

╇ せあねあしへせふに えしあうあに させけえけ, たそつうみはかせせふに けつてそちけけ [けてあみ おそ つそくおあせけみ 
[〉『, ╊.》. ╆あきあせそう たそつしかおそうあてかしへせそ たちそうそおけて すふつしへ そ てそす, ねてそ さけてあ-
かぬかせてちけくす, といかきおかせせそつてへ う つうそかす たちかうそつにそおつてうか, たちけつとはけか さけてあこぬあす 
つ おちかうせそつてけ, そてせまおへ せか みうしみまてつみ さあさけす-てそ けつさしまねかせけかす けく そいはけに たちあ-
うけし たそうかおかせけみ えそつとおあちつてう う つけつてかすか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. [けてあこ 
う そてしけねけか そて おちとえけに えかえかすそせそう (╉ちかうせけこ 『けす, けすたかちけみ 〉あたそしかそせあ) 
«いかつさそせかねせそ おそしえそ» いふし えかえかすそせそす う そさちときあうのかす かえそ すけちか け けすかせせそ 
たそほてそすと «さけてあこつさそか たそうかおかせけか そつそいかせせそ いちそつあかてつみ う えしあくあ けつつしかおそうあてか-
しみす, うふえしみおけて おしみ せけに とせけさあしへせふす» (つ. 9).

[けてあこつさそ-つそうかてつさけか そてせそのかせけみ う 1950-に えそおあに そたちかおかしみまてつみ う させけえか 
さあさ «せかたちそつてそか たあちてせかちつてうそ». 』 そおせそこ つてそちそせふ, ほてけす そてせそのかせけみす いふしけ 
たちけつとはけ おけせあすけくす, すあつのてあいせそつてへ け えしといけせあ, せそ つ おちとえそこ — つとはかつてうそ-
うあしそ け せかすあしそ たちそいしかす, さそてそちふか つたそつそいつてうそうあしけ うそくせけさせそうかせけま ちあくせそ-
えしあつけこ う たそおにそおあに ちとさそうそおけてかしかこ 』』』『 け [〉『 さ そぬかせさか すかきおとせあちそおせそこ 
そいつてあせそうさけ け たかちつたかさてけう ちあくうけてけみ つそぬけあしけつてけねかつさそえそ しあえかちみ, たかちか-
ちそつのけに うそ うてそちそこ たそしそうけせか 1960-に えそおそう う さそせなちそせてあぬけま すかきおと 』』』『 
け [〉『. ╊.》. ╆あきあせそう いふし そねかうけおぬかす ほてそえそ つしそきせそえそ たかちけそおあ う つそうかてつさそ-
さけてあこつさけに そてせそのかせけみに, ちあいそてあみ う 1970-か えそおふ う をかせてちあしへせそす あたたあちあてか 
〈¨╉ 』』』『, け せあ つてちあせけぬあに つうそかこ させけえけ きけうそ け そいちあくせそ ちあつつさあくあし 
そ さそせてあさてあに つ さけてあこつさけすけ おけたしそすあてあすけ, そい けつさとつつてうかせせそす せあえせかてあせけけ 
うちあきおかいせそつてけ う [けてあか さ 』』』『, あ う 』』』『 — さ [けてあま.

╇ 1970-か えそおふ あうてそち «せあいしまおあし くあ [けてあかす» けく ╈かせさそせつとしへつてうあ 』』』『 
う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (えしあうあ «ぃけちそさけこ すかきおとせあちそおせふこ なちそせて», つ. 85—108), 
いふし せかたそつちかおつてうかせせふす つうけおかてかしかす あすかちけさあせそ-さけてあこつさそえそ ついしけきかせけみ せあ 
あせてけつそうかてつさそこ そつせそうか, そつせそうせふか ぬかしけ け たちそみうしかせけみ さそてそちそえそ け そつうかてけし 
う つうそかこ させけえか つ ちあくせふに てそねかさ くちかせけみ (たそしけてけさそう, とねかせふに, あすかちけさあせつさそこ 
そいはかつてうかせせそつてけ, にとあぬみそ).

』とはかつてうかせせふか けくすかせかせけみ うそ うせかのせかこ たそしけてけさか [〉『, つてあちて さそてそ-
ちふす おあし XII つひかくお [》[ (つかせてみいちへ 1982 え.), あうてそち ちあつつすあてちけうあかて せあ そつせそうか 
あせあしけくあ け そぬかせそさ さけてあこつさけに けつてそねせけさそう (えしあうあ «》かちかつすそてち とつてあせそうそさ», 
つ. 109—146). 《せけ くあてかす とおあねせそ おそたそしせみまてつみ すあてかちけあしあすけ けく つしかおと-
まはかこ えしあうふ («〉あいしまおかせけみ けく たそつそしへつてうあ», つ. 147—201). 》そさあくふうあみ 
«さとにせま», せあ さそてそちそこ えそてそうけしけつへ たそしけてけねかつさけか とつてあせそうさけ う そてせそのかせけけ 
[けてあみ, ╊.》. ╆あきあせそう そねかせへ つあすそさちけてけねせそ そぬかせけうあかて つうそま ちあいそてと う ほてそて 
たかちけそお.
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】いかおけてかしへせふ たちけうかおかせせふか う させけえか すあてかちけあしふ そ てそす, ねてそ う たかちうふか 
せかつさそしへさそ しかて たそつしか せあねあしあ ほさそせそすけねかつさけに ちかなそちす う [〉『 «う 〈そつさうか 
せか いふしそ ねかてさそこ しけせけけ たそ [けてあま». 》かちかしそす う つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそ-
のかせけみに あうてそち つたちあうかおしけうそ つうみくふうあかて つ せあねあしそす たかちかつてちそこさけ う 』』』『 
け «せそうふす すふのしかせけかす», さそてそちふか いふしけ たそくけてけうせそ うそつたちけせみてふ う [けてあか, 
ついしけきかせけかす たそくけぬけこ おうとに つてちあせ たそ ちみおと すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす. 
╅うてそち たそおちそいせそ そたけつふうあかて, つ さあさけすけ たちかたみてつてうけみすけ つてあしさけうあしつみ たちそ-
ぬかつつ せそちすあしけくあぬけけ, さあさ せかたちそつてそ そせ のかし.

╊つしけ えしあうふ させけえけ, たそつうみはかせせふか けつてそちけけ け せあつふはかせせふか いそしへのけす 
なあさてけねかつさけす すあてかちけあしそす, すそえとて そつそいかせせそ くあけせてかちかつそうあてへ けつてそちけさそう, てそ 
おうか くあさしまねけてかしへせふか えしあうふ — «》そてかせぬけあし ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそえそ つそてちとお-
せけねかつてうあ» け «》かちつたかさてけうふ» — たちけうしかさとて うせけすあせけか たそしけてそしそえそう.

『あつつすあてちけうあみ つそうちかすかせせそか つそつてそみせけか ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのか-
せけこ, あうてそち けつにそおけて けく てそえそ, ねてそ そつせそうせそこ たちときけせそこ ほてけに そてせそのかせけこ 
«みうしみかてつみ ちあつさしあお つけし せあ すけちそうそこ あちかせか» (つ. 273) け ねてそ つそうたあおかせけか うくえしみ-
おそう せあ えしそいあしへせとま そいつてあせそうさと たそくうそしみかて 〈そつさうか け 》かさけせと くあせけすあてへ 
つにそおせふか たそくけぬけけ たそ すせそえけす すかきおとせあちそおせふす うそたちそつあす (たそしそきかせけか せあ 
╆あしさあせあに, さそちかこつさあみ みおかちせあみ たちそいしかすあ, いしけきせかうそつてそねせふこ さそせなしけさて, 
たそうふのかせけか ちそしけ け あうてそちけてかてあ 《《〉, たそおおかちきあせけか つてちあてかえけねかつさそこ つてあ-
いけしへせそつてけ). 』そうかちのかせせそ つたちあうかおしけうそ う させけえか つおかしあせ あさぬかせて せあ たちかそおそ-
しかせけけ たそしけてけさそ-けおかそしそえけねかつさけに ちあくせそえしあつけこ すかきおと 『‒ け [〉『 け ついしけ-
きかせけけ けおかそしそえけねかつさけに とつてあせそうそさ けつてかいしけのすかせてそう 『そつつけけ け [けてあみ 
(つ. 276—286), あ てあさきか せあ いしけくそつてけ たちけそちけてかてそう うせとてちかせせかえそ ちあくうけてけみ 
(つ. 286—288).

╈そうそちみ そい ほさそせそすけねかつさそこ すそてけうあぬけけ とたちそねかせけみ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに 
そてせそのかせけこ, あうてそち けつたそしへくとかて てかちすけせ «ほさそせそすけねかつさあみ うくあけすそおそたそしせみ-
かすそつてへ», にそてみ うつか きか せか そねかせへ みつせそ, う ねかす きか ほさそせそすけさけ 『そつつけけ け [けてあみ 
«おそたそしせみまて» おちとえ おちとえあ. ╇ つそそてうかてつてうとまはかす ちあくおかしか させけえけ ちかねへ けおかて 
つさそちかか そい ほさそせそすけねかつさけに うそくすそきせそつてみに け けせてかちかつあに おうとに つそつかおせけに つてちあせ.

〉か とすあしねけうあかて ╊.》. ╆あきあせそう け そ せあしけねけけ «ちかあしへせふに け えけたそてか-
てけねかつさけに» たちそいしかす う ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに, さそてそちふか たちけ 
そたちかおかしかせせふに とつしそうけみに すそえとて う いとおとはかす たちけうかつてけ さ てちかせけみす け おあきか 
たちそてけうそちかねけみす: おかすそえちあなけねかつさけか, さとしへてとちせふか ちあくしけねけみ, ほさそせそすけねか-
つさけか てちかせけみ, ちあくせふこ たそおにそお さ せかさそてそちふす すかきおとせあちそおせふす たちそいしかすあす 
(つ. 302—330). 《おせあさそ たちけ うつかこ くせあねけすそつてけ せあくうあせせふに たちそいしかす えしあうせそか, 
たそ すせかせけま あうてそちあ, そて ねかえそ いとおかて くあうけつかてへ にあちあさてかち ちそつつけこつさそ-さけてあこ-
つさけに そてせそのかせけこ う おそしえそつちそねせそこ たかちつたかさてけうか, — ほてそ «つそそてせそのかせけか つけし 
すかきおと おうとすみ おかちきあうあすけ». ╊つしけ [けてあこ いとおかて いふつてちふすけ てかすたあすけ とうかしけ-
ねけうあてへ つうそま すそはへ, あ ちそつつけこつさけこ ╉あしへせけこ ╇そつてそさ — うつか いそしへのか そてつてあうあてへ 
そて つそつかおあ-えけえあせてあ, てそ けくすかせかせけか いあしあせつあ つけし う ちかえけそせか すそきかて たちけうかつてけ 
さ おかつてあいけしけくあぬけけ け おあきか さそせなしけさてあす.
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╅せあしけく うくえしみおそう さけてあこつさけに たそしけてそしそえそう たそ うそたちそつと そ せかそいにそおけすそつてけ 
うせかつかせけみ けくすかせかせけこ うそ うせかのせまま たそしけてけさと け おけたしそすあてけま [〉『 う つうみくけ 
つ けおとはけす たちそぬかつつそす たちかうちあはかせけみ [〉『 う うかしけさとま すけちそうとま おかちきあうと 
(あ せかさそてそちふか さけてあこつさけか あせあしけてけさけ つねけてあまて てあさそか たちかうちあはかせけか つそうかち-
のけうのけすつみ なあさてそす) たそくうそしみかて あうてそちと たちけこてけ さ つしかおとまはかすと くあさしまねか-
せけま: «》ちかおしあえあかすあみ さそちちかさてけちそうさあ せか たちそてけうそちかねけて ちそつつけこつさけす けせてか-
ちかつあす け すそきかて つたそつそいつてうそうあてへ おあしへせかこのかすと とえしといしかせけま おうとつてそちそせせかえそ 
たあちてせかちつてうあ» (つ. 347).

》ちけ うくあけすせそこ くあけせてかちかつそうあせせそつてけ 『そつつけけ け [けてあみ う てかつせそす うくあけすそ-
おかこつてうけけ せあ せふせかのせかす ほてあたか ╊.》. ╆あきあせそう たちかおしあえあかて ちそつつけこつさそこ つてそ-
ちそせか «つたそしせあ けつたそしへくそうあてへ けつてそちけねかつさけこ のあせつ け たそつてちそけてへ とつてそこねけうとま 
すそおかしへ うくあけすそうふえそおせそえそ, おけせあすけねせそえそ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそえそ つそてちとお-
せけねかつてうあ う XXI つてそしかてけけ» (つ. 347), けくしあえあみ つうそこ うくえしみお せあ きかしあてかしへせとま 
そたてけすあしへせとま つてちあてかえけま 『そつつけけ せあ さけてあこつさそす せあたちあうしかせけけ, とうみくあせ-
せとま つ ちかあしけくあぬけかこ ちそつつけこつさけに けせてかちかつそう け う そてせそのかせけみに つ ′あたあおそす, 
け う  そてせそのかせけみに つそ つてちあせあすけ ╅【『. 』あすふす つとはかつてうかせせふす さそすたそせかせてそす 
ほてそこ つてちあてかえけけ あうてそち つねけてあかて たちかそおそしかせけか そてつてあしそつてけ うそつてそねせふに ちあこそ-
せそう 『そつつけけ け けに ちあくうけてけか う たちそぬかつつか けせてかえちあぬけけ, ねてそ いとおかて つたそつそいつてうそ-
うあてへ うくあけすそくあうけつけすそつてけ つてちあせ ちかえけそせあ, けに くあけせてかちかつそうあせせそつてけ う いしあえそ-
たそしとねけけ おちとえ おちとえあ.

〉そうあみ させけえあ ╊.》. ╆あきあせそうあ, さ ねけつしと すせそえけに おそつてそけせつてう さそてそちそこ つしか-
おとかて てあさきか そてせかつてけ きけうそこ け そいちあくせふこ つてけしへ けくしそきかせけみ すあてかちけあしあ, せかつそ-
すせかせせそ たちけうしかねかて うせけすあせけか てかに, さてそ けせてかちかつとかてつみ たちそいしかすあすけ [けてあみ, 
ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ け ちかえけそせあ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ.

『そつつけみ け [けてあこ う XXI うかさか*

╉かせけつそう ╇.¨.
ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし,

おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ

》かちかお せあすけ せそうあみ させけえあ ちそつつけこつさそえそ とねかせそえそ, たちそちかさてそちあ ╉けたしそすあてけ-
ねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊. ╆あきあせそうあ. 〉あ つかこ ちあく ╊. ╆あきあせそう たそつうみ-
てけし つうそこ てちとお [けてあま, さけてあこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさか け おけたしそすあてけけ.

′せあねけてかしへせそか すかつてそ う ちあいそてか くあせけすあまて そてせそのかせけみ 』そうかてつさそえそ 
』そまくあ/『そつつけけ つ [けてあこつさそこ 〉あちそおせそこ 『かつたといしけさそこ, たちけねかす あうてそちつさけか 
ちあくすふのしかせけみ そ たちそのしそす, せあつてそみはかす け いとおとはかす せあのけに そてせそのかせけこ 
つ せあいけちあまはけす すそはへ [けてあかす つてちそみてつみ せあ つそしけおせそす なとせおあすかせてか おけたしそ-
すあてあ け とねかせそえそ. 15 しかて ╊. ╆あきあせそう せあにそおけしつみ せあ おけたしそすあてけねかつさそこ ちあいそてか 
う ぬかせてちあしへせそす あたたあちあてか 〈¨╉ 』』』『, [けてあか, 』ぃ╅, せあ そてうかてつてうかせせそこ 

* ╉かせけつそう ╇.¨. 『そつつけみ け [けてあこ う XXI うかさか // 〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ. 2007. づ 7—8. 』. 116—124.
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ちあいそてか う 〈かきおとせあちそおせそす そておかしか を[ [》』』. 』 1991 えそおあ う さあねかつてうか たちそ-
ちかさてそちあ たそ せあとねせそこ ちあいそてか ╉けたあさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊. ╆あきあせそう くあせけ-
すあかてつみ えしそいあしへせふすけ たちそいしかすあすけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ.

》そうかつてうそうあせけか せあねけせあかてつみ つ おちかうせかこ さけてあこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ, つ てそえそ, 
さあさ とてうかちおけしあつへ けおかみ, ねてそ [けてあこ — ぬかせてち ぬけうけしけくあぬけけ, 』ちかおけせせあみ けす-
たかちけみ, 》そおせかいかつせあみ. 》ちそにそおけしけ つてそしかてけみ, け せかさそえおあ すそはせあみ 』ちかおけせせあみ 
けすたかちけみ う 1912 えそおと ちとにせとしあ. 〉あねあしつみ せそうふこ ほてあた いそちへいふ くあ うそつつてあせそうしか-
せけか いふしそえそ うかしけねけみ う 1949 えそおと, さそえおあ さけてあこつさけか さそすすとせけつてふ たちけにそおみて 
さ うしあつてけ. ╊. ╆あきあせそう たそおちそいせそ ちあつつすあてちけうあかて そてせそのかせけみ すかきおと 』』』『 
け せそうふす [けてあかす. ╇ えしあうか «〉かたちそつてそか たあちてせかちつてうそ» あうてそち そたけつふうあかて, さあさ 
つさしあおふうあしつみ つそうかてつさそ-さけてあこつさけこ つそまく. «』おかしあう つそくせあてかしへせふこ うふいそち, — 
たけのかて そせ, — [〉『 つてあしあ けつさちかせせけす つそまくせけさそす 』』』『» (つ. 43). [けてあこつさそか 
さそすすとせけつてけねかつさそか ちとさそうそおつてうそ いふしそ くあけせてかちかつそうあせそ う つそうかてつさそこ ほさそせそ-
すけねかつさそこ たそすそはけ け たそしけてけねかつさそこ たそおおかちきさか. ¨ ほてあ たそすそはへ, たちみすそ つさあ-
きかす, いふしあ すあつのてあいせそこ. 》ちけ せあのかす てかにせけねかつさそす つそおかこつてうけけ う [〉『 いふしそ 
たそつてちそかせそ いそしかか 250 さちとたせふに たちそすふのしかせせふに そいひかさてそう. 』』』『 たちかおそつてあ-
うけし [けてあま たそねてけ 2 すしちお ちといしかこ う うけおか しへえそてせふに さちかおけてそう. [あさ たけのかて 
あうてそち, «つそてちとおせけねかつてうそ すかきおと 』』』『 け [〉『 う 50-か えそおふ そてしけねあしそつへ おけ-
せあすけくすそす, すあつのてあいせそつてへま, えしといけせそこ» (つ. 45). ╇すかつてか つ てかす う そてせそのかせけみに 
おうとに つてちあせ けすかしそつへ せかすあしそ たちそいしかす, すせそえけか けく さそてそちふに たそみうけしけつへ かはか 
う えそおふ せあぬけそせあしへせそ-そつうそいそおけてかしへせそこ いそちへいふ さけてあこつさそえそ せあちそおあ. 『とさそ-
うそおつてうそ [そすたあちてけけ [けてあみ, しけねせそ 〈あそ をくほおとせ せかえあてけうせそ うそつたちけせけすあしけ 
«つそうかてふ» [そすけせてかちせあ, かえそ うすかのあてかしへつてうそ う おかみてかしへせそつてへ [》[.

〉かたちそつてそ つさしあおふうあしけつへ け しけねせふか そてせそのかせけみ 』てあしけせあ つ 〈あそ, そ ねかす 
たそおちそいせそ そたけつふうあかてつみ う させけえか. 』てあしけせ つ たそおそくちかせけかす そてせそつけしつみ さ 〈あそ 
をくほおとせと, せか つねけてあし かえそ «せあつてそみはけす さそすすとせけつてそす» (つ. 46). ╇そ うちかすみ 
うけくけてあ う 〈そつさうと (おかさあいちへ 1949 — なかうちあしへ 1950 え.) つそうかてつさけこ うそきおへ うかつへすあ 
たちそにしあおせそ そいそのかしつみ つ 〈あそ, ねてそ, かつてかつてうかせせそ, せか すそえしそ せか そてちあくけてへつみ さあさ 
せあ しけねせふに, てあさ け せあ えそつとおあちつてうかせせふに そてせそのかせけみに. 『あくせそえしあつけみ すかきおと 
おうとすみ つてちあせあすけ たそつてかたかせせそ せあいけちあしけ そいそちそてふ.

╉あうあみ そぬかせさと «つてあしけせつさそえそ たかちけそおあ» う つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのか-
せけみに, あうてそち そてすかねあかて, ねてそ [けてあこ いふし うふせときおかせ «てかちたかてへ てあさとま つけてとあ-
ぬけま けく-くあ つうそかこ つしあいそつてけ け けくそしみぬけけ つそ つてそちそせふ ′あたあおあ» (つ. 49).

╊. ╆あきあせそう たそおちそいせそ そたけつふうあかて つとてへ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに ちあくせそえしあ-
つけこ う たかちけそお にちとはかうつさそえそ ちとさそうそおつてうあ, たかちかねかせへ さそてそちふに せあちあつてあし さあさ 
さそす, つてあせそうけしつみ うつか いそしかか そいひかすせふす. ゅてそ さあつあしそつへ すせそえけに うそたちそつそう, 
う ねあつてせそつてけ そぬかせさけ つそうちかすかせせそこ ほたそにけ, たそおにそおあ さ 』ぃ╅, たそしそきかせけみ おかし 
う さそすすとせけつてけねかつさそす おうけきかせけけ, すかてそおそう つそぬけあしけつてけねかつさそえそ つてちそけてかしへ-
つてうあ け おち. 〉あ たそうかちにせそつてへ うふのしあ たそえちあせけねせあみ たちそいしかすあ — «せかちあうせそ-
たちあうせそつてへ» おそえそうそちそう ぬあちつさそこ 『そつつけけ つ ぬけせつさけす [けてあかす. ╅ つ 1960 えそおあ 
せあ えちあせけぬか つてあしけ うそくせけさあてへ けせぬけおかせてふ. [あさ ちあく てそえおあ あうてそち ほてけに つてちそさ 
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つしときけし う たそえちあせけねせそす そてちみおか う 》ちけすそちへか け せか ちあく いふし つうけおかてかしかす 
せあちとのかせけこ えそつえちあせけぬふ つそ つてそちそせふ さけてあこぬかう.

【かちちけてそちけあしへせふか たちけてみくあせけみ 〈あそ せあ 1,5 すしせ さう. さす つそうかてつさそこ てかち-
ちけてそちけけ うふくふうあしけ せかたちけみてけか う 』そうかてつさそす 』そまくか け さうあしけなけぬけちそうあしけつへ 
さあさ «ちかあしへせあみ とえちそくあ せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ つてちあせふ».

』しかおとまはけこ ほてあた う つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに つうみくあせ つ そてつてあう-
さそこ 〉. ｠ちとはかうあ け たそたふてさあすけ せそうそえそ つそうかてつさそえそ ちとさそうそおつてうあ たちかそおそしかてへ 
ちあくせそえしあつけみ つ [〉『. 《おせあさそ, さあさ そてすかねあかてつみ う させけえか, «たちそてけうそちかねけみ 
くあのしけ せあつてそしへさそ おあしかさそ, ねてそ せけ 〈そつさうあ, せけ 》かさけせ せか いふしけ えそてそうふ 
さ けくすかせかせけま つうそけに たそくけぬけこ».

〈あそ う しまいそす つしとねあか せか にそてかし ついしけきかせけみ つ 』』』『 — «つさあくふうあしけつへ 
せあさそたけうのけかつみ そいけおふ, みうせそか せかつそえしあつけか つ せあのかこ たそしけてけさそこ, そいそつてちかせけか 
たそしけてけねかつさそこ つけてとあぬけけ う さけてあこつさそす そいはかつてうか». ╇かつせそこ 1969 えそおあ う ちあこ-
そせか そつてちそうあ ╉あすあせつさけこ せあ ちかさか 】つつとちけ たちそけくそのしけ さちそうそたちそしけてせふか 
つてそしさせそうかせけみ. 』そうかてつさそ-さけてあこつさけか たちそてけうそちかねけみ おそのしけ おそ そねかせへ そたあつ-
せそこ ねかちてふ. [そすたあちてけみ [けてあみ せあ つうそかす IX つひかくおか う 1969 えそおと くあさちかたけしあ 
さとちつ せあ たちそてけうそおかこつてうけか 』』』『.

》そかくおさあ う [けてあこ う つかせてみいちか 1969 えそおあ 》ちかおつかおあてかしみ 』そうかてあ 〈けせけ-
つてちそう 』』』『 ╅. [そつふえけせあ, かえそ たかちかえそうそちふ つ 》ちかすへかちそす ╈そつつそうかてあ [〉『 
ぁきそと ゅせへしあかす にそてみ せかつさそしへさそ け ちあくちみおけしけ あてすそつなかちと つそうかてつさそ-さけてあこ-
つさけに そてせそのかせけこ, そおせあさそ さ ちかあしへせそすと たちそちふうと せか たちけうかしけ. ╆ふしあ おそつてけえ-
せとてあ おそえそうそちかせせそつてへ うそくそいせそうけてへ たそえちあせけねせふか たかちかえそうそちふ.

╊. ╆あきあせそう たそおちそいせそ そたけつふうあかて おかみてかしへせそつてへ うけおせふに つそうかてつさけに 
おけたしそすあてそう — 〈.』. [あたけぬふ, くあうかおとまはかえそ I ╉あしへせかうそつてそねせふす そておかしそす 
〈¨╉ 』』』『, さとちけちそうあうのかえそ そてせそのかせけみ 』』』『—[〉『, くあすかつてけてかしみ すけせけ-
つてちあ けせそつてちあせせふに おかし 』』』『 ].‒. ¨しへけねかうあ, うそくえしあうしみうのかえそ つそうかてつさとま 
たちあうけてかしへつてうかせせとま おかしかえあぬけま せあ たそえちあせけねせふに たかちかえそうそちあに つ [けてあかす, 
╅.╉. ╉といちそうつさそえそ, くあすかつてけてかしみ くあうかおとまはかえそ I ╉あしへせかうそつてそねせふす そておか-
しそす 〈¨╉ 』』』『, おちとえけに おけたしそすあてそう-さけてあけつてそう. ′あすかてせそか すかつてそ う させけえか 
くあせけすあまて しけねせふか せあいしまおかせけみ あうてそちあ, かえそ そぬかせさけ てかに けしけ けせふに のあえそう 
つそうかてつさそこ おけたしそすあてけけ せあ さけてあこつさそす せあたちあうしかせけけ.

╊. ╆あきあせそう たちけくせあかてつみ, ねてそ う てそて たかちけそお う つうそけに そたとつあに «さしかこすけし 
》かさけせ». 〉そ け さけてあこぬふ せか そつてあうあしけつへ う おそしえと. ¨に たちそたあえあせおあ うふしけうあしあ 
せかすあしそ えちみくけ せあ せあのと つてちあせと. ゅてそ いふし そねかせへ つしそきせふこ たかちけそお う つそうかて-
つさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに. ╊はか たちかおつてそみしそ たちそこてけ おそしえけこ たとてへ, ねてそいふ 
うふちとしけてへ せあ せそちすあしけくあぬけま. 《い ほてそす あうてそち たけのかて けせてかちかつせそ け そいひかさ-
てけうせそ, そせ つあす いふし たちけねあつてかせ さ てそこ いそしへのそこ ちあいそてか, さそてそちあみ う さそせかねせそす 
けてそえか たちけうかしあ さ そくおそちそうしかせけま つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ, あ くあてかす 
け さ とつてあせそうしかせけま つてちあてかえけねかつさそえそ たあちてせかちつてうあ.

╇ 1970-に えそおあに ╊. ╆あきあせそう せあいしまおあかて くあ [けてあかす けく [あしけなそちせけけ, けく 
』あせ-‒ちあせぬけつさそ, えおか ちあいそてあかて う つそうかてつさそす ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか. 
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╇ さそせぬか 1960-に えそおそう ╇あのけせえてそせ けおかて せあ ついしけきかせけか つ [けてあこつさそこ 〉あちそお-
せそこ 『かつたといしけさそこ. ╉しみ ほてそえそ と 》ちかくけおかせてあ 』ぃ╅ 〉けさつそせあ いふしそ せかすあしそ 
たちけねけせ. 』ぃ╅ えしといそさそ くあうみくしけ うそ ╇へかてせあすか, せかそいにそおけすそ いふしそ さあさ-てそ 
うふいけちあてへつみ けく うへかてせあすつさそこ うそこせふ, たちけねかす つおかしあてへ ほてそ 〉けさつそせ にそてかし «いかく 
たそてかちけ しけぬあ» おしみ ╅すかちけさけ. [ちそすか てそえそ, ついしけきかせけか つ [けてあかす, たそ すふつしけ 
あすかちけさあせつさけに つてちあてかえそう, おそしきせそ いふしそ くあつてあうけてへ 』そうかてつさけこ 』そまく たそこてけ 
せあ とつてとたさけ. ╇あのけせえてそせ くあえそうそちけし そ せかそいにそおけすそつてけ つそうすかつてせふに つ [けてあかす 
とつけしけこ たそ たちそてけうそおかこつてうけま «つそうかてつさそこ とえちそくか». ╉かこつてうけてかしへせそ, さ さそせぬと 
1970-に えそおそう [〉『 け 』ぃ╅ くあすかてせそ あさてけうけくけちそうあしけ おうとにつてそちそせせけか そてせそ-
のかせけみ. 》かさけせ け ╇あのけせえてそせ ちあつのけちけしけ つそてちとおせけねかつてうそ け そいすかせふ, いふしそ 
たそおたけつあせそ 15 つそえしあのかせけこ, う てそす ねけつしか てそちえそうそか つそえしあのかせけか, たそ さそてそ-
ちそすと [けてあこ たそしとねけし ちかきけす せあけいそしへのかえそ いしあえそたちけみてつてうそうあせけみ (つ. 103). 
』ぃ╅ せあねあしけ あさてけうせそ つそおかこつてうそうあてへ つそくおあせけま «つけしへせそえそ [けてあみ». 〉あ 
ほてそす なそせか つそうかてつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ そつてあうあしけつへ つしそきせふすけ.

』すかちてへ 〈あそ をくほおとせあ, ちあくえちそす «いあせおふ ねかてふちかに», たちけにそお さ ちとさそうそお-
つてうと ╉ほせ 』みそたけせあ う さそせぬか 1970-に えそおそう たそうしかさしけ くあ つそいそこ けくすかせかせけみ うそ 
うせとてちかせせかこ きけくせけ つてちあせふ. [けてあこ たちけつてとたけし さ そつとはかつてうしかせけま たそしけ-
てけさけ すそおかちせけくあぬけけ. ╅うてそち させけえけ あせあしけくけちとかて せあねあうのけかつみ たちそぬかつつふ 
ちかなそちすけちそうあせけみ ほさそせそすけさけ [けてあみ, たそおねかちさけうあかて, ねてそ せか てそしへさそ ほさそせそ-
すけさあ, せそ け うせかのせみみ たそしけてけさあ [〉『 つてあしあ たそおうかちえあてへつみ さそちちかさてけちそうさか. 
〉あ XII つひかくおか [》[ (1982 え.) いふしあ たちかおつてあうしかせあ そいせそうしかせせあみ うせかのせかたそ-
しけてけねかつさあみ たしあてなそちすあ [〉『, つとてへ ほてけに そいせそうしかせけこ つうそおけしあつへ さ つしかおとま-
はかすと (つ. 111—114):

1. ╆ふし つせみて てかくけつ そ てそす, ねてそ 』』』『 みうしみかてつみ «えしあうせふす けつてそねせけさそす 
そたあつせそつてけ せそうそこ すけちそうそこ うそこせふ».

2. 《たとはかせそ たそしそきかせけか そ せかそいにそおけすそつてけ つそくおあせけみ «かおけせそえそ すかきおと-
せあちそおせそえそ なちそせてあ» たそ たちそてけうそおかこつてうけま «つそうかてつさそすと えかえかすそせけく-
すと». ′あみうしかせそ, ねてそ [〉『 たちそうそおけて «せかくあうけつけすとま, つあすそつてそみてかしへせとま 
うせかのせまま たそしけてけさと».

3. 』たしそねかせけか つ «てちかてへけす すけちそす» せあくうあせそ «さちあかとえそしへせふす さあすせかす» 
う おかみてかしへせそつてけ [〉『 せあ すけちそうそこ あちかせか.

4. 》そつてあうしかせあ くあおあねあ ちあくうけうあてへ さそせてあさてふ つ うそつてそねせそかうちそたかこつさけすけ 
つてちあせあすけ, くあちといかきせふすけ さそすたあちてけみすけ.

╈そうそちみ そ たちけねけせあに, たそうしかさのけに けくすかせかせけみ うそ うせかのせかこ たそしけてけさか 
[けてあみ, ╊. ╆あきあせそう たそおねかちさけうあかて, ねてそ ほてけ けくすかせかせけみ おけさてそうあしけつへ せかそい-
にそおけすそつてへま そいかつたかねけてへ おしけてかしへせふこ すけちせふこ たかちけそお おしみ つそぬけあしけつてけ-
ねかつさそこ すそおかちせけくあぬけけ. 【そしへさそ すけちせそか そさちときかせけか せあ おしけてかしへせふこ つちそさ 
たそくうそしみしそ とつたかのせそ うかつてけ にそくみこつてうかせせそか つてちそけてかしへつてうそ, せあしあきけうあてへ 
のけちそさそか つそてちとおせけねかつてうそ つ くあえちあせけぬかこ, せかそいにそおけすそか おしみ たそしとねかせけみ 
けせうかつてけぬけこ け たかちかおそうふに てかにせそしそえけこ.
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╇すかつてか つ てかす, さあさ とさあくふうあかてつみ う させけえか, [けてあこ おけつてあせぬけちそうあしつみ そて 
』そかおけせかせせふに ぃてあてそう たそ ちみおと うあきせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす, たそお-
うかちえあし さちけてけさか あすかちけさあせつさとま たそしけてけさと せあ ╆しけきせかす ╇そつてそさか, [そちかこ-
つさそす たそしとそつてちそうか, う をかせてちあしへせそこ ╅すかちけさか, ′あたあおせそこ ╊うちそたか. ╇ 》かさけせか 
つてあしけ てあさきか ちかくさそ そつときおあてへ すけしけてあちけつてつさけか とつてちかすしかせけみ ったそせけけ.

ぁてそ さあつあかてつみ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ, てそ 》かさけせ つけえせあしけくけちそうあし 〈そつさうか 
つうそま くあけせてかちかつそうあせせそつてへ う てそす, ねてそいふ «つそうすかつてせふすけ とつけしけみすけ おそいけ-
うあてへつみ たそつてかたかせせそこ せそちすあしけくあぬけけ け とつてあせそうしかせけみ おそいちそつそつかおつさけに つうみ-
くかこ» (つ. 141). 》ちけ ほてそす さけてあこぬふ おあうあしけ たそせみてへ, ねてそ せあ たとてけ せそちすあしけくあ-
ぬけけ そつてあまてつみ «てちけ たちかたみてつてうけみ» — つそさちあはかせけか うそそちときかせせふに つけし 』』』『 
せあ えちあせけぬか つ [けてあかす, うふうそお つそうかてつさけに うそこつさ けく ╅なえあせけつてあせあ け うへかてせあす-
つさけに — けく [あすたとねけけ.

』 けせてかちかつそす ねけてあかてつみ ちあくおかし させけえけ «〉あいしまおかせけみ けく たそつそしへつてうあ», えおか 
あうてそち ちあいそてあし つ 1982 たそ 1985 えそお. ╊. ╆あきあせそう おかしあかて うふうそお, ねてそ う 〈そつさうか 
う そてせそのかせけけ たそしけてけさけ せあ さけてあこつさそす せあたちあうしかせけけ とつけしけうあまてつみ ちあく-
せそえしあつけみ, そいちあくとまてつみ えちとたたけちそうさけ (つ. 154—156). 》かちうふこ しあえかちへ うおそに-
せそうしみしつみ たそくけぬけかこ ょ.╇. ╅せおちそたそうあ, さそてそちふこ たそてちかいそうあし «たそけつさあてへ 
うそくすそきせそつてけ» おしみ せそちすあしけくあぬけけ そてせそのかせけこ つ [けてあかす. ╇てそちそこ しあえかちへ 
たちかおつてあうしみしけ ほさつたかちてふ, さそてそちふか せか そねかせへ せあおかみしけつへ せあ とつてあせそうしかせけか 
おそいちふに そてせそのかせけこ つ [〉『, せそ つけえせあしふ けく [ちかすしみ せあつてちあけうあしけ けに せあ 
たそくけてけう う そてせそのかせけみに つ 》かさけせそす. ╇ ほてそて しあえかちへ ╊. ╆あきあせそう «くあたけつあし» 
〈けにあけしあ 』てかたあせそうけねあ [あたけぬと, ちとさそうそおけてかしみ I ╉あしへせかうそつてそねせそえそ そておかしあ 
〈¨╉ 』』』『, うけおせそえそ さけてあかうかおあ け おけたしそすあてあ.

╇ ほてそて きか たかちけそお み ちあいそてあし う I ╉あしへせかうそつてそねせそす そておかしか. ¨ にそてみ 
たちかおすかてそす すそかえそ うせけすあせけみ いふしあ さそちかこつさあみ たちそいしかすあ, そおせあさそ う いかつかおあに 
つ さけてあけつてあすけ ねあつてそ くあてちあえけうあしあつへ てかすあ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ. 
〉か ちあく たちけにそおけしそつへ つしふのあてへ そて せけに, ねてそ 〈.』. [あたけぬあ うかおかて たそつてそみせ-
せふか きかつてさけか おけつさとつつけけ つそ 』てあちそこ たしそはあおへま, おそさあくふうあみ せかそいにそおけすそつてへ 
いそしかか えけいさそえそ たそおにそおあ さ [けてあま, さ たちそけつにそおみはけす てあす たちそぬかつつあす ちかなそち-
すけちそうあせけみ. 〈.』. [あたけぬあ たそせけすあし, ねてそ さけてあこぬふ すかせみまてつみ, すかせみかてつみ けに 
うせかのせみみ たそしけてけさあ, け ほてけす せときせそ うそつたそしへくそうあてへつみ, ねてそいふ «うふたちあうけてへ» 
そてせそのかせけみ つ せあのけす いそしへのけす つそつかおそす. 〉あ しかてとねさあに そせ たそつてそみせせそ たそうてそ-
ちみし つうそま つてあうのとま さちふしあてそこ なちあくと: «╉とすあこてか, うつか おとすあこてか (けすかしけつへ 
う うけおと せか てそしへさそ さけてあけつてふ. — 》ちけす. ╇.╉.). 〉ときせふ つうかきけか, せかつてあせおあちてせふか 
けおかけ!»

╇ てちかてへかす しあえかちか そさあくあしけつへ てか, さてそ せか うけおかし けしけ せか にそてかし くあすかねあてへ 
くせあねけてかしへせふに たかちかすかせ さあさ う つあすそす [けてあか, てあさ け う かえそ うせかのせかこ たそしけてけさか.

╇かつへすあ うあきせふ あうてそちつさけか ちあつつときおかせけみ: «╆とおかて しけ 》かさけせ くあさちかたしみてへつみ 
せあ せかくあうけつけすふに たそくけぬけみに う すけちか, う せかすあしそこ, かつしけ せか ちかのあまはかこ, つてかたかせけ 
くあうけつけて そて せあつ. ╈けいさそつてへ 〈そつさうふ つたそつそいつてうとかて おうけきかせけま [けてあみ さ せかくあ-
うけつけすふす たそくけぬけみす, さそてそちふか みうしみまてつみ おしみ せかえそ かつてかつてうかせせふすけ. 〉あたちそ-
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てけう, おあうしかせけか たちそうそぬけちとかて [〉『 せあ うつてとたしかせけか う たちそてけうそかつてかつてうかせせふか 
さそあしけぬけけ つ ′あたあおそす» (つ. 164).

╇かつへすあ けせてかちかつせふ つ たそくせあうあてかしへせそこ, おあ け せあとねせそこ てそねかさ くちかせけみ 
あうてそちつさけか くあちけつそうさけ, つおかしあせせふか うそ うちかすみ たそかくおそさ たそ [けてあま, かえそ いかつかおふ 
つ さけてあこつさけすけ すけおそうぬあすけ, とねかせふすけ, いけくせかつすかせあすけ, たちそつてふすけ しまおへすけ.

』 いそしへのそこ つけすたあてけかこ け つそねとうつてうけかす そたけつふうあまてつみ うつてちかねけ つ たちそ-
きけうあまはけすけ う [〉『 せあのけすけ つそそてかねかつてうかせせけさあすけ, つとおへいあ さそてそちふに くあねあ-
つてとま そさあくふうあしあつへ てちあえけねせそこ. ╅うてそち たちけうそおけて そなけぬけあしへせふか たといしけさあ-
ぬけけ そ «つねあつてしけうそこ» きけくせけ ちとつつさけに う [けてあか け つそいつてうかせせふか せあいしまおかせけみ 
くあ てかす, さあさ けす きけうかてつみ う 》そおせかいかつせそこ. 〉あ つあすそす おかしか きけくせへ ちとつつさけに 
そつてあうあしあつへ おあしかさそ せか けおかあしへせそこ. 《せけ きあしそうあしけつへ, ねてそ せか にうあてあかて つちかおつてう 
せあ たちそたけてあせけか, ねてそ あつつけすけしけちそうあてへつみ う にあせへつさそこ つちかおか せかうそくすそきせそ, 
さけてあこぬふ う せかか ねときあさそう せか たとつさあまて (つ. 201).

╇ えしあうか «〉そうそか すふのしかせけか» あうてそち たそおちそいせそ あせあしけくけちとかて せあくちかうあせけか 
たかちかしそすあ う つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに. ╆そしへのそか たそくけてけうせそか くせあねか-
せけか おしみ うそつつてあせそうしかせけみ そてせそのかせけこ すかきおと おうとすみ つそつかおみすけ けすかしそ うふつてと-
たしかせけか 〈.』. ╈そちいあねかうあ うそ ╇しあおけうそつてそさか う けましか 1986 えそおあ, う さそてそちそす いふしけ 
うふおうけせとてふ すあつのてあいせふか けせけぬけあてけうふ. ╇ ねあつてせそつてけ, せそうふこ つそうかてつさけこ 
ちとさそうそおけてかしへ たそおてうかちきおあし えそてそうせそつてへ さ つそうかてつさそ-さけてあこつさそこ うつてちかねか せあ 
しまいそす とちそうせか, そいつときおかせけま すかち たそ つせけきかせけま たそてそしさあ つとにそたとてせふに つけし, 
ちあくうけてけま ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ け て.お. 〈.』. ╈そちいあねかう そいひみうけし 
そ くせあねけてかしへせそす つそさちあはかせけけ つそうかてつさそえそ うそかせせそえそ たちけつとてつてうけみ う 〈そせえそ-
しけけ, そ うふうそおか つそうかてつさけに うそこつさ けく ╅なえあせけつてあせあ, うふちあくけし くあけせてかちかつそうあせ-
せそつてへ う せそちすあしけくあぬけけ そてせそのかせけこ すかきおと [けてあかす け ╇へかてせあすそす. ¨せふすけ 
つしそうあすけ, ちかねへ のしあ そい とつてちあせかせけけ てあさ せあくふうあかすふに «てちかに たちかたみてつてうけこ», 
せあ ねかす おしけてかしへせそか うちかすみ せあつてあけうあしあ さけてあこつさあみ つてそちそせあ.

╇ 》かさけせか たちけうかてつてうそうあしけ えそちいあねかうつさけか けおかけ. 》そつてかたかせせそ あてすそつなかちあ 
つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ としとねのあしあつへ. 》ちそちふう たちそけくそのかし う さそせぬか 
1988 えそおあ, さそえおあ すけせけつてち けせそつてちあせせふに おかし [〉『 をみせへ をけねほせへ たそつかてけし 
〈そつさうと. ╇ なかうちあしか 1989 えそおあ ゅ.╅. ぃかうあちおせあおくか せあせかつ そてうかてせふこ うけくけて 
う 》かさけせ, つてそちそせふ おそえそうそちけしけつへ そ うつてちかねか う うかちにあに.

′あ たちそぬかつつそす せそちすあしけくあぬけけ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに つうみくかこ あうてそち させけえけ 
せあいしまおあし つそ 』てあちそこ たしそはあおけ. ╊. ╆あきあせそう てはあてかしへせそ あせあしけくけちとかて うしけみ-
せけか てみせへあせへすほせへつさけに つそいふてけこ せあ うせかのせかたそしけてけねかつさとま つてちあてかえけま [けてあみ.

[けてあこつさそすと ちとさそうそおつてうと とおあしそつへ うふおかちきあてへ おあうしかせけか つそ つてそちそせふ 
』ぃ╅ け けに つそまくせけさそう け う ぬかしそす つそにちあせけてへ うせかのせかたそしけてけねかつさけか たちけそ-
ちけてかてふ, あ けすかせせそ: たちそおそしきあてへ «せかくあうけつけすとま, つあすそつてそみてかしへせとま» しけせけま 
たそうかおかせけみ う すかきおとせあちそおせふに おかしあに, ちあくうけうあてへ そてせそのかせけみ つそ うつかすけ つてちあ-
せあすけ せあ そつせそうか たみてけ たちけせぬけたそう すけちせそえそ つとはかつてうそうあせけみ, たそおてうかちおけてへ 
さとちつ せあ すそおかちせけくあぬけま [〉『, ちかなそちすふ け そてさちふてそつてへ. 》かさけせ くあみうけし, ねてそ 
えしあうせふすけ ぬかしみすけ かえそ うせかのせかこ たそしけてけさけ そつてあまてつみ すけち け ちあくうけてけか.
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》かさけせ, たそおねかちさけうあかて あうてそち, つてちかすけしつみ さ てそすと, ねてそいふ たそおおかちきけうあてへ 
いそしかか いしけくさけか さそせてあさてふ つ 』ぃ╅ け 』』』『, ねかす たそつしかおせけか けすかしけ いふ すかきおと 
つそいそこ. 【あさけす そいちあくそす, [けてあこ せあすかちかうあしつみ けえちあてへ せあ たちそてけうそちかねけみに 
つうかちにおかちきあう, くあつてあうしみみ けに いそちそてへつみ くあ [〉『. 《おせあさそ てあさあみ しけせけみ せか たそしと-
ねけしあつへ. 』そいふてけみ せあ たしそはあおけ 【みせへあせへすほせへ そつしあいけしけ けに たそくけぬけけ う «てちか-
とえそしへせけさか». ╇けくけて 〈.』. ╈そちいあねかうあ う [〉『 う すあか 1989 えそおあ そくせあすかせそうあし 
うつてとたしかせけか つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ う さあねかつてうかせせそ せそうふこ ほてあた. 
『あつたあお 』』』『 う おかさあいちか 1991 えそおあ, そてすかねあかて あうてそち, うふくうあし せあつてそみはけこ 
のそさ う [けてあか. 》かさけせ せあつてそちそきかせせそ そてせかつつみ さ せそうそこ うしあつてけ う 『そつつけけ, 
ねてそ たそつしときけしそ かつてかつてうかせせふす おけつてあせぬけちそうあせけかす おうとに つてちあせ おちとえ そて 
おちとえあ. ╇たちそねかす, そせそ たちそおそしきあしそつへ せかおそしえそ. 】きか う つかちかおけせか 1992 えそおあ 
〈そつさうあ け 》かさけせ せあねけせあまて おうけきかせけか さ せあしあきけうあせけま つそてちとおせけねかつてうあ. 
╇そくそいせそうしみまてつみ たそしけてけねかつさけか さそせてあさてふ, う てそす ねけつしか せあ うふつのかす とちそうせか, 
たそおたけつふうあまてつみ うあきせふか すかきたちあうけてかしへつてうかせせふか おそさとすかせてふ, てあさけか さあさ 
«』そうすかつてせあみ おかさしあちあぬけみ そい そつせそうあに うくあけすそそてせそのかせけこ» (1992 え.). ╇ させけえか 
おかてあしへせそ あせあしけくけちとまてつみ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ, うつさちふうあまてつみ 
なあさてそちふ, さそてそちふか つたそつそいつてうとまて ついしけきかせけま 『そつつけけ け [けてあみ (つそうたあおかせけか 
えかそたそしけてけねかつさけに とつてちかすしかせけこ, たちかそおそしかせけか たそしけてけさそ-けおかそしそえけねかつさけに 
ちあくせそえしあつけこ, いしけくそつてへ たちけそちけてかてそう うせとてちかせせかえそ ちあくうけてけみ, ほさそせそすけ-
ねかつさあみ うくあけすそおそたそしせみかすそつてへ, とちかえとしけちそうあせけか おうとつてそちそせせけに たちそいしかす). 
╅うてそち, そおせあさそ, せあたそすけせあかて, ねてそ かつてへ せかすあしそ たちそいしかす う ちそつつけこつさそ-さけてあこ-
つさけに そてせそのかせけみに, さそてそちふか てちかいとまて ちかのかせけみ, たちけねかす せあこてけ ほてけ ちかのか-
せけみ せかたちそつてそ. 〉あくふうあまてつみ, う ねあつてせそつてけ, おかすそえちあなけねかつさけか, さとしへてとちせふか 
ちあくしけねけみ, ほさそせそすけねかつさけか てちかせけみ.

′あつしときけうあかて たちけつてあしへせそえそ うせけすあせけみ たちそいしかすあ いあしあせつあ つけし すかきおと 
『そつつけかこ け [〉『. ╅うてそち そてすかねあかて: «》ちけ うつかこ うあきせそつてけ たかちかねけつしかせせふに 
ちかあしへせふに け えけたそてかてけねかつさけに たちそいしかす, えしあうせそか, そてねかえそ いとおかて くあうけつかてへ 
にあちあさてかち ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけけ う おそしえそつちそねせそこ たかちつたかさ-
てけうか, — ほてそ つそそてせそのかせけか つけし すかきおと おうとすみ おかちきあうあすけ. ╊つてへ せかすあしあみ 
うかちそみてせそつてへ てそえそ, ねてそ [けてあこ うつか-てあさけ たちそおそしきけて せあさそたしかせけか つうそかこ 
すそはけ け つてあせかて うつか せあたそちけつてかか たちそかぬけちそうあてへ かか せあ ちかえけそせ, う てそす ねけつしか 
せあ 『そつつけま. ╉あうしかせけか そはとてみて せか てそしへさそ ╉あしへせけこ ╇そつてそさ け 』けいけちへ, せそ 
け ちそつつけこつさあみ うせかのせみみ たそしけてけさあ う ╅【『. [けてあこ せあねせかて てかつせけてへ せあつ う ちかえけ-
そせあしへせそす すあつのてあいか» (つ. 330). 【ちとおせそ せか つそえしあつけてへつみ つ おあせせふす てかくけつそす.

╇そそいはか えそうそちみ, あしあちすけつてつさけか せあつてちそかせけみ う ちそつつけこつさそす そいはかつてうか う そて-
せそのかせけけ [けてあみ おそつてあてそねせそ ちあつたちそつてちあせかせふ. ‒そせお «《いはかつてうかせせそか すせか-
せけか» (‒《〈) う なかうちあしか 2007 えそおあ たちそうかし そたちそつ う 100 せあつかしかせせふに たとせさてあに 
44 そいしあつてかこ, さちあかう け ちかつたといしけさ 『そつつけけ, さそてそちふか たそさあくあしけ せかそおせそくせあねせそか 
うそつたちけみてけか ちそつつけみせあすけ [けてあみ. 【あさ, せあたちけすかち, そて 18 おそ 30% えちあきおあせ 『そつ-
つけけ つねけてあまて [けてあこ せかおちときかつてうかせせふす たそ そてせそのかせけま さ 『そつつけけ えそつとおあち-
つてうそす, 41% つねけてあまて, ねてそ とつけしかせけか [けてあみ とえちそきあかて けせてかちかつあす 『そつつけけ.
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《たちかおかしかせせあみ ねあつてへ ちそつつけこつさそこ うそかせせそ-たそしけてけねかつさそこ ほしけてふ てあさきか 
うふつさあくふうあかて そくあいそねかせせそつてけ う そてせそのかせけけ [けてあみ. 》ちけうそおけてつみ そてちふうそさ 
けく つてあてへけ うけぬか-たちかくけおかせてあ [そししかえけけ うそかせせふに ほさつたかちてそう 『そつつけけ えかせか-
ちあし-すあこそちあ ╅.¨. ╇しあおけすけちそうあ, そたといしけさそうあせせそこ う きとちせあしか «』てちあてかえけみ» 
(づ 4, 2003, つ. 4—36). 》そ すせかせけま ほさつたかちてあ, う せあつてそみはかか うちかすみ [けてあこ せあにそ-
おけてつみ う つてあおけけ たあつつけそせあちせそえそ たそおひかすあ, さそてそちふこ いとおかて たちそおそしきあてへつみ 
かはか そおせそ-おうあ たそさそしかせけみ, けしけ 25—50 しかて. ╅.¨. ╇しあおけすけちそう たそしあえあかて, ねてそ 
ねかちかく 10—15 しかて せあねせかてつみ とにとおのかせけか そてせそのかせけこ すかきおと [けてあかす け 『そつ-
つけかこ, てあさ さあさ «ちあくせけぬあ おそつてけえせとてふに とちそうせかこ ちあくうけてけみ すそきかて おそつてけねへ 
たそちみおさそうふに うかしけねけせ う たそしへくと [けてあみ. ぁかちかく 20 しかて う ほさそせそすけねかつさそす 
け うそかせせそす そてせそのかせけみに [けてあこ いとおかて えそてそう さ うそこせか つ 『そつつけかこ».

╇たそしせか しそえけねかせ うそたちそつ: てあさ ねてそ きか おかしあてへ 『そつつけけ? ╊. ╆あきあせそう たちかお-
しあえあかて つしかおとまはけか さそせてとちふ つてちあてかえけけ:

— ╇そ うくあけすそおかこつてうけけ つ [〉『 たちそてけうそおかこつてうそうあてへ あすかちけさあせつさそこ 
えかえかすそせけけ う すけちか.

— 《おせそうちかすかせせそ つしかおけてへ くあ てかす, ねてそいふ ちそつつけこつさけか おかこつてうけみ せあ 
╇そつてそさか せか せあせそつけしけ とはかちいあ せあのけす けせてかちかつあす せあ ′あたあおか, てそ かつてへ 
おそいけうあてへつみ ついあしあせつけちそうあせせそつてけ うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ さとちつあ.

— 〉か たちそうそぬけちそうあてへ そいそつてちかせけか たちそてけうそちかねけこ すかきおと 』ぃ╅, [〉『 
け ったそせけかこ, せか つてちかすけてへつみ さ つそくおあせけま あせてけあすかちけさあせつさけに あしへみせ-
つそう つ [〉『, あ てあさきか つ ¨せおけかこ.

— 』おかしあてへ あさぬかせて う ╅【『 せあ つそくけおあてかしへせそこ ちあいそてか, おそいけうあてへつみ とさちか-
たしかせけみ ちかきけすあ せかちあつたちそつてちあせかせけみ 《〈】, そいとくおあせけみ えそせさけ うそそ-
ちときかせけこ.

— ╇かつてけ おかしそ さ つそくおあせけま すせそえそみちとつせそこ つかてけ すせそえそつてそちそせせけに おけあ-
しそえそう け なそちとすそう いかくそたあつせそつてけ せあ ちかえけそせあしへせそす け つといちかえけそせあしへ-
せそす とちそうせみに (つ. 348—351).

[あさ うけおせそ, たちかおしそきかせせふか あうてそちそす そつせそうせふか ほしかすかせてふ さけてあこつさそこ 
たそしけてけさけ 『そつつけけ うかつへすあ すせそえそえちあせせふ, ねてそ, かつてかつてうかせせそ, てちかいとかて おあしへ-
せかこのかこ とえしといしかせせそこ ちあいそてふ ちそつつけこつさそこ おけたしそすあてけねかつさそこ すふつしけ, 
なけしけえちあせせふに たちあさてけねかつさけに おかこつてうけこ.

》そせみてせそ, つけてとあぬけみ う ちかえけそせか け すけちか すかせみかてつみ け いとおかて おあしへのか 
すかせみてへつみ. 》ちかおとえあおあてへ つかこねあつ うそくすそきせふか せそうふか たそうそちそてふ てちとおせそ. 
《おせあさそ たちかおしそきかせせふか たあちあすかてちふ つてちあてかえけけ 『そつつけけ う そてせそのかせけけ [けてあみ 
ちあつつねけてあせふ せあ そいかつたかねかせけか せあのけに けせてかちかつそう, せあ せかおそたとはかせけか たちそ-
てけうそいそちつてうあ つ [けてあかす, せあ つそにちあせかせけか ちあうせそたちあうせそえそ おそいちそつそつかおつさそえそ, 
おちときかつてうかせせそえそ にあちあさてかちあ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ う いしけきあこ-
のかこ け そておあしかせせそこ たかちつたかさてけうか. ╉そいけてへつみ ほてけに つてちあてかえけねかつさけに ぬかしかこ 
すそきせそ てそしへさそ たとてかす せあちあはけうあせけみ ほさそせそすけねかつさそえそ, せあとねせそ-てかにせけねか-
つさそえそ たそてかせぬけあしそう うつかこ つてちあせふ, う てそす ねけつしか うそつてそねせふに ちあこそせそう 『そつつけけ.
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〉かしへくみ せか そてすかてけてへ うさしあお う たそおえそてそうさと させけえけ かえそ つとたちとえけ 〉あてあ-
しへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ, けくうかつてせそえそ う せあのかこ つてちあせか け くあ ちといかきそす 
うそつてそさそうかおあ. ╆あきあせそうふ みうしみまてつみ つそあうてそちあすけ せかつさそしへさけに けせてかちかつせふに 
させけえ, けくおあせせふに ちあせかか, う ねあつてせそつてけ てあさけに, さあさ «》そくそしそねかせせそか えかててそ. 
《ねかちさけ そ きけくせけ さけてあこつさそこ, さそちかこつさそこ け みたそせつさそこ そいはけせ う 』ぃ╅» 
(1983 え.), «》そつしかおせけこ ちといかき. 《ねかちさけ そい あすかちけさあせつさそす そいはかつてうか» 
(1984 え.) け おち. ′せあかす すふ 〉. ╆あきあせそうと け さあさ そおせそえそ けく うけおせふに つたかぬけ-
あしけつてそう たそ [そちかか.

『かくますけちとみ, にそてかしそつへ いふ たそおねかちさせとてへ, ねてそ せそうあみ させけえあ ╊. ╆あきあせそうあ 
いとおかて たそしかくせあ せか てそしへさそ つたかぬけあしけつてあす, せそ け うつかす てかす, さてそ けせてかちかつとかてつみ 
たちそいしかすあすけ [けてあみ, ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ, ╅くけあてつさそ-【けにそそ-
さかあせつさそえそ ちかえけそせあ.

[けてあこ — いとおとはかか すけちそうそこ たそしけてけさけ: そて すせそえそたそしまつせそえそ 
さ そおせそたそしまつせそすと すけちと けしけ つすかせあ しけおかちそう?..*

′あおそにけせ ╅.╈.
╉そさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち

«╊つしけ さあさあみ-しけいそ つてちあせあ にそねかて おそいけてへつみ たそおしけせせそこ 
せかくあうけつけすそつてけ, てそ そせあ たかちうふす おかしそす おそしきせあ けくいあ-
うけてへつみ そて いかおせそつてけ».

╉ほせ 』みそたけせ. 《つせそうせふか うそたちそつふ つそうちかすかせせそえそ [けてあみ

¨くうかつてせふこ とねかせふこ-すかきおとせあちそおせけさ ╊.》. ╆あきあせそう たちそおそしきあかて つかちけま 
つうそけに すそせそえちあなけこ, たそつうみはかせせふに つそうちかすかせせふす すかきおとせあちそおせふす そてせそ-
のかせけみす. 【あさ, うつしかお くあ おうとにてそすせふす けくおあせけかす «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ» 
╊.》. ╆あきあせそう うそくうちあはあかてつみ さ しまいけすそこ けす そちけかせてあしけつてつさそこ てかすあてけさか, 
あ けすかせせそ さ [けてあま, たといしけさとみ せそうとま させけえと «[けてあこ: そて 』ちかおけせせそこ けすたか-
ちけけ おそ つうかちにおかちきあうふ XXI うかさあ». ¨ ほてそ せか とおけうけてかしへせそ, けいそ う 〈╈¨〈《 そせ 
けくとねあし さけてあこつさけこ みくふさ, さとしへてとちと け うせかのせまま たそしけてけさと [けてあみ.

〉そ う [けてあこ そせ たそたあし せか つちあくと, け おかしそ せか う さあおちそうそこ たそしけてけさか, あ さそししけ-
くけみに つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ. ╇ さそせぬか 60-に おうか うかしけさけか おかちきあうふ 
せあにそおけしけつへ う さそせなちそせてあぬけそせせそす つそたかちせけねかつてうか くあ たちあうそ せあくふうあてへつみ 
あうあせえあちおそす すけちそうそえそ さそすすとせけつてけねかつさそえそ おうけきかせけみ け かおけせつてうかせせそえそ 
けつてそねせけさあ すあちさつけつてさそ-しかせけせつさそえそ とねかせけみ.

《いそつてちかせけか そてせそのかせけこ うかしそ さ つうかちてふうあせけま つうみくかこ, ねてそ そてちあきあしそつへ 
け せあ たちそなかつつけそせあしへせそこ さあちへかちか つたかぬけあしけつてそう.

* ′あおそにけせ ╅.╈. [けてあこ — いとおとはかか すけちそうそこ たそしけてけさけ: そて すせそえそたそしまつせそえそ さ そおせそたそしまつせそすと 
すけちと けしけ つすかせあ しけおかちそう?.. // 《いそくちかうあてかしへ-Observer. 2007. づ 7 (210). ¨ましへ. 』. 118—120.
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╇ ほてそす たしあせか させけえあ たちかおつてあうしみかて けせてかちかつ さあさ せあとねせふこ あせあしけく つそい-
つてうかせせそ [けてあみ け つそうかてつさそ-さけてあこつさけに け ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ, 
てあさ け さとにせけ てかに あおすけせけつてちあてけうせふに けせつてけてとてそう — 〈かきおとせあちそおせそえそ 
そておかしあ を[ [》』』 け 〈¨╉ 』』』『, えおか なそちすけちそうあしあつへ たそしけてけさあ け おけたしそ-
すあてけみ 〈そつさうふ たそ そてせそのかせけま さ [けてあま.

[あさ たちあうけしそ, てかしかくちけてかしま おけたしそすあてけみ せあ ほさちあせか たちかおつてあうしみかてつみ 
せかさけす つうみはかせせそおかこつてうけかす — ねかちかおそこ てそちきかつてうかせせふに たちけかすそう, うあきせふに 
たかちかえそうそちそう け すせそえそそいかはあまはけに たあなそつせふに そなけぬけあしへせふに くあみうしかせけこ 
えそつとおあちつてうかせせふに しけぬ.

′あ さあおちそす つさちふうあまてつみ ちとてけせあ たそおえそてそうさけ おそさとすかせてそう, くあたけつそさ 
け たけつかす, うつてちかねけ け たちそうそおふ つうそけに け ねときけに せあねあしへせけさそう, あ てあさきか そてせそ-
のかせけみ うせとてちけ いまちそさちあてけねかつさそえそ あたたあちあてあ.

》そきあしとこ, けすかせせそ う ほてそす くあさしまねあかてつみ けせてちけえあ ちかぬかせくけちとかすそこ させけえけ, 
う さそてそちそこ あうてそち け つうけおかてかしへ ちあつさちふうあかて せあす さとにせま うせかのせかたそしけてけねか-
つさそえそ たちそぬかつつあ う さそせてかさつてか てそえそ けつてそちけねかつさそえそ うちかすかせけ, さそえおあ «つあすあみ 
たかちかおそうあみ けおかそしそえけみ ねかしそうかねかつてうあ» おそうしかしあ せあお ほしかすかせてあちせそこ しそえけさそこ, 
せか えそうそちみ ときか そ せあぬけそせあしへせふに けせてかちかつあに えそつとおあちつてうあ け かえそ いかくそたあつせそ-
つてけ. [あさ たけのかて ╊.》. ╆あきあせそう, かつしけ さてそ-てそ け たちかおしあえあし あしへてかちせあてけうせそか — 
«そてさちふうあし ちそて… てそ せかすかおしかせせそ “たそしとねあし たそ のあたさか”» (つ. 147).

》そにそきあみ つけてとあぬけみ けすかしあ すかつてそ う たそつそしへつてうか 』』』『 う 》かさけせか う たかち-
うそこ たそしそうけせか 80-に えそおそう たちそのしそえそ うかさあ, えおか あうてそちと たちけのしそつへ ちあいそてあてへ. 
》ちけねかす ほてそ いふしそ うちかすみ せあねあしあ てかに たかちかすかせ う きけくせけ [けてあみ, ちかくとしへ-
てあてふ さそてそちふに すふ すそきかす せあいしまおあてへ さあさ う ほさそせそすけさか ほてそこ つてちあせふ, てあさ 
け う かえそ そてせそのかせけみに つ 『そつつけかこ. ╇ たそつそしへつてうか あうてそち け かえそ さそししかえけ すそえしけ 
そはとはあてへ たちけくせあさけ えちみおとはけに てちあせつなそちすあぬけこ さけてあこつさそえそ えそつとおあちつてうあ, 
ねてそ つてけすとしけちそうあしそ おけつさとつつけけ う さそししかさてけうか そ うそくすそきせそす せそうそす さとちつか 
つそうかてつさそこ おけたしそすあてけけ たそ そてせそのかせけま さ まきせそすと つそつかおと. 〉そ う 〈そつさうか 
«いそちへいあ つてそちそせせけさそう け たちそてけうせけさそう せそちすあしけくあぬけけ» すかのあしあ つなそちすとしけ-
ちそうあてへ ねかてさとま しけせけま たそ [けてあま, にそてみ 》かさけせ «いとさうあしへせそ そつふたあし» 〈¨╉ 
』』』『 «たちかおしそきかせけみすけ そ せあとねせふに, さとしへてとちせふに, つたそちてけうせふに さそせてあさてあに, 
そい そてさちふてけけ さそせつとしへつてう». をかせてち (てそ かつてへ 〈¨╉ 』』』『) け ¨せつてあせぬけみ 
(を[ [》』』) せあにそおけしけつへ う つそつてそみせけけ ちあくすふのしかせけみ (つ. 162, 163).

【かす せか すかせかか «たちそぬかつつ たそのかし»… 》ちけねかす おしみ [けてあみ たそ うそつにそおみはかこ, 
せそ せか おしみ 』』』『.

〉あのしそつへ う させけえか すかつてそ ちかてちそつたかさてけうせそすと け かすさそすと たそ つそおかちきあせけま 
せあとねせそすと あせあしけくと つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ つ うかしけさそしかたせふすけ 
くあちけつそうさあすけ しけねせそつてかこ, あ てあさきか おけたしそすあてけねかつさけに うつてちかね け いかつかお, う さそてそ-
ちふに たちけにそおけしそつへ とねあつてうそうあてへ ╊.》. ╆あきあせそうと.

╇ ほてそす つしとねあか あうてそち うふつてとたあかて つさそちかか せか う さあねかつてうか たといしけぬけつてあ, 
あ たつけにそしそえあ け つそぬけそしそえあ. ╇ ちかくとしへてあてか たそしとねあかてつみ そいひかすせあみ さあちてけせあ 
たかちかたしかてかせけみ たそしけてけさけ け しけねせそつてせふに そてせそのかせけこ.
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╆そしへのそこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみまて おうあ たそつしかおせけに ちあくおかしあ させけえけ: 
«》そてかせぬけあし ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ» け «》かちつたかさてけうふ», 
たそつうみはかせせふに つそうちかすかせせそすと つそつてそみせけま そてせそのかせけこ 『そつつけけ け [けてあみ 
け たちそえせそくと ちあくうけてけみ [けてあみ せあ つちかおせかつちそねせとま たかちつたかさてけうと.

╇ そてしけねけか そて ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ, おしみ さそてそちふに 
にあちあさてかちせそ, さそえおあ うくあけすせあみ さちけてけさあ そねかせへ ねあつてそ たかちかにそおけて う けつてか-
ちけま, たそにそきとま せあ けせなそちすあぬけそせせとま うそこせと たかちけそおあ にそしそおせそこ うそこせふ, 
つそうちかすかせせふか ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ, にそてみ け せか つさしあおふうあまてつみ 
う たそしへくと 『そつつけけ, せそ そてしけねあまてつみ つてちかすしかせけかす つそてちとおせけねあてへ, おそえそうあちけ-
うあてへつみ け けくいかえあてへ さそせなしけさてそう. 〉け そおせあ けく つてそちそせ せか たちかおひみうしみかて おちとえそこ 
たちかてかせくけこ たそ たそうそおと ぬかせせそつてかこ, けおかそしそえけけ け せあちとのかせけこ たちあう ねかしそうかさあ. 
╇ そいはかす-てそ たそせみてせそ たそねかすと てあさあみ てそしかちあせてせそつてへ う うそつたちけみてけみに. [けてあこ 
すそきせそ け にうあしけてへ け さちけてけさそうあてへ. 【あさ, かつてへ ちそつつけこつさけか とねかせふか け たそしけ-
てけさけ, さそてそちふか うけおみて う [けてあか たそねてけ あいつそしまてせふこ そいちあくかぬ おしみ たそおちあきあせけみ 
けしけ あしへてかちせあてけうと くあたあおせそこ すそおかしけ ちあくうけてけみ. ╉かこつてうけてかしへせそ, とつたかにけ 
う たそしけてけさか ちかなそちす, さあさ そてすかねあかてつみ う させけえか, そねかうけおせふ. 〉そ てかすたふ ちあくうけ-
てけみ [けてあみ, かえそ えかそたそしけてけねかつさけか たあちあすかてちふ け すそはへ くあつてあうしみまて いしけきせけに 
け おあしへせけに つそつかおかこ くあおとすふうあてへつみ: あ ねてそ きか おあしへのか. ╊.》. ╆あきあせそう たちかおしあ-
えあかて つうそか たそせけすあせけか つてちあてかえけけ 『そつつけけ せあ さけてあこつさそす せあたちあうしかせけけ. ╊つてへ 
つすふつし たちあさてけさあす そくせあさそすけてへつみ つ かえそ そちけえけせあしへせそこ けせてかちたちかてあぬけかこ. 
》そきあしとこ, てそしへさそ せかしへくみ つそえしあつけてへつみ つ たちかおしそきかせけかす とねかせそえそ そてさあくあてへつみ 
『そつつけけ そて たそたふてそさ «うそくえしあうけてへ たちそぬかつつふ つてあせそうしかせけみ さそししかさてけうせそこ 
つけつてかすふ いかくそたあつせそつてけ» う ╅【『, とつてとたけう «たあしへすと たかちうかせつてうあ つちかおせけす 
け すあしふす えそつとおあちつてうあす» (つ. 351). ¨おかみ にそちそのあみ, せそ うちみお しけ そせあ せあこおかて 
たそおおかちきさと と えかそたそしけてけねかつさけ あすいけぬけそせせそ せあつてちそかせせふに たそさしそせせけさそう 
さそせぬかたぬけけ にあちてしかせおあ.

『そつつけみ せか たちそつてそ たそ ぬかしそすと ちみおと たあちあすかてちそう とつてとたあかて [けてあま, せそ 
とつてとたあかて せあ たそちみおそさ. 』そそてうかてつてうかせせそ おしみ 『そつつけけ うそくせけさあかて たちそいしかすあ 
うふちあうせけうあせけみ いあしあせつあ せあ とちそうせか おうとつてそちそせせけに け ちかえけそせあしへせふに そてせそ-
のかせけこ. ╇ つうそま そねかちかおへ «さけてあこつさけか ほしけてふ ねとうつてうとまて たちけしけう つそいつてうかせ-
せふに つけし け せあつしあきおあまてつみ ほてけす ねとうつてうそす. 》そつしか たそしとてそちあ うかさそう とせけきかせけみ 
つそ つてそちそせふ くあたあおせふに つてちあせ, 『そつつけけ け ったそせけけ と せけに たそみうしみかてつみ えそちおそつてへ 
くあ つうそか せあぬけそせあしへせそか け さとしへてとちせそか せあつしかおけか» (つ. 335).

》そ すせかせけま ╊.》. ╆あきあせそうあ, そおせそこ けく つけしへせふに つてそちそせ さけてあこつさそえそ 
そいはかつてうあ みうしみかてつみ うふつそさけこ とちそうかせへ せあぬけそせあしへせそこ さそせつそしけおあぬけけ. [あさ 
たけのかて とうあきあかすふこ たそしけてそしそえ, と さけてあこぬかう せかて たちそいしかす う そてせそのかせけけ 
つうそかこ せあぬけそせあしへせそこ けおかけ. 〉あぬけそせあしへせあみ けおかみ — ほてそ «[けてあこ!» 《ねか-
うけおせそ, せか うつか てあさ たちそつてそ. 〉あねせかす つ てそえそ, ねてそ [けてあこ すせそえそせあぬけそせあしへせあみ 
つてちあせあ. ╊つてへ たちそいしかすふ う おけついあしあせつか ちあくうけてけみ ちかえけそせそう. ╇そつてそねせふか, そつそ-
いかせせそ たちけすそちつさけか, ちかえけそせふ おあしかさそ そたかちかきあまて くあたあおせふか たそ ほさそせそすけ-
ねかつさけす たそさあくあてかしみす け とちそうせま きけくせけ. ╆そしかか てそえそ, ちふせそねせあみ ほさそせそすけさあ 
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おけさてとかて つうそま しそえけさと ちあくうけてけみ えそつとおあちつてうあ け たつけにそしそえけま ねかしそうかねかつさそえそ 
たそうかおかせけみ. 》そさあ さそすたあちてけみ つたそつそいせあ とたちあうしみてへ たちそぬかつつあすけ. 〉そ う いとおと-
はかす つけてとあぬけみ すそきかて けくすかせけてへつみ. 』そいつてうかせせそ えそうそちみ, けすかせせそ そい ほてそす 
け たけのかて あうてそち う くあさしまねけてかしへせそこ ねあつてけ つうそかえそ てちとおあ.

¨ う おあせせそす つしとねあか すせそえそたそしみちせそつてへ, つてそちそせせけさあすけ さそてそちそこ みうしみ-
まてつみ [けてあこ け せあの とうあきあかすふこ さそししかえあ, うふえしみおけて せか つてそしへ といかおけてかしへせそ 
う たしあせか えあちあせてけこ すかきおとせあちそおせそこ つてあいけしへせそつてけ. 』さしあおふうあかてつみ うたかねあて-
しかせけか, ねてそ «すせそえそたそしみちせそつてへ» — ほてそ せか さそせてちあちえとすかせて えかえかすそせけつてつさそこ 
たそしけてけさけ 』ぃ╅, あ たちかおしそえ おしみ ちみおあ えそつとおあちつてう おしみ せあちあはけうあせけみ つそい-
つてうかせせそこ うそかせせそこ すそはけ け ちかあしけくあぬけけ つうそけに えかそたそしけてけねかつさけに あすいけぬけこ. 
╇かおへ すせそえそたそしみちせそつてへ けすかしあ すかつてそ う ╅【『 け すけちか う すかきうそかせせふこ たかちけそお. 
〉と け ねてそ?.. 《ねかうけおせそ, おかしそ せか う えかそすかてちけけ, あ さあねかつてうか たそしけてけねかつさけに 
ちかきけすそう えそつとおあちつてう け にあちあさてかちか け さとしへてとちか すかきおとせあちそおせふに そてせそのか-
せけこ. 『かあしへせそ きか う すけちか け AT『 ちあくうそちあねけうあかてつみ えそせさあ うそそちときかせけこ, 
う さそてそちそこ とねあつてうとまて たちあさてけねかつさけ うつか えそつとおあちつてうあ, う てそす ねけつしか [けてあこ, 
せあちあはけうあまはけこ つ たそすそはへま 『そつつけけ つうそま うそかせせとま すそはへ. ′おかつへ とすかつてせそ 
たそつてあうけてへ うそたちそつ: せあつさそしへさそ たちけいふしへ そて たちそおあきけ ちそつつけこつさけす ╇》[ 
うそそちときかせけこ つてちあせあす ╇そつてそねせそこ ╅くけけ つそそてうかてつてうとかて けせてかちかつあす せあぬけそ-
せあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ 『そつつけけ け ちかえけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ?

╇ ほてそす たしあせか たちかおつてあうしみかて けせてかちかつ さあさ あせあしけく たそてかせぬけあしあ ちそつ-
つけこつさそ-さけてあこつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ, てあさ け たちそえせそく たかちつたかさてけう ちあくうけてけみ 
[けてあみ. 《ぬかせけうあみ たそしそきけてかしへせそ つうみくけ おうとに つそつかおつてうとまはけに おかちきあう, あうてそち 
せか そいにそおけて つとはかつてうとまはけか う おうとつてそちそせせけに そてせそのかせけみに たちそいしかすふ. 【そね-
せかか たちそいしかすふ おしみ 『そつつけけ. ╇ ちあいそてか ╊.》. ╆あきあせそうあ おあかてつみ たかちかねかせへ ほてけに 
たちそいしかす. ╆そしかか てそえそ, あうてそち うふにそおけて くあ ちあすさけ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそ-
のかせけこ, けいそ [けてあこ つあす たそ つかいか みうしみかてつみ たちそいしかすそこ け くあえあおさそこ おしみ すけちあ 
け おしみ つかいみ つあすそえそ う たしあせか かえそ いとおとはかえそ すかつてあ う ほうそしまぬけけ ねかしそうかねかつさそこ 
ぬけうけしけくあぬけけ.

╇ くあさしまねかせけか にそてかしそつへ いふ おあてへ そいはとま そぬかせさと すそせそえちあなけけ. ╇ そてしけ-
ねけか そて さしあつつけねかつさけに つそうかてつさけに け たそつてつそうかてつさけに ちあいそて ちかぬかせくけちとかすあみ 
ちあいそてあ つそうすかはあかて いしかつてみはけこ け つてけしけつてけねかつさけ みつせふこ あせあしけく けつてそ-
ちけけ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに け ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ つ てかす, ねてそ 
すそきせそ とつしそうせそ せあくうあてへ たといしけぬけつてけさそこ け すかすとあちあすけ. 》ちけねかす う たそつしかお-
せけに おうとに きあせちあに う ぬかせてちか さけてあこつさあみ きけくせへ, あ せか «くあつしとえけ» あうてそちあ う いけて-
うあに にそしそおせそこ うそこせふ. ╇ てそ きか うちかすみ ╆あきあせそう-とねかせふこ たちそてけうそちかねけて 
╆あきあせそうと-ねかしそうかさと, うしまいしかせせそすと う [けてあこ. ╇たちそねかす, すそきかて いふてへ, ほてそ 
うつかえそ しけのへ つといひかさてけうせそか すせかせけか ちかぬかせくかせてあ, せあつてちそかせせそえそ せあ せあとね-
せとま たそしかすけさと.
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[けてあこ えしあくあすけ おけたしそすあてあ, とねかせそえそ け たといしけぬけつてあ*

(¨せてかちうへま)

¨うあせそう ╅.

╅. ¨うあせそう: 』うそか くせあさそすつてうそ つ [けてあかす ╇ふ, おけたしそすけちそうあせせふこ さけてあかうかお, 
せあねあしけ そたそつちかおそうあせせそ, ねかちかく 』ぃ╅, えおか う 70-か えそおふ う さあねかつてうか つそてちとお-
せけさあ つそうかてつさそえそ さそせつとしへつてうあ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ けくとねあしけ そてせそのかせけみ あすか-
ちけさあせぬかう つ [〉『. [あさ うしけみしけ そてねかてふ, つそつてあうしみかすふか ╇あすけ け おちとえけすけ 
ちそつつけこつさけすけ おけたしそすあてあすけ, ちあいそてあうのけすけ せあ ほてそす せあたちあうしかせけけ, せあ なそち-
すけちそうあせけか たそしけてけさけ 』』』『 う そてせそのかせけけ [けてあみ?

╊. ╆あきあせそう: 》ちかきおか うつかえそ にそねと とてそねせけてへ: つうそか くせあさそすつてうそ つ [けてあかす 
み せあねあし せか う 』ぃ╅, あ う 』けせえあたとちか. 』 1968 たそ 1970 えそお, かはか いとおとねけ つてとおかせ-
てそす 〈╈¨〈《, み つてあきけちそうあしつみ う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか. ゅてあ つてあきけ-
ちそうさあ う おあしかさけに てちそたけさあに いふしあ たちそおとさてそす つつそちふ すかきおと おうとすみ さそすすとせけ-
つてけねかつさけすけ おかちきあうあすけ, 』』』『 け [〉『. 〈ふ, つそうかてつさけか つてとおかせてふ, おそしきせふ 
いふしけ うふとねけてへ う 』けせえあたとちか まきせふか おけあしかさてふ さけてあこつさそえそ みくふさあ け, たそ 
うそくうちあはかせけけ おそすそこ, とねあつてうそうあてへ う たちそたあえあせおけつてつさけに ちあおけそたかちかおあねあに 
せあ [〉『, つたそつそいつてうそうあてへ ちあくきけえあせけま てあす そたたそくけぬけそせせふに せあつてちそかせけこ.

〉そ み たそしとねけし ちあつたちかおかしかせけか せか う 『あおけそさそすけてかて, あ う 〈¨╉, け いふし 
せあたちあうしかせ せあ ちあいそてと う ╈かせさそせつとしへつてうそ 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, ねてそいふ 
せあいしまおあてへ そててとおあ くあ あすかちけさあせつさそ-さけてあこつさけす ついしけきかせけかす. ╇ せあねあしか 
1970-に えそおそう 〈あそ をくほおとせ, う たとに け たちあに ちあつつそちけうのけつへ つ 〈そつさうそこ, たかちかのかし 
そて あちにけちかうそしまぬけそせせそつてけ さ たあちてせかちつてうと つ ╇あのけせえてそせそす たそお しそくとせえそす 
«つおかちきあてへ ちとつつさそえそ いかしそえそ すかおうかおみ!».

[けてあこつさそ-あすかちけさあせつさそか ついしけきかせけか せあにそおけしそつへ せあ たそつてそみせせそす さそせ-
てちそしか と うふつのかえそ ちとさそうそおつてうあ 』』』『. 【ちかうそえあ [ちかすしみ とつけしけうあしあつへ たそ すかちか 
てそえそ, さあさ ちあくちみおさあ せあたちみきかせせそつてけ う つそうかてつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけみに 
おあうあしあ うつか せそうふか てちかはけせふ け う 』ぃ╅ くあくうとねあしけ たちけくふうふ さ つせあいきかせけま 
》かさけせあ そちときけかす, けつたそしへくそうあせけま さけてあこつさそこ てかちちけてそちけけ おしみ つしかきかせけみ 
くあ たそしかてあすけ つそうかてつさけに ちあさかて け て.お.

〈そつさうと けせてかちかつそうあしそ: えそてそうあ しけ ╅すかちけさあ ちうあてへ つうそけ つそまくせけねかつさけか 
そてせそのかせけみ つ 【あこうあせかす ちあおけ おちときいふ つ 》かさけせそす け たかちかちあつてかて しけ ほてあ 
おちときいあ う たそしせそうかつせふこ あせてけつそうかてつさけこ あしへみせつ. 〈ふ けく さそきけ しかくしけ うそせ, 
ねてそいふ おそさそたあてへつみ おそ けつてけせふ. [あさ-てそ み くあ «うくみてさと» う たみてへ いとてふしそさ «』てそ-
しけねせそこ» うふてそちえそうあし つかいか たちあうそ たそとねあつてうそうあてへ う くあさちふてそす あすかちけさあせ-
つさそ-てあこうあせへつさそす つそうかはあせけけ せあ すけせけつてかちつさそす とちそうせか. ╇ おちとえそこ ちあく たそお 
うけおそす つてとおかせてあ けく ぃうかぬけけ たそたあし せあ あとおけかせぬけま さ のかなと さけてあこつさそこ 
てそちえそうそこ たあしあてふ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 《せ たそうかちけし, ねてそ み のうかお, せそ たちけ ほてそす 

* ¨うあせそう ╅. [けてあこ えしあくあすけ おけたしそすあてあ, とねかせそえそ け たといしけぬけつてあ // 『そつつけみ け [けてあこ. XXI うかさ. 2007. 
〉そみいちへ. 』. 42—46.
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たそねかすと-てそ せあくふうあし すかせみ «えそつたそおけせ ╆ちかきせかう». ╆ふし かはか つしとねあこ, さそえおあ 
うしけみてかしへせふこ さあしけなそちせけこつさけこ たちかおたちけせけすあてかしへ ちそおそす けく 』』』『, ╈あちけさ 
《ちいかせみせ, つうかし すかせみ つ すけせけつてちそす うせかのせかこ てそちえそうしけ [〉『, くあちとねけうのけつへ 
すそけす そいかはあせけかす せか つつそちけてへつみ つ うけくけてかちそす けく 》そおせかいかつせそこ. 』つそちあ, 
そおせあさそ, うつか ちあうせそ たちそけくそのしあ, せそ つぬかたけしつみ つ さけてあこぬかす つあす 《ちいかせみせ, 
あ み うすかつてか つ たちかおつてあうけてかしみすけ ╈そつおかたあちてあすかせてあ 』ぃ╅ ちあくせけすあし おかちと-
はけにつみ.

╉とすあま, ねてそ せか うつか せあのけ つてあちあせけみ いふしけ せあたちあつせふすけ — けせなそちすあぬけみ, 
たそつてとたあまはあみ そて つそうかてつさけに おけたしそすあてそう う ╅すかちけさか, たそすそえしあ ちとさそうそおつてうと 
』』』『 たちけせけすあてへ あおかさうあてせふか ちかのかせけみ う さけてあこつさそす うそたちそつか. 》そ さちあこせかこ 
すかちか, すそつさそうつさけか せあねあしへせけさけ せか ちあく すせか しけねせそ えそうそちけしけ そい ほてそす.

╅. ¨うあせそう: ╇ 80-か えそおふ ╇ふ ちあいそてあしけ う あたたあちあてか を[ [》』』 け いふしけ 
つうけおかてかしかす け とねあつてせけさそす たちそぬかつつあ なそちすけちそうあせけみ そてせそのかせけこ 』』』『 つ 
ちかなそちすけちとまはけすつみ [けてあかす. 》そねかすと, せあ ╇あの うくえしみお, つそうかてつさそか ちとさそうそお-
つてうそ せか うそつたそしへくそうあしそつへ そたふてそす さけてあこつさけに ちかなそちす, さそてそちふか う てそ うちかすみ 
ときか おそさあくあしけ つうそま ほななかさてけうせそつてへ?

╊. ╆あきあせそう: 』』』『 け [〉『 — おうか そねかせへ ちあくせふか つてちあせふ. [けてあこぬふ せあねあしけ 
ちかなそちすふ う 1979 えそおと たそつしか いかくとすせそこ «さとしへてとちせそこ ちかうそしまぬけけ», さそえおあ 
うつかす つてあしそ みつせそ, ねてそ きけてへ おあしへのか てあさ せかしへくみ け ねてそ せかそいにそおけすふ さそちかせせふか 
たかちかすかせふ. ╇ 』』』『 う 1985 えそおと おかしそ そいつてそみしそ たそ-おちとえそすと: 』そまく そつてあうあしつみ 
«つうかちにおかちきあうそこ», つてあいけしへせそこ け とたちあうしみかすそこ. 〈せそえけか と せあつ そつそくせあうあしけ 
ぬかしかつそそいちあくせそつてへ たかちかすかせ, せそ そえちあせけねかせせふに, う ちあすさあに つしそきけうのかこつみ 
つけつてかすふ. ╇ せかそおけせあさそうそす つそつてそみせけけ せあにそおけしつみ たあちてえそつあたたあちあて う おうとに 
つてちあせあに. ╇ [けてあか そせ いふし ちあくえちそすしかせ «さとしへてとちせそこ ちかうそしまぬけかこ» け せか すそえ 
てそしさそす つそたちそてけうしみてへつみ ちかなそちすあす. ╇ 』』』『 あたたあちあて そつてあうあしつみ つけしへ-
せふす, えそてそうふす たちそてけうそつてそみてへ しまいふす たそさとのかせけみす せあ つうそけ たちかちそえあてけうふ. 
〉かすあしそうあきせそ け てそ, ねてそ つそうつかす ちあくせふか なけえとちふ そさあくあしけつへ うそ えしあうか ちかなそち-
すかせせそえそ おうけきかせけみ. ╇ 》かさけせか — ╉ほせ 』みそたけせ, すせそえそそたふてせふこ おかみてかしへ 
つてあちそこ ちかうそしまぬけそせせそこ えうあちおけけ, つ さそしそつつあしへせふす あうてそちけてかてそす う つてちあせか. 
╇ 』』』『 — 〈けにあけし ╈そちいあねかう, すそしそおそこ たちそうけせぬけあし, さそてそちふこ せあ たかちうふに 
たそちあに てそしへさそ け すそえ, ねてそ すあせかうちけちそうあてへ け うせそつけてへ すかしさけか さそちちかさてけうふ, 
くあねあつてとま いかつつすふつしかせせふか け おあきか うちかおせふか.

╇そくすそきせそ, かはか いそしかか うあきせふす いふしそ てそ そいつてそみてかしへつてうそ, ねてそ [けてあこ 
みうしみしつみ あえちあちせそこ つてちあせそこ. 800 すしせ さちかつてへみせ きあきおあしけ たちあう せあ つあすそつてそ-
みてかしへせふこ てちとお, け ╉ほせ ほてそ たちあうそ けす おあし. ゅさそせそすけさあ せかすかおしかせせそ そきけしあ. 
╇ 』』』『 きか にちかいてそす ほさそせそすけさけ みうしみしつみ うそかせせそ-たちそすふのしかせせふこ さそす-
たしかさつ. ╊えそ け せかそいにそおけすそ いふしそ すかせみてへ, つそさちあはあてへ. 〉そ ╇》[ け つうみくあせせふこ 
つ せけす たあちてあたたあちあて せか きかしあしけ しけのあてへつみ うしあつてけ け おかせかえ, そせけ いしそさけちそうあしけ 
たかちかすかせふ. ╅ うかおへ たかちかおかしふうあてへ すせそえそそてちあつしかうとま け すせそえそたちそなけしへせとま 
つそうかてつさとま ほさそせそすけさと け てあさ いふしそ つしそきせかか, ねかす てちあおけぬけそせせとま け たちけすけ-
てけうせとま さけてあこつさとま.
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『かなそちすあす う [〉『 いしあえそたちけみてつてうそうあしけ け うせかのせけか とつしそうけみ. [ さそせぬと 
1970-に えそおそう 》かさけせ たそおちときけしつみ つ ′あたあおそす せあ そつせそうか たちそてけうそつてそみせけみ 
«つそうかてつさそすと えかえかすそせけくすと». 》そほてそすと あすかちけさあせぬふ け けに つそまくせけさけ えそちみねそ 
たそおおかちきあしけ おうけきかせけか [けてあみ さ さあたけてあしけくすと, てとおあ たそてかさしけ さちかおけてふ 
け けせうかつてけぬけけ. 《つそいかせせそ つてあちあしけつへ くあちといかきせふか さけてあこぬふ. ¨に 50 すしせ 
ねかしそうかさ, け う けに ちとさあに そえちそすせふか なけせあせつそうふか ちかつとちつふ — う 』けせえあたとちか, 
【あけしあせおか, ¨せおそせかくけけ, おかつみてさあに おちとえけに つてちあせ. 》かさけせ とすかしそ つてけすとしけちそ-
うあし あさてけうせそつてへ ほすけえちあせてそう. ぅかおちふす つそそてかねかつてうかせせけさあす つてあしけ つてちそけてへ 
う [〉『 たあすみてせけさけ — つ うかねせふす そえせかす, つあしまてとまはけすけ たけそせかちあすけ. 〉あくふ-
うあしけ う ねかつてへ ほすけえちあせてそう にそしすふ け ちかさけ. ¨しけ うおちとえ そいひみうみて, ねてそ とねか-
せふか とつてあせそうけしけ: てあさそこ-てそ いそえあね-ほすけえちあせて — たちみすそこ たそてそすそさ おちかうせかえそ 
すとおちかぬあ [そせなとぬけみ. 』』』『, さそせかねせそ, け すかねてあてへ せか すそえ そ てあさそこ くあちといかき-
せそこ たそすそはけ. 》ちそえちあすすそこ-すあさつけすとす [ちかすしみ いふしそ そいとくおあせけか そいかつさちそ-
うけうのかこ えそつとおあちつてうそ えそせさけ うそそちときかせけこ, たちけすけちかせけか つ ′あたあおそす.

〈.』. ╈そちいあねかう け かえそ そさちときかせけか う さそせぬか さそせぬそう ちかのけしけ, ねてそ ほさそせそすけ-
ねかつさけか たちかそいちあくそうあせけみ せか たそしとねあてつみ いかく おかすそさちあてけくあぬけけ. ╉かすそさちあてけくあ-
ぬけみ, すそし, ちあくいとおけて せあちそお, け そせ とつてちあせけて ちかてちそえちあおそう, すかのあまはけに ちかなそち-
すあす. ╉かすそさちあてけくあぬけみ たちけうかしあ さ にあそつと, ほさそせそすけさあ つてあしあ せかとたちあうしみかすそこ. 
╉あ そ せかこ うそそいはか くあいふしけ — うつか とうしかさしけつへ いそちへいそこ くあ うしあつてへ. ╇ けてそえか 
ちあくうあしけしあつへ け てそてあしけてあちせあみ つけつてかすあ, け つあす 』そうかてつさけこ 』そまく. ╇つか たそつしか-
おとまはけか えそおふ すふ たふてあしけつへ «つそいちあてへ さあすせけ», せあうかつてけ たそちみおそさ う つてちあせか, 
あ さけてあこぬふ てかす うちかすかせかす うさあしふうあしけ. ╅ うさあしふうあてへ そせけ とすかまて てあさ, ねてそ せあす 
け せか つせけしそつへ. ¨ ほてそ てそきか うあきせかこのけこ なあさてそち けに とつたかにあ! ╊おかのへ たそ [〉『 
せあ ちかこつそうそす あうてそいとつか け うけおけのへ: そて ちあつつうかてあ おそ くあさあてあ つてそみて さちかつてへみせさけ 
たそ さそしかせそ う うそおか, うそくみてつみ つ ちけつそうそこ ちあつつあおそこ. ¨ おかしあまて ほてそ くあ すけくかちせとま 
くあちたしあてと! 》ちあうおあ, そてすかねあみ とつたかにけ さけてあこぬかう う ほさそせそすけさか, せか せあおそ くあいふ-
うあてへ, ねてそ けす かはか たちかおつてそけて そつとはかつてうけてへ たそしけてけねかつさけか ちかなそちすふ.

╅. ¨うあせそう: ぁてそ すそきせそ つねけてあてへ たかちかしそすせふす すそすかせてそす, たそつしか さそてそちそえそ 
そてせそのかせけみ すかきおと 』』』『 け [〉『 う さそせぬか 80-に せあねあしけ としとねのあてへつみ?

╊. ╆あきあせそう: 『とさそうそおつてうそ [〉『 せあ たちそてみきかせけけ たそねてけ うつかに 1980-に えそおそう 
くあみうしみしそ, ねてそ おしみ せそちすあしけくあぬけけ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ 』』』『 
おそしきかせ とつてちあせけてへ «てちけ いそしへのけに たちかたみてつてうけみ»: たそいとおけてへ ╇へかてせあす うふうかつてけ 
つうそけ うそこつさあ けく [あすいそおきけ, うふうかつてけ つそうかてつさけか うそこつさあ けく ╅なえあせけつてあせあ, しけさ-
うけおけちそうあてへ つそうかてつさそか うそかせせそか たちけつとてつてうけか う 〈そせえそしけけ け つそさちあてけてへ かえそ せあ 
えちあせけぬか つ [〉『. 〈.』. ╈そちいあねかう つせみし ほてけ たちかたみてつてうけみ. ╆ふしけ たちかおたちけせみてふ け 
おちとえけか あさぬけけ, さそてそちふか といかおけしけ 》かさけせ, ねてそ 〈そつさうあ たちかさちあてけしあ えかそたそしけ-
てけねかつさそか おあうしかせけか せあ [〉『 け たそおてうかちきおあかて ちかあしへせふすけ おかしあすけ つうそけ つしそうあ 
そ きかしあせけけ たちかそおそしかてへ たそしそつと そてねときおかせけみ う つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそ-
のかせけみに. ╆そしへのとま ちそしへ つふえちあしそ け てそ そいつてそみてかしへつてうそ, ねてそ 』』』『, うつしかお くあ 
[けてあかす, うつてあし せあ たとてけ うせとてちかせせけに ちかなそちす, たそみうけしあつへ そいはせそつてへ ぬかしかこ — 
つそしけおせあみ そつせそうあ おしみ つそてちとおせけねかつてうあ, けくとねかせけみ そたふてあ おちとえ おちとえあ.



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

370

》そおかこつてうそうあしそ せあ さけてあこぬかう てあさきか てそ, ねてそ 』そうかてつさけこ 』そまく けくすかせけし 
つうそま うせかのせまま たそしけてけさと う ぬかしそす — そてさあくあしつみ そて えそせさけ うそそちときかせけこ, 
«えかえかすそせけつてつさけに たちけてみくあせけこ» う «てちかてへかす すけちか», つてあし つてちかすけてへつみ さ おけあ-
しそえと つ ′あたあおそす, たちかさちあてけし さそすあせおそうあてへ くあちといかきせふすけ つそぬつてちあせあすけ 
け さそすたあちてけみすけ け て.お.

[そちそねか えそうそちみ, «せそうそか すふのしかせけか» け «たかちかつてちそこさあ» 〈.』. ╈そちいあねかうあ 
そてさちふしけ おそちそえと さ «たちそちふうと» う つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに. 【かたかちへ, 
たちあうおあ, う 》かさけせか せか しまいみて 〈.』. ╈そちいあねかうあ, つねけてあまて, ねてそ そせ くあのかし う つうそけに 
たちかそいちあくそうあせけみに つしけのさそす おあしかさそ, つそうかちのけし すせそえそ せかたちそつてけてかしへせふに 
そのけいそさ け, う けてそえか, たそえといけし つそぬけあしけくす う 』』』『 け う ╇そつてそねせそこ ╊うちそたか, 
たそつてあうけし たそお とえちそくと つそぬけあしけつてけねかつさけか くあうそかうあせけみ うそ うつかす すけちか.

╅. ¨うあせそう: 〉あつさそしへさそ たちあうけしへせそこ いふしあ てあさてけさあ うふつてちあけうあせけみ そてせそ-
のかせけこ つ [〉『, うふいちあせせあみ う ほたそにと ╆そちけつあ ╊しへぬけせあ? ぁてそ てあさそか «つてちあ-
てかえけねかつさそか たあちてせかちつてうそ» 『そつつけけ け [〉『 — けししまくけみ, さそてそちそこ てかのけしそ 
(け てかのけて) つかいみ ちそつつけこつさそか ちとさそうそおつてうそ, けしけ ちかあしへせそつてへ?

╊. ╆あきあせそう: 〉あ たかちうふに たそちあに おかすそさちあてふ, たちけのかおのけか さ うしあつてけ う たそつて-
つそうかてつさそこ 『そつつけけ, うつか つうそけ たそすふつしふ つうみくふうあしけ つ ′あたあおそす. ╅くけみ とのしあ せあ 
くあおせけこ たしあせ, いそしかか てそえそ, くうとねあしけ えそしそつあ, ねてそ 『そつつけけ せかそいにそおけすそ けくいあう-
しみてへつみ そて あくけあてねけせふ つ かか おかつたそてけくすそす. [けてあこ さあさ つてちあせあ あくけあてつさあみ おあ 
かはか さそすすとせけつてけねかつさあみ そてたとえけうあし おかすそさちあてそう. 》かさけせ, う つうそま そねかちかおへ, 
いふし のそさけちそうあせ たそうそちそてそす つそいふてけこ せあ ちそおけせか ╇.¨. ]かせけせあ け そたあつあしつみ 
てしかてうそちせそえそ うしけみせけみ あせてけさそすすとせけつてけねかつさそこ 『そつつけけ せあ けおかそしそえけねか-
つさとま つけてとあぬけま うせとてちけ [〉『.

》ちそぬかつつ うくあけすせそえそ おけつてあせぬけちそうあせけみ おうとに おかちきあう おちとえ そて おちとえあ たちそ-
おそしきあしつみ, うたちそねかす, せかおそしえそ. 《てねときおかせせそつてへ いふしあ いふつてちそ たちかそおそしかせあ, 
け つてそちそせふ うつてあしけ せあ たとてへ つそてちとおせけねかつてうあ, さそてそちそか けく えそおあ う えそお とえしといしみ-
かてつみ. ゅてそすと つたそつそいつてうとかて ぬかしふこ ちみお なあさてそちそう.

》ちかきおか うつかえそ — いしけくそつてへ えかそたそしけてけねかつさけに けせてかちかつそう. 『そつつけみ け [けてあこ 
せか きかしあまて すけちけてへつみ つ あすかちけさあせつさそこ えかえかすそせけかこ, うふつてとたあまて くあ すせそえそたそ-
しまつせふこ すけち. 『そつつけこつさけか け さけてあこつさけか けせてかちかつふ つそうたあおあまて けしけ いしけくさけ 
たそ のけちそさそすと さちとえと さそせさちかてせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす そて いそちへいふ 
つ てかちちそちけくすそす け とちかえとしけちそうあせけみ う [そちかか おそ ちあつのけちかせけみ 〉╅【《 け とつてあ-
せそうしかせけみ たちそねせそえそ すけちあ せあ ╆しけきせかす ╇そつてそさか.

『そつつけま け [〉『 ついしけきあかて け てそ そいつてそみてかしへつてうそ, ねてそ そいか つてちあせふ くあせみてふ 
ちかなそちすあすけ. [そえおあ け すふ, け さけてあこぬふ いふしけ さそすすとせけつてあすけ, てそ せあくふうあしけ 
おちとえ おちとえあ うちあえあすけ, けおかそしそえけねかつさけすけ, あ くあてかす け うそかせせそ-たそしけてけねかつさけすけ. 
』かこねあつ, さそえおあ と せあつ そなけぬけあしへせそ うちそおか いふ ちあくせふか けおかそしそえけけ, すふ てかす 
せか すかせかか しとねのか ねとうつてうとかす け たそせけすあかす おちとえ おちとえあ, けいそ ちかのあかす つにそきけか 
うせとてちかせせけか くあおあねけ ちかなそちすけちそうあせけみ. [けてあこぬふ うけおみて, ねてそ すふ とうあきあかす 
けに くあ とつたかにけ う ちかなそちすあに, ねてそ たふてあかすつみ う ねかす-てそ たかちかせみてへ けに そたふて. ╊つてか-
つてうかせせそ, ほてそ うふくふうあかて と [〉『 たそくけてけうせふか ほすそぬけけ, そつそいかせせそ せあ なそせか 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

てそえそ, ねてそ 』ぃ╅ そさあくふうあまて おあうしかせけか せあ さけてあこぬかう. 』けてとあぬけみ うふえしみおけて 
てあさ, ねてそ あすかちけさあせぬふ にそてみて くあてそちすそくけてへ たそおひかす [けてあみ, あ すふ うふつさあくふうあかす 
とつけしけみす さけてあこぬかう たそおおかちきさと.

╊はか そおけせ なあさてそち, さそてそちふこ ついしけきあかて 『‒ つ [〉『, — ほてそ うくあけすそおそたそし-
せみかすそつてへ せあのけに ほさそせそすけさ. [けてあこ せあ おそしえそつちそねせとま たかちつたかさてけうと いとおかて 
せときおあてへつみ うそ うつか うそくちあつてあまはけに さそしけねかつてうあに ほせかちえそせそつけてかしかこ けく 』けいけちけ 
け ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ, う せあのけに てかにせそしそえけみに, そつそいかせせそ うそかせせふに. 〈ふ きか, 
う つうそま そねかちかおへ, くあけせてかちかつそうあせふ う てそす, ねてそいふ ほさつたそちてけちそうあてへ ほせかちえそせそ-
つけてかしけ う [〉『 け ねかちかく [〉『 う おちとえけか つてちあせふ ╅【『. 〈ふ てあさきか くあけせてかちかつそ-
うあせふ う てそす, ねてそいふ たそさとたあてへ う [けてあか てそうあちふ しかえさそこ たちそすふのしかせせそつてけ, 
けすたそちてけちそうあてへ さけてあこつさとま ちあいそねとま つけしと.

╊つしけ つとすすけちそうあてへ うふのかせあくうあせせふか なあさてそちふ, てそ すそきせそ とてうかちきおあてへ, 
ねてそ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそか たあちてせかちつてうそ おかこつてうけてかしへせそ みうしみかてつみ つてちあてかえけ-
ねかつさけす, う てそす つすふつしか, ねてそ そせそ けすかかて うつか そつせそうあせけみ せそつけてへ おそしえそつちそねせふこ 
にあちあさてかち.

╅. ̈ うあせそう: ╇ さそせぬか ╇あのかこ させけえけ ╇ふ すせそえそ ちあつつときおあかてか そ たかちつたかさてけうあに 
そてせそのかせけこ つ [〉『. 【あさ ねてそ きか ほてあ つてちあせあ おしみ 『そつつけけ — けつてそねせけさ とえちそくふ 
う いとおとはかす, さそせさとちかせて けしけ, せあそいそちそて, たあちてせかち けしけ おあきか つそまくせけさ?

╊. ╆あきあせそう: 〉あちみおと つ たそくけてけうせふすけ なあさてそちあすけ せあ ちそつつけこつさそ-さけてあこ-
つさけか そてせそのかせけみ うしけみまて けしけ すそえとて たそうしけみてへ う いとおとはかす せかさそてそちふか 
そいつてそみてかしへつてうあ せかえあてけうせそえそ つうそこつてうあ. ╈しあうせふこ ちあくおちあきけてかしへ — おちあすあ-
てけねせふこ ちそつて たちけつとてつてうけみ えちあきおあせ [〉『 せあ ╉あしへせかす ╇そつてそさか う とつしそうけみに 
つてちかすけてかしへせそえそ とつけしかせけみ つそうそさとたせそこ すそはけ 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ.

〈あしそせあつかしかせせふか け つしあいそちあくうけてふか うそつてそねせふか ちあこそせふ 『そつつけけ うたかち-
うふか そさあくあしけつへ そてさちふてふすけ け せか うふおかちきけうあまて さそせさとちかせぬけけ ほせかちえけねせふに 
け そいそちそてけつてふに さけてあこぬかう. 〉あ ╉あしへせかす ╇そつてそさか, おあ け う すそつさそうつさけに たそしけ-
てけねかつさけに さちとえあに せあちあつてあまて そたあつかせけみ, ねてそ けすかかて すかつてそ おかすそえちあなけねかつさあみ 
ほさつたあせつけみ つそ つてそちそせふ えけえあせてつさそえそ つそつかおあ.

′うとねあて たちかおそつてかちかきかせけみ, ねてそ かつしけ, すそし, てかせおかせぬけま せか たちかつかねへ, せあつてあ-
せかて おかせへ, さそえおあ さけてあこぬふ ねけつしかせせそ うそくそいしあおあまて せあ ちそつつけこつさそす ╉あしへせかす 
╇そつてそさか け つさあきとて: せあつ くおかつへ いそしへのけせつてうそ, うつか うそさちとえ つそくおあせそ せあのけす てちと-
おそす け たちけせあおしかきけて せあす, け, う さそせぬか さそせぬそう, ほてけ くかすしけ さそえおあ-てそ うにそおけしけ 
う つそつてあう 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ. ╅ くせあねけて, たそちあ うそつつてあせあうしけうあてへ くおかつへ つうそま 
うしあつてへ.

╇そくせけさあかて うそたちそつ: さあさ おかこつてうそうあてへ 『そつつけけ つ とねかてそす うつかに せあくうあせせふに 
そいつてそみてかしへつてう? 〈そきせそ, さそせかねせそ, あさぬかせてけちそうあてへ うせけすあせけか せあ たちそいしか-
すあに け えあおあてへ そ いとおとはかす. 〉そ おとすあま, ねてそ ほてそ せかたちそおとさてけうせふこ たとてへ ときか 
にそてみ いふ たそてそすと, ねてそ いとおとはかか たちかおつさあくあてへ あちにけつしそきせそ. [つてあてけ, う せあねあしか 
XX うかさあ いふしけ とねかせふか け たそしけてけさけ, さそてそちふか とてうかちきおあしけ, ねてそ えしあうせあみ 
そたあつせそつてへ 『そつつけけ いとおかて けつにそおけてへ そて [けてあみ. 〉あ つあすそす おかしか うちあえ たちけのかし 
つ ′あたあおあ, すふ うそかうあしけ おうか すけちそうふか うそこせふ てあす. 〈そきせそ たちそおそしきあてへ たちそ-
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ちそねかつてうそうあてへ, せそ すふ うつか ちあうせそ せか そてえあおあかす いとおとはかえそ. 〉そ くあてそ すふ つたちそうそ-
ぬけちとかす てちかせけみ, さそてそちふか せけさそすと せか せときせふ. 〈とつつけちとみ てかくけつ そ さけてあこつさそこ 
とえちそくか, すふ いとおかす うふくふうあてへ ちあくおちあきかせけか と さけてあこぬかう, せあさちとねけうあてへ つあすけに 
つかいみ け, う さそせぬか さそせぬそう, けつたそちてけす そてせそのかせけみ つ [けてあかす.

╇すかつてそ ほてそえそ, み つねけてあま, せあのけす たそしけてけさあす つしかおとかて つそつちかおそてそねけてへつみ 
せあ てそす, ねてそ ついしけきあかて 『‒ け [〉『 け ねてそ すそきかて たそくうそしみてへ おうとす つてちあせあす たちそ-
おそしきあてへ つそてちとおせけねあてへ. 》ちかきおか うつかえそ ほてそ うくあけすそおそたそしせみかすそつてへ せあのけに 
ほさそせそすけさ. 』けいけちへ け ╉あしへせけこ ╇そつてそさ せあおそ ちあくうけうあてへ. ╇そくすそきせふ おうあ 
つたそつそいあ おかこつてうけこ. 》かちうふこ — そせ たちかおしあえあかてつみ せかさそてそちふすけ しまおへすけ — 
くあさちふてへ ╉あしへせけこ ╇そつてそさ け 』けいけちへ け おかしあてへ うつか つ そたそちそこ せあ つそいつてうかせせふか 
つけしふ. [ ねかすと ほてそ たちけうかおかて? 〉あす せか とおあつてつみ ちかのけてへ つそぬけあしへせそ-ほさそせそ-
すけねかつさけか くあおあねけ つそいつてうかせせふすけ とつけしけみすけ, せそ すふ せあうかちせみさあ たそつつそちけすつみ 
つ さけてあこぬあすけ け おちとえけすけ つそつかおみすけ, かつしけ くあさちそかす ほてけ ちあこそせふ おしみ せけに. 
╆そしかか てそえそ, ねかちかく 40—50 しかて さけてあこぬふ け たちそねけか つすそえとて えそしふすけ ちとさあすけ 
うくみてへ ほてけ そてつてあしふか くかすしけ たそお つうそこ さそせてちそしへ.

╉ちとえそこ つたそつそい たちかそおそしかせけみ そてつてあしそつてけ — つそてちとおせけねあてへ つ さけてあこ-
ぬあすけ, せそ せか てそしへさそ つ せけすけ, あ け つ さそちかこぬあすけ, け つ みたそせぬあすけ, け つそ つてちあせあすけ 
ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, つそ うつかすけ, さてそ にそねかて とねあつてうそうあてへ う ちあくうけてけけ たちそけく-
うそおけてかしへせふに つけし 』けいけちけ け ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ. ぁてそ ほてそ おあつて? ╇そ-たかちうふに, 
けせそつてちあせぬふ つてあせとて さそせさとちけちそうあてへ すかきおと つそいそこ, け せけさてそ せか つすそきかて 
おそいけてへつみ てあす えかえかすそせけけ. ╇そ-うてそちふに, う うそつてそねせふか ちあこそせふ たそてみせかてつみ せあの 
せあちそお. ╉あしへせけこ ╇そつてそさ そさちかたせかて. ¨ おあきか かつしけ う たかちつたかさてけうか ねてそ-てそ つしと-
ねけてつみ すかきおと 『‒ け [〉『, せあす しかえねか いとおかて ほてけ ちあこそせふ そいそちそせみてへ, たそてそすと 
ねてそ そせけ いとおとて つけしへせかか, いそしかか ちあくうけてふ け てあす いとおかて たちそきけうあてへ いそしへのか ちそつ-
つけみせ. 〉と, け う-てちかてへけに, とえしといけてつみ うくあけすそくあうけつけすそつてへ. [けてあこぬふ, みたそせぬふ 
け うつか そつてあしへせふか, さそてそちふか うさしあおふうあまて う せあのけ うそつてそねせふか ちあこそせふ おかせへえけ, 
ちあいそてあまて てあす, いとおとて くあけせてかちかつそうあせふ う たちそぬうかてあせけけ ほてけに ちあこそせそう.

¨すかせせそ なあさてそち てかつせそえそ おうとつてそちそせせかえそ つそてちとおせけねかつてうあ, うくあけすそおそ-
たそしせみかすそつてけ ほさそせそすけさ 『‒ け [〉『 おそしきかせ みうしみてへつみ えしあうせふす う そたちかおか-
しかせけけ せあのかえそ たそおにそおあ さ [けてあま. 〉か つしかおとかて うすかつてか つ てかす けえせそちけちそうあてへ 
け なあさてそち いしけくそつてけ えかそたそしけてけねかつさけに けせてかちかつそう 〈そつさうふ け 》かさけせあ, さそてそ-
ちふこ とたそすけせあしつみ うふのか. ╈かそたそしけてけねかつさそか つそてちとおせけねかつてうそ つ 》かさけせそす 
たそしかくせそ, せそ うそたちそつ う てそす, う さあさけに たちかおかしあに かえそ そつとはかつてうしみてへ. 『あくおあまてつみ 
えそしそつあ そ つそくおあせけけ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそえそ うそかせせそえそ つそまくあ たちそてけう 』ぃ╅, 
あすかちけさあせつさそえそ えかえかすそせけくすあ. ╊つてへ たちかおしそきかせけみ そい そてせそつけてかしへせそ いそしかか 
のけちそさけに あしへみせつあに, つ たちけうしかねかせけかす ¨せおけけ, ¨ちあせあ, ちみおあ おちとえけに つてちあせ. 
〉あ おせみに み いかつかおそうあし つ うけおせふす とねかせふす けく 》あさけつてあせあ, てあさ そせ け つうそか, てちあ-
おけぬけそせせそ たちそあすかちけさあせつさそか えそつとおあちつてうそ, にそてかし いふ うけおかてへ う つそつてあうか あせてけ-
あすかちけさあせつさそこ さそあしけぬけけ.

╇そかせせふこ つそまく つ 》かさけせそす, そおせあさそ, せか たそしとねけてつみ, たそてそすと ねてそ ほてそて 
つそまく さけてあこぬあす せか せときかせ. ¨ そせけ そい ほてそす ねかてさそ くあみうしみまて. [けてあこぬふ つしけの-
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さそす うくあけすそくあうけつけすふ つ あすかちけさあせぬあすけ, あすかちけさあせぬふ つしけのさそす けす せときせふ, 
ねてそいふ そせけ たそのしけ せあ うそかせせふこ つそまく たちそてけう 』ぃ╅. ╉そつてあてそねせそ うつたそすせけてへ 
そいひかす てそうあちそそいそちそてあ すかきおと [けてあかす け 』ぃ╅ — そせ たちけすかちせそ う 10 ちあく 
たちかうふのあかて せあの てそうあちそそいそちそて つ [〉『. ╅ かつてへ かはか けせうかつてけぬけけ, そいすかせ てかに-
せそしそえけみすけ, そいとねかせけか さけてあこつさけに つてとおかせてそう う ╅すかちけさか. 》そせけすあかて 》かさけせ 
け てそ, ねてそ かつしけ そせ たそつつそちけてつみ つ ╇あのけせえてそせそす, てそ けつたそちてけて そてせそのかせけみ 
つ あすかちけさあせつさけすけ つそまくせけさあすけ け おちとくへみすけ, つそつてあうしみまはけすけ たそねてけ うかつへ 
ちあくうけてふこ つそうちかすかせせふこ すけち. [けてあこつさけか たそしけてそしそえけ う つうそけに つてあてへみに 
たちみすそ とさあくふうあまて せあ てそ, ねてそ 』ぃ╅ おしみ [〉『 — つあすあみ うあきせあみ つてちあせあ, 『そつ-
つけみ つてそけて せあ うてそちそす すかつてか.

》ちかおたそしそきけす, そおせあさそ, ねてそ 》かさけせ うつてとたけて う あせてけあすかちけさあせつさけこ 
つそまく. ゅてそて つそまく てとて きか ちあくうあしけてつみ, さあさ そせ ちあくうあしけしつみ う さそせぬか 50-に えそ-
おそう, たそてそすと ねてそ すふ おうか つしけのさそす いそしへのけか け ちあくせふか つてちあせふ, と せあつ すせそえそ 
せかつそうたあおあまはけに けせてかちかつそう. ╅ つそまくせけさ そて つそまくせけさあ うつかえおあ そねかせへ すせそ-
えそえそ にそねかて. ′あうてちあ 》かさけせと くあにそねかてつみ せあねあてへ うそこせと たちそてけう すみてかきせそえそ 
そつてちそうあ 【あこうあせへ, け さあさ つそまくせけさあ せあつ たそたちそつみて たちけつそかおけせけてへつみ. 〈そつさうあ 
うそくおかちきけてつみ, け ほてそ つてあせかて せあねあしそす さそせぬあ つそまくせけねかつてうあ. 〉そ おあきか かつしけ 
おそたとつてけてへ, ねてそ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけこ うそかせせふこ あしへみせつ うつか-てあさけ つそにちあ-
せけてつみ, さ ねかすと ほてそ たちけうかおかて? [ うつかそいはかこ さそせなちそせてあぬけけ け, う さそせぬか さそせ-
ぬそう, さ てちかてへかこ すけちそうそこ うそこせか, さそてそちあみ, かつてかつてうかせせそ, せか せときせあ せけ せあす, 
せけ さけてあこぬあす.

》そほてそすと つそてちとおせけねかつてうそ つ [けてあかす う えかそたそしけてけねかつさそこ そいしあつてけ, さあさ 
すせか さあきかてつみ, おそしきせそ つそつてそみてへ う てそす, ねてそいふ すふ, そつてあうあみつへ う ちあすさあに せそち-
すあしへせふに そてせそのかせけこ, あ かはか しとねのか つそてちとおせけねかつてうあ つ 』ぃ╅ け うそそいはか つ ′あ-
たあおそす, たそせときおあしけ ╇あのけせえてそせ け かえそ つそまくせけさそう うかつてけ おかしそ さ すせそえそたそ-
しまつせそすと すけちと, えおか いふ たそしまつあ せか つそたかちせけねあしけ おちとえ つ おちとえそす, さあさ ほてそ 
いふうあしそ う たちそのしそす, あ つそてちとおせけねあしけ. ╉しみ てあさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ かつてへ 
いあくあ — 《《〉, ちかえけそせあしへせふか すかきおとせあちそおせふか そちえあせけくあぬけけ, すかきおとせあちそお-
せそか たちあうそ. ╊つてへ け そいのけちせあみ たそうかつてさあ おせみ おしみ すせそえそつてそちそせせかえそ つそてちとお-
せけねかつてうあ. ゅてそ けくうかつてせふか たちそいしかすふ: すかきおとせあちそおせふこ てかちちそちけくす, ちあつ-
たちそつてちあせかせけか みおかちせそえそ そちときけみ, すあつつあ しそさあしへせふに さそせなしけさてそう, せあねけせあみ 
そて つけてとあぬけけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか け さそせねあみ てかす, ねてそ たちそけつにそおけて 
う ╅なちけさか. ゅてそ うそたちそつふ ほさそしそえけけ, せあちさそてそちえそうしけ, そちえたちかつてとたせそつてけ, ちあく-
うけてけみ そてつてあまはけに つてちあせ.

╇そくうちあはあみつへ さ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけす そてせそのかせけみす, さ せあのかこ たそしけてけさか 
つ [けてあかす, そてすかねと, ねてそ つねけてあま せふせかのせまま しけせけま 『そつつけけ つそうかちのかせせそ 
うかちせそこ. ′あさしまねあかてつみ そせあ う てそす, ねてそ すふ てかつせそ つそてちとおせけねあかす つ [〉『, おかこ-
つてうとみ たちけ ほてそす う ちあすさあに すせそえそうかさてそちせそこ け ついあしあせつけちそうあせせそこ たそしけてけさけ. 
〈ふ つてちかすけすつみ けすかてへ, せあつさそしへさそ ほてそ うそくすそきせそ, そおけせあさそうそ にそちそのけか けしけ, 
たそ さちあこせかこ すかちか, そおけせあさそうそ ちあくうけてふか そてせそのかせけみ つ 』ぃ╅, つ [けてあかす, 
つ おちとえけすけ つてちあせあすけ.
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╇ けくおあてかしへつてうか «¨くうかつてけみ» うふのしあ せそうあみ させけえあ けくうかつてせそえそ とねかせそえそ-うそつてそ-
さそうかおあ, おけたしそすあてあ, おそさてそちあ けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそちかさてそちあ ╉けたしそすあてけ-
ねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ «[けてあこ: そて 』ちかおけせせそこ 
けすたかちけけ おそ つうかちにおかちきあうふ XXI うかさあ», えしあうと けく さそてそちそこ — «〉あいしまおかせけみ 
けく たそつそしへつてうあ» — すふ たといしけさそうあしけ う なかうちあしへつさそす せそすかちか きとちせあしあ. 】せけ-
さあしへせそつてへ ほてそこ させけえけ う てそす, ねてそ そせあ せあたけつあせあ ねかしそうかさそす, せか てそしへさそ けくと-
ねあうのけす [けてあこ け けつてそちけま かえそ うくあけすそてせそのかせけこ つ そさちときあまはけす すけちそす, 
う てそす ねけつしか ちあいそてあみ う つあすそす [けてあか け う 』ぃ╅, せそ け たちけせけすあうのけす つあすそか 
あさてけうせそか とねあつてけか う うふちあいそてさか つそうかてつさそこ, あ くあてかす け ちそつつけこつさそこ たそしけてけさけ 
う そてせそのかせけけ [〉『. 》そほてそすと たそすけすそ えしといそさけに あせあしけてけねかつさけに ちあつつときおか-
せけこ, さ たちけすかちと, そ たちけねけせあに うくしかてそう け たあおかせけこ, あ くあてかす け えけいかしけ 』ちか-
おけせせそこ けすたかちけけ, たそすけすそ けせてかちかつせかこのけに, せそ せか つしけのさそす けくうかつてせふに 
のけちそさそこ たといしけさか つうかおかせけこ, さあつあまはけにつみ けつてそちけけ そてせそのかせけこ 』』』『 
つ えそすけせへおあせそうつさけす [けてあかす, させけえあ けくそいけしとかて け きけうふすけ うそつたそすけせあ-
せけみすけ そ つそいふてけみに つそうつかす せかおあうせかえそ たちそのしそえそ. 〉あたちけすかち, そ たそたふてさあに 
つてあちそこ えうあちおけけ けく を[ [》』』 うそつたちかたみてつてうそうあてへ さとちつと 〈けにあけしあ ╈そちいあ-
ねかうあ せあ うそつつてあせそうしかせけか そてせそのかせけこ つ ちかなそちすけちとかすふす [けてあかす, そ てちあせつ-
なそちすあぬけみに うくえしみおそう せあ [〉『 ちとさそうそおつてうあ せそうそこ 『そつつけけ. 〉か すかせへのけこ 
けせてかちかつ たちかおつてあうしみまて け ちあつつときおかせけみ あうてそちあ そ たかちつたかさてけうあに そてせそのかせけこ 
〈そつさうふ け 》かさけせあ, そ てそす, さあさとま たそくけぬけま つしかおとかて けくいちあてへ 『そつつけけ, ねてそいふ 
せか つたそつそいつてうそうあてへ ほつさあしあぬけけ たちそてけうそつてそみせけみ すかきおと [〉『 け 』ぃ╅ くあ 
ちかえけそせあしへせそか けしけ すけちそうそか えそつたそおつてうそ, けくいかきあてへ さそせなちそせてあぬけけ つ ′あたあ-
おそす け たちけ ほてそす せか そさあくあてへつみ せあ くあおうそちさあに いとちせそ ちあくうけうあまはかこつみ ╅くけけ, 
けくいあうけてへつみ そて つてちあにそう たかちかお [けてあかす け うそつたそしへくそうあてへつみ たそてかせぬけあしそす かえそ 
ちそつてあ おしみ つそいつてうかせせそえそ ちあくうけてけみ.

* [あさ けすたかちけけ つてあせそうみてつみ つうかちにおかちきあうあすけ // 『そつつけみ け [けてあこ. XXI うかさ. 2007. ╅たちかしへ. 』. 62.
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* * *

》ちそちかさてそち 『そつつけこつさそこ ╉けたあさあおかすけけ: ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけか 
そてせそのかせけみ いとおとて ついあしあせつけちそうあせせそ ちあくうけうあてへつみ. 

╅えかせてつてうそ «』けせへにとあ» ([〉『)*

* [けてあこ: そて 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ おそ つうかちにおかちきあうふ XXI うかさあ // ╅えかせてつてうそ «』けせへにとあ» ([〉『). 2007. 
6 つかせて.
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》そくせあうあみ [けてあこ*

]け ╇.‒.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち,

くあつしときかせせふこ おかみてかしへ せあとさけ 『そつつけけ

《おけせ けく うかおとはけに ちそつつけこつさけに とねかせふに-すかきおとせあちそおせけさそう ╊うえかせけこ ╆あきあ-
せそう たちそおそしきあかて つかちけま すそせそえちあなけこ, たそつうみはかせせふに けつつしかおそうあせけま つそうちか-
すかせせそえそ すけちあ. ╇つしかお くあ なとせおあすかせてあしへせふす おうとにてそすせふす けくおあせけかす «╅すか-
ちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ» そせ うそくうちあはあかてつみ さ しまいけすそこ そちけかせてあしけつてつさそこ 
てかすあてけさか.

[せけえあ «[けてあこ: そて 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ おそ つうかちにおかちきあうふ XXI うかさあ» 
たちかおつてあうしみかて つそいそこ つけせてかく たそしけてそしそえけねかつさそえそ けつつしかおそうあせけみ そてせそのかせけこ 
[けてあみ つ うせかのせけす すけちそす, けつてそちけねかつさそえそ てちとおあ け すかすとあちそう せかたそつちかお-
つてうかせせそえそ とねあつてせけさあ ちかあしけくあぬけけ たそしけてけさけ せあのかこ つてちあせふ せあ さけてあこ-
つさそす せあたちあうしかせけけ う さあねかつてうか おけたしそすあてあ, そてうかてつてうかせせそえそ つそてちとおせけさあ を[ 
[》』』 け とねかせそえそ.

》かちうふか おうか えしあうふ たそつうみはかせふ つそいふてけみす, さそてそちふか つかえそおせみ さあきとてつみ 
つかおそこ おちかうせそつてへま. 〉あ さそせさちかてせふに たちけすかちあに, けせそえおあ おちあすあてけねせふに, 
あ けせそえおあ おあきか さあきとはけにつみ つそうちかすかせせそすと ねかしそうかさと さそすけねせふすけ, あうてそち 
たそさあくふうあかて, さあさ け たそねかすと かはか すせそえそ つてそしかてけこ せあくあお さけてあこぬふ うそつたちけせけ-
すあしけ け つそつかおかこ (てけたあ さそちかこぬかう け うへかてせあすぬかう), け «くあすそちつさけに おへみうそしそう» 
けく ╊うちそたふ せか てそしへさそ さあさ うあちうあちそう, せそ け さあさ うあつつあしそう 》そおせかいかつせそこ. 》ちそ-
つしかきけうあかてつみ, さあさ たちけ つてそしさせそうかせけけ つ ほさつたあせつけそせけつてつさそこ くあたあおせそこ ぬけうけ-
しけくあぬけかこ 』ちかおけせせあみ けすたかちけみ, さ てそすと うちかすかせけ そさそつてかせかうのあみ う つあすそしま-
いそうあせけけ, うそのしあ う ねかちかおと さちけくけつそう. ╇ さそせかねせそす けてそえか そせあ ちとにせとしあ, おあう 
ちそきおかせけか [けてあこつさそこ 『かつたといしけさか, そなけぬけあしへせそ そつせそうあせせそこ せあ おかすそさちあ-
てけねかつさけに たちけせぬけたあに, せそうそこ, せそ うすかつてか つ てかす つそにちあせけうのかこ そねかせへ すせそえそか 
そて つてあちそえそ.

╅うてそち そたけつふうあかて さあてあさしけくすふ, さそてそちふか たかちかきけし さけてあこつさけこ せあちそお 
う たかちうそこ たそしそうけせか XX うかさあ, さそえおあ かおけせそえそ えそつとおあちつてうあ なあさてけねかつさけ 
せか つとはかつてうそうあしそ. ゅてそ いふしあ せかつさそせねあかすあみ ぬかたへ うせとてちかせせけに さそせなしけさ-
てそう け いそちへいあ つ みたそせつさけすけ けせてかちうかせてあすけ. 》ちそあせあしけくけちそうあせ さそちそてさけこ 
たかちけそお そて とつてあせそうしかせけみ さそせてちそしみ さそすすとせけつてそう せあお すあてかちけさそうそこ ねあつてへま 
[けてあみ け うそくせけさせそうかせけみ うそかせせそ-たそしけてけねかつさそえそ つそまくあ [〉『 つ 』』』『 おそ 
すそすかせてあ, さそえおあ たそおつたとおせふか たちそてけうそちかねけみ すかきおと 〈そつさうそこ け 》かさけせそす 
うふちうあしけつへ せあちときと.

╆あきあせそう いふし そねかうけおぬかす ほてそえそ つしそきせそえそ ほてあたあ う つそうかてつさそ-さけてあこつさけに 
そてせそのかせけみに: つせあねあしあ そせ とねけしつみ う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあ-

* ]け ╇.‒. 》そくせあうあみ [けてあこ // 『そつつけみ う えしそいあしへせそこ たそしけてけさか. 【. 5. 2007. づ 5. 』かせてみいちへ—そさてみいちへ. 
』. 214—217.
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たとちあ, あ くあてかす つしときけし う 〈¨╉ 』』』『. ╅うてそち きけうそ け そいちあくせそ ちあつつさあくふ-
うあかて そ さそせてあさてあに つ にとあぬみそ (うふにそおぬふ けく [けてあみ, たちそきけうあまはけか う おちとえけに 
つてちあせあに. — 『かお.) う ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, つ さけてあこつさけすけ おけたしそすあてあすけ 
う 〈そつさうか, そい けつさとつつてうかせせそす せあえせかてあせけけ うちあきおかいせそつてけ すかきおと そいかけすけ 
つてちあせあすけ. ╇ 1970-に えそおあに ╆あきあせそう, ちあいそてあみ う ╈かせさそせつとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ, せあいしまおあし くあ あすかちけさあせそ-さけてあこつさけす ついしけきかせけかす. をかしけ け たちそ-
みうしかせけみ ほてそえそ ついしけきかせけみ そつうかはかせふ う すそせそえちあなけけ う つあすふに たけさあせてせふに 
たそおちそいせそつてみに.

〉あ てかしかうけくけそせせそす ほさちあせか おけたしそすあてけみ たちかおつてあうしみかてつみ ねとてへ しけ せか つうみ-
はかせせそおかこつてうけかす — ねかちかおそこ てそちきかつてうかせせふに たちけかすそう, うあきせふに たかちか-
えそうそちそう け たあなそつせふに くあみうしかせけこ そなけぬけあしへせふに しけぬ. ′あ さあおちそす そつてあかてつみ 
ちとてけせせあみ ちあいそてあ: たそおえそてそうさあ おそさとすかせてそう, くあたけつそさ け たけつかす, うつてちかねけ 
け たちそうそおふ つうそけに け ねときけに せあねあしへせけさそう, そてせそのかせけみ うせとてちけ いまちそさちあてけ-
ねかつさそえそ あたたあちあてあ. ╇ ちかぬかせくけちとかすそこ させけえか ちあつさちふうあかてつみ さとにせみ うせかのせか-
たそしけてけねかつさそえそ たちそぬかつつあ てそえそ うちかすかせけ, さそえおあ うそ けすみ «つあすそこ たかちかおそうそこ 
けおかそしそえけけ ねかしそうかねかつてうあ» たちかせかいちかえあしけ ほしかすかせてあちせそこ しそえけさそこ, あ たそちそこ 
け せあぬけそせあしへせふすけ けせてかちかつあすけ. [あさ たけのかて ╆あきあせそう, かつしけ さてそ-てそ け そてさちふ-
うあし ちそて, たちかおしあえあみ せかねてそ あしへてかちせあてけうせそか, てそ せかすかおしかせせそ «たそしとねあし たそ 
のあたさか» (つ. 147).

【あさそうあ いふしあ つけてとあぬけみ う つそうかてつさそこ おけたしそすあてけねかつさそこ すけつつけけ う 》かさけせか 
う たかちうそこ たそしそうけせか 1980-に. ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け かえそ さそししかえけ たそ たそつそしへつてうと 
そはとはあしけ たちけくせあさけ てちあせつなそちすあぬけこ さけてあこつさそえそ えそつとおあちつてうあ, くあおとすふ-
うあしけつへ そ さそちちかさてけちそうさか さとちつあ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ たそ そてせそのかせけま さ かえそ 
まきせそすと つそつかおと. 〉そ う 〈そつさうか いそちへいあ つてそちそせせけさそう け たちそてけうせけさそう せそちすあ-
しけくあぬけけ そてせそのかせけこ すかのあしあ つなそちすとしけちそうあてへ ねかてさとま しけせけま たそ [けてあま, 
にそてみ 》かさけせ «いとさうあしへせそ そつふたあし» 〈¨╉ 』』』『 たちかおしそきかせけみすけ そ せあとねせふに, 
さとしへてとちせふに, つたそちてけうせふに さそせてあさてあに, そい そてさちふてけけ さそせつとしへつてう. をかせてち 
せあにそおけしつみ う つそつてそみせけけ ちあくすふのしかせけみ (つ. 162, 163). «》ちそぬかつつ たそのかし» 
てそしへさそ たちけ 〈けにあけしか ╈そちいあねかうか.

〉あのしそつへ う させけえか すかつてそ ちかてちそつたかさてけうせそすと け かすさそすと たそ つそおかちきあせけま 
せあとねせそすと あせあしけくと つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ つ うかしけさそしかたせふすけ 
くあちけつそうさあすけ しけねせそつてかこ, あ てあさきか おけたしそすあてけねかつさけに うつてちかね け いかつかお, う さそてそ-
ちふに たちけにそおけしそつへ とねあつてうそうあてへ あうてそちと. ╇ ほてそす つしとねあか そせ うふつてとたあかて つさそ-
ちかか せか う さあねかつてうか たといしけぬけつてあ, あ さあさ たつけにそしそえ け つそぬけそしそえ. ╇ ちかくとしへてあてか 
たそしとねあかてつみ そいひかすせあみ さあちてけせあ たかちかたしかてかせけみ たそしけてけさけ け しけねせそつてせふに 
そてせそのかせけこ.

╆そしへのそこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみまて おうあ たそつしかおせけに ちあくおかしあ させけえけ — 
«》そてかせぬけあし ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ» け «》かちつたかさてけうふ», 
たそつうみはかせせふか つそうちかすかせせそすと つそつてそみせけま つうみくかこ け たちそえせそくと ちあくうけてけみ [〉『. 
╇ そてしけねけか そて ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ, う さそてそちふに うくあけすせあみ 
さちけてけさあ ねあつてそ たかちかにそおけて う けつてかちけま, ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけか そてしけねあまてつみ 



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

378

つてちかすしかせけかす つそてちとおせけねあてへ, おそえそうあちけうあてへつみ け けくいかえあてへ さそせなしけさてそう. 〉け 
そおせあ けく つてそちそせ せか たちかおひみうしみかて おちとえそこ たちかてかせくけこ たそ たそうそおと けおかそしそえけけ 
け せあちとのかせけこ たちあう ねかしそうかさあ. ╊つてへ おあきか ちそつつけこつさけか とねかせふか け たそしけてけさけ, 
さそてそちふか うけおみて う [けてあか たそねてけ けおかあしへせふこ そいちあくかぬ おしみ たそおちあきあせけみ, あしへ-
てかちせあてけうと くあたあおせそこ すそおかしけ ちあくうけてけみ.

╉かこつてうけてかしへせそ, とつたかにけ ちかなそちす, さあさ そてすかねあかてつみ う させけえか, そねかうけおせふ. 〉そ 
てかすたふ ちあくうけてけみ [けてあみ, かえそ えかそたそしけてけねかつさけか たあちあすかてちふ け すそはへ くあつてあう-
しみまて いしけきせけに け おあしへせけに つそつかおかこ くあおとすふうあてへつみ: あ ねてそ おあしへのか? ╆あきあせそう 
たちかおしあえあかて つうそか うけおかせけか つてちあてかえけけ 『そつつけけ せあ さけてあこつさそす せあたちあうしかせけけ. 
╅うてそち けつにそおけて けく てそえそ, ねてそ そつせそうせそこ たちときけせそこ せふせかのせけに ちそつつけこつさそ-
さけてあこつさけに そてせそのかせけこ «みうしみかてつみ ちあつさしあお つけし せあ すけちそうそこ あちかせか» (つ. 273).

』そうたあおかせけか うくえしみおそう せあ えしそいあしへせとま そいつてあせそうさと たそくうそしみかて 〈そつさうか 
け 》かさけせと くあせけすあてへ つにそおせふか たそくけぬけけ たそ すせそえけす すかきおとせあちそおせふす 
うそたちそつあす (たそしそきかせけか せあ ╆あしさあせあに, つかうかちそさそちかこつさあみ みおかちせあみ たちそいしかすあ, 
いしけきせかうそつてそねせふこ さそせなしけさて, たそうふのかせけか ちそしけ け あうてそちけてかてあ 《《〉, 
たそおおかちきあせけか つてちあてかえけねかつさそこ つてあいけしへせそつてけ). 』そうかちのかせせそ つたちあうかおしけうそ 
そいちあはあかてつみ うせけすあせけか け せあ ついしけきかせけか けおかそしそえけねかつさけに とつてあせそうそさ たそしけ-
てけねかつさけに ほしけて 『そつつけけ け [けてあみ (つ. 276—286), つにそきかつてへ たちけそちけてかてそう うせと-
てちかせせかえそ ちあくうけてけみ (つ. 286—288), うくあけすそおそたそしせみかすそつてへ ほさそせそすけさ そいかけに 
つてちあせ (つ. 288—296).

〉か とすあしねけうあかて ╆あきあせそう け そ せあしけねけけ «ちかあしへせふに け えけたそてかてけねかつさけに» 
たちそいしかす う ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに, さそてそちふか たちけ そたちかおかしかせ-
せふに とつしそうけみに すそえとて たちけうかつてけ さ てちかせけみす: てかちちけてそちけあしへせふこ うそたちそつ, おかすそ-
えちあなけみ, さとしへてとちせふか ちあくしけねけみ, ほさそせそすけねかつさけか つたそちふ, てかせおかせぬけけ うせと-
てちかせせかえそ ちあくうけてけみ, えかそたそしけてけねかつさそか つそたかちせけねかつてうそ (つ. 302—330). 《おせあさそ 
たちけ うつかこ くせあねけすそつてけ せあくうあせせふに たちそいしかす えしあうせそか, たそ すせかせけま あうてそちあ, 
ねてそ たそうしけみかて せあ にあちあさてかち ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ う おそしえそつちそね-
せそこ たかちつたかさてけうか, — ほてそ «つそそてせそのかせけか つけし すかきおと おうとすみ おかちきあうあすけ». 
╊つしけ [けてあこ いとおかて いふつてちふすけ てかすたあすけ せあちあはけうあてへ すそはへ, あ ちそつつけこつさけこ 
╉あしへせけこ ╇そつてそさ — うつか いそしへのか そてつてあうあてへ そて つそつかおあ-えけえあせてあ, てそ, つそえしあつせそ 
くあさそせあす たそしけてけねかつさそえそ ちあくうけてけみ, ほてそ すそきかて たちけうかつてけ さ おかつてあいけしけくあぬけけ 
そいつてあせそうさけ け おあきか さ さそせなしけさてあす.

╅せあしけく たちかおしそきかせけこ さけてあこつさけに たそしけてそしそえそう そ てそす, さあさ つしかおとかて 
つさそちちかさてけちそうあてへ うせかのせまま たそしけてけさと う つうみくけ つ たちかうちあはかせけかす [〉『 
う うかしけさとま おかちきあうと, たそくうそしみかて あうてそちと たちけこてけ さ つしかおとまはかすと くあさしまねか-
せけま: «》ちかおしあえあかすあみ さそちちかさてけちそうさあ せか たちそてけうそちかねけて ちそつつけこつさけす けせてか-
ちかつあす け すそきかて つたそつそいつてうそうあてへ おあしへせかこのかすと とえしといしかせけま おうとつてそちそせせかえそ 
たあちてせかちつてうあ» (つ. 347).

╊うえかせけこ ╆あきあせそう たちけくふうあかて «つたそしせあ けつたそしへくそうあてへ けつてそちけねかつさけこ 
のあせつ け たそつてちそけてへ とつてそこねけうとま すそおかしへ うくあけすそうふえそおせそえそ, おけせあすけねせそえそ 
ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ う XXI つてそしかてけけ» (つ. 347), あ てあさきか 
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なそちすとしけちとかて つてちあてかえけま 『そつつけけ せあ さけてあこつさそす せあたちあうしかせけけ, とうみくあせせとま 
つ ちかあしけくあぬけかこ おうとつてそちそせせけに けせてかちかつそう う そてせそのかせけみに さあさ つ ′あたあおそす, てあさ 
け つ おちとえけすけ えそつとおあちつてうあすけ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ. 』あすふこ 
つとはかつてうかせせふこ さそすたそせかせて ほてそこ つてちあてかえけけ — たちかそおそしかせけか そてつてあしそつてけ 
うそつてそねせふに ちあこそせそう 『そつつけけ くあ つねかて けせてかえちあぬけけ, ねてそ いとおかて つたそつそいつてうそうあてへ 
うくあけすそくあうけつけすそつてけ つてちあせ ほてそえそ ちかえけそせあ, けに くあけせてかちかつそうあせせそつてけ う いしあえそ-
たそしとねけけ おちとえ おちとえあ.

╇ そてしけねけか そて てけたけねせふに つそうかてつさけに け たそつてつそうかてつさけに ちあいそて ちかぬかせくけちとか-
すあみ させけえあ つそうすかはあかて いしかつてみはけこ け つてけしけつてけねかつさけ みつせふこ あせあしけく けつてそちけけ 
つそうかてつさそ-さけてあこつさけに け ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ つ てかす, ねてそ すそきせそ 
せあくうあてへ たといしけぬけつてけさそこ け すかすとあちあすけ. 》ちけねかす う たそつしかおせけに おうとに きあせちあに 
う ぬかせてちか さけてあこつさあみ きけくせへ, あ せか くあつしとえけ あうてそちあ う いけてうあに にそしそおせそこ うそこせふ. 
╇ てそ きか うちかすみ ╆あきあせそう-とねかせふこ たそちそこ たちそてけうそちかねけて ╆あきあせそうと-ねかしそうかさと, 
うしまいしかせせそすと う [けてあこ. ╇たちそねかす, すそきかて いふてへ, ほてそ うつかえそ しけのへ つといひかさてけう-
せそか すせかせけか ちかぬかせくかせてそう, せあつてちそかせせふに せあ せあとねせとま たそしかすけさと.

ぁてそ さあつあかてつみ とたそすみせとてそこ うしまいしかせせそつてけ, てそ そせあ つそ うつかこ そねかうけおせそ-
つてへま たちそつすあてちけうあかてつみ うそ うてそちそこ けく ちかぬかせくけちとかすふに ちあいそて ╊うえかせけみ ╆あきあ-
せそうあ — «[けてあこ: うねかちあ け つかえそおせみ». ゅてそ なちあえすかせてふ えそてそうみはかえそつみ さ たかねあてけ 
なとせおあすかせてあしへせそえそ てちとおあ そ さけてあこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ. 》そつうみはかせふ なちあえ-
すかせてふ みくふさと, けかちそえしけなけさか け さとにせか 》そおせかいかつせそこ. 《せけ ねけてあまてつみ せあ 
そおせそす おふにあせけけ, つしそうせそ おかてかさてけうせふこ ちそすあせ, つおそいちかせせふこ さ てそすと きか 
けつさちそすかてせふす ますそちそす.

′あ ╇かしけさそこ [けてあこつさそこ つてかせそこ
《 てそす, さあさ «いちあてへみ せあうかさ» たちかうちあてけしけつへ う «ちかうけくけそせけつてそう», 

あ たそてそす う «つてちあてかえけねかつさけに たあちてせかちそう»*

『あくうけせ 》.╅.
╈しあうせふこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ

╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ

╅うてそち させけえけ — ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう, おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, 
たちそなかつつそち, たそしけてそしそえ-すかきおとせあちそおせけさ, う せあつてそみはかか うちかすみ たちそちかさてそち 
たそ せあとさか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ. 【ちとおせそ そてせかつてけ 
ほてと させけえと さ さあさそすと-しけいそ そおせそすと きあせちと. ╆かくとつしそうせそ, ほてそ せあとねせふこ あせあ-
しけく うくあけすそそてせそのかせけこ [けてあみ つ うせかのせけす すけちそす せあ たちそてみきかせけけ うつかこ 
けつてそちけけ ほてそこ おちかうせかこ つてちあせふ-ぬけうけしけくあぬけけ つ あさぬかせてそす せあ つそうちかすかせ-
せそつてへ. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, させけえあ せか たちかおつてあうしみかて つそいそこ け つとにそこ せあとねせふこ 
てちあさてあて さあいけせかてせそえそ とねかせそえそ. 《つせそうせあみ かか ねあつてへ たそつうみはかせあ つそいふてけみす, 

* 『あくうけせ 》.╅. ′あ ╇かしけさそこ [けてあこつさそこ つてかせそこ // 〉╈-Ex Libris. 2007. 9 あうえ. 』. 7.
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さそてそちふか たちそけつにそおけしけ ときか う たかちけそお あさてけうせそこ うせかのせかたそしけてけねかつさそこ 
ちあいそてふ つあすそえそ あうてそちあ け さ さそてそちふす そせ けすかし せかたそつちかおつてうかせせそか そてせそのか-
せけか, け つそおかちきけて きけうふか そたけつあせけみ ちあくせそそいちあくせふに ほたけくそおそう ほてそこ ちあいそてふ.

》ちけてそす ねてそ ちあいそてあ たそつうみはかせあ [けてあま け かえそ そてせそのかせけみす つ うせかのせけす 
すけちそす, せかすあしそか すかつてそ う せかこ とおかしかせそ け かえそ たあちてせかちあす せあ すかきおとせあちそお-
せそこ あちかせか, たちかきおか うつかえそ 』』』『 け 『そつつけけ. ╇ けてそえか たあちあししかしへせそ つ えしあうせふす 
つまきかてそす — ほうそしまぬけかこ さけてあこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ くあ たそつしかおせけか 
たそしうかさあ — たそしとねけしあ そてそいちあきかせけか け せかそおせそさちあてせあみ, にそてみ, うそくすそきせそ, 
け せか つてそしへ みうせそ うふちあきかせせあみ, つすかせあ うかに う たそしけてけさか せあのかこ つてちあせふ う そてせそ-
のかせけけ さけてあこぬかう («いちあてへかう せあうかさ», «ちかうけくけそせけつてそう», «せそうふに いそえおふにあ-
せそう», «うかしけさけに つそつかおかこ» け, せあさそせかぬ, «つてちあてかえけねかつさけに たあちてせかちそう»).

》かちうふか おうか えしあうふ たそつうみはかせふ けつてそちけねかつさけす つそいふてけみす, さそてそちふか 
つ たそくけぬけこ つかえそおせみのせかえそ おせみ さあきとてつみ つかおそこ おちかうせそつてへま. 〉あ さそせさちかてせふに 
けつてそちけねかつさけに たちけすかちあに, けせそえおあ おちあすあてけねせふに, あ けせそえおあ おあきか さあきとはけにつみ 
つそうちかすかせせそすと ねかしそうかさと さそすけねせふすけ, あうてそち たそさあくふうあかて, さあさ け たそねかすと 
と さけてあこぬかう かはか すせそえそ うかさそう せあくあお うつか おちとえけか せあちそおふ — さあさ いしけきせけか 
つそつかおけ てけたあ うへかてせあすぬかう けしけ さそちかこぬかう, てあさ け «くあすそちつさけか おへみうそしふ» けく 
╊うちそたふ — うそつたちけせけすあしけつへ せか てそしへさそ さあさ うあちうあちふ, せそ け さあさ うあつつあしふ 》そお-
せかいかつせそこ. 》そさあくあせそ, さあさ たちけ つてそしさせそうかせけけ つ ほさつたあせつけそせけつてつさそこ くあたあお-
せそこ ぬけうけしけくあぬけかこ 』ちかおけせせあみ けすたかちけみ, さ てそすと うちかすかせけ そさそつてかせかうのあみ 
う つあすそしまいそうあせけけ, うそのしあ う とつさそちみまはとまつみ ねかちかおと さちけくけつそう け う さそせかねせそす 
けてそえか ちとにせとしあ, おあう ちそきおかせけか [けてあこつさそこ 『かつたといしけさか, そなけぬけあしへせそ そつせそ-
うあせせそこ せあ おかすそさちあてけねかつさけに たちけせぬけたあに, せそうそこ, せそ うすかつてか つ てかす つそにちあ-
せけうのかこ そねかせへ すせそえそか そて つてあちそえそ.

╉あしかか あうてそち そたけつふうあかて さあてあさしけくすふ, さそてそちふか たかちかきけし さけてあこつさけこ 
せあちそお う たかちうそこ たそしそうけせか XX うかさあ, たちかおつてあうしみうのかこ おしみ せかえそ せかつさそせねあ-
かすとま ねかちかおと うせとてちかせせけに うそそちときかせせふに さそせなしけさてそう け いそちへいふ つ みたそせ-
つさけすけ けせてかちうかせてあすけ, さそえおあ かおけせそえそ う たそしせそす つすふつしか つしそうあ さけてあこ-
つさそえそ えそつとおあちつてうあ せか つとはかつてうそうあしそ. 》ちそあせあしけくけちそうあせ さそちそてさけこ たかちけそお 
そて とつてあせそうしかせけみ さそせてちそしみ さそすすとせけつてそう せあお うつかこ すあてかちけさそうそこ ねあつてへま 
[けてあみ け うそくせけさせそうかせけみ うそかせせそ-たそしけてけねかつさそえそ つそまくあ [〉『 つ 』』』『 おそ 
すそすかせてあ, さそえおあ たそおつたとおせふか つそうかてつさそ-さけてあこつさけか たちそてけうそちかねけみ うふちうあ-
しけつへ せあちときと.

′せあねけてかしへせあみ ねあつてへ させけえけ — 5 えしあう けく 12 — たそつうみはかせあ たかちけそおと さそせ-
なちそせてあぬけけ すかきおと おうとすみ さそすすとせけつてけねかつさけすけ えけえあせてあすけ. ¨せてかちかつせそ, 
ねてそ けすかせせそ う てそ うちかすみ さけてあこつさそか ちとさそうそおつてうそ うふおうけせとしそ う さあねかつてうか けおか-
あしへせそえそ すけちそたそちみおさあ たちけせぬけた すせそえそたそしみちせそつてけ, さそてそちふこ [けてあこ そてつてあ-
けうあかて おそ つけに たそち, せかつすそてちみ せあ てそ, ねてそ すあそけくす ときか おあうせそ さあせとし う ]かてと, 
てそえおあ さあさ せあのあ つてちあせあ う てそて たかちけそお さあてかえそちけねかつさけ そてうかちえあしあ ほてそて たちけせ-
ぬけた け «そてさちふしあ» かえそ おしみ つかいみ しけのへ うそ うてそちそこ たそしそうけせか 1990-に えそおそう. 
[あさ ちあく せあ えそおふ つそうかてつさそ-さけてあこつさそこ にそしそおせそこ うそこせふ たちけのしあつへ ちあいそてあ 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

あうてそちあ させけえけ う つそうかてつさけに くあえちあせとねちかきおかせけみに — つせあねあしあ う 』ぃ╅, あ くあてかす 
け う [〉『, ねてそ たちけおあかて そつそいふこ うかつ つおかしあせせふす うふうそおあす.

╇かつへすあ けせてかちかつせふ えしあうふ, たそつうみはかせせふか そてせそのかせけみす [けてあみ つ 』そうかて-
つさけす 』そまくそす う たかちけそお たかちかつてちそこさけ. ╇ させけえか といかおけてかしへせそ たそさあくあせそ, 
ねてそ うそたちかさけ おそつてあてそねせそ ちあつたちそつてちあせかせせそすと くあいしときおかせけま たちけのかおのかか 
さ うしあつてけ たそつしか 〈あそ をくほおとせあ ちとさそうそおつてうそ たかちうふす つてあしそ たちそみうしみてへ けせけ-
ぬけあてけうふ さ そてにそおと そて さそせなちそせてあぬけけ つ 〈そつさうそこ. ╅ うそて う 』』』『 つてちかすしかせけか 
たそ-せそうそすと すふつしみはかえそ ちとさそうそおつてうあ さ そてうかてせふす のあえあす たそ せそちすあしけくあぬけけ 
そてせそのかせけこ つ うかしけさけす うそつてそねせふす つそつかおそす つてそしさせとしそつへ つ すそはせそこ つけしそこ 
けせかちぬけけ, つ つかちへかくせふす つそたちそてけうしかせけかす たあちてけこせそ-えそつとおあちつてうかせせそえそ 
あたたあちあてあ. 》ちけねかす たちけすかせみしけつへ せか てそしへさそ あいつとちおせふか あちえとすかせてふ, せそ け 
たちそつてそ, すみえさそ えそうそちみ, せかさそちちかさてせふか すかてそおふ てけたあ うふいそちそねせそえそ ぬけてけちそ-
うあせけみ そなけぬけあしへせふに おそさとすかせてそう けしけ せあきけすあ せあ つそてちとおせけさそう, ねてそいふ てか 
たけつあしけ せあうかちに «たちあうけしへせふか» そてねかてふ.

《ておかしへせあみ えしあうあ たそつうみはかせあ てあさそこ つしそきせそこ たちそいしかすか, さあさ つそうかてつさそ-
さけてあこつさけか そてせそのかせけみ たそつしか てちあえけねかつさけに つそいふてけこ せあ たしそはあおけ 【みせへあせへ-
すほせへ. ¨くうかつてせそ, ねてそ そおせあ ねあつてへ つそうかてつさそこ そいはかつてうかせせそつてけ なあさてけねかつさけ 
たちけうかてつてうそうあしあ おかこつてうけみ さけてあこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ, てそえおあ さあさ おちとえあみ つそしけ-
おあちけくけちそうあしあつへ つ たそくけぬけかこ くあたあおせふに つてちあせ. 》そてちかいそうあしけつへ いそしへのあみ 
けせてかししかさてとあしへせあみ ちあいそてあ け おけたしそすあてけねかつさそか けつさとつつてうそ, ねてそいふ せか うたあつてへ 
う さちあこせそつてけ け たちそおそしきけてへ しけせけま せあ とえしといしかせけか うくあけすそおかこつてうけみ.

〉あさそせかぬ, くせあねけてかしへせそか すかつてそ とおかしかせそ そてせそのかせけみす せそうそこ 『そつつけけ 
つ [けてあかす. ╅うてそち ちかあしへせそ たそさあくふうあかて, ねてそ しけのへ せあ たかちうふこ うくえしみお と 
せそうそえそ ちそつつけこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ たそみうけしあつへ うそくすそきせそつてへ ちあくうけうあてへ ほてけ 
そてせそのかせけみ つ ねけつてそえそ しけつてあ. 》ちあさてけねかつさけ うつか たちそいしかすふ, くあ けつさしまねか-
せけかす, ちあくとすかかてつみ, けおかそしそえけねかつさけに つたそちそう せあつねかて てそえそ, と さそえそ つそぬけあ-
しけくす «せあつてそみはけこ», せけさとおあ せか おかしけつへ. ╉あきか せかつすそてちみ せあ そたちかおかしかせ-
せとま ほこなそちけま せそうそえそ ちとさそうそおつてうあ 『そつつけけ け つうかちてふうあせけか そてせそのかせけこ つ 
せかさそてそちふすけ たちかきせけすけ «あせてけけすたかちけあしけつてけねかつさけすけ つそまくせけさあすけ», そせそ 
たちそみうけしそ ちかあしけくす, け さけてあこつさそか せあたちあうしかせけか そつてあしそつへ け たそ-たちかきせかすと 
そつてあかてつみ そおせけす けく つあすふに えしあうせふに たちけそちけてかてそう ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ 
たそしけてけさけ, たちかうちあてけうのけつへ う たそつしかおそうあてかしへせとま しけせけま せあ うつかすかちせそか 
とさちかたしかせけか そてせそのかせけこ つてちあてかえけねかつさそえそ たあちてせかちつてうあ つ [けてあかす.

[せけえあ ╆あきあせそうあ せあたけつあせあ きけうふす け たそせみてせふす みくふさそす, つそおかちきけて 
すせそえそ なあさてそう, ちあせかか せけえおか せか とたそすけせあうのけにつみ. 《せあ たちかおつてあうしみかて せかつそ-
すせかせせふこ けせてかちかつ さあさ おしみ つたかぬけあしけつてそう-すかきおとせあちそおせけさそう, てあさ け おしみ 
つあすそえそ のけちそさそえそ さちとえあ ねけてあてかしかこ, つてちかすみはけにつみ しとねのか とくせあてへ そさちときあ-
まはけこ すけち.
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[けてあこ: そて 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ 
おそ つうかちにおかちきあうふ XXI うかさあ

『あくうけせ 》.╅.*

╇ けくおあてかしへつてうか «¨くうかつてけみ» うふのしあ う つうかて させけえあ «[けてあこ: そて 』ちかおけせせそこ 
けすたかちけけ おそ つうかちにおかちきあうふ XXI うかさあ». ╊か あうてそち — ╊.》. ╆あきあせそう, おそさてそち 
けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち, たそしけてそしそえ-すかきおとせあちそおせけさ, う せあつてそみはかか 
うちかすみ たちそちかさてそち たそ せあとさか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.

【ちとおせそ そてせかつてけ ほてと させけえと さ さあさそすと-しけいそ そおせそすと きあせちと. ╆かくとつしそうせそ, 
ほてそ せあとねせふこ あせあしけく うくあけすそそてせそのかせけこ [けてあみ つ うせかのせけす すけちそす せあ たちそ-
てみきかせけけ うつかこ けつてそちけけ ほてそこ おちかうせかこ つてちあせふ-ぬけうけしけくあぬけけ つ あさぬかせてそす せあ 
つそうちかすかせせそつてへ. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, させけえあ せか たちかおつてあうしみかて つそいそこ け つとにそこ 
せあとねせふこ てちあさてあて さあいけせかてせそえそ とねかせそえそ. 《つせそうせあみ かか ねあつてへ たそつうみはかせあ 
つそいふてけみす, さそてそちふか たちそけつにそおけしけ ときか う たかちけそお あさてけうせそこ うせかのせかたそしけ-
てけねかつさそこ ちあいそてふ つあすそえそ あうてそちあ け さ さそてそちふす そせ けすかし せかたそつちかおつてうかせせそか 
そてせそのかせけか, つそおかちきけて きけうふか そたけつあせけみ ちあくせそそいちあくせふに ほたけくそおそう ほてそこ 
ちあいそてふ.

》ちけてそす ねてそ ちあいそてあ たそつうみはかせあ [けてあま け かえそ そてせそのかせけみす つ うせかのせけす 
すけちそす, せかすあしそか すかつてそ う せかこ とおかしかせそ け かえそ たあちてせかちあす せあ すかきおとせあちそお-
せそこ あちかせか, たちかきおか うつかえそ 』』』『 け 『そつつけけ. ╇ けてそえか たあちあししかしへせそ つ えしあうせふす 
つまきかてそす — ほうそしまぬけかこ さけてあこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ くあ たそつしかおせけか 
たそしうかさあ — たそしとねけしあ そてそいちあきかせけか け せかそおせそさちあてせあみ, にそてみ, うそくすそきせそ, 
け せか つてそしへ みうせそ うふちあきかせせあみ, つすかせあ うかに う たそしけてけさか せあのかこ つてちあせふ う そてせそ-
のかせけけ さけてあこぬかう («いちあてへかう せあうかさ», «ちかうけくけそせけつてそう», «せそうふに いそえおふにあ-
せそう», «うかしけさけに つそつかおかこ» け, せあさそせかぬ, «つてちあてかえけねかつさけに たあちてせかちそう»).

》かちうふか おうか えしあうふ たそつうみはかせふ けつてそちけねかつさけす つそいふてけみす, さそてそちふか 
つ たそくけぬけこ つかえそおせみのせかえそ おせみ さあきとてつみ つかおそこ おちかうせそつてへま. 〉あ さそせさちかてせふに 
けつてそちけねかつさけに たちけすかちあに, けせそえおあ おちあすあてけねせふに, あ けせそえおあ おあきか さあきとはけにつみ 
つそうちかすかせせそすと ねかしそうかさと さそすけねせふすけ, あうてそち たそさあくふうあかて, さあさ け たそねかすと 
と さけてあこぬかう かはか すせそえそ うかさそう せあくあお うつか おちとえけか せあちそおふ — さあさ いしけきせけか 
つそつかおけ てけたあ うへかてせあすぬかう けしけ さそちかこぬかう, てあさ け «くあすそちつさけか おへみうそしふ» けく 
╊うちそたふ — うそつたちけせけすあしけつへ せか てそしへさそ さあさ うあちうあちふ, せそ け さあさ うあつつあしふ 》そお-
せかいかつせそこ. 》そさあくあせそ, さあさ たちけ つてそしさせそうかせけけ つ ほさつたあせつけそせけつてつさそこ くあたあお-
せそこ ぬけうけしけくあぬけかこ 』ちかおけせせあみ けすたかちけみ, さ てそすと うちかすかせけ そさそつてかせかうのあみ 
う つあすそしまいそうあせけけ, うそのしあ う とつさそちみまはとまつみ ねかちかおと さちけくけつそう け う さそせかねせそす 
けてそえか ちとにせとしあ, おあう ちそきおかせけか [けてあこつさそこ 『かつたといしけさか, そなけぬけあしへせそ そつせそ-
うあせせそこ せあ おかすそさちあてけねかつさけに たちけせぬけたあに, せそうそこ, せそ うすかつてか つ てかす つそにちあ-
せけうのかこ そねかせへ すせそえそか そて つてあちそえそ.

* 『あくうけせ 》.╅. [けてあこ: そて 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ おそ つうかちにおかちきあうふ XXI うかさあ // Diplomat. 2007. ¨ませへ. 
』. 38—39.
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╉あしかか あうてそち そたけつふうあかて さあてあさしけくすふ, さそてそちふか たかちかきけし さけてあこつさけこ 
せあちそお う たかちうそこ たそしそうけせか XX うかさあ, たちかおつてあうしみうのかこ おしみ せかえそ せかつさそせねあ-
かすとま ねかちかおと うせとてちかせせけに うそそちときかせせふに さそせなしけさてそう け いそちへいふ つ みたそせ-
つさけすけ けせてかちうかせてあすけ, さそえおあ かおけせそえそ う たそしせそす つすふつしか つしそうあ さけてあこ-
つさそえそ えそつとおあちつてうあ せか つとはかつてうそうあしそ. 》ちそあせあしけくけちそうあせ さそちそてさけこ たかちけそお 
そて とつてあせそうしかせけみ さそせてちそしみ さそすすとせけつてそう せあお うつかこ すあてかちけさそうそこ ねあつてへま 
[けてあみ け うそくせけさせそうかせけみ うそかせせそ-たそしけてけねかつさそえそ つそまくあ [〉『 つ 』』』『 おそ 
すそすかせてあ, さそえおあ たそおつたとおせふか つそうかてつさそ-さけてあこつさけか たちそてけうそちかねけみ うふちうあ-
しけつへ せあちときと.

′せあねけてかしへせあみ ねあつてへ させけえけ — 5 えしあう けく 12 — たそつうみはかせあ たかちけそおと さそせ-
なちそせてあぬけけ すかきおと おうとすみ さそすすとせけつてけねかつさけすけ えけえあせてあすけ. ¨せてかちかつせそ, 
ねてそ けすかせせそ う てそ うちかすみ さけてあこつさそか ちとさそうそおつてうそ うふおうけせとしそ う さあねかつてうか けおか-
あしへせそえそ すけちそたそちみおさあ たちけせぬけた すせそえそたそしみちせそつてけ, さそてそちふこ [けてあこ そてつてあ-
けうあかて おそ つけに たそち, せかつすそてちみ せあ てそ, ねてそ すあそけくす ときか おあうせそ さあせとし う ]かてと, 
てそえおあ さあさ せあのあ つてちあせあ う てそて たかちけそお さあてかえそちけねかつさけ そてうかちえあしあ ほてそて たちけせ-
ぬけた け «そてさちふしあ» かえそ おしみ つかいみ しけのへ うそ うてそちそこ たそしそうけせか 1990-に えそおそう. [あさ 
ちあく せあ えそおふ つそうかてつさそ-さけてあこつさそこ «にそしそおせそこ うそこせふ» たちけのしあつへ ちあいそてあ 
あうてそちあ させけえけ う つそうかてつさけに くあえちあせとねちかきおかせけみに — つせあねあしあ う 』ぃ╅, あ くあてかす 
け う [〉『, ねてそ たちけおあかて そつそいふこ うかつ つおかしあせせふす うふうそおあす.

╇かつへすあ けせてかちかつせふ えしあうふ, たそつうみはかせせふか そてせそのかせけみす [けてあみ つ 』そうかて-
つさけす 』そまくそす う たかちけそお たかちかつてちそこさけ. ╇ させけえか といかおけてかしへせそ たそさあくあせそ, 
ねてそ うそたちかさけ おそつてあてそねせそ ちあつたちそつてちあせかせせそすと くあいしときおかせけま, たちけのかおのかか 
さ うしあつてけ たそつしか 〈あそ をくほおとせあ ちとさそうそおつてうそ たかちうふす つてあしそ たちそみうしみてへ けせけ-
ぬけあてけうふ さ そてにそおと そて さそせなちそせてあぬけけ つ 〈そつさうそこ. ╅ うそて う 』』』『 つてちかすしかせけか 
たそ-せそうそすと すふつしみはかえそ ちとさそうそおつてうあ さ そてうかてせふす のあえあす たそ せそちすあしけくあぬけけ 
そてせそのかせけこ つ うかしけさけす うそつてそねせふす つそつかおそす つてそしさせとしそつへ つ すそはせそこ つけしそこ 
けせかちぬけけ, つ つかちへかくせふす つそたちそてけうしかせけかす たあちてけこせそ-えそつとおあちつてうかせせそえそ 
あたたあちあてあ. 》ちけねかす たちけすかせみしけつへ せか てそしへさそ あいつとちおせふか あちえとすかせてふ, せそ 
け たちそつてそ, すみえさそ えそうそちみ, せかさそちちかさてせふか すかてそおふ てけたあ うふいそちそねせそえそ ぬけてけ-
ちそうあせけみ そなけぬけあしへせふに おそさとすかせてそう けしけ せあきけすあ せあ つそてちとおせけさそう, ねてそいふ 
てか たけつあしけ せあうかちに «たちあうけしへせふか» そてねかてふ.

《ておかしへせあみ えしあうあ たそつうみはかせあ てあさそこ つしそきせそこ たちそいしかすか, さあさ つそうかてつさそ-
さけてあこつさけか そてせそのかせけみ たそつしか てちあえけねかつさけに つそいふてけこ せあ たしそはあおけ 【みせへあせへ-
すほせへ. ¨くうかつてせそ, ねてそ そおせあ ねあつてへ つそうかてつさそこ そいはかつてうかせせそつてけ なあさてけねかつさけ 
たちけうかてつてうそうあしあ おかこつてうけみ さけてあこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ, てそえおあ さあさ おちとえあみ つそしけ-
おあちけくけちそうあしあつへ つ たそくけぬけかこ くあたあおせふに つてちあせ. 》そてちかいそうあしけつへ いそしへのあみ 
けせてかししかさてとあしへせあみ ちあいそてあ け おけたしそすあてけねかつさそか けつさとつつてうそ, ねてそいふ せか うたあつてへ 
う さちあこせそつてけ け たちそおそしきけてへ しけせけま せあ とえしといしかせけか うくあけすそおかこつてうけみ.

〉あさそせかぬ, くせあねけてかしへせそか すかつてそ とおかしかせそ そてせそのかせけみす せそうそこ 『そつつけけ 
つ [けてあかす. ╅うてそち ちかあしへせそ たそさあくふうあかて, ねてそ しけのへ せあ たかちうふこ うくえしみお と せそうそえそ 
ちそつつけこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ たそみうけしあつへ うそくすそきせそつてへ ちあくうけうあてへ ほてけ そてせそのか-
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せけみ つ ねけつてそえそ しけつてあ. 》ちあさてけねかつさけ うつか たちそいしかすふ, くあ けつさしまねかせけかす, ちあく-
とすかかてつみ, けおかそしそえけねかつさけに つたそちそう せあつねかて てそえそ, と さそえそ つそぬけあしけくす «せあつてそ-
みはけこ», せけさとおあ せか おかしけつへ. ╉あきか せかつすそてちみ せあ そたちかおかしかせせとま ほこなそちけま 
せそうそえそ ちとさそうそおつてうあ 『そつつけけ け つうかちてふうあせけか そてせそのかせけこ つ せかさそてそちふすけ 
たちかきせけすけ «あせてけけすたかちけあしけつてけねかつさけすけ つそまくせけさあすけ», そせそ たちそみうけしそ 
ちかあしけくす, け さけてあこつさそか せあたちあうしかせけか そつてあしそつへ け たそ-たちかきせかすと そつてあかてつみ 
そおせけす けく つあすふに えしあうせふに たちけそちけてかてそう ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ, 
たちかうちあてけうのけつへ う たそつしかおそうあてかしへせとま しけせけま せあ うつかすかちせそか とさちかたしかせけか 
そてせそのかせけこ つてちあてかえけねかつさそえそ たあちてせかちつてうあ つ [けてあかす.

[せけえあ ╊.》. ╆あきあせそうあ せあたけつあせあ きけうふす け たそせみてせふす みくふさそす, つそおかちきけて 
すせそえそ なあさてそう, ちあせかか せけえおか せか とたそすけせあうのけにつみ. 《せあ たちかおつてあうしみかて せかつそ-
すせかせせふこ けせてかちかつ さあさ おしみ つたかぬけあしけつてそう-すかきおとせあちそおせけさそう, てあさ け おしみ 
つあすそえそ のけちそさそえそ さちとえあ ねけてあてかしかこ, つてちかすみはけにつみ しとねのか とくせあてへ そさちときあ-
まはけこ すけち.

》そつてとたへ おちあさそせあ*

ぁけねさけせ ╅.

[せけえあ ╆あきあせそうあ — さそすたしかさつせふこ あせあしけく うくあけすそそてせそのかせけこ [けてあみ つ うせかの-
せけす すけちそす せあ たちそてみきかせけけ たちあさてけねかつさけ うつかこ けつてそちけけ ほてそこ おちかうせかこ 
つてちあせふ-ぬけうけしけくあぬけけ, せそ つ あさぬかせてそす せあ たそつしかおせけか 100 しかて.

》かちうふか おうか えしあうふ たそつうみはかせふ けつてそちけねかつさけす つそいふてけみす, さそてそちふか 
つ たそくけぬけこ つかえそおせみのせかえそ おせみ さあきとてつみ つかおそこ おちかうせそつてへま. 〉あ さそせさちかてせふに 
けつてそちけねかつさけに たちけすかちあに, ねあつてそ おちあすあてけねせふに, あ けせそえおあ おあきか さあきとはけにつみ 
せあのかすと つそうちかすかせせけさと さそすけねせふすけ, あうてそち たそさあくふうあかて, さあさ け たそねかすと 
と さけてあこぬかう かはか すせそえそ つてそしかてけこ せあくあお うつか おちとえけか せあちそおふ — さあさ いしけき-
せけか つそつかおけ てけたあ うへかてせあすぬかう けしけ さそちかこぬかう, てあさ け «くあすそちつさけか おへみうそしふ» 
けく ╊うちそたふ — うそつたちけせけすあしけつへ せか てそしへさそ さあさ うあちうあちふ, せそ け さあさ うあつつあしふ 
》そおせかいかつせそこ. ╇そ うてそちそこ たそしそうけせか 1950-に えそおそう たそおつたとおせふか つそうかてつさそ-
さけてあこつさけか たちそてけうそちかねけみ, そいとつしそうしかせせふか たちかきおか うつかえそ «あせてけつてあしけせ-
つさそこ のけくそなちかせけかこ ｠ちとはかうあ», たそ うふちあきかせけま 〈あそ をくほおとせあ, うふちうあしけつへ 
せあちときと. [あさ てとて せか うつたそすせけてへ ぬけてあてせけさ 〈あそ: «╇つみさあみ せかねけつてへ つあすあ 
うふしかくあかて せあちときと. ¨いそ せか うふしかくあてへ そせあ せか すそきかて»?..

′せあねけてかしへせあみ ねあつてへ させけえけ — 5 えしあう けく 12 — たそつうみはかせあ たかちけそおと さそせ-
なちそせてあぬけけ すかきおと おうとすみ さそすすとせけつてけねかつさけすけ たあちてけみすけ-«えけえあせてあすけ» — 
つそうかてつさそこ け さけてあこつさそこ. ¨せてかちかつせそ, ねてそ けすかせせそ う てそて たかちけそお さけてあこつさそか 
ちとさそうそおつてうそ うふおうけせとしそ たちけせぬけた すせそえそたそしみちせそつてけ, さそてそちふこ [けてあこ 
そてつてあけうあかて おそ つけに たそち.

* ぁけねさけせ ╅. 》そつてとたへ おちあさそせあ // ]けてかちあてとちせあみ えあくかてあ. 2008. 16—22 みせう.
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¨くうかつてせそ, ねてそ ちとさそうそおつてうそ うそ えしあうか つ ╉ほせ 』みそたけせそす, たちけのかおのかか 
さ うしあつてけ たそつしか «とつてちあせかせけみ» そて うしあつてけ いしけきあこのけに つたそおうけきせけさそう 〈あそ 
をくほおとせあ (そさてみいちへ 1976 え.), つてあしそ たちそみうしみてへ けせけぬけあてけうふ さ そてにそおと そて さそせ-
なちそせてあぬけけ つ [ちかすしかす. 〉そ う 』』』『 つてちかすしかせけか さ のあえあす たそ せそちすあしけくあぬけけ 
そてせそのかせけこ つ すそはせふす うそつてそねせふす つそつかおそす つてそしさせとしそつへ つ せかいかくとつたかのせふす 
つそたちそてけうしかせけかす たあちてえそつせそすかせさしあてとちふ. [けてあこつさあみ さそすたあちてけみ つ すあちさ-
つけつてつさけに たそくけぬけこ そいそつせそうふうあしあ けおかけ け たそしけてけさと 〈あそ をくほおとせあ, さあさ 
け [けてあみ, う さあねかつてうか «ちあくうけてけみ うかしけさそえそ とねかせけみ 〈あちさつあ—ゅせえかしへつあ—
]かせけせあ—』てあしけせあ». ̈  つ てかに きか たそくけぬけこ 》かさけせ そいそつせそうあし け そいそつせそうふうあかて 
ちかなそちすふ う [けてあか. ¨ せかつたちそつてあ せか たちそつそうかてつさけか, あ けすかせせそ «たちそすあそぬくほ-
おとせそうつさけか» さそすたあちてけけ せか てそしへさそ つそにちあせけしけつへ, せそ う ちみおか つてちあせ そつてあまてつみ 
うしけみてかしへせふすけ. ╉あ け うつかすけちせそか あせてけえしそいあしけつてつさそか おうけきかせけか つねけてあかて 
そおせけす けく けおかこせふに つうそけに うおそにせそうけてかしかこ け たちあさてけさそう 〈あそ をくほおとせあ!..

《ておかしへせあみ えしあうあ させけえけ たそつうみはかせあ つそうかてつさそ-さけてあこつさけす そてせそのかせけみす 
たそつしか てちあえけねかつさけに つそいふてけこ せあ たしそはあおけ 【みせへあせへすほせへ. [あさ そてすかねかせそ, そおせあ 
ねあつてへ つそうかてつさそこ そいはかつてうかせせそつてけ け たちあうみはかこ ほしけてふ なあさてけねかつさけ たちけうかて-
つてうそうあしあ おかこつてうけみ さけてあこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ, てそえおあ さあさ おちとえあみ — たちかそいしあおあ-
まはあみ — つそしけおあちけくけちそうあしあつへ つ たそくけぬけかこ くあたあおせふに つてちあせ. ╉かすそせつてちあてけう-
せそか きか たそつかはかせけか 〈. ╈そちいあねかうふす ほてそこ たしそはあおけ うかつせそこ 1989-えそ — けすかせせそ 
う たかちけそお そつそいかせせそえそ «ちあくえとしあ» あせてけさそすすとせけつてけねかつさそこ かか «そささとたあぬけけ» 
すそしそおかきへま け あせてけつそぬけあしけつてけねかつさけすけ つけしあすけ, — といかおけしそ ちとさそうそおつてうそ 
[〉『 け [》[ う てそす, ねてそ «えそちいあねかうぬふ» つあすけ けせけぬけけちとまて う 』』』『 つにそきけか, 
てそねせかか, ちあくちとのけてかしへせふか おしみ たあちてけけ, えそつとおあちつてうあ け そいはかつてうあ たちそぬかつつふ. 
〉そ う そてしけねけか そて けおかそしそえけねかつさそえそ つてあしけせけくすあ 〈あそ せそうふか ちとさそうそおけてかしけ 
[けてあみ うそ えしあうか つ ╉ほせ 』みそたけせそす たちかおたそねしけ せか さそせなちそせてあぬけま つ 』』』『 け 
[》』』, あ せそちすあしけくあぬけま そてせそのかせけこ つ 〈そつさうそこ, ねてそいふ せか おそたとつてけてへ たちみ-
すそこ けせなけしへてちあぬけけ つそうかてつさそこ «たかちかつてちそこさけ» う [〉『 け [》[. 〉かおあちそす 〈あそ 
をくほおとせ てあさ つさあくあし そ ╉ほせ 』みそたけせか: «《せ — けえしあ, とたあさそうあせせあみ う うあてと». ′あてそ 
たそつしか ちあつたあおあ 』』』『 け ちあくうあしあ [》』』 おしみ つけつてかすふ たあちてけこせそ-さそすつそすそしへ-
つさそこ とねかいふ け おしみ くあちといかきせふに さそすたあちてけこ う [〉『 — せあ のかつてけ みくふさあに, う てそす 
ねけつしか せあ ちとつつさそす — う つかちかおけせか 1990-に いふし けくおあせ おうとにてそすせけさ «》ちけねけせふ け 
たそつしかおつてうけみ ちあくうあしあ [》』』 け ちあつたあおあ 』』』『».

′せあねけてかしへせそか すかつてそ う させけえか とおかしかせそ そてせそのかせけみす せそうそこ 『そつつけけ 
つ [けてあかす. ╅うてそち そいそつせそうあせせそ たそさあくふうあかて, ねてそ しけのへ せあ たかちうふこ うくえしみお 
と せそうそえそ ちそつつけこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ たそみうけしあつへ うそくすそきせそつてへ ちあくうけうあてへ 
ほてけ そてせそのかせけみ つ ねけつてそえそ しけつてあ. 》ちあさてけねかつさけ うつか たちそいしかすふ, う てそす ねけつしか 
たそえちあせけねせふか, くあ けつさしまねかせけかす たちかきせけに けおかそしそえけねかつさけに つたそちそう せけさとおあ 
せか おかしけつへ.

¨おかこせそ-たそしけてけねかつさけか いあくけつふ [〉『 け 『‒ せか けすかまて せけねかえそ そいはかえそ. 
¨ う [けてあか ほてそ おあまて たそせみてへ 『そつつけけ. 》ちそけくうかおかせけみ 〈あちさつあ—ゅせえかしへつあ—
]かせけせあ—』てあしけせあ, せか えそうそちみ ときか そ てちとおあに 〈あそ, たそ-たちかきせかすと たかちかけく-
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おあまてつみ せあ すせそえけに みくふさあに け そいみくあてかしへせふ おしみ たあちてけこせそ-さそすつそすそしへつさそこ 
とねかいふ, けに たそちてちかてふ たそ つかこ おかせへ «たちけつとてつてうとまて» う [〉『.

¨ う たそつしかすあそぬくほおとせそうつさけこ たかちけそお いそしへのけせつてうそ つひかくおそう [》[ たちけ-
とちそねけうあかてつみ さ 7 せそみいちみ. 》ちかきおか うつかえそ [〉『, すそきせそ つさあくあてへ, つたあつしあ 
』かうかちせとま [そちかま そて とねあつてけ ╈╉『, あ うくあすかせ 》かさけせ そてせまおへ せか せあうみくふうあかて 
》にかせへみせと ちかなそちすふ, あせあしそえけねせふか さけてあこつさけす.

[けてあこ とねけてふうあかて せふせかのせけか えかそたそしけてけねかつさけか ちかあしけけ, う さそてそちふに いそしへ-
のかか つそてちとおせけねかつてうそ つ 『そつつけかこ, そつそいかせせそ うそかせせそ-てかにせけねかつさそか け たそしけてけ-
ねかつさそか, かすと うふえそおせそ. 〉そ [けてあこ てあさ け せか つそえしあつけしつみ つてあてへ くあうけつけすふす そて 
ちそつつけこつさけに せかなてけ け えあくあ. ╉あ け えそつとおあちつてうかせせそか たしあせけちそうあせけか う [けてあか 
つそにちあせみかてつみ.

』しそうそす, [〉『 つそにちあせみかて とつてあせそうさけ 〈あそ «《 てちかに すけちあに», てそねせかか — 
たちかおたそねけてあかて すせそえそうかさてそちせとま うせかのせまま たそしけてけさと け てそちえそうしま. 》ちけ-
ねかす, せか たそつてとたあみつへ つうそかこ けおかそしそえけかこ け けつてそちけかこ, うそ けくいかきあせけか «さけてあこ-
つさそえそ» たそうてそちあ さちあにあ 』』』『 け [》』』.

╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ
つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか
〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2008. — 616 つ.

《てくふう そ させけえか ╆あきあせそうふに 
«╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ 

つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか»*

╈そつてかうあ ].╇.
╉けちかさてそち いけいしけそてかさけ 『】╉〉

』ちあくと にそねと そえそうそちけてへつみ — ほてそ せか ちかぬかせ-
くけみ け おあきか せか そてくふう せあ させけえと, あ うつかえそ 
しけのへ きけうあみ ちかあさぬけみ, うたかねあてしかせけか, そねかせへ 
たそうかちにせそつてせあみ そぬかせさあ ちみおそうそえそ ねけてあてかしみ. 
╇おそいあうそさ つおかちきけうあかて たけかてかて たかちかお けすか-
せあすけ あうてそちそう, けに せあとねせふす いあえあきそす け て.お.

╈しあうせそか, ねてそ たそおさとたあかて, — ほてそ てそ, ねてそ させけえあ せあたけつあせあ つ とせけさあしへせそこ 
そてさちそうかせせそつてへま け ちかおさそつてせそこ う せあのかす そいはかつてうか けつさちかせせそつてへま, て.か. 
つうそいそおせふすけ しまおへすけ, «しまおへすけ すけちあ». ╅うてそちあす さあさ-てそ とおあしそつへ そつてあてへつみ 
てあさけすけ う とつしそうけみに うかつへすあ きかつてさけに, にそてみ つあすけ そせけ せかそおせそさちあてせそ そたけつふ-
うあまて せちあうふ てそこ つちかおふ, えおか ちあいそてあしけ け えおか ぬあちけしあ ちあいつさあみ たつけにそしそえけみ 

* ╈そつてかうあ ].╇. 《てくふう そ させけえか ╆あきあせそうふに. 2008. 23 すあみ.
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たそおねけせかせせふに け けに うかしけさけに せあねあしへせけさそう. ╉あ, つかこねあつ つてとおかせてふ けくとねあまて 
せそうふか すかてそおふ とたちあうしかせけみ, すかきしけねせそつてせふに そてせそのかせけこ, せそ, いそまつへ, うつか 
いふしそ, かつてへ け いとおかて さあさ たちかきおか, さあさ う ╉ちかうせかす ╊えけたてか. ｠あすつてうそ け いかつたあち-
おそせせそつてへ, うちかすかせせそか «けつたそしへくそうあせけか» け くあてかす たそしせそか けえせそちけちそうあせけか. 
】いそえけこ とちそうかせへ, せかきかしあせけか け みうせあみ せかつたそつそいせそつてへ さ そいとねかせけま, さ つあすそ-
そいちあくそうあせけま, あたしそすい, たそえそしそうせそか せかうかきかつてうそ — け ほてそ うつか てうそけ せあねあしへ-
せけさけ! 〈そきかて, う いとおとはかす うつか-てあさけ ねてそ-てそ けくすかせけてつみ? ╋けくせへ たそてちかいとかて...

《ねかせへ しまいそたふてせふ ちあつつときおかせけみ そい あせてけちとつつさそこ たそくけぬけけ ′あたあおあ, 
あ つつふしさけ せあ さちそうそたちそしけてせとま けつてそちけま ╊うちそたふ くあさあせねけうあまてつみ うふうそおそす: 
«...そねかうけおせあ せかつそつてそみてかしへせそつてへ てかくけつあ そ せかしまいうけ “そいそきあまはけに” おちとえ 
おちとえあ かうちそたかこぬかう さ ちとつつさけす». ╉あ, にそねかてつみ, ねてそいふ せあすけ うそつにけはあしけつへ 
け しまいけしけ, せそ さてそ う すけちか たそしけてけさけ さそえそ-てそ しまいけて?

╇そて そねかせへ いしけくさけ てあさけか つしそうあ: «〉あとさあ け たといしけぬけつてけさあ — ほてそ かおけせ-
つてうかせせそか, ねてそ とうしかさあしそ, おそつてあうしみしそ とおそうそしへつてうけか, たちけおあうあしそ きけくせかせせふに 
つけし, うつかしみしそ そたてけすけくす» (つ. 500) — たちけくせあせけか しまおかこ, すふつしみはけに, ねかつてせふに 
つ つあすけすけ つそいそこ, せか たそきかしあうのけに しそすあてへ け さあしかねけてへ つうそま たちけちそおと, つうそま 
しけねせそつてへ (ほてそ たそ たそうそおと たそたふてそさ くあせみてへつみ いけくせかつそす け て.お.). ╇かおへ すせそえけに 
う てか えそおふ つそいしあくせけしけ けしけ おあきか そいつてそみてかしへつてうあ たちけせとおけしけ けくすかせけてへ 
つうそけす たちそなかつつけそせあしへせふす けせてかちかつあす, そてさあくあてへつみ そて てそえそ, ねかすと いふしけ 
たそつうみはかせふ (たちけねかす つ ちあおそつてへま!) えそおふ, せあねけせあみ つそ つてとおかせねかつてうあ.

《てすかねと, ねてそ たそちあきあかて おせかうせけさそうあみ たそおちそいせそつてへ け たそねてけ なそてそえちあ-
なけねかつさあみ てそねせそつてへ せあいしまおかせけこ «てかに» しかて. ╅てすそつなかちあ いかつたそさそこつてうあ, 
てちかうそえけ け うすかつてか つ てかす きあきおふ たかちかすかせ, せそうそこ けせなそちすあぬけけ たかちかおあせあ 
あうてそちあすけ せかそいふさせそうかせせそ おそつてそうかちせそ.

╆かくとつしそうせそ, うかつへすあ たそおさとたあまて うつか とたそすけせあせけみ ╊.》. ╆あきあせそうあ そ つそあう-
てそちか, そ きかせか. 》そつてそみせせそ たちけつとてつてうとかて たちけくせあせけか かか けせてかししけえかせてせそつてけ, 
さとしへてとちふ うせとてちかせせかこ, うそつたけてあせけみ, さちとえあ けせてかちかつそう — うつかえそ てそえそ, ねてそ てあさ 
いしけくさそ ╊.》. ╆あきあせそうと. 《はとはあかのへ, ねてそ きかせあ — ほてそ かはか け さそししかえあ, てそうあ-
ちけは, せあおかきせふこ たあちてせかち け たちけ ほてそす そねかせへ さちあつけうあみ きかせはけせあ.

′あすかねあてかしへせあ たそ あせあしけてけさか け そたけつあてかしへせそつてけ つけてとあぬけけ う 』』』『 つてあ-
てへみ «ぁてそ きか うつか-てあさけ おかしあてへ?» (つ. 593). ╅うてそちふ そいそいはあまて つそいふてけみ てかに しかて 
け たちけにそおみて さ おちあすあてけねかつさけす うふうそおあす. ╅ うかおへ いそしへのけせつてうそ いふしそ つしかたそ, 
せか たそおえそてそうしかせそ さ せそうふす ちかあしけみす せけ すそちあしへせそ, せけ すあてかちけあしへせそ. ¨ ほてそ 
ときか けつてそちけみ, たちそのしそ たそねてけ 20—25 しかて, あ たそすせけてつみ みちさそ け せかくあいふうあかすそ. 
[ちあてさそ, ねてそ かはか そねかせへ たそせちあうけしそつへ: そ ちそおけてかしみに (つ いそしへのそこ いとさうふ — 
てちそえあてかしへせそ), «せあねあしへせけさ そておかしあ たふてそさ» — うかつへ ほてそて ほたけくそお, うそつたそすけせあ-
せけみ そ つてとおかせねかつさけに えそおあに, たちかたそおあうあてかしみに け, ちあくとすかかてつみ, うつみ «ほさくそてけさあ», 
うつか つてちあせけぬふ, たそつうみはかせせふか けつてそちけねかつさけす け たそくせあうあてかしへせふす あつたかさてあす.

╆しあえそおあちせふこ ねけてあてかしへ ╈そつてかうあ ].╇.

P.S. ｠そねかてつみ そてすかてけてへ — みくふさ たちかうそつにそおせふこ, しけてかちあてとちせふこ, しかえさけこ; ねけてあ-
かのへ させけえと せあ そおせそす おふにあせけけ, せかそてちふうせそ. 》けのけてか かはか!
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╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ — うそつたそすけせあせけみ たあつつあきけちあ*

′あおそにけせ ╅.╈.

『かぬかせくけちとかすとま させけえと «╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか. 
′あたけつさけ そねかうけおぬあ» すそきせそ そてせかつてけ さ きあせちと すかすとあちそう.

╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち ╊.》. ╆あきあせそう — けくうかつてせふこ 
とねかせふこ-そちけかせてあしけつて, つたかぬけあしけつて たそ [けてあま ちあつつさあくふうあかて そ ちあくしけねせふに 
ほてあたあに つうそかこ せあとねせそこ おかみてかしへせそつてけ, あ てあさきか さあちへかちふ おけたしそすあてあ. ╋あせち 
すかすとあちそう たそくうそしみかて せあたちみすとま, いかく せあとさそそいちあくせふに なそちすとしけちそうそさ おあてへ 
そぬかせさと てそすと けしけ けせそすと なあさてと, みうしかせけま け たちそぬかつつと.

】ねけてふうあみ うつか-てあさけ せあとねせとま さうあしけなけさあぬけま あうてそちあ, すそきせそ つ そたちかおか-
しかせせそこ おそしかこ とうかちかせせそつてけ とてうかちきおあてへ, ねてそ ほてけ そぬかせさけ けすかまて たそお つそいそこ 
そいひかさてけうせとま そつせそうと, うふちあきかせせとま, さあさ ほてそ せかちかおさそ いふうあかて, せか さあしへさけ-
ちそうあせせふすけ つ あせえしそみくふねせふに てかさつてそう なそちすとしけちそうさあすけ, あ しけてかちあてとちせふす 
ちとつつさけす みくふさそす.

[とにせみ うせかのせかこ たそしけてけさけ おけたしそすあてけけ け つしときかいせふに そてせそのかせけこ, 
さそてそちあみ ねあつてそ たちそてけうそちかねけて たあなそつと そなけぬけあしへせふに おかさしあちあぬけこ け ちかたそち-
てあきかこ そ うけくけてあに そなけぬけあしへせふに しけぬ, なけさつけちとまはけに うせけすあせけか そいはかつてうかせ-
せそえそ すせかせけみ せあ «たそいかおあに» そてかねかつてうかせせそこ おけたしそすあてけけ, くあねあつてとま そえちあせけ-
ねけうあまはけにつみ たそおたけつあせけかす ちあくしけねせそえそ ちそおあ おそさとすかせてそう. 〉か えそうそちみ ときか 
そ てそす, ねてそ そいちかすかせかせせそか つそいつてうかせせふすけ たちそいしかすあすけ つそうかてつさそか そいはかつてうそ 
せかさちけてけねせそ そぬかせけうあしそ おかみてかしへせそつてへ うせかのせかこ たそしけてけさけ つそいつてうかせせそえそ 
えそつとおあちつてうあ けしけ うそつたちけせけすあしそ ほてと おかみてかしへせそつてへ さあさ せかねてそ たそてとつてそちそせ-
せかか, せか けすかまはかか さ つうそかこ たそうつかおせかうせそこ きけくせけ さあさそえそ-てそ そてせそのかせけみ. 
╉あ け せか いふしそ け せかて すかにあせけくすあ うしけみせけみ すあつつ せあ てそ けしけ けせそか ちかのかせけか, 
せあたちけすかち, せあ うふおあねと とえせかてかせせふす せあちそおあす ╅くけけ け ╅なちけさけ さちかおけてそう 
け せあ たちそはかせけか おそしえそう.

[けてあこ, にそてみ せか かおけせつてうかせせあみ てかすあ, せそ, いかくとつしそうせそ, そつせそうせあみ, け そせあ 
さちあつせそこ せけてへま たちそにそおけて ねかちかく うつま させけえと. 》ちけねかす [けてあこ つてあし つしとねあこせそ 
ねあつてへま きけくせけ け おかみてかしへせそつてけ ╊.》. ╆あきあせそうあ.

》そ たちけくせあせけま あうてそちあ, そせ せか とうしかさあしつみ う のさそしか [けてあかす け かえそ 
さとしへてとちそこ. 〉そ せかえしあつせふこ ちかこてけせえ せあのかえそ あいけてとちけかせてあ う 〈そつさそうつさそす 
けせつてけてとてか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 〈¨╉ 』』』『 せか てみせとし せあ «ほしけて-
せふか» つてちあせふ ′あたあおせそこ ╊うちそたふ け 』ぃ╅. [けてあこ みうせそ せか うにそおけし う ねけつしそ 
たそつしかおせけに, けいそ さ ほてそすと うちかすかせけ つそうかてつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ つ たそ-
すそはへま [》』』 け [》[ けつたそちてけしけつへ そさそせねあてかしへせそ. [あさ うつたそすけせあかて 
いふうのけこ あいけてとちけかせて, たそお «くしそちあおせふこ つすかに» すしあおのけに たちかおつてあうけてかしかこ 
ほしけて たちそうけせぬけあしと おそつてあしつみ さけてあこつさけこ みくふさ け つそそてうかてつてうかせせそ つてちあせそ-

* ′あおそにけせ ╅.╈. ╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ — うそつたそすけせあせけみ たあつつあきけちあ // 《いそくちかうあてかしへ-Observer. 2008. 
づ 11. 』. 118—121.



 

389

『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

うかおねかつさあみ つたかぬけあしけくあぬけみ. ╇そくすそきせそ, ちあおそつてへ たそつてとたしかせけみ たそおあうけしあ 
ねとうつてうそ せかつたちあうかおしけうそつてけ. 〉そ たそつしかおとまはけか ほてあたふ きけくせけ, けくしそきかせせふか 
せあ つてちあせけぬあに させけえけ うそつたそすけせあせけこ, たそさあくあしけ, ねてそ, せあたちそてけう, ╊うえかせけま 
╆あきあせそうと たそうかくしそ, さあさ け てかす, さてそ つすそえ たちそねけてあてへ かえそ させけえけ ときか さあさ 
とねかせそえそ うそつてそさそうかおあ.

』しかおとかて そえそうそちけてへつみ, ねてそ おしみ ちかぬかせくかせてあ け, せあうかちせそか, ねけてあてかしかこ せあとね-
せそえそ きとちせあしあ いそしへのけこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみまて てか ちあくおかしふ, さそてそちふか たそつうみ-
はかせふ そてかねかつてうかせせそこ おけたしそすあてけけ. 》ちけせぬけたけあしへせそ そせあ せか そてしけねあかてつみ 
そて おちとえけに うかおそすつてう う つけしと さあさ いまちそさちあてけねかつさそこ さとしへてとちふ, てあさ け せあぬけそ-
せあしへせそこ さとしへてとちふ. 〉そ おしみ たそせけすあせけみ たちそぬかつつあ たちけせみてけみ うせかのせかたそしけ-
てけねかつさそえそ ちかのかせけみ うあきせふ つあすふか ちあくしけねせふか おかてあしけ け せまあせつふ, けいそ ちかのか-
せけか たそおえそてあうしけうあかて け ちかのかせけか たちけせけすあかて せあにそおみはけこつみ う そたちかおかしかせせそこ 
うかおそすつてうかせせそこ つけつてかすか たちそなかつつけそせあしへせふに け しけねせそつてせふに そてせそのかせけこ 
ねかしそうかさ. 》そきあしとこ, たちけいしけくけてへつみ さ たそせけすあせけま うつかこ つしそきせそつてけ うせとてちけ-
けかちあちにけねかつさそこ つてちとさてとちふ 〈¨╉ け そつそいかせせそ たそつそしへつてうあ すそきせそ てそしへさそ 
ねかちかく きあせち すかすとあちあ, えおか すそきせそ つ てそこ けしけ けせそこ つてかたかせへま そてさちそうかせせそつてけ 
ちあつつさあくあてへ そ つしときかいせそ-ねかしそうかねかつさそす さそししかさてけうか.

╇ つそうかてつさけこ たかちけそお すそえしそ つねけてあてへつみ うふつのけす すあつてかちつてうそす せか てそね-
せそつてへ けせなそちすあぬけけ け そいひかさてけうせふこ あせあしけく, おあまはけこ ちかあしへせそか たちかお-
つてあうしかせけか そ たそしそきかせけけ う てそこ けしけ けせそこ つてちあせか, あ とすかせけか せか ちあくちとのけてへ 
けおかそしそえけねかつさけか といかきおかせけみ うふのかつてそみはかえそ すけおそうつさそえそ せあねあしへつてうあ けしけ 
せか うつてとたけてへ う たちそてけうそちかねけか つ そなけぬけあしへせふす さとちつそす ¨せつてあせぬけけ, てそ 
いけのへ — を[ [》』』. [ちそすか てそえそ, つしかおそうあしそ うつま けせなそちすあぬけま けくしそきけてへ 
さちあてさそ, えしあおさそ け たそせみてせそ, ねてそいふ せか せあたちみえあてへ ちとさそうそおつてうそ すふつしみすけ けに 
たそおねけせかせせそえそ. 《い ほてそす け さあさ ほてそ おかしあしそつへ すそきせそ たちそねけてあてへ さあさ ちあく せあ 
つてちあせけぬあに うそつたそすけせあせけこ.

》そ きけくせけ ╊.》. ╆あきあせそうと たちけにそおけしそつへ うつてちかねあてへつみ け ちあいそてあてへ つ ちあく-
せふすけ しまおへすけ け おあきか ]けねせそつてみすけ.

》そきあしとこ, そおせそこ けく せあけいそしかか みちさけに なけえとち つちかおけ たそつしかおせけに いふし 
〈.』. [あたけぬあ たそ たちそくうけはと 〈けにつてかた (つそさちあはかせけか そて 〈けにあけし 』てかたあせふね). 
』けすたあてけみ さ 〈けにつてかたと さあさ つたかぬけあしけつてと け ねかしそうかさと そてちあきかせあ う ちあく-
おかしか, ちあつつさあくふうあまはかす そ ちあいそてか ╆あきあせそうあ う 》かちうそす ╉╇《 〈¨╉ 』』』『, 
くあうかおとまはけす さそてそちそえそ け いふし [あたけぬあ. ゅてけ つてちあせけぬふ つてそけて たそねけてあてへ かえそ 
いふうのけす つそつしときけうぬあす け せふせかのせけす えそつとおあちつてうかせせふす ねけせそうせけさあす. ｠そてみ 
そ 〈.』. [あたけぬか — «ねかしそうかさか け たあちそにそおか» う つそうかてつさそ-さけてあこつさそす すそちか — 
つしそきかせそ すせそえそ しかえかせお け ときか せあたけつあせあ させけえあ, せそ たそ うそつたそすけせあせけみす 
╆あきあせそうあ すそきせそ おそえあおあてへつみ, さてそ いふし そおせけす けく かえそ とねけてかしかこ.

〉あかくおけうのけつへ う ╇そつてそねせそす ほさつたちかつつか たそ 【ちあせつつけいと, えおか «のしけ け のしけ 
せあちそおふ» そて 〈そつさうふ おそ 》かさけせあ け そいちあてせそ, おけたしそすあて ╆あきあせそう たそたあおあかて 
う そておかし を[ [》』』, さそてそちふこ さとちけちそうあし つうみくけ 』』』『 つ つそぬけあしけつてけねかつさけすけ 
つてちあせあすけ け さそすたあちてけみすけ ほてけに つてちあせ.
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『あせかか 】ねけてかしへ [あたけぬあ せか つそうかてそうあし たかちかにそおけてへ けく 〈¨╉ さ «さあせぬかしみち-
つさけす さちふつあす う ぬかさそうつさけこ あたたあちあて» け «てちかいそうあし おあうあてへ そてたそち つけちかせあす», 
てそ かつてへ てかす, さてそ とうかちみし せあのかえそ おけたしそすあてあ, ねてそ ほてそ せか たちそつてそ たそうふのかせけか, 
あ そねかせへ いそしへのそか たそうふのかせけか け おそうかちけか ちとさそうそおつてうあ たあちてけけ. ¨ うつか-てあさけ 
╆あきあせそう そさあくあしつみ う を[ う さあねかつてうか «そてうかてつてうかせせそえそ つそてちとおせけさあ», いしあえそ-
おあちみ ねかすと すそきせそ, つ かえそ つしそう, とくせあてへ さとにせま かつしけ せか うつかえそ すかにあせけくすあ を[, 
てそ とさあくあせせそえそ そておかしあ う てそて すそすかせて, さそえおあ «てちかはけせふ» せあ すけちそうそす つそぬけ-
あしけつてけねかつさそす たちそつてちあせつてうか うつか いそしかか つてあしけ たそにそきけ せあ ちあつにそおみはけかつみ 
う そさかあせか しへおけせふ そて つそうかてつさそえそ すあてかちけさあ.

》かちうそせあねあしへせそ ╊.》. ╆あきあせそう せあす たそうかおあし そ つそつてそみせけけ ほてそえそ すあてか-
ちけさあ, せそ せか ねかちかく つそいつてうかせせふか うそつたちけみてけみ てちとおせそつてかこ, あ てかに, さてそ とうかちみし, 
ねてそ てちとおせそつてけ — ほてそ うちかすかせせふか みうしかせけみ, あ えしあうせそか — «ねてそいふ うそこせふ 
いそしへのか せか いふしそ». [あさ つうけおかてかしへつてうとかて せあの あうてそち, つそうかてつさけか すけせけつてちふ 
け つあすふか そてうかてつてうかせせふか つそてちとおせけさけ, かつしけ け つあすけ せか つてちあおあしけ そて おかなけ-
ぬけてあ, てそ つてちあおあしけ けに ちそおつてうかせせけさけ, たそほてそすと け すけせけつてちふ, け ねしかせふ を[, 
け おあきか 》そしけていまちそ を[ [》』』 たちそつけしけ つそてちとおせけさそう せあのけに くあえちあせとね-
ちかきおかせけこ おそつてあてへ てあさけか たちかおすかてふ せか たかちうそこ せかそいにそおけすそつてけ, さあさ のうかこ-
ぬあちつさけか ねあつふ, あすかちけさあせつさけか さあちあいけせふ け て.お. 〈そきせそ いふしそ いふ せあくうあてへ 
さそせさちかてせふか なあすけしけけ, とたそすみせとてふか う すかすとあちあに, たちそうかつてけ たあちあししかしへ 
つ せかさそてそちふすけ «せときおあまはけすけつみ» おかたとてあてあすけ ╈そつとおあちつてうかせせそこ おとすふ, 
あ しとねのか たかちかねけてあてへ 』あしてふさそうあ-ぅかおちけせあ け ╈そえそしみ.

【かす せか すかせかか, つあちさあくす け ますそち あうてそちあ すかすとあちそう, ちあくおかしみかすふに け ちかぬかせ-
くかせてそす, しけのへ そいちあくせそか うふちあきかせけか つけつてかすせそえそ さちけくけつあ つそうかてつさそえそ えそつと-
おあちつてうあ. 『そつて ╇╇》 いふし, せそ せか いふしそ ちあくうけてけみ.

╇ ほてそこ つうみくけ けせてかちかつせふ すふつしけ ╆あきあせそうあ たそ たそうそおと つそうちかすかせせそこ ちそつ-
つけこつさそこ たそしけてけさけ. ゅてけ うさちあたしかせけみ せか たちかちふうあまて たしあうせそえそ たそうかつてうそうあ-
せけみ うそつたそすけせあせけこ そ たちそのしそす, あ てそしへさそ つうけおかてかしへつてうとまて そ てそす, ねてそ せあのか 
たちそのしそか たそさあ かはか け う せあつてそみはかす.

¨ ほてそ うたそしせか かつてかつてうかせせそ — そいはかつてうかせせそか つそくせあせけか そてつてあかて そて ちかあしへ-
せそつてけ.

〉そ つしかおとかて くあおとすあてへつみ せあお つしそうあすけ とねあつてせけさあ けおかそしそえけねかつさけに いけてう 
うちかすかせ «にそしそおせそこ» うそこせふ, ねてそ «『そつつけけ... たそちあ とみつせけてへ, ねてそ すかきえそつとおあち-
つてうかせせそか つそたかちせけねかつてうそ — かつてかつてうかせせそか け たそつてそみせせそか う そいそくちけすそこ たかち-
つたかさてけうか みうしかせけか くかすせそこ ぬけうけしけくあぬけけ, け ほてそ せか たそうそお おしみ たあせけねかつさけに 
うふうそおそう け つあすそといけこつてうかせせふに たそつてとたさそう... 『あつのけちかせけか 〉╅【《 せあす せかうふ-
えそおせそ, せそ ほてそ かはか せか さあてあつてちそなあ, けく-くあ さそてそちそこ つしかおとかて いちそつあてへつみ う そすとて 
せそうそこ “にそしそおせそこ” うそこせふ».

╅うてそちと つしかおそうあしそ いふ そいひみつせけてへ, たそねかすと う つそうかてつさそか うちかすみ け そたみてへ 
つかえそおせみ そいふうあてかしみ せあたちみえあまて うせかのせけすけ とえちそくあすけ すあしふに け いそしへのけに 
くあちといかきせふに つてちあせ. 《てうかて せあ たそつてあうしかせせふこ うそたちそつ すそきせそ せあこてけ と えちか-
ねかつさそえそ なけしそつそなあ ¨つそさちあてあ. 《くあいそてけうのけつへ たちそいしかすそこ うそつつてあせそうしかせけみ 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

つそぬけあしへせそえそ ちあうせそうかつけみ う えちかねかつさそす そいはかつてうか, ¨つそさちあて とうけおかし うふにそお 
けく つそくおあうのかえそつみ さちけくけつせそえそ たそしそきかせけみ う あさてとあしけくあぬけけ そいちあくあ とえちそくふ 
つ ╇そつてそさあ, てそ かつてへ つてあし たちけくふうあてへ えちかさそう そいひかおけせけてへつみ う たそにそおか たちそてけう 
たかちつそう.

〉かねてそ たそおそいせそか たちそけつにそおけしそ う 』』』『 け, さあさ すそきせそ たちかおたそしそきけてへ, 
てかすあ «ちあつのけちかせけみ 〉╅【《» けすかかて うつか てと きか うせとてちけたそしけてけねかつさとま ぬかしへ. 
〉と, さそせかねせそ, てあさ たちけうふねせかか...

》そ すせかせけま きか ╆あきあせそうあ, «かつしけ すふ おそいへかすつみ とつたかにそう う つそぬけあしへせそす 
け ほさそせそすけねかつさそす ちあくうけてけけ, てそえおあ せけさあさあみ すかきぬけうけしけくあぬけそせせあみ せかつそ-
うすかつてけすそつてへ, せけさあさけか つてちあにけ たかちかお せあのかこ すそはへま け せけさあさあみ さそせさとちかせ-
ぬけみ せか たそすかのあかて 『そつつけけ いふてへ きかしあせせふす たあちてせかちそす さあさ せあ ′あたあおか, てあさ 
け せあ ╇そつてそさか».

╇ そてせそのかせけけ 『そつつけけ ほてそ てそしへさそ たちかおたそしそきかせけか. [ちそすか てそえそ, つ おあせ-
せふす てかくけつそす とねかせそえそ すそえとて せか つそえしあつけてへつみ すせそえけか.

╆あきあせそうふす たちけうそおけてつみ う たちけすかち つてちあせあ, さそてそちそこ にそてかしあ いふ たそお-
ちあきあてへ ねあつてへ ちそつつけこつさそえそ たちあうみはかえそ さしあつつあ. 》ちそなかつつそち そてすかねあかて, «さあさ 
てそしへさそ [〉『 うつてあしあ せあ ちかしへつふ すそはせそえそ たそつてとたあてかしへせそえそ ちあくうけてけみ, うふみつ-
せけしそつへ, ねてそ つ 》かさけせそす えそてそうふ つそてちとおせけねあてへ おあきか てか せあちそおふ, さそてそちふか 
うかさあすけ せかおそしまいしけうあまて け いそみてつみ さけてあこぬかう», あ つ おちとえそこ つてそちそせふ, つあす 
[けてあこ せか そつそいかせせそ そくあいそねかせ さあさ つてちそけてかしへつてうそす うそかせせふに あしへみせつそう, てあさ 
け いそちへいそこ つ せけすけ.

『あくすふのしかせけみ たあつつあきけちあ «╇そつてそねせそえそ ほさつたちかつつあ» たちそせけくあせふ しけねせそつて-
せふす — うつか-てあさけ ぬかしあみ きけくせへ — け つ ほてそこ うかちのけせふ そぬかせけうあかてつみ うせとてちかせ-
せみみ け うせかのせみみ たそしけてけさあ えそつとおあちつてうあ.

╅ さあさ かはか そぬかせけうあてへ ちかくとしへてあてふ おかみてかしへせそつてけ つうそかえそ えそつとおあちつてうあ 
う すかすとあちあに?

╇ くあさしまねかせけか せあたちあのけうあかてつみ うそたちそつ, たそねかすと うつかえそ-てそ 150-すけししけそせ-
せふこ け せかいそえあてふこ せあちそお てあさ そくあいそねかせ たそおおかちきあせけかす えしそいあしへせそえそ つてちあ-
てかえけねかつさそえそ いあしあせつあ つ 』ぃ╅? ╅ てあさけか いそしへのけか えそつとおあちつてうあ, さあさ [けてあこ, 
たちそつてそ せあちあはけうあまて つうそま ほさそせそすけねかつさとま すそはへ.
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╇そつたそすけせあせけみ そ いとおとはかす*

′あさあとちぬかうあ 【.╅.
》ちそなかつつそち, おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ

′うかちかうあ 【.╇.
[あせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ

『あいそてあ, たちかおしそきかせせあみ せあ つとお ねけてあてかしみ うけおせふす ちそつつけこつさけす とねかせふす, 
つたかぬけあしけつてそす う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ ╊.》. ╆あきあせそうふす, 
うふにそおけて おあしかさそ くあ ちあすさけ そいふねせふに すかすとあちそう. ╇ふうそおふ け とすそくあさしまねかせけみ, 
さ さそてそちふす あうてそち たそおうそおけて ねけてあてかしみ, せか てそしへさそ けすかまて くせあねかせけか さあさ しけね-
せふか うそつたそすけせあせけみ あうてそちあ そ つうそかす きけくせかせせそす たとてけ, せそ け たちかおつてあうしみまて 
けせてかちかつ つ てそねさけ くちかせけみ おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ 『そつつけけ.

╇つか すふ — «ちそおそす けく たちそのしそえそ». 』 そおせそこ つてそちそせふ, ほてそ そくせあねあかて, ねてそ 
せあのあ けつてそちけみ, あ てあさきか てちあおけぬけけ, たちけうふねさけ, そつそいかせせそつてけ せあぬけそせあしへ-
せそえそ すかせてあしけてかてあ せかけくいかきせそ うしけみまて せあ せあつてそみはかか け いとおとはかか. ¨すかせせそ 
てあす, う せあのかこ けつてそちけけ, — さそちせけ たそいかお け おそつてけきかせけこ. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, 
けく たちそのしそえそ たちそちあつてあまて う つかえそおせみのせけこ おかせへ, あ くせあねけて け う «つうかてしそか くあう-
てちあ», たちそいしかすふ け たそちそさけ. 』 せけすけ せかそいにそおけすそ たそつてかたかせせそ ちあつつてあうあてへつみ, 
けいそ てそしへさそ てあさ うそくすそきせそ たとつてへ すかおしかせせそか, せそ せかとさしそせせそか たちそおうけきかせけか 
うたかちかお. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ う せあのかす そいはかつてうか ほてあ いあせあしへせあみ けつてけせあ 
せか うたそしせか そつそくせあせあ. 『あいそてあ ╆あきあせそうあ たそくうそしみかて ねけてあてかしま たちけつてあしへせそ 
うえしみおかてへつみ う つうそま けつてそちけま, たちあうけしへせそ そぬかせけてへ とつたかにけ け うすかつてか つ てかす 
うふおかしけてへ せかおそつてあてさけ, おしみ てそえそ ねてそいふ せか てあはけてへ けに つ つそいそこ う せそうとま 
ちかあしへせそつてへ, «せか せあつてとたあてへ せあ そおせけ け てか きか えちあいしけ». [せけえあ せあたけつあせあ 
ねかしそうかさそす, たそつうみてけうのけす つうそま きけくせへ つしときかせけま 《てねけくせか, えしといそさそ たかちか-
きけうあまはけす うつか たちそけつにそおみはかか う つてちあせか, おとすあまはけす そ かか たちそいしかすあに さそせ-
つてちとさてけうせそ け たちそなかつつけそせあしへせそ.

╉けつさとつつけみ そい けつてそちけけ せあのかこ つてちあせふ け — さあさ かか たちそおそしきかせけか — 
そ たとてみに かか おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ け ちかなそちすけちそうあせけみ, せあねあうのあみつみ う ちあく-
いときかせせそす そて てそてあしけてあちせそえそ つせあ 』』』『, たそつてかたかせせそ いふしあ つうかちせとてあ, てあさ 
け せか くあにうあてけう たそ-せあつてそみはかすと しまおかこ. ╅おかさうあてせふか そぬかせさけ たちそこおかせせそえそ 
たとてけ かつしけ け たちそくうとねあしけ, てそ そねかせへ てけにそ, そせけ せか いふしけ たそしそきかせふ う そつせそうと 
おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ け, たそ つとてけ, せか つてあしけ おそつてそみせけかす うつかえそ そいはかつてうあ. 
╅ けすかせせそ そて てそえそ, せあつさそしへさそ えしといそさあ う そいはかつてうか たそおおかちきさあ ちかなそちす, 
くあうけつけて けに とつたかに. 〈ふ きか たそ-たちかきせかすと たしそにそ たそせけすあかす, ねてそ てあさそか 
ちふせそねせあみ ほさそせそすけさあ, おかすそさちあてけみ け たちあうあ ねかしそうかさあ, あ うすかつてそ たそせみてけみ 
«つけしあ くあさそせあ» きけうかす たそ «くあさそせと つけしふ». 〈ふ うせそうへ け うせそうへ つさあてふうあかすつみ 
う たちそのしそか, そたけちあみつへ せあ たちけうふねせふか くあさそつてかせかしふか なそちすふ とたちあうしかせけみ 

* ′あさあとちぬかうあ 【.╅., ′うかちかうあ 【.╇. ╇そつたそすけせあせけみ そ いとおとはかす // 〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ. 2008. づ 8—9. 
』. 184—194.
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け そいはかせけみ つ うせかのせけす すけちそす, たふてあみつへ ちかのあてへ くあおあねけ «さそすたへまてかちせそえそ» 
XXI うかさあ つ たそすそはへま «たちそつてそこ しそえあちけなすけねかつさそこ しけせかこさけ».

』かえそおせみ すせそえけか, そつそいかせせそ たちかおつてあうけてかしけ つちかおせかえそ け つてあちのかえそ たそさそ-
しかせけみ, うつたそすけせあまて そい 』』』『 つ せそつてあしへえけかこ, つそきあしかまて そ せかす, けおかあしけ-
くけちとまて かえそ, おかつさあてへ, うそて てそえおあ うつか いふしそ たちあうけしへせそ け つたちあうかおしけうそ, たそ 
つそうかつてけ, せか てそ ねてそ つかえそおせみ. 》そおそいせあみ けおかあしけくあぬけみ うたそしせか そいひみつせけすあ — 
せかちかおさそ うつか たちそけつにそおけうのかか つ ねかしそうかさそす う ませそつてけ たそおかちせとてそ ちそすあせ-
てけねかつさそこ おふすさそこ. 《おせあさそ おしみ たちあうけしへせそこ そぬかせさけ せかそいにそおけす てちかく-
うふこ うくえしみお, つうそいそおせふこ そて ほすそぬけそせあしへせそこ そさちあつさけ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ 
けくとねかせけか «つうけおかてかしへつてう そねかうけおぬあ» すそきかて いふてへ ちかさそすかせおそうあせそ さあきおそすと, 
さてそ せそつてあしへえけちとかて たそ «つうかてしそすと» つそうかてつさそすと たちそのしそすと け すかねてあかて そ うそく-
うちあはかせけけ てそこ «くあすかねあてかしへせそこ ほたそにけ», さそえおあ とくさけこ さちとえ «たそつうみはかせせふに» 
うそ えしあうか つ そねかちかおせふす «うかしけさけす け ときあつせふす» ちとさそうそおけし せあのかこ そえちそすせそこ 
つてちあせそこ. 》そしかくせそ そくせあさそすけてへつみ つ ちあいそてそこ ╆あきあせそうあ け てかす, さてそ つかえそおせみ 
つてちかすけてつみ うつか せあのけ いかおふ, うさしまねあみ ちあつたあお 』』』『, つうあしけてへ せあ うせかのせけか 
つけしふ, くあすあしねけうあみ け さあすとなしけちとみ えしといそさけこ さちけくけつ, う さそてそちそす せあにそおけしそつへ 
せあのか そいはかつてうそ さ さそせぬと つそうかてつさそえそ たかちけそおあ.

《つそいかせせそつてけ たちそなかつつけそせあしへせそこ さあちへかちふ ╊.》. ╆あきあせそうあ そてさちふしけ 
たかちかお せけす うそくすそきせそつてへ たそくせあさそすけてへつみ つ つあすふすけ ちあくせふすけ つてそちそせあすけ 
きけくせけ せあのかこ つてちあせふ, たちかおつてあうけてかしみすけ ちあくしけねせふに つそぬけあしへせふに つしそかう, 
うさしまねあみ «うそくせかつかせせふに せあ 《しけすた» うふつのかこ うしあつてけ う 』そうかてつさそす 』そまくか. 
〉あちみおと つ ほてけす くあ つうそま おそうそしへせそ おしけてかしへせとま さあちへかちと せあ たそたちけはか うせかの-
せかこ たそしけてけさけ ╆あきあせそう たそつかてけし すせそきかつてうそ つてちあせ. ゅてそ いふしけ せか たちそつてふか 
そくせあさそすけてかしへせふか たそかくおさけ — さあきおふこ ちあく あうてそち つてちかすけしつみ せか てそしへさそ 
たそせみてへ せあぬけそせあしへせふか てちあおけぬけけ け けつてそちけま, せそ け うせけさせとてへ う そつそいかせせそつてけ 
たそしけてけねかつさそえそ ちあくうけてけみ てそえそ けしけ けせそえそ えそつとおあちつてうあ. 》かちかお せあすけ たちかお-
つてあかて すせそえそさちあつそねせあみ, すせそえそつしそこせあみ, たかつてちあみ たあせそちあすあ きけくせけ せあのかこ 
つてちあせふ せあ たかちかしそすせそす ほてあたか かか ちあくうけてけみ せあ なそせか うたかねあてしかせけこ あうてそちあ 
そて かえそ くあちといかきせふに たそかくおそさ. ╆そしへのそか くせあねかせけか けすかかて てそ, ねてそ ╆あきあせそう 
せか たちそつてそ せあいしまおあかて くあ みうしかせけみすけ け つそいふてけみすけ. ぁけてあてかしへ たそつてそみせせそ 
ねとうつてうとかて, ねてそ あうてそち いそしかかて おとのそこ くあ つとおへいふ 『そつつけけ. 《いちあはあみつへ さ せかおあう-
せかすと たちそのしそすと, そせ つてちかすけてつみ せあこてけ そてうかてふ せあ くしそいそおせかうせふか うそたちそつふ 
かか つそうちかすかせせそえそ ちあくうけてけみ.

》ちそにそおみ そいとねかせけか う えしあうせそこ さとくせけぬか おけたしそすあてけねかつさけに さあおちそう — 
〈╈¨〈《, ちあいそてあみ う 〈¨╉ け くあ えちあせけぬかこ, あ てあさきか たそたあう う 1985 えそおと せあ 
ちあいそてと う «つうみてあみ つうみてふに» — あたたあちあて を[ [》』』, あうてそち せか たかちかつてあうあし 
とおけうしみてへつみ ぬあちけうのけす つちかおけ «せかいそきけてかしかこ» せちあうあす け そいふねあみす. 【あさ, うそ 
うちかすみ たそかくおそさ う 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ すせそえけか たあちてけこせふか いそつつふ, うさしまねあみ 
せかさそてそちふに ねしかせそう 》そしけていまちそ, つねけてあしけ うそくすそきせふす たそしとねあてへ しけねせふか 
おそちそえけか たそおあちさけ け たそおせそのかせけみ そて えちあきおあせ 』ぃ╅ — そつせそうせそえそ たそてかせ-
ぬけあしへせそえそ たちそてけうせけさあ 』』』『. ╋けうそ, せあ さそせさちかてせふに たちけすかちあに ╆あきあせそう 
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ちけつとかて せあす さあちてけせと ぬかさそうつさけに いとおせかこ. [あさ け う さあきおそこ そちえあせけくあぬけけ, てあす 
つとはかつてうそうあし せかえしあつせふこ さそおかさつ たそうかおかせけみ — «くあたそうかおけ あたたあちあてねけさあ». 
╅うてそち そたけつふうあかて けに つ ますそちそす, けししまつてちけちとみ さそせさちかてせふすけ たちけすかちあすけ. 
〉かさそてそちふか たちあうけしあ そつそいそ うたかねあてしみまて. 【あさ, せか けつさしまねかせけかす, あ せそち-
すそこ いふし «うふつそさけこ とちそうかせへ うせとてちけたあちてけこせそえそ にあすつてうあ». 》ちけねかす, かつしけ 
せあねあしへせけさ くおそちそうあしつみ つ たそおねけせかせせふすけ, さあさ たちあうけしそ, ほてそ うそつたちけせけすあ-
しそつへ つ せかさそてそちふす せかおそとすかせけかす け せかおそうかちけかす. ¨, せあそいそちそて, かつしけ たそさちけ-
さけうあし, とうあきあしけ さあさ つけしへせとま しけねせそつてへ. ╇ ちかくとしへてあてか おかしそ おそにそおけしそ おそ 
てそえそ, ねてそ せかさそてそちふか ちとさそうそおけてかしけ つねけてあしけ うそくすそきせふす, くあいふうあみ なあすけ-
しけけ たそおねけせかせせふに, たそおくふうあてへ けに つうけつてそす (つ. 304).

╈しあうせふす, そおせあさそ, いふしそ てそ, ねてそ おあきか せあ つあすそす うふつそさそす とちそうせか つけつてかすあ 
たちけせみてけみ ちかのかせけこ いふしあ えしといそさそ たそちそねせあ け つそうつかす せかほななかさてけうせあ. 
╆そしへのけせつてうそ ちとさそうそおけてかしかこ たちそつてそ せか すそえしけ たかちかうあちけてへ うつま たそつてと-
たあうのとま そいひかすせとま けせなそちすあぬけま け つそつてあうけてへ たちあうけしへせとま てそねさと くちか-
せけみ. ¨すかせせそ あたたあちあて おそしきかせ いふし いふ たそすそねへ かか つなそちすけちそうあてへ. 〉そ そせ 
いふし つうみくあせ せかえしあつせふすけ たちあうけしあすけ, たそ さそてそちふす «けつたそしせけてかしま せか せあおそ 
いふしそ とすせけねあてへ». 〉あ ちあいそねけに つそうかはあせけみに たちかおたけつふうあしそつへ うふつさあくふうあてへ 
せか つうそま そぬかせさと, あ てそしへさそ てと てそねさと くちかせけみ, さそてそちとま にそねかて とつしふのあてへ 
うふのかつてそみはかか せあねあしへつてうそ (つ. 294—295). 》ちけ ほてそす つとはかつてうそうあうのあみ さあおちそ-
うあみ たそしけてけさあ せか つたそつそいつてうそうあしあ そていそちと しとねのけに. «ぁあつてそ かおけせつてうかせせふす 
さちけてかちけかす うふおうけきかせけみ いふしあ しけねせあみ たちかおあせせそつてへ いそつつと. ]まいふか おちとえけか 
さあねかつてうあ, てあしあせてふ, せあうふさけ う ちあつねかて せか たちけせけすあしけつへ» (つ. 296). ╇ ちかくとしへ-
てあてか つそてちとおせけさ そておかしあ くあえちあせさあおちそう を[ [》』』 すそえ たしそにそ たちかおつてあうしみてへ 
つかいか そいつてあせそうさと う さとちけちとかすふに けす つてちあせあに (つ. 38). [そつせそつてへ け せかうかきか-
つてうそ たちけさちふうあしけつへ あてすそつなかちそこ つさちふてせそつてけ, あ てあさきか おかすそせつてちあぬけかこ 
«さちけつてあしへせそこ たあちてけこせそこ ねけつてそてふ»: う すそおか いふしそ ねてかせけか たちそけくうかおかせけこ 
]かせけせあ せあ うけおと と うつかに つ さあちあせおあのそす う ちとさあに せあ なそせか いまつてあ け たそちてちかてあ 
«たかちうそえそ ちとさそうそおけてかしみ つそうかてつさそえそ えそつとおあちつてうあ» (つ. 284). ╇つか ほてそ ちかくさそ 
つせけきあしそ うかちそみてせそつてへ たちけせみてけみ うふつのけすけ そちえあせあすけ うしあつてけ たちあうけしへ-
せふに ちかのかせけこ, ちとさそうそおみはけか とさあくあせけみ せかちかおさそ せそつけしけ たちそてけうそちかねけうふこ 
にあちあさてかち. 〈かきおと てかす けすかせせそ «たそつてあせそうしかせけみ を[ うふたそしせみしけ うあきせとま 
なとせさぬけま — そせけ いふしけ けつてそねせけさそす つそうかてつさそえそ たちあうあ». ╇ とつしそうけみに きかつて-
さそこ さそすあせおせそ-あおすけせけつてちあてけうせそこ つけつてかすふ, うせか おかすそさちあてけねかつさそえそ さそせ-
てちそしみ けすかせせそ そて ほてけに ちかのかせけこ くあうけつかしあ きけくせへ うつかこ そえちそすせそこ つてちあせふ, 
せあねけせかせせそこ つあすふす つそうちかすかせせふす そちときけかす, うさしまねあみ そちときけか すあつつそうそえそ 
とせけねてそきかせけみ. ぁけてあみ うそつたそすけせあせけみ ╆あきあせそうあ, そてねかてしけうそ たそせけすあかのへ, 
ねてそ くあさちふてそつてへ たちけせみてけみ うあきせかこのけに たそしけてけねかつさけに ちかのかせけこ う とつしそうけみに 
そてつとてつてうけみ そいはかつてうかせせそえそ さそせてちそしみ け つといひかさてけうせそこ せかさそすたかてかせてせそつてけ 
すそきかて せあせかつてけ そえちそすせふこ うちかお えそつとおあちつてうかせせふす けせてかちかつあす.

〉か すかせかか みちさそ う させけえか ちあつつさあくふうあかてつみ そ たそさあくとにか, さ さそてそちそこ のけちそさそ 
たちけいかえあしけ たちかおつてあうけてかしけ うつかに ほのかしそせそう うしあつてけ, うさしまねあみ つあすふか うふつのけか. 
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〉あたちけすかち, さあさ け うつか そつてあしへせふか つそうかてつさけか しまおけ, ╆あきあせそう とねあつてうそうあし 
う そいつときおかせけけ そたとつそう ].¨. ╆ちかきせかうあ, せか たちそねけてあう けに, さあさ け いそしへのけせつてうそ 
とねあつてせけさそう ほてけに おけつさとつつけこ. 《せ け せか すそえ ほてそえそ つおかしあてへ, てあさ さあさ をかせてち 
たそたちそつてと せか たちけつしあし う つそうかてつさそか さそせつとしへつてうそ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ ほてけ たちそ-
けくうかおかせけみ (つ. 168).

』たちあうかおしけうそつてけ ちあおけ せかそいにそおけすそ そてすかてけてへ, ねてそ さあちてけせあ, さそてそちとま 
ちけつとかて ╆あきあせそう, せか つてそしへ すちあねせあ け そおせそちそおせあ. 〉あ かえそ たちそなかつつけそせあしへ-
せそす け きけくせかせせそす たとてけ うつてちかねあしけつへ つあすふか ちあくせふか しまおけ, う てそす ねけつしか け てか, 
さてそ せか いそみしつみ すふつしけてへ つあすそつてそみてかしへせそ け う てそこ けしけ けせそこ なそちすか たちそみうしみし 
つうそま せかそちおけせあちせそつてへ. ゅてそ け みちさけこ, てあしあせてしけうふこ 〈けにつてかた — 〈けにあけし 
』てかたあせそうけね [あたけぬあ, うふたあおあうのけこ, せかちかおさそ, うけおけすそ, おあきか たそすけすそ つうそかこ 
うそしけ, あ たちそつてそ う つけしと そつそいかせせそつてかこ つうそかこ しけねせそつてけ, けく おとのせそこ, くあつてそこ-
せそこ あてすそつなかちふ てかに しかて. ゅてそ け たちそなかつつそち 〈╈¨〈《 なけしそつそな ╊ちすそしかせさそ, 
«そつすかしけうのけこつみ» にうあしけてへ くあたあおせふに なけしそつそなそう てそえおあ, さそえおあ おあきか たちそ-
つてそか けに とたそすけせあせけか う とねかいせけさあに おそしきせそ いふしそ せかけくすかせせそ つそたちそうそ-
きおあてへつみ きかつてさそこ さちけてけさそこ (つ. 32). ゅてそ け うふつそさそたそつてあうしかせせふこ つそてちとおせけさ 
╈そつたしあせあ 〈とせてみせ, さそてそちふこ う ちあくえあち くあつてそこせそこ ほたそにけ そてさちふてそ ちあつつさあくふ-
うあし そ ちかあしへせそす つそつてそみせけけ せあのかこ ほさそせそすけさけ け «う たとに け たちあに ちあくおそしいあし 
うつか おそつてけきかせけみ つそうかてつさそこ うしあつてけ» (つ. 172). ゅてけ け すせそえけか おちとえけか, うふおか-
しみうのけかつみ つちかおけ たちかおつてあうけてかしかこ つそうかてつさそこ ほしけてふ てそえそ うちかすかせけ け てかす 
せか すかせかか せか そたちかおかしみうのけか かか しけぬあ.

[そせかねせそ, うつかす う てそこ けしけ けせそこ すかちか たちけつとはけ せかおそつてあてさけ け つしあいそつてけ. 
《おせあさそ たちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ, そさあくふうあみつへ せあ うかちにせけに つてとたかせみに うしあつてけ, 
たそしけてけさけ たかちかつてあまて たちけせあおしかきあてへ つあすけす つかいか. 》ちかてかせおとみ せあ しけおけちと-
まはとま ちそしへ, そせけ う そたちかおかしかせせそこ つてかたかせけ たちけくうあせふ いふてへ そいちあくぬそす おしみ 
たそおちあきあせけみ, たちけすかちそす おしみ えちあきおあせ, おそうかちけうのけに けす うふつそさけか たそつてふ, 
け, ねてそ つあすそか うあきせそか, たちそみうしみてへ そてうかてつてうかせせそつてへ け さそすたかてかせてせそつてへ 
う ちとさそうそおつてうか たそちとねかせせふす けす おかしそす. ╇ おかすそさちあてけねかつさけに つてちあせあに ほてそ 
おそつてけえあかてつみ つ たそすそはへま つけつてかすふ つおかちきかさ け たちそてけうそうかつそう, ちあくおかしかせけみ 
たそしせそすそねけこ すかきおと うかてうみすけ うしあつてけ, さそせてちそしみ せあお せけすけ つそ つてそちそせふ 
つちかおつてう すあつつそうそこ けせなそちすあぬけけ. ╇ [けてあか くあつしそせそす せあ たとてけ せかえあてけうせふに 
たちそみうしかせけこ う うふつのけに ほのかしそせあに うしあつてけ う せかさそてそちそこ つてかたかせけ つしときけて 
うしけみまはあみ せあ そいはかつてうそ いそしかか おうとに てふつみねかしかてけこ さそせなとぬけあせつさあみ ほてけさあ: 
つけつてかすあ «うくあけすせそこ そてうかてつてうかせせそつてけ» うかちにそう け せけくそう たそおちあくとすかうあかて, 
ねてそ たちあうけてかしけ おそいちそつそうかつてせそ ちとさそうそおみて つうそけすけ たそおおあせせふすけ, さそてそちふか, 
う つうそま そねかちかおへ, そいみくあせふ そてうかてつてうかせせそ そてせそつけてへつみ さ うふたそしせかせけま たちけ-
さあくあせけこ つうふのか. ╇ 』』』『 せか いふしそ せけ おかすそさちあてけけ, せけ さそせなとぬけあせつてうあ — 
てそしへさそ すあちさつけつてつさそ-しかせけせつさあみ けおかそしそえけみ け つてちあに, さそてそちふか う たそくおせか-
つそうかてつさそか うちかすみ, さ つねあつてへま, ときか うそ すせそえそす たちかうちあてけしけつへ う おそつてそみせけか 
けつてそちけけ. 〉か う ほてそす しけ さちそかてつみ そおせあ けく たちけねけせ ちあつたあおあ 』』』『, ちあくうけ-
てけか さそてそちそえそ ぬかしけさそす け たそしせそつてへま くあうけつかしそ そて あうてそちけてあちせふに け, さあさ 
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たそさあくふうあかて させけえあ, せかちかおさそ せかさそすたかてかせてせふに け せかさうあしけなけぬけちそうあせせふに 
ちかのかせけこ, たちけせけすあかすふに とくさけす さちとえそす しけぬ?

]とねのか たそせみてへ たちけねけせふ ちあくうあしあ 』』』『 け さちけくけつあ, う さそてそちそす そさあくあ-
しあつへ う ほてそて たかちけそお せあのあ つてちあせあ, たそすそえあまて け つてちあせけぬふ, たそつうみはかせせふか 
たかちかつてちそこさか. ‒あさてふ け せあいしまおかせけみ, たちけうかおかせせふか せあにそおけうのけすつみ う ぬかせ-
てちか たそしけてけねかつさけに つそいふてけこ ╆あきあせそうふす, たそおてうかちきおあまて すふつしへ そ てそす, ねてそ 
けおかけ たかちかつてちそこさけ たちけきけうあしけつへ たしそにそ. 』 そおせそこ つてそちそせふ, と ちとさそうそおつてうあ 
せか いふしそ ねかてさそこ つてちあてかえけけ ちかなそちすけちそうあせけみ 』』』『 たそつしか そいひみうしかせけみ 
たかちかつてちそこさけ. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, ちかなそちすふ せあてあしさけうあしけつへ せあ つそたちそ-
てけうしかせけか つそ つてそちそせふ たちかおつてあうけてかしかこ ちあくしけねせふに つしそかう そいはかつてうあ. [》』』 
«てあさ け そつてあしあつへ つけしそこ, さそてそちあみ せか たちけかすしかて つとてへ たかちかつてちそこさけ (つそくおあせけか 
たちあうそうそえそ えそつとおあちつてうあ つ ちふせそねせそこ ほさそせそすけさそこ) け, さあさ つしかおつてうけか, てそち-
すそくけて たかちかつてちそかねせふこ たちそぬかつつ» (つ. 542). ╉あきか つちかおけ いしけきあこのかえそ そさちと-
きかせけみ 〈.』. ╈そちいあねかうあ いふしけ しまおけ, せあつてちそかせせふか あせてけおかすそさちあてけねかつさけ 
け せか けすかうのけか せけねかえそ そいはかえそ つ おかすそさちあてけねかつさけすけ けおかみすけ. 〉か すかせへのかか 
そててそちきかせけか うふくふうあしけ せあねあうのけかつみ けくすかせかせけみ け せあ すかつてあに.

》かちかお すふつしかせせふす うくそちそす ねけてあてかしみ たちそにそおけて ぬかしふこ さあしかこおそつさそた, 
つそつてそみはけこ けく さあちてけせ, みうしかせけこ, そいちあくそう しまおかこ, せあ たかちうふこ うくえしみお せあたちみ-
すとま おちとえ つ おちとえそす せか つうみくあせせふに. 《おせあさそ たちけ いしけきあこのかす ちあつつすそてちかせけけ 
すかきおと せけすけ つとはかつてうとかて てかつせあみ うくあけすせあみ つうみくへ, さそてそちあみ, う つうそま そねかちかおへ, 
つしときけて たそおてうかちきおかせけかす そつせそうせふに けおかこ あうてそちあ. 》ちけねかす, たそ つうそかすと 
そいふさせそうかせけま, けに そせ たちみすそ たそねてけ せか なそちすとしけちとかて, たちかおしあえあみ ねけてあてかしま 
つあすそつてそみてかしへせそ ちあつつときおあてへ け おかしあてへ うふうそおふ. 【あさ, ちあくおかしふ, たそつうみはかせせふか 
ちあくしけねせふす すかきおとせあちそおせふす たちそいしかすあす, 』けせえあたとちと け [あすいそおきか, いふう-
のかこ ╈╉『, つあすけ たそ つかいか くあつしときけうあまて いそしへのそえそ うせけすあせけみ うつかに, さてそ けくと-
ねあかて つそそてうかてつてうとまはけか つてちあせふ け ちかえけそせふ. 》ちけ ほてそす そせけ うあきせふ け つ てそねさけ 
くちかせけみ えしあうせそこ すふつしけ あうてそちあ: ちふせそねせふか ちかなそちすふ け おかすそさちあてけねかつさあみ 
«たちけうけうさあ» みうしみまてつみ えしあうせそこ たちけねけせそこ とつたかにあ (』けせえあたとちあ), てそえおあ さあさ 
そてさあく そて ほてそえそ たとてけ ([あすいそおきけ), せかたそつしかおそうあてかしへせそつてへ (『そつつけけ), せあそいそ-
ちそて, つたそつそいせふ そていちそつけてへ つてちあせと せあくあお う たちそのしそか. ¨せてかちかつせふ くあちけつそうさけ 
╈╉『, さそてそちとま あうてそち たそつかてけし せかくあおそしえそ おそ うそつつそかおけせかせけみ ╈かちすあせけけ. 【あす 
すそきせそ いふしそ とうけおかてへ てか きか みうしかせけみ, ねてそ け う 』そうかてつさそす 』そまくか: «ちそおけすふか 
たみてせあ» たしあせそうそこ ほさそせそすけさけ — おかなけぬけて, にあすつてうそ け せかあささとちあてせそつてへ 
う つなかちか てそちえそうしけ — うつてちかねあしけつへ たそうつかすかつてせそ, け ほてそ — せかつすそてちみ せあ うつかす 
けくうかつてせふか そつそいかせせそつてけ せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ せかすぬかう — あささとちあて-
せそつてへ け たかおあせてけくす. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ たそおそいせふか せあいしまおかせけみ たそすそえあまて 
しとねのか たそせみてへ ちそしへ け ちかあしへせそか すかつてそ てあさ せあくふうあかすふに «ぬけうけしけくあぬけそせせふに 
ちあくしけねけこ», くせあねかせけか さそてそちふに すせそえけか つかえそおせみ つさしそせせふ たちかとうかしけねけうあてへ.

╇ ぬかしそす うくえしみおふ あうてそちあ せあ ちあくうけてけか おちとえけに えそつとおあちつてう け せあ すかきおと-
せあちそおせふか そてせそのかせけみ たちかおつてあうしみまて つそいそこ そつそいふこ けせてかちかつ たちかきおか うつかえそ 
たそてそすと, ねてそ ほてそ えしあうせあみ け そつせそうせあみ つたかぬけあしけくあぬけみ ╆あきあせそうあ. 》ちけ ほてそす 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

あうてそち おかすそせつてちけちとかて せか てそしへさそ せかくあとちみおせとま ほちとおけぬけま, そつせそうあせせとま 
せあ うしあおかせけけ てかそちかてけねかつさけすけ たちそいしかすあすけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, 
えしといそさそす くせあせけけ けつてそちけけ け てちあおけぬけこ おちとえけに つてちあせ. ╇ふうそおふ ╆あきあせそうあ 
たそおさちかたしみまてつみ つそしけおせふす そたふてそす ちあいそてふ くあ えちあせけぬかこ け くあけせてかちかつそうあせ-
せそえそ そいはかせけみ つ くあちといかきせふすけ おけたしそすあてあすけ, たそしけてけさあすけ け たちそつてふすけ 
えちあきおあせあすけ う にそおか かえそ すせそえそねけつしかせせふに たとてかのかつてうけこ.

╇ つうそかこ ちあいそてか あうてそち とおかしみかて そつそいそか うせけすあせけか そたちそうかちきかせけま せかさそ-
てそちふに すけなそう そ ちそしけ 『そつつけけ う すけちか け そい そてせそのかせけけ さ せかこ おちとえけに つてちあせ 
け せあちそおそう, たちけそいちかてあまはけに う たそつしかおせけか えそおふ そつそいとま たそたとしみちせそつてへ つちかおけ 
ちそつつけこつさけに えちあきおあせ. 《おけせ けく せけに — そ てちあおけぬけそせせそこ うちあきおかいせそつてけ つそうちか-
すかせせそこ ╊うちそたふ さ 『そつつけけ け そ すせそえそうかさそうそす すかきぬけうけしけくあぬけそせせそす たちそてけ-
うそつてそみせけけ ′あたあおあ け 『そつつけけ (つ. 461). 【あさ, せあたちけすかち, そせ そつそいそ たそおねかちさけうあかて, 
ねてそ たちそてけうそちかねけみ け つそたかちせけねかつてうそ せあ たちそてみきかせけけ うつかこ けつてそちけけ ねかしそうかねか-
つてうあ いふしけ たちけつとはけ つあすふす ちあくせふす つてちあせあす け せあちそおあす, け う たかちうとま そねかちかおへ 
かうちそたかこつさけす. 》ちけねかす ねあはか うつかえそ あえちかつつけみ せあねけせあしあつへ せか つ 『そつつけけ — たかち-
うふすけ きかちてうあすけ つてあせそうけしけつへ «いちあてへみ たそ ぬけうけしけくあぬけけ» (つ. 462).

╊はか そおけせ すけな そ てそす, ねてそ «うつかす たそたかちかさ えそちしあ つてそけて すそはへ 『そつつけけ, 
そてつまおあ — たそつてそみせせそか つてちかすしかせけか かか たそおそちうあてへ». 〉そ «てそねせそ てあさ きか 
う ╊うちそたか たそいあけうあまてつみ ねちかくすかちせそえそ たそてかせぬけあしあ ╈かちすあせけけ... あすかちけさあせ-
つさそか うかしけねけか ちあくおちあきあかて うつかに かうちそたかこぬかう いかく けつさしまねかせけみ け せか てそしへさそ 
けに». ╇ ╅くけけ そたあつあまてつみ ったそせけけ け たそおせけすあまはかえそつみ [けてあみ. 〉そ せけさてそ けく 
せけに せか うたあおあかて う たあせけさと け せか そはかてけせけうあかてつみ たちそてけう そつてあしへせそえそ すけちあ 
(つ. 463). «『そつつけけ たそちあ とみつせけてへ, — そてすかねあかて ╆あきあせそう, — ねてそ すかきえそつと-
おあちつてうかせせそか つそたかちせけねかつてうそ — かつてかつてうかせせそか け たそつてそみせせそか う そいそくちけすそこ 
たかちつたかさてけうか みうしかせけか くかすせそこ ぬけうけしけくあぬけけ け ほてそ せか たそうそお おしみ たあせけねか-
つさけに うふうそおそう け つあすそといけこつてうかせせふに たそつてとたさそう». 〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ 
つ てそねさそこ くちかせけみ ╆あきあせそうあ, たそ さそてそちそこ «うかくおか けおかて さそせさとちかせてせあみ いそちへいあ, 
け かつしけ すふ たちそけえちふうあかす う せかこ, てそ ほてそ せか たそうそお おしみ つすかちてかしへせそこ そいけおふ, 
あ つけえせあし さ てそすと, ねてそいふ しとねのか ちあいそてあてへ» (つ. 464).

『あつつすあてちけうあみ うそたちそつ そ ちあつのけちかせけけ 〉╅【《, あうてそち つてちかすけてつみ たそせみてへ, 
う ねかす たちけねけせふ «あせてけちとつつさそえそ つけせおちそすあ» つてちあせ いふうのかえそ «╇そつてそねせそえそ 
いしそさあ», つてちかすけてかしへせそ たそいかきあうのけに う 〉╅【《. 》そ つうけおかてかしへつてうと ╆あきあせそうあ, 
かはか う つそうかてつさけか うちかすかせあ うふつそさそたそつてあうしかせせふか おけたしそすあてけねかつさけか ちあいそて-
せけさけ すそえしけ たそくうそしけてへ つかいか せかとうあきかせけか, えちといそつてへ, せあうみくふうあせけか つうそかこ 
てそねさけ くちかせけみ たそつしあす いちあてつさけに ちかつたといしけさ, ねてそ せか てそしへさそ そててあしさけうあしそ けに 
しけねせそ そて 』』』『, せそ け うしけみしそ せあ たそしけてけさと ほてけに えそつとおあちつてう (つ. 232). 『あく-
うけうあみ ほてと すふつしへ あうてそちあ, そてすかてけす, ねてそ をかせてち うさしあおふうあし そえちそすせふか つちかお-
つてうあ う ちあくうけてけか ちかつたといしけさ をかせてちあしへせそこ け ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ, つてちかすみつへ 
つおかしあてへ けく せけに «うけてちけせと つそぬけあしけくすあ» せあ ′あたあおか. 《おせあさそ せかとうあきかせけか 
け せかきかしあせけか つねけてあてへ けに たそしせそぬかせせふすけ つあすそつてそみてかしへせふすけ えそつとおあち-
つてうあすけ たそおちふうあしそ たあちてせかちつさけか つそまくせけねかつさけか そてせそのかせけみ. ╇つか ほてそ, せあ 
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なそせか せあちあつてあまはかえそ ほさそせそすけねかつさそえそ そてつてあうあせけみ 』』』『 そて ′あたあおあ, なそち-
すけちそうあしそ せかえあてけうせそか そてせそのかせけか さ «つてあちのかすと いちあてと», うふくふうあしそ ちあくおちあ-
きかせけか け つてちかすしかせけか ついかきあてへ う たちそてけうそたそしそきせふこ しあえかちへ (つ. 465).

╅うてそち, うつま つうそま きけくせへ せあ おけたしそすあてけねかつさそす たそたちけはか そてつてあけうあうのけこ 
けせてかちかつふ つうそかこ つてちあせふ, つねけてあかて, ねてそ ちあつのけちかせけか 〉╅【《 『そつつけけ せかうふ-
えそおせそ. ╇すかつてか つ てかす そせ そてすかねあかて, ねてそ «ほてそ かはか せか さあてあつてちそなあ, けく-くあ さそてそ-
ちそこ つしかおとかて いちそつあてへつみ う そすとて せそうそこ «にそしそおせそこ うそこせふ». 』しとねけつへ てあさそか, 
くせあねけて, たちそはあこ, ちかなそちすふ け のあせつふ せあ つそくおあせけか せそちすあしへせそこ ほさそせそすけさけ 
け くあきけてそねせそこ きけくせけ おしみ ちそつつけみせ. ╆とおかて たそつてあうしかせ さちかつて せあ おかすそさちあてけけ 
さあさ せあ «てちそみせつさそす さそせか» ′あたあおあ. ╈そちあくおそ ちあくとすせかか け しそえけねせかか, せか おちあすあ-
てけくけちとみ つけてとあぬけま, つそつちかおそてそねけてへつみ せあ うせとてちかせせけに たちそいしかすあに, たそおねかちさけ-
うあかて ╆あきあせそう. «╊つしけ すふ おそいへかすつみ とつたかにそう う つそぬけあしへせそす け ほさそせそすけねかつさそす 
ちあくうけてけけ, てそえおあ せけさあさあみ すかきぬけうけしけくあぬけそせせあみ せかつそうすかつてけすそつてへ, せけさあさけか 
つてちあにけ たかちかお せあのかこ すそはへま け せけさあさあみ さそせさとちかせぬけみ せか たそすかのあまて 『そつつけけ 
いふてへ きかしあせせふす たあちてせかちそす さあさ せあ ′あたあおか, てあさ け せあ ╇そつてそさか» (つ. 465).

╇ふうそおふ あうてそちあ くあつしときけうあまて そつそいそえそ おそうかちけみ かはか け たそてそすと, ねてそ かえそ 
たそつしかおせみみ させけえあ みうしみかてつみ しそえけねかつさけす たちそおそしきかせけかす おうとに おちとえけに かえそ 
つそしけおせふに けつつしかおそうあせけこ. 》かちうそか けく せけに — おうとにてそすせけさ, たそつうみはかせせふこ 
うかおとはかこ おかちきあうか ′あたあおあ — 』そかおけせかせせふす ぃてあてあす ╅すかちけさけ, け うてそちそか — 
すそせそえちあなけみ そ つてちかすけてかしへせそ たそおせけすあまはかこつみ つてちあせか ╇そつてそさあ — [けてあか. 
╅うてそち けつつしかおそうあし たちけねけせふ いかつたちかぬかおかせてせふに とつたかにそう ほてけに おうとに つてそしへ 
せか たそにそきけに おちとえ せあ おちとえあ えけえあせてそう, そつそいかせせそつてけ けに うせとてちけたそしけてけねか-
つさそえそ とつてちそこつてうあ け うせかのせかこ たそしけてけさけ. 《ねかうけおせそ, ねてそ えしといそさそか くせあせけか 
ほてけに おうとに ぬけうけしけくあぬけこ — あすかちけさあせつさそこ け さけてあこつさそこ — たそくうそしみかて 
╆あきあせそうと いそしかか てちかくうそ け たそしせそ そぬかせけてへ せか てそしへさそ そつそいかせせそつてけ ちあくうけてけみ 
』ぃ╅ け [けてあみ, せそ け — う せそうそこ ちあいそてか — たちけつてあしへせそ うえしみおかてへつみ う せかおあう-
せまま けつてそちけま せあのかこ つてちあせふ, あ てあさきか たそすそねへ ねけてあてかしま つおかしあてへ たちあうけしへ-
せふか うふうそおふ そ たとてみに かか おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ.

¨てあさ, させけえあ ╆あきあせそうあ, さあさ せあ すあのけせか うちかすかせけ, たかちかせそつけて ねけてあ-
てかしみ う せかおあしかさそか たちそのしそか, たちかおしあえあみ うせそうへ たかちかそつすふつしけてへ たちそこおかせせふこ 
たとてへ. 〈せそえけか う とつしそうけみに つてあいけしけくあぬけけ たそしけてけねかつさそこ け ほさそせそすけねか-
つさそこ きけくせけ たちそみうしみまて つさしそせせそつてへ たそつてかたかせせそ うそつたちそけくうそおけてへ たちけうふね-
せふか てちあおけぬけそせせふか なそちすふ そいはかつてうかせせそえそ とつてちそこつてうあ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, 
そおせあさそ, ねてそ せあ せそうそす けつてそちけねかつさそす うけてさか ほてそ ねちかうあてそ せかたちかおつさあくとかすふすけ 
たそつしかおつてうけみすけ. ╉あしかさそ せか うつか つかえそおせみ そつそくせあまて てそ, ねてそ たそたふてさあ うそつつそく-
おあてへ そつせそうせふか ねかちてふ つそうかてつさそえそ えそつとおあちつてうあ つ そてつとてつてうけかす とつてそみうのけにつみ 
おかすそさちあてけねかつさけに たちそぬかおとち, つ かおけせつてうかせせそこ たちあうみはかこ たあちてけかこ け うふつそ-
さけす とちそうせかす すそせそたそしけくあぬけけ ほさそせそすけさけ せか たそすそきかて うかちせとてへ «たちかけすと-
はかつてうあ ちあくうけてそえそ つそぬけあしけくすあ». 』さそちかか せあそいそちそて, う せそうふに とつしそうけみに ほてそ 
すそきかて たちけうかつてけ さ せかいふうあしそすと ちあつぬうかてと てかに たそちそさそう, ちそつてさけ さそてそちふに 
いふしけ くあしそきかせふ う つそうかてつさとま ほたそにと. 『あいそてあ ╆あきあせそうあ たそすそえあかて うせそうへ 
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たそせみてへ たちそつてとま けつてけせと, ねてそ «う そおせと け てと きか ちかさと せかしへくみ うそこてけ おうあきおふ». 
[せけえあ うそつたそすけせあせけこ — たちかさちあつせふこ たそうそお くあおとすあてへつみ そい けつてそちけねかつさけに 
とちそさあに け けくいかきあてへ てかす つあすふす たそうてそちかせけみ そねかうけおせふに そのけいそさ たちそのしそえそ.

》かちうふこ てそす すかすとあちそう せあたけつあせ たちそつてふす, たそせみてせふす さあきおそすと みくふさそす, 
あ たそてそすと おそつてとたかせ つあすそすと のけちそさそすと さちとえと ねけてあてかしかこ. 〉あ つてちあせけぬあに かえそ 
うそつたそすけせあせけこ そきけうあまて さそせさちかてせふか しまおけ, たそさあくあせせふか つ ますそちそす け つけす-
たあてけかこ さ せけす. ╅うてそちと たちけつとはか とすかせけか とうけおかてへ つすかのせそか う たそうつかおせかうせふに 
いとおせみに, おそせかつてけ ほてそ おそ ねけてあてかしかこ け おあてへ けす うそくすそきせそつてへ たちけたそおせみてへつみ 
せあお そいふおかせせふす すけちそうそつたちけみてけかす. ╆あきあせそう たそくうそしみかて くあけせてかちかつそうあせ-
せそすと ねけてあてかしま たそつすかみてへつみ せあお つうそけす たちそのしふす, たそせみう け たちけせみう かえそ, 
つすけちけてへつみ つ せけす け いかく つそきあしかせけこ ちあつつてあてへつみ つ てかす, つ ねかす せかそいにそおけすそ ちあつ-
つてあてへつみ. 《せ けつたそしへくとかて ちあくせふか きあせちふ おしみ てそえそ, ねてそいふ つおかしあてへ さあちてけせと 
いそしかか そいひかすせそこ け いそしかか といかおけてかしへせそ おそせかつてけ おそ ねけてあてかしみ つうそけ けおかけ. 
』 ほてそこ てそねさけ くちかせけみ とてそたけねかつさけこ ちあつつさあく «』そせ う さちあつせそす いあちあさか» つ そたけ-
つあせけかす つそいふてけこ 2020 えそおあ, さそえおあ う つてちあせか «うそつつてあせそうけしつみ ちかあしへせふこ つそぬけ-
あしけくす, け けすたかちけあしけつてふ うせそうへ そいせあきけしけ つうそこ くうかちけせふこ そつさあし» (つ. 528), 
たそ とちそうせま せけねとてへ せか とつてとたあかて しとねのけす たちそけくうかおかせけみす ほてそえそ きあせちあ.

╇たそしせか そねかうけおせそ てあさきか, ねてそ うあきせとま ちそしへ う つそくおあせけけ せそうそこ させけえけ 
つふえちあしあ つとたちとえあ あうてそちあ — 〉.╊. ╆あきあせそうあ, さそてそちあみ みうしみかてつみ つたかぬけあしけ-
つてそす う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 〉あ うつかす かえそ きけくせかせせそす 
たとてけ そせあ せか てそしへさそ かえそ うかちせあみ つたとてせけぬあ, せそ, つとおみ たそ すかすとあちあす, おちとえ 
け かおけせそすふのしかせせけさ あうてそちあ.

╇ くあさしまねかせけか にそてかしそつへ いふ そてすかてけてへ, ねてそ, さあさ たちあうけしそ, そいちあはあみつへ 
さ うそつたそすけせあせけみす そ たちそのしそす, ねかしそうかさ たふてあかてつみ しとねのか たそせみてへ てそ, ねてそ 
たちそけつにそおけて つ せけす つかえそおせみ, け たちけたそおせみてへ くあうかつと てあこせふ, たしそてせそ つさちふ-
うあまはとま そて せあつ えちみおとはかか. ¨すかせせそ たそほてそすと せそうあみ ちあいそてあ ╆あきあせそうあ 
そいちあはかせあ う くあうてちあのせけこ おかせへ, あ と ねけてあてかしみ うつか かはか きけうあ せあおかきおあ せあ 
てそ, ねてそ かえそ すかすとあちふ せか つてあせとて う たそしせそす つすふつしか つしそうあ «うそつたそすけせあせけかす 
そ いとおとはかす».

《たてけさあ けつてそちけねかつさそこ たあすみてけ*

′あさあとちぬかうあ 【.╅., ′うかちかうあ 【.╇.

[せけえあ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ — みちさけこ たちけすかち すかすとあちそう, う さそてそちふに つとおへいあ 
そておかしへせそえそ ねかしそうかさあ たちかおつてあうしかせあ ねかちかく せあけいそしかか くせあねけすふか け たかちかしそす-
せふか つそいふてけみ う けつてそちけけ つてちあせふ.

* ′あさあとちぬかうあ 【.╅., ′うかちかうあ 【.╇. 《たてけさあ けつてそちけねかつさそこ たあすみてけ // 》そしけてけねかつさけこ さしあつつ. 2009. づ 2 (50). 
‒かうちあしへ. 』. 126.
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【あさ, あうてそち, さあおちそうふこ おけたしそすあて, たそたあう う 1985 えそおと せあ ちあいそてと う あたたあ-
ちあて を[, そさあくふうあかてつみ いとおてそ う おちとえそす すけちか. 〉あたちけすかち, うそ うちかすみ たそかくおそさ 
う 』ぃ╅ すせそえけか たあちてけこせふか いそつつふ, うさしまねあみ せかさそてそちふに ねしかせそう 》そしけて-
いまちそ, つねけてあしけ うそくすそきせふす たそしとねあてへ しけねせふか おそちそえけか たそおあちさけ け たそお-
せそのかせけみ そて あすかちけさあせぬかう け せか つねけてあしけ ほてそ くあくそちせふす. ╅ いそしへのけせつてうそ 
つそうかてつさけに ちとさそうそおけてかしかこ たちそつてそ せか すそえしけ たかちかうあちけてへ うつま たそつてとたあう-
のとま さ せけす けせなそちすあぬけま け うふちあいそてあてへ くおちあうとま け そいそつせそうあせせとま たそくけ-
ぬけま — おしみ ほてそえそ, つそいつてうかせせそ, け てちかいそうあしつみ あたたあちあて. 〉そ そせ いふし つうみくあせ 
せかえしあつせふすけ たちあうけしあすけ, たそ さそてそちふす «けつたそしせけてかしま せか せあおそ いふしそ とすせけ-
ねあてへ». 《のけいさけ せかちかおさそ たちけさちふうあしけつへ あてすそつなかちそこ つさちふてせそつてけ, あ てあさきか 
つ たそすそはへま おかすそせつてちあぬけけ «さちけつてあしへせそこ たあちてけこせそこ ねけつてそてふ»: う すそおか 
いふしそ ねてかせけか たちそけくうかおかせけこ ]かせけせあ せあ うけおと と うつかに つ さあちあせおあのそす う ちとさあに 
せあ なそせか いまつてあ け たそちてちかてあ うそきおみ.

]とねのか たそせみてへ たちけねけせふ ちあくうあしあ 』』』『 け さちけくけつあ, う さそてそちそす そさあくあ-
しあつへ う ほてそて たかちけそお せあのあ つてちあせあ, たそすそえあまて つてちあせけぬふ, たそつうみはかせせふか たかちか-
つてちそこさか. ‒あさてふ け せあいしまおかせけみ, たちけうそおけすふか あうてそちそす, せあにそおけうのけすつみ う てと 
たそちと う ぬかせてちか たそしけてけねかつさけに つそいふてけこ, たそおてうかちきおあまて すふつしへ そ てそす, ねてそ 
けおかけ たかちかつてちそこさけ たちけきけうあしけつへ たしそにそ. 』 そおせそこ つてそちそせふ, と ちとさそうそおつてうあ 
せか いふしそ ねかてさそこ つてちあてかえけけ ちかなそちすけちそうあせけみ 』』』『. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, 
ちかなそちすふ せあてあしさけうあしけつへ せあ つそたちそてけうしかせけか つそ つてそちそせふ たちかおつてあうけてかしかこ 
ちあくしけねせふに つしそかう そいはかつてうあ.

╇ させけえか たちけうかおかせふ たそおちそいせふか くあちけつそうさけ ちあくせふに つてちあせ, う さそてそちふに 
たそいふうあし ╊うえかせけこ ╆あきあせそう. 〉そ あうてそち せか そえちあせけねけうあかてつみ けつさしまねけてかしへ-
せそ «なそてそえちあなけちそうあせけかす» とうけおかせせそえそ けす, せそ たふてあかてつみ うふつてちそけてへ つうそけ 
うたかねあてしかせけみ う ぬかしそつてせとま さそせぬかたてとあしへせとま さあちてけせと. 【あさ, たそ かえそ すせか-
せけま, ちふせそねせふか ちかなそちすふ け おかすそさちあてけねかつさあみ «たちけうけうさあ» つてあしけ えしあうせそこ 
たちけねけせそこ とつたかにあ う 』けせえあたとちか, てそえおあ さあさ そてさあく そて ほてそえそ たとてけ う [あすいそお-
きか け せかたそつしかおそうあてかしへせそつてへ う 『そつつけけ, せあそいそちそて, えちそくみて そていちそつけてへ ほてけ 
つてちあせふ せあくあお, う たちそのしそか. ¨せてかちかつせふ うそつたそすけせあせけみ そ ╈╉『, さそてそちとま 
あうてそち たそつかてけし せかくあおそしえそ おそ うそつつそかおけせかせけみ ╈かちすあせけけ. 【あす すそきせそ いふしそ 
うつてちかてけてへ てか きか みうしかせけみ, ねてそ け う 』そうかてつさそす 』そまくか, — ちそおけすふか たみてせあ 
たしあせそうそこ ほさそせそすけさけ: おかなけぬけて, にあすつてうそ け せかあささとちあてせそつてへ う つなかちか てそち-
えそうしけ うつてちかねあしけつへ う ╇そつてそねせそこ ╈かちすあせけけ たそうつかすかつてせそ. ¨ ほてそ せかつすそてちみ 
せあ けくうかつてせふか そつそいかせせそつてけ せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ せかすぬかう — あささとちあて-
せそつてへ け たかおあせてけくす.

╇ つうそかこ ちあいそてか あうてそち とおかしみかて そつそいそか うせけすあせけか そたちそうかちきかせけま せかさそ-
てそちふに すけなそう そ ちそしけ 『そつつけけ う すけちか け そい そてせそのかせけけ さ せかこ おちとえけに つてちあせ 
け せあちそおそう. 《おけせ けく てあさけに すけなそう — そ てちあおけぬけそせせそこ うちあきおかいせそつてけ 
つそうちかすかせせそこ ╊うちそたふ さ 『そつつけけ け そ すせそえそうかさそうそす ぬけうけしけくあぬけそせせそす 
たちそてけうそつてそみせけけ ′あたあおあ け 『そつつけけ. ╊はか そおけせ すけな — そ てそす, ねてそ «うつかす 
たそたかちかさ えそちしあ つてそけて すそはへ 『そつつけけ, そてつまおあ — たそつてそみせせそか つてちかすしかせけか かか 
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たそおそちうあてへ». 〉そ «てそねせそ てあさ きか う ╊うちそたか たそいあけうあまてつみ ねちかくすかちせそえそ たそてかせ-
ぬけあしあ ╈かちすあせけけ» け «あすかちけさあせつさそか うかしけねけか ちあくおちあきあかて うつかに かうちそたかこぬかう 
いかく けつさしまねかせけみ, け せか てそしへさそ けに». ╇ ╅くけけ そたあつあまてつみ ったそせけけ け たそおせけすあま-
はかえそつみ [けてあみ. 〉そ せけさてそ けく せけに せか うたあおあかて う たあせけさと け せか そはかてけせけうあかてつみ 
たちそてけう そつてあしへせそえそ すけちあ.

『あつつすあてちけうあみ うそたちそつ そ ちあつのけちかせけけ 〉╅【《, あうてそち つてちかすけてつみ たそせみてへ, 
う ねかす たちけねけせふ あせてけちとつつさそえそ つけせおちそすあ つてちあせ いふうのかえそ ╇そつてそねせそえそ 
いしそさあ, つてちかすけてかしへせそ たそいかきあうのけに う 』かうかちそあてしあせてけねかつさけこ あしへみせつ. ╉あ, 
〈そつさうあ うさしあおふうあしあ そえちそすせふか つちかおつてうあ う ちあくうけてけか つてちあせ をかせてちあしへせそこ 
け ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ, つてちかすみつへ つおかしあてへ けく せけに うけてちけせと つそぬけあしけくすあ せあ 
′あたあおか. 《おせあさそ せかきかしあせけか つねけてあてへ けに たそしせそぬかせせふすけ つあすそつてそみてかしへ-
せふすけ えそつとおあちつてうあすけ たそおちふうあしそ たあちてせかちつさけか つそまくせけねかつさけか そてせそのかせけみ. 
ゅてそ せあ なそせか せあちあつてあうのかえそ ほさそせそすけねかつさそえそ そてつてあうあせけみ 』』』『 そて ′あたあおあ 
なそちすけちそうあしそ せかえあてけうせそか そてせそのかせけか さ «つてあちのかすと いちあてと», うふくふうあしそ 
ちあくおちあきかせけか け つてちかすしかせけか ついかきあてへ う たちそてけうそたそしそきせふこ しあえかちへ. ╅うてそち, 
うつま つうそま きけくせへ せあ おけたしそすあてけねかつさそす たそたちけはか そてつてあけうあうのけこ けせてかちかつふ 
つうそかこ つてちあせふ, つねけてあかて, ねてそ ちあつのけちかせけか 〉╅【《 『そつつけけ せかうふえそおせそ. ╇すかつてか 
つ てかす そせ そてすかねあかて, ねてそ «ほてそ かはか せか さあてあつてちそなあ, けく-くあ さそてそちそこ つしかおとかて 
いちそつあてへつみ う そすとて せそうそこ にそしそおせそこ うそこせふ.

╇そつたそすけせあせけみ そ いとおとはかす?*

′うかちかうあ 【.╇.

〉そうあみ させけえあ うけおせそえそ ちそつつけこつさそえそ つたかぬけあしけつてあ う そいしあつてけ すかきおとせあちそお-
せふに そてせそのかせけこ ╊.》. ╆あきあせそうあ たちかおつてあうしみかて つそいそこ いそしへのそこ けせてかちかつ 
おしみ うつかに, さてそ つてちかすけてつみ しとねのか たそせみてへ せあのか せかおあうせかか たちそのしそか. っちさそ, 
つ ますそちそす け たちけつとはけす かすと そつてちそとすけかす あうてそち そたけつふうあかて てか つそいふてけみ, 
とねあつてせけさそす さそてそちふに かすと おそうかしそつへ いふてへ. 『あいそてあみ う 〈¨╉か け くあえちあせけ-
ぬかこ, あ てあさきか たそたあう う 1985 えそおと う «つうみてあみ つうみてふに» — あたたあちあて を[ [》』』, 
あうてそち せか たかちかつてあうあし とおけうしみてへつみ ぬあちけうのけす つちかおけ «せかいそきけてかしかこ» せちあ-
うあす け そいふねあみす. ╈しあうせふす, そおせあさそ, いふしそ てそ, ねてそ おあきか せあ つあすそす うふつそ-
さそす とちそうせか つけつてかすあ たちけせみてけみ ちかのかせけこ いふしあ つそうつかす せか ほななかさてけうせあ. 
¨くとねかせけか «くあたけつそさ そねかうけおぬあ» すそきかて いふてへ ちかさそすかせおそうあせそ さあきおそすと, 
さてそ せそつてあしへえけちとかて たそ つそうかてつさそすと たちそのしそすと, あ てあさきか てかす, さてそ つかえそおせみ 
つてちかすけてつみ うつか せあのけ いかおふ, うさしまねあみ ちあつたあお 』』』『, つうあしけてへ せあ うせかのせけか 
つけしふ, さあさ いふ くあいふうあみ そ えしといそさそす さちけくけつか, う さそてそちそす せあにそおけしあつへ つてちあせあ 
さ さそせぬと つそうかてつさそえそ たかちけそおあ.

* ′うかちかうあ 【.╇. ╇そつたそすけせあせけみ そ いとおとはかす? // ╇しあつてへ. 2008. づ 10.



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

402

╇ つうそかこ ちあいそてか あうてそち とおかしみかて そつそいそか うせけすあせけか そたちそうかちきかせけま せかさそ-
てそちふに すけなそう そ ちそしけ 『そつつけけ う すけちか け そい そてせそのかせけけ さ せかこ おちとえけに つてちあせ 
け せあちそおそう. 《おけせ けく せけに — そ てちあおけぬけそせせそこ うちあきおかいせそつてけ つそうちかすかせせそこ 
╊うちそたふ さ 『そつつけけ. 〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ てそねさそこ くちかせけみ ╆あきあせそうあ, たそ 
さそてそちそこ «うかくおか けおかて さそせさとちかせてせあみ いそちへいあ, け かつしけ すふ たちそけえちふうあかす う せかこ, 
てそ ほてそ せか たそうそお おしみ つすかちてかしへせそこ そいけおふ, あ つけえせあし さ てそすと, ねてそいふ しとねのか 
ちあいそてあてへ». 《ぬかせけうあみ たちそぬかつつ ちあつのけちかせけみ 〉╅【《 さあさ せかうふえそおせふこ おしみ 
『そつつけけ, あうてそち うすかつてか つ てかす そてすかねあかて, ねてそ «ほてそ かはか せか さあてあつてちそなあ, けく-くあ 
さそてそちそこ つしかおとかて いちそつあてへつみ う そすとて せそうそこ にそしそおせそこ うそこせふ». 』しとねけつへ 
てあさそか, くせあねけて, たちそはあこ, ちかなそちすふ け のあせつふ せあ つそくおあせけか せそちすあしへせそこ 
ほさそせそすけさけ け くあきけてそねせそこ きけくせけ おしみ ちそつつけみせ. ╆とおかて たそつてあうしかせ さちかつて せあ 
おかすそさちあてけけ さあさ せあ «てちそみせつさそす さそせか» ′あたあおあ. ╈そちあくおそ ちあくとすせかか け しそえけね-
せかか, せか おちあすあてけくけちとみ つけてとあぬけま, つそつちかおそてそねけてへつみ せあ ちかのかせけけ うせとてちかせ-
せけに たちそいしかす. «╊つしけ すふ おそいへかすつみ とつたかにそう う つそぬけあしへせそす け ほさそせそすけねかつさそす 
ちあくうけてけけ, てそえおあ せけさあさあみ すかきぬけうけしけくあぬけそせせあみ せかつそうすかつてけすそつてへ, せけさあ-
さけか つてちあにけ たかちかお せあのかこ すそはへま け せけさあさあみ さそせさとちかせぬけみ せか たそすかのあまて 
『そつつけけ いふてへ きかしあせせふす たあちてせかちそす さあさ せあ ′あたあおか, てあさ け せあ ╇そつてそさか», — 
たそおねかちさけうあかて ╆あきあせそう.

[せけえあ せあたけつあせあ ねかしそうかさそす, たそつうみてけうのけす つうそま きけくせへ つしときかせけま 
《てねけくせか, えしといそさそ たかちかきけうあまはけす うつか たちそけつにそおみはかか う つてちあせか, ちあくすふの-
しみまはけす そ かか たちそいしかすあに さそせつてちとさてけうせそ け たちそなかつつけそせあしへせそ. ｠そてみ あうてそち 
たそおあかて かか さあさ しけねせふか うそつたそすけせあせけみ そ つうそかす きけくせかせせそす たとてけ, たちかお-
つてあうしみかてつみ, ねてそ くせあねかせけか ほてそこ ちあいそてふ うふにそおけて おあしかさそ くあ ちあすさけ そいふねせふに 
すかすとあちそう, — うふうそおふ け とすそくあさしまねかせけみ, さ さそてそちふす あうてそち たそおうそおけて ねけてあ-
てかしみ, けすかまて いそしへのそか くせあねかせけか つ てそねさけ くちかせけみ おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ 
『そつつけけ.

〉ちあうふ せかいそきけてかしかこ*

′うかちかうあ 【.╇.

[せけえと たちそちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉あ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ 
(ち. 1946) すそきせそ ちかさそすかせおそうあてへ さあきおそすと, さてそ せそつてあしへえけちとかて たそ つそうかて-
つさそすと たちそのしそすと けしけ つてちかすけてつみ うつか せあのけ いかおふ, うさしまねあみ ちあつたあお 』』』『, 
つうあしけてへ せあ うせかのせけか つけしふ. 》そたあう せあ ちあいそてと う «つうみてあみ つうみてふに», あたたあちあて 
を[ [》』』, あうてそち せか たかちかつてあうあし とおけうしみてへつみ せか ほななかさてけうせそつてけ つけつてかすふ 
とたちあうしかせけみ う 』』』『, あ ぬあちけうのけす つちかおけ つそうかてつさけに «せかいそきけてかしかこ» せちあうあす 
け そいふねあみす. ぁけてあみ かえそ うそつたそすけせあせけみ, そてねかてしけうそ たちかおつてあうしみかのへ, さあさそこ 
うちかお すそきかて せあせかつてけ せかたちそくちあねせそつてへ すかにあせけくすあ たちけせみてけみ うあきせかこのけに 

* ′うかちかうあ 【.╇. 〉ちあうふ せかいそきけてかしかこ // 〉╈-Ex Libris. 2008. 7 あうえ. 』. 5.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

たそしけてけねかつさけに ちかのかせけこ う とつしそうけみに そてつとてつてうけみ そいはかつてうかせせそえそ さそせてちそしみ. 
′せあねけてかしへせそか うせけすあせけか とおかしかせそ てあさきか そたちそうかちきかせけま すせそえそねけつしかせせふに 
すけなそう そ ちそしけ 『そつつけけ う すけちか け そい そてせそのかせけけ さ せかこ おちとえけに つてちあせ け せあちそ-
おそう. 》そ すせかせけま ╆あきあせそうあ, «うかくおか けおかて さそせさとちかせてせあみ いそちへいあ, け かつしけ すふ 
たちそけえちふうあかす う せかこ, てそ ほてそ せか たそうそお おしみ つすかちてかしへせそこ そいけおふ, あ つけえせあし 
さ てそすと, ねてそいふ しとねのか ちあいそてあてへ». 〉あけいそしかか けせてかちかつせふ ちあくおかしふ させけえけ, 
たそつうみはかせせふか くあちといかきせふす たそかくおさあす あうてそちあ. ╆あきあせそう つかちへかくせそ け えしといそさそ 
あせあしけくけちとかて たちけねけせふ たそてちみつあまはけに うそそいちあきかせけか とつたかにそう 』けせえあたとちあ. 
》ちけねかす そせ たそしせそつてへま たそえちときあかて ねけてあてかしみ う ほさくそてけねかつさとま あてすそつなかちと 
ほてそこ つてちあせふ. 》そすけすそ つうそかこ うそしけ ねけてあてかしへ うおちとえ せあねけせあかて ねとうつてうそうあてへ 
あちそすあてふ てちそたけねかつさけに ちあつてかせけこ け そはとはあかて つかいみ せか たちそつてそ つうけおかてかしかす, 
せそ せかたそつちかおつてうかせせふす とねあつてせけさそす てあけせつてうかせせふに うそつてそねせふに ぬかちかすそせけこ. 
』ちかおけ せけに, せあたちけすかち, つてあちけせせふこ ちけてとあし きかちてうそたちけせそのかせけみ すそちつさけす 
おきけせせあす, さ さそてそちそすと たちけいかえあしけ つけせえあたとちつさけか ちふいあさけ う せあおかきおか せあ 
とおあねせふこ としそう. 〉か すかせかか とうしかさあてかしへせそ ちあつつさあくふうあかてつみ そい としけねせふに さそしおと-
せあに, つちかおけ さそてそちふに «すそきせそ いふしそ うつてちかてけてへ なけくけそせそすけつてそう, あつてちそしそえそう, 
にけちそすあせてそう, えあおあてかしかこ たそ さあちてあす, たそ おうけきかせけみす うかさ, いけかせけま つかちおぬあ, 
ちそおけせさあす せあ しけぬか, ちあくすかちあす さそつてかこ, くといあす», け そ すせそえけに おちとえけに そいふねあみに 
け てちあおけぬけみに つてちあせ, えおか かすと おそうかしそつへ たそいふうあてへ.

ぁかしそうかさ そてそうつまおと*

¨うあせそう ╅.

′あつてそこ — うちかすみ うかつかしそか. ╇そ うつみさそす つしとねあか, てあさそか うたかねあてしかせけか つさしあ-
おふうあかてつみ うそ うちかすみ ねてかせけみ ほてそこ あうてそいけそえちあなけねかつさそこ させけえけ けくうかつて-
せそえそ ちそつつけこつさそえそ さけてあけつてあ, たちそちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 
〈¨╉ 『そつつけけ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ. ╉あきか かえそ とねかいあ う 〈╈¨〈《 けくそいけしそうあしあ 
ほたけくそおあすけ, うふくふうあまはけすけ としふいさと. ｠そてみ, さそせかねせそ, あうてそちと «╇そつてそねせそえそ 
ほさつたちかつつあ...» け かえそ そおせそさあのせけさあす いふしそ せか おそ つすかにあ, さそえおあ せあ てそうあちそ-
うかおかせけけ せあ なあさとしへてかてか すかきおとせあちそおせふに ほさそせそすけねかつさけに そてせそのかせけこ けに 
くあつてあうしみしけ とねけてへ そたちかおかしかせけみ てけたあ «』てとし — ほてそ たちけつたそつそいしかせけか おしみ 
つけおかせけみ», そてしけねあてへ いあててけせつふ け おけしへつふ そて ほせおつそう け たちそねけに たけしそすあてか-
ちけあしそう け くあたそすけせあてへ せあけくとつてへ せそちすふ さそせてちそしへせふに たちそうかちそさ おしみ たちそ-
うかちさけ さあしけこせそこ つそしけ けしけ ねとえとせあ. ╇かつかしけしけ, さあさ そいふねせそ, たちかたそおあうあてかしけ 
うそかせせそこ さあなかおちふ, てちかいそうあうのけか たちけ つてちかしへいか しかきあ «せあたちあうけてへ くあおせけぬと 
うたかちかお», け すけしそつかちおせそ そてすかせみうのけか すあちの-いちそつそさ せあ 》あちけき. ╆あきあせそうと 
うそそいはか うかくしそ せあ けせてかちかつせふに しまおかこ. 【あすあおそこ せあ かえそ つうあおへいか, せあたちけすかち, 
いふし くせあすかせけてふこ 〈けにつてかた — くあうかおとまはけこ そておかしそす ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ 

* ¨うあせそう ╅. ぁかしそうかさ そてそうつまおと // ゅにそ たしあせかてふ. 2010. づ 22—23. ¨ませへ. 』. 49.
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〈¨╉ 』』』『 〈けにあけし 』てかたあせそうけね [あたけぬあ, そちえあせけくそうあうのけこ にそちそうそお けく 
えそつてかこ け ちあつたかうあうのけこ ねあつてとのさけ そ 〈あそ をくほおとせか け にとせうほこいけせあに.

《ておかしへせふす たちけさしまねかせけかす つてあしあ つてあきけちそうさあ う 』けせえあたとちか, えおか 
う そてつとてつてうけか せそちすあしへせふに そてせそのかせけこ つ [けてあかす つそうかてつさけか つてとおかせてふ 
つそうかちのかせつてうそうあしけ さけてあこつさけこ みくふさ, おかしみ さそすせあてと う そいはかきけてけけ つ みはか-
ちけぬあすけ, さちふしあてふすけ てあちあさあせあすけ け てちかにえそしそうふすけ きとさあすけ. ′あ たそしてそちあ 
えそおあ, たちそうかおかせせふに う «いあせあせそうそ-しけすそせせそす», あうてそち そつうそけし せかつさそしへさそ おけあ-
しかさてそう さけてあこつさそえそ, うふみつせけし, ねてそ あすかちけさあせつさけか つてとおかせてふ, そねかせへ おちときか-
しまいせそ そてせそつけうのけかつみ さ つそうかてつさけす «さそししかえあす», «つてとねあしけ» おちとえ せあ おちとえあ 
う たそつそしへつてうそ, おそつさそせあしへせそ けくとねけし てそせさそつてけ ちあいそてふ てあさつけつてそう-«たけちあてそう» 
け せあとねけしつみ そいはあてへつみ つ たそちてそうふすけ てそちえそうぬあすけ, ちうとはけすけつみ うふたそしせけてへ 
しまいそこ くあさあく, おあきか ちあくおそいふてへ えそてそうとま さ たしあうあせけま たそおうそおせとま しそおさと. 
》そつしか 』けせえあたとちあ いふし 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. ╈あくそせ と おそすあ, う さそてそちそす つせみしあ 
さうあちてけちと ねかてあ ╆あきあせそうふに, たそおつてちけえあし つてあちけさ-さけてあかぬ う といそえそす そおかみせけけ, 
くあ せかつさそしへさそ しかて おそ てそえそ たちけかにあうのけこ う 』ぃ╅ つ 【あこうあせみ. 』かちおそいそしへせふこ 
つそうかてつさけこ さそせつとし たそおあちけし つてあちけさと のそさそしあおさと け のさあてとしさと. ╅ ねかちかく 
せかつさそしへさそ おせかこ そせ とくせあし, ねてそ つてあちけねそさ みうしみかてつみ うしあおかしへぬかす ほてそえそ け かはか 
せかつさそしへさけに おそにそおせふに おそすそう, のけさあちせそこ うけししふ せあ そいちふうけつてそす いかちかえと 
そさかあせあ, おうとにほてあきせそこ みにてふ け つあにあちせそこ たしあせてあぬけけ せあ ╈あうあこつさけに そつてちそうあに. 
》そけつてけせか, ねとおかせ すけち, せあつ そさちときあまはけこ.

╇そつたそすけせあせけみ そ いとおとはかす?*

]け ╇.‒.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち,

くあつしときかせせふこ おかみてかしへ せあとさけ 『そつつけけ

『あいそてあ, たちかおしそきかせせあみ せあ つとお ねけてあてかしみ うけおせふす ちそつつけこつさけす とねかせふす, 
つたかぬけあしけつてそす う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ ╊.》. ╆あきあせそうふす, 
うふにそおけて おあしかさそ くあ ちあすさけ そいふねせふに すかすとあちそう. ╇ふうそおふ け とすそくあさしまねかせけみ, 
さ さそてそちふす あうてそち たそおうそおけて ねけてあてかしみ, けすかまて くせあねかせけか せか てそしへさそ さあさ しけね-
せふか うそつたそすけせあせけみ あうてそちあ そ つうそかす きけくせかせせそす たとてけ, せそ け たちかおつてあうしみまて 
けせてかちかつ つ てそねさけ くちかせけみ おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ 『そつつけけ.

╇つか すふ — «ちそおそす けく たちそのしそえそ». 』 そおせそこ つてそちそせふ, ほてそ そくせあねあかて, 
ねてそ せあのけ てちあおけぬけけ, たちけうふねさけ, そつそいかせせそつてけ せあぬけそせあしへせそえそ すかせてあしけ-
てかてあ せかけくいかきせそ うしけみまて せあ せあつてそみはかか け いとおとはかか. ¨すかせせそ てあす, う せあのかこ 
けつてそちけけ — さそちせけ たそいかお け おそつてけきかせけこ. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, けく たちそのしそえそ 
たちそちあつてあまて う つかえそおせみのせけこ おかせへ, あ くせあねけて, け う «つうかてしそか くあうてちあ» たちそ-
いしかすふ け たそちそさけ. 』 せけすけ せかそいにそおけすそ たそつてかたかせせそ ちあつつてあうあてへつみ — てそしへさそ 

* ]け ╇.‒. ╇そつたそすけせあせけみ そ いとおとはかす? // 》ちあうそ け たそしけてけさあ. 2008. づ 10 (106). 』. 2568—2571.
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てあさ うそくすそきせそ たとつてへ すかおしかせせそか, せそ せかとさしそせせそか たちそおうけきかせけか うたかちかお. 
》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ う せあのかす そいはかつてうか ほてあ いあせあしへせあみ けつてけせあ せか うたそしせか 
そつそくせあせあ. ╉けつさとつつけみ そい けつてそちけけ せあのかこ つてちあせふ け — さあさ かか たちそおそしきか-
せけか — そ たとてみに かか おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ け ちかなそちすけちそうあせけみ, せあねあうのあみつみ 
う ちあくいときかせせそす そて てそてあしけてあちせそえそ つせあ 』』』『, たそつてかたかせせそ いふしあ つうかちせとてあ, 
てあさ け せか くあにうあてけう たそ-せあつてそみはかすと しまおかこ. ╅おかさうあてせふか そぬかせさけ たちそこおかせ-
せそえそ たとてけ, かつしけ け たちそくうとねあしけ, てそ そねかせへ てけにそ, せか いふしけ たそしそきかせふ う そつせそうと 
おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ け, たそ つとてけ, せか つてあしけ おそつてそみせけかす うつかえそ そいはかつてうあ. 
╅ けすかせせそ そて てそえそ, せあつさそしへさそ えしといそさあ う そいはかつてうか たそおおかちきさあ ちかなそちす, 
くあうけつけて けに とつたかに. 〈ふ きか たそ-たちかきせかすと たしそにそ たそせけすあかす, ねてそ てあさそか 
ちふせそねせあみ ほさそせそすけさあ, おかすそさちあてけみ け たちあうあ ねかしそうかさあ, あ うすかつてそ たそせみてけみ 
«つけしあ くあさそせあ» きけうかす たそ «くあさそせと つけしふ». 〈ふ うせそうへ け うせそうへ つさあてふうあかすつみ 
う たちそのしそか, そたけちあみつへ せあ たちけうふねせふか くあさそつてかせかしふか なそちすふ とたちあうしかせけみ 
け そいはかせけみ つ うせかのせけす すけちそす, たふてあみつへ ちかのあてへ くあおあねけ «さそすたへまてかちせそえそ» 
XXI うかさあ つ たそすそはへま «たちそつてそこ しそえあちけなすけねかつさそこ しけせかこさけ». 『あいそてあ ╆あきあ-
せそうあ たそくうそしみかて ねけてあてかしま たちけつてあしへせそ うえしみおかてへつみ う つうそま けつてそちけま, たちあ-
うけしへせそ そぬかせけてへ とつたかにけ け, うすかつてか つ てかす, うふおかしけてへ せかおそつてあてさけ おしみ てそえそ, 
ねてそいふ せか てあはけてへ けに つ つそいそこ う せそうとま ちかあしへせそつてへ, «せか せあつてとたあてへ せあ そおせけ 
け てか きか えちあいしけ». [せけえあ せあたけつあせあ ねかしそうかさそす, えしといそさそ たかちかきけうあまはけす うつか 
たちそけつにそおみはかか う つてちあせか, たそつうみてけうのけす つうそま きけくせへ つしときかせけま 《てねけくせか.

』かえそおせみ すせそえけか, そつそいかせせそ たちかおつてあうけてかしけ つちかおせかえそ け つてあちのかえそ たそさそ-
しかせけみ, うつたそすけせあまて そい 』』』『 つ せそつてあしへえけかこ, けおかあしけくけちとまて かえそ, おかつさあてへ, 
うそて てそえおあ うつか いふしそ たちあうけしへせそ け つたちあうかおしけうそ, たそ つそうかつてけ, せか てそ, ねてそ 
つかえそおせみ. 》そおそいせあみ けおかあしけくあぬけみ うたそしせか そいひみつせけすあ — せかちかおさそ うつか たちそ-
けつにそおけうのかか つ ねかしそうかさそす う ませそつてけ たそおかちせとてそ ちそすあせてけねかつさそこ おふすさそこ. 
《おせあさそ おしみ たちあうけしへせそこ そぬかせさけ せかそいにそおけす てちかくうふこ うくえしみお, つうそいそおせふこ 
そて ほすそぬけそせあしへせそこ そさちあつさけ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ けくとねかせけか «つうけおかてかしへつてう 
そねかうけおぬあ» すそきかて いふてへ ちかさそすかせおそうあせそ さあきおそすと, さてそ せそつてあしへえけちとかて たそ 
«つうかてしそすと» つそうかてつさそすと たちそのしそすと け すかねてあかて そ うそくうちあはかせけけ てそこ «くあすかねあ-
てかしへせそこ ほたそにけ», さそえおあ とくさけこ さちとえ «たそつうみはかせせふに» うそ えしあうか つ そねかちかおせふす 
«うかしけさけす け ときあつせふす» ちとさそうそおけし せあのかこ そえちそすせそこ つてちあせそこ. 》そしかくせそ 
そくせあさそすけてへつみ つ ちあいそてそこ ╆あきあせそうあ け てかす, さてそ つかえそおせみ つてちかすけてつみ うつか せあのけ 
いかおふ, うさしまねあみ ちあつたあお 』』』『, つうあしけてへ せあ うせかのせけか つけしふ, くあすあしねけうあみ 
け さあすとなしけちとみ えしといそさけこ さちけくけつ, う さそてそちそす せあにそおけしそつへ せあのか そいはかつてうそ 
さ さそせぬと つそうかてつさそえそ たかちけそおあ.

《つそいかせせそつてけ たちそなかつつけそせあしへせそこ さあちへかちふ ╆あきあせそうあ たそくうそしけしけ かすと 
たそおちそいせそ け うそ うつかに てそせさそつてみに そくせあさそすけてへつみ つ てかす, さあさ う たそくおせかつそうかてつさそか 
うちかすみ なとせさぬけそせけちそうあしあ たあちてけこせそ-たちあうけてかしへつてうかせせあみ つけつてかすあ. 》そしと-
ねけう そいちあくそうあせけか う えしあうせそこ «さとくせけぬか おけたしそすあてけねかつさけに さあおちそう» 〈╈¨〈《, 
そせ いふし たちけせみて せあ つしときいと つせあねあしあ う 〈¨╉ 』』』『, たそてそす せあたちあうしかせ せあ 
ちあいそてと う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, あ たそくきか — う 1985 えそおと — う «つうみてあみ つうみてふに», 
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あたたあちあて を[ [》』』. 』 ますそちそす, けつたそしへくとみ さそせさちかてせふか たちけすかちふ, あうてそち 
たそおうそおけて ねけてあてかしみ さ うふうそおと そ てそす, ねてそ つけつてかすあ うふちあいそてさけ け ちかあしけくあぬけけ 
ちかのかせけこ おあきか せあ うふつのかす とちそうせか いふしあ さちあこせか せかほななかさてけうせあ. 【あさ, う を[ 
いそしへのけせつてうそ ちとさそうそおけてかしかこ たちそつてそ せか すそえしけ たかちかうあちけてへ うつま たそつてとたあう-
のとま そいひかすせとま けせなそちすあぬけま け つそつてあうけてへ たちあうけしへせとま てそねさと くちかせけみ. 
¨すかせせそ あたたあちあて おそしきかせ いふし いふ たそすそねへ かか つなそちすけちそうあてへ. 〉そ そせ いふし 
つうみくあせ せかえしあつせふすけ たちあうけしあすけ, たそ さそてそちふす «けつたそしせけてかしま せか せあおそ いふしそ 
とすせけねあてへ». 〉あ ちあいそねけに つそうかはあせけみに たちかおたけつふうあしそつへ うふつさあくふうあてへ せか 
つうそま そぬかせさと, あ てそしへさそ てと てそねさと くちかせけみ, さそてそちとま にそねかて とつしふのあてへ うふのか-
つてそみはかか せあねあしへつてうそ (つ. 294—295). 》ちけ ほてそす け つとはかつてうそうあうのあみ さあおちそうあみ 
たそしけてけさあ せか つたそつそいつてうそうあしあ そていそちと しとねのけに. «ぁあつてそ かおけせつてうかせせふす さちけ-
てかちけかす うふおうけきかせけみ いふしあ しけねせあみ たちかおあせせそつてへ いそつつと. ]まいふか おちとえけか 
さあねかつてうあ, てあしあせてふ, せあうふさけ う ちあつねかて せか たちけせけすあしけつへ» (つ. 296). ╇ ちかくとしへ-
てあてか つそてちとおせけさ そておかしあ くあえちあせさあおちそう を[ [》』』 すそえ たしそにそ たちかおつてあうしみてへ 
つかいか そいつてあせそうさと う さとちけちとかすふに けす つてちあせあに (つ. 38). 〉か すかせかか みちさそ う させけえか 
ちあつつさあくふうあかてつみ そ たそさあくとにか, さ さそてそちそこ のけちそさそ たちけいかえあしけ たちかおつてあうけてかしけ 
うつかに ほのかしそせそう うしあつてけ, うさしまねあみ つあすふか うふつのけか. 〉あたちけすかち, さあさ け うつか 
そつてあしへせふか つそうかてつさけか しまおけ, ╆あきあせそう «とねあつてうそうあし う そいつときおかせけけ» そたとつそう 
].¨. ╆ちかきせかうあ, さそてそちふか てあさ きか, さあさ け いそしへのけせつてうそ とねあつてせけさそう ほてけに 
おけつさとつつけこ, せか ねけてあし. 《せ け せか すそえ ほてそえそ つおかしあてへ, てあさ さあさ をかせてち たそたちそつてと 
せか たちけつしあし う つそうかてつさそか さそせつとしへつてうそ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ ほてけ たちそけくうかおかせけみ 
(つ. 168). [そつせそつてへ け せかうかきかつてうそ たちけさちふうあしけつへ あてすそつなかちそこ つさちふてせそつてけ, 
あ てあさきか つ たそすそはへま おかすそせつてちあぬけけ «さちけつてあしへせそこ たあちてけこせそこ ねけつてそてふ»: 
う を[, せあたちけすかち, う すそおか いふしそ ねてかせけか たちそけくうかおかせけこ ]かせけせあ せあ うけおと 
と うつかに つ さあちあせおあのそす う ちとさあに せあ なそせか いまつてあ け たそちてちかてあ «たかちうそえそ ちとさそうそ-
おけてかしみ つそうかてつさそえそ えそつとおあちつてうあ» (つ. 284).

╇つか ほてそ ちかくさそ つせけきあしそ うかちそみてせそつてへ たちけせみてけみ うふつのけすけ そちえあせあすけ うしあ-
つてけ たちあうけしへせふに ちかのかせけこ, ちとさそうそおみはけか とさあくあせけみ せかちかおさそ せそつけしけ たちそ-
てけうそちかねけうふこ にあちあさてかち. 〈かきおと てかす けすかせせそ «たそつてあせそうしかせけみ を[ うふたそし-
せみしけ うあきせとま なとせさぬけま — そせけ いふしけ けつてそねせけさそす つそうかてつさそえそ たちあうあ». 
╇ とつしそうけみに きかつてさそこ さそすあせおせそ-あおすけせけつてちあてけうせそこ つけつてかすふ, うせか おかすそ-
さちあてけねかつさそえそ さそせてちそしみ けすかせせそ そて ほてけに ちかのかせけこ くあうけつかしあ きけくせへ うつかこ 
そえちそすせそこ つてちあせふ, せあねけせかせせそこ つあすふす つそうちかすかせせふす そちときけかす, うさしまねあみ 
そちときけか すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ. ぁけてあみ うそつたそすけせあせけみ ╆あきあせそうあ, そてねかて-
しけうそ たそせけすあかのへ, ねてそ くあさちふてそつてへ たちけせみてけみ うあきせかこのけに たそしけてけねかつさけに 
ちかのかせけこ う とつしそうけみに そてつとてつてうけみ そいはかつてうかせせそえそ さそせてちそしみ け つといひかさてけう-
せそこ せかさそすたかてかせてせそつてけ すそきかて せあせかつてけ そえちそすせふこ うちかお えそつとおあちつてうかせせふす 
けせてかちかつあす.

『あいそてあみ う を[ [》』』, あうてそち せか たかちかつてあうあし とおけうしみてへつみ せちあうあす け そいふ-
ねあみす, ぬあちけうのけす せあ «《しけすたか». 【あさ, うそ うちかすみ たそかくおそさ う 』そかおけせかせせふか 
ぃてあてふ すせそえけか たあちてけこせふか いそつつふ, うさしまねあみ せかさそてそちふに ねしかせそう 》そしけて-
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いまちそ, つねけてあしけ うそくすそきせふす たそしとねあてへ しけねせふか おそちそえけか たそおあちさけ け たそお-
せそのかせけみ そて えちあきおあせ 』ぃ╅ — そつせそうせそえそ たそてかせぬけあしへせそえそ たちそてけうせけさあ 
』』』『. ╋けうそ, せあ さそせさちかてせふに たちけすかちあに ╆あきあせそう ちけつとかて せあす さあちてけせと 
ぬほさそうつさけに いとおせかこ. [あさ け う さあきおそこ そちえあせけくあぬけけ, てあす つとはかつてうそうあし せかえしあつ-
せふこ さそおかさつ たそうかおかせけみ — «くあたそうかおけ あたたあちあてねけさあ». 〉かさそてそちふか たちあうけしあ 
そつそいそ うたかねあてしみまて. 【あさ, せか けつさしまねかせけかす, あ せそちすそこ いふし «うふつそさけこ とちそ-
うかせへ うせとてちけたあちてけこせそえそ にあすつてうあ». 》ちけねかす, かつしけ せあねあしへせけさ くおそちそうあしつみ 
つ たそおねけせかせせふすけ, さあさ たちあうけしそ, ほてそ うそつたちけせけすあしそつへ つ せかさそてそちふす せかおそと-
すかせけかす け せかおそうかちけかす. ¨, せあそいそちそて, かつしけ たそさちけさけうあし, とうあきあしけ さあさ つけしへ-
せとま しけねせそつてへ. 〉かさそてそちふか ちとさそうそおけてかしけ つねけてあしけ うそくすそきせふす, くあいふうあみ 
なあすけしけけ たそおねけせかせせふに, たそおくふうあてへ けに つうけつてそす (つ. 304).

』たちあうかおしけうそつてけ ちあおけ, せかそいにそおけすそ そてすかてけてへ, ねてそ さあちてけせあ, さそてそちとま 
ちけつとかて ╆あきあせそう, せか つてそしへ すちあねせあ け そおせそちそおせあ. 〉あ かえそ たちそなかつつけそせあしへ-
せそす け きけくせかせせそす たとてけ うつてちかねあしけつへ つあすふか ちあくせふか しまおけ, う てそす ねけつしか け てか, 
さてそ せか いそみしつみ すふつしけてへ つあすそつてそみてかしへせそ け う てそこ けしけ けせそこ なそちすか たちそみうしみし 
つうそま せかそちおけせあちせそつてへ. ゅてそ け みちさけこ, てあしあせてしけうふこ 〈けにつてかた — 〈けにあけし 
』てかたあせそうけね [あたけぬあ, うふたあおあうのけこ, せかちかおさそ, うけおけすそ, おあきか たそすけすそ つうそかこ 
うそしけ, あ たちそつてそ う つけしと そつそいかせせそつてかこ つうそかこ しけねせそつてけ, けく おとのせそこ, くあつてそこ-
せそこ あてすそつなかちふ てかに しかて. ゅてそ け たちそなかつつそち 〈╈¨〈《 — なけしそつそな ╊ちすそ-
しかせさそ, «そつすかしけうのけこつみ» にうあしけてへ くあたあおせふに なけしそつそなそう てそえおあ, さそえおあ おあきか 
たちそつてそか けに とたそすけせあせけか う とねかいせけさあに おそしきせそ いふしそ せかけくすかせせそ つそたちそうそ-
きおあてへつみ きかつてさそこ さちけてけさそこ (つ. 32). ゅてそ け うふつそさそたそつてあうしかせせふこ つそてちとおせけさ 
╈そつたしあせあ 〈とせてみせ, さそてそちふこ う ちあくえあち くあつてそこせそこ ほたそにけ そてさちふてそ ちあつつさあくふ-
うあし そ ちかあしへせそす つそつてそみせけけ せあのかこ ほさそせそすけさけ け «う たとに け たちあに ちあくおそしいあし 
うつか おそつてけきかせけみ つそうかてつさそこ うしあつてけ» (つ. 172). ゅてそ — すせそえけか おちとえけか, うふおか-
しみうのけかつみ つちかおけ たちかおつてあうけてかしかこ つそうかてつさそこ ほしけてふ てそえそ うちかすかせけ け, てかす 
せか すかせかか, せか そたちかおかしみうのけか かか しけぬあ.

[そせかねせそ, うつかす う てそこ けしけ けせそこ すかちか たちけつとはけ せかおそつてあてさけ け つしあ-
いそつてけ. 《おせあさそ たちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ, そさあくふうあみつへ せあ うかちにせけに つてとたかせみに 
うしあつてけ, たそしけてけさけ たかちかつてあまて たちけせあおしかきあてへ つあすけす つかいか. 》ちかてかせおとみ せあ 
しけおけちとまはとま ちそしへ, そせけ う そたちかおかしかせせそこ つてかたかせけ たちけくうあせふ いふてへ そいちあく-
ぬそす おしみ たそおちあきあせけみ, たちけすかちそす おしみ えちあきおあせ, おそうかちけうのけに けす うふつそさけか 
たそつてふ け, ねてそ つあすそか うあきせそか, たちそみうしみてへ そてうかてつてうかせせそつてへ け さそすたかてかせてせそつてへ 
う ちとさそうそおつてうか たそちとねかせせふす けす おかしそす. ╇ おかすそさちあてけねかつさけに つてちあせあに ほてそ 
おそつてけえあかてつみ つ たそすそはへま つけつてかすふ つおかちきかさ け たちそてけうそうかつそう, ちあくおかしかせけみ 
たそしせそすそねけこ すかきおと うかてうみすけ うしあつてけ, さそせてちそしみ せあお せけすけ つそ つてそちそせふ 
つちかおつてう すあつつそうそこ けせなそちすあぬけけ. ╇ [けてあか くあつしそせそす せあ たとてけ せかえあてけうせふに 
たちそみうしかせけこ う うふつのけに ほのかしそせあに うしあつてけ う せかさそてそちそこ つてかたかせけ つしときけて 
うしけみまはあみ せあ そいはかつてうそ いそしかか おうとに てふつみねかしかてけこ さそせなとぬけあせつさあみ ほてけさあ: 
つけつてかすあ «うくあけすせそこ そてうかてつてうかせせそつてけ» うかちにそう け せけくそう たそおちあくとすかうあかて, 
ねてそ たちあうけてかしけ おそいちそつそうかつてせそ ちとさそうそおみて つうそけすけ たそおおあせせふすけ, さそてそちふか, 
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う つうそま そねかちかおへ, そいみくあせふ そてうかてつてうかせせそ そてせそつけてへつみ さ うふたそしせかせけま たちけ-
さあくあせけこ つうふのか. ╇ 』』』『 せか いふしそ せけ おかすそさちあてけけ, せけ さそせなとぬけあせつてうあ — 
てそしへさそ すあちさつけつてつさそ-しかせけせつさあみ けおかそしそえけみ け つてちあに, さそてそちふか う たそくおせか-
つそうかてつさそか うちかすみ, さ つねあつてへま, ときか うそ すせそえそす たちかうちあてけしけつへ う «おそつてそみせけか 
けつてそちけけ». 〉か う ほてそす しけ さちそかてつみ そおせあ けく たちけねけせ ちあつたあおあ 』』』『, ちあくうけてけか 
さそてそちそえそ ぬかしけさそす け たそしせそつてへま くあうけつかしそ そて あうてそちけてあちせふに, け, さあさ たそさあ-
くふうあかて させけえあ, せかちかおさそ せかさそすたかてかせてせふに け せかさうあしけなけぬけちそうあせせふに ちかのか-
せけこ, たちけせけすあかすふに とくさけす さちとえそす しけぬ?

]とねのか たそせみてへ たちけねけせふ ちあくうあしあ 』』』『 け さちけくけつあ, う さそてそちそす そさあくあ-
しあつへ う ほてそて たかちけそお せあのあ つてちあせあ, たそすそえあまて け つてちあせけぬふ, たそつうみはかせせふか 
たかちかつてちそこさか. ‒あさてふ け せあいしまおかせけみ, たちけうかおかせせふか せあにそおけうのけすつみ う ぬかせ-
てちか たそしけてけねかつさけに つそいふてけこ ╆あきあせそうふす, たそおてうかちきおあまて すふつしへ そ てそす, ねてそ 
けおかけ たかちかつてちそこさけ たちけきけうあしけつへ たしそにそ. 』 そおせそこ つてそちそせふ, と ちとさそうそおつてうあ 
せか いふしそ ねかてさそこ つてちあてかえけけ ちかなそちすけちそうあせけみ 』』』『 たそつしか そいひみうしかせけみ 
たかちかつてちそこさけ. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, ちかなそちすふ せあてあしさけうあしけつへ せあ つそたちそ-
てけうしかせけか つそ つてそちそせふ たちかおつてあうけてかしかこ ちあくしけねせふに つしそかう そいはかつてうあ. [》』』 
«てあさ け そつてあしあつへ つけしそこ, さそてそちあみ せか たちけかすしかて つとてへ たかちかつてちそこさけ (つそくおあせけか 
たちあうそうそえそ えそつとおあちつてうあ つ ちふせそねせそこ ほさそせそすけさそこ) け, さあさ つしかおつてうけか, てそち-
すそくけて たかちかつてちそかねせふこ たちそぬかつつ» (つ. 542). ╉あきか つちかおけ いしけきあこのかえそ そさちと-
きかせけみ 〈.』. ╈そちいあねかうあ いふしけ しまおけ, せあつてちそかせせふか あせてけおかすそさちあてけねかつさけ, 
け せか けすかうのけか せけねかえそ そいはかえそ つ おかすそさちあてけねかつさけすけ けおかみすけ. 〉か すかせへのかか 
そててそちきかせけか うふくふうあしけ せあねあうのけかつみ けくすかせかせけみ け せあ すかつてあに.

》かちかお すふつしかせせふす うくそちそす ねけてあてかしみ たちそにそおけて ぬかしふこ さあしかこおそつさそた, 
つそつてそみはけこ けく さあちてけせ, みうしかせけこ, そいちあくそう しまおかこ, せあ たかちうふこ うくえしみお, せあたちみ-
すとま おちとえ つ おちとえそす せか つうみくあせせふに. 《おせあさそ たちけ いしけきあこのかす ちあつつすそてちかせけけ 
すかきおと せけすけ つとはかつてうとかて てかつせあみ うくあけすせあみ つうみくへ, さそてそちあみ, う つうそま そねかちかおへ, 
つしときけて たそおてうかちきおかせけかす そつせそうせふに けおかこ あうてそちあ. 》ちけねかす, たそ つうそかすと 
そいふさせそうかせけま, けに そせ たちみすそ たそねてけ せか なそちすとしけちとかて, たちかおしあえあみ ねけてあてかしま 
つあすそつてそみてかしへせそ ちあつつときおあてへ け おかしあてへ うふうそおふ. 【あさ, ちあくおかしふ, たそつうみはかせせふか 
ちあくしけねせふす すかきおとせあちそおせふす たちそいしかすあす, 』けせえあたとちと け [あすいそおきか, いふう-
のかこ ╈╉『, つあすけ たそ つかいか くあつしときけうあまて いそしへのそえそ うせけすあせけみ うつかに, さてそ けくと-
ねあかて つそそてうかてつてうとまはけか つてちあせふ け ちかえけそせふ. 》ちけ ほてそす そせけ うあきせふ け つ てそねさけ 
くちかせけみ えしあうせそこ すふつしけ あうてそちあ: ちふせそねせふか ちかなそちすふ け おかすそさちあてけねかつさあみ 
«たちけうけうさあ» みうしみまてつみ えしあうせそこ たちけねけせそこ とつたかにあ (』けせえあたとちあ), てそえおあ さあさ 
そてさあく そて ほてそえそ たとてけ ([あすいそおきあ), せかたそつしかおそうあてかしへせそつてへ (『そつつけみ), せあそいそ-
ちそて, つたそつそいせふ そていちそつけてへ つてちあせと せあくあお う たちそのしそか. ¨せてかちかつせふ くあちけつそうさけ 
╈╉『, さそてそちとま あうてそち たそつかてけし せかくあおそしえそ おそ うそつつそかおけせかせけみ ╈かちすあせけけ. 【あす 
すそきせそ いふしそ うつてちかてけてへ てか きか みうしかせけみ, ねてそ け う 』そうかてつさそす 』そまくか: «ちそおけ-
すふか たみてせあ» たしあせそうそこ ほさそせそすけさけ — おかなけぬけて, にあすつてうそ け せかあささとちあてせそつてへ 
う つなかちか てそちえそうしけ うつてちかねあしけつへ たそうつかすかつてせそ, け ほてそ — せかつすそてちみ せあ うつかす 
けくうかつてせふか そつそいかせせそつてけ せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ せかすぬかう — あささとちあて-
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

せそつてへ け たかおあせてけくす. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ たそおそいせふか せあいしまおかせけみ たそすそえあまて 
しとねのか たそせみてへ ちそしへ け ちかあしへせそか すかつてそ てあさ せあくふうあかすふに «ぬけうけしけくあぬけそせせふに 
ちあくしけねけこ», くせあねかせけか さそてそちふに すせそえけか つかえそおせみ つさしそせせふ たちかとうかしけねけうあてへ.

╇くえしみおふ あうてそちあ せあ ちあくうけてけか おちとえけに えそつとおあちつてう け せあ すかきおとせあちそおせふか 
そてせそのかせけみ たちかおつてあうしみまて つそいそこ そつそいふこ けせてかちかつ, たちかきおか うつかえそ, たそてそすと 
ねてそ ほてそ — えしあうせあみ け そつせそうせあみ つたかぬけあしけくあぬけみ ╆あきあせそうあ. 》ちけ ほてそす 
そせ おかすそせつてちけちとかて せか てそしへさそ せかくあとちみおせとま ほちとおけぬけま, そつせそうあせせとま せあ 
うしあおかせけけ てかそちかてけねかつさけすけ たちそいしかすあすけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, 
えしといそさそす くせあせけけ けつてそちけけ け てちあおけぬけこ おちとえけに つてちあせ. ╇ふうそおふ ╆あきあせそうあ 
たそおさちかたしみまてつみ つそしけおせふす そたふてそす ちあいそてふ くあ えちあせけぬかこ け くあけせてかちかつそ-
うあせせそえそ そいはかせけみ つ くあちといかきせふすけ おけたしそすあてあすけ, たそしけてけさあすけ け たちそ-
つてふすけ えちあきおあせあすけ う にそおか かえそ すせそえそねけつしかせせふに たとてかのかつてうけこ. ╇ つうそかこ 
ちあいそてか あうてそち とおかしみかて そつそいそか うせけすあせけか そたちそうかちきかせけま せかさそてそちふに すけ-
なそう そ ちそしけ 『そつつけけ う すけちか け そい そてせそのかせけけ さ せかこ おちとえけに つてちあせ け せあ-
ちそおそう, たちけそいちかてあまはけに う たそつしかおせけか えそおふ そつそいとま たそたとしみちせそつてへ つちかおけ 
ちそつつけこつさけに えちあきおあせ. 《おけせ けく せけに — そ てちあおけぬけそせせそこ うちあきおかいせそつてけ 
つそうちかすかせせそこ ╊うちそたふ け 『そつつけけ け そ すせそえそうかさそうそす すかきぬけうけしけくあぬけそせせそす 
たちそてけうそつてそみせけけ ′あたあおあ け 『そつつけけ (つ. 461). ╇ そてうかて せあ ほてそ あうてそち そつそいそ 
たそおねかちさけうあかて, ねてそ たちそてけうそちかねけみ け つそたかちせけねかつてうそ せあ たちそてみきかせけけ うつかこ 
けつてそちけけ ねかしそうかねかつてうあ いふしけ たちけつとはけ つあすふす ちあくせふす つてちあせあす け せあちそ-
おあす, け, う たかちうとま そねかちかおへ, かうちそたかこつさけす. 》ちけねかす ねあはか うつかえそ あえちかつつけみ 
せあねけせあしあつへ せか つ 『そつつけけ — たかちうふすけ きかちてうあすけ つてあせそうけしけつへ «いちあてへみ 
たそ ぬけうけしけくあぬけけ» (つ. 462).

╊はか そおけせ すけな — そ てそす, ねてそ «うつかす たそたかちかさ えそちしあ つてそけて すそはへ 『そつ-
つけけ, そてつまおあ — たそつてそみせせそか つてちかすしかせけか かか たそおそちうあてへ». 〉そ «てそねせそ てあさ きか 
う ╊うちそたか たそいあけうあまてつみ ねちかくすかちせそえそ たそてかせぬけあしあ ╈かちすあせけけ… あすかちけさあせ-
つさそか うかしけねけか ちあくおちあきあかて うつかに かうちそたかこぬかう いかく けつさしまねかせけみ け せか てそしへさそ 
けに». ╇ ╅くけけ そたあつあまてつみ ったそせけけ け たそおせけすあまはかえそつみ [けてあみ. 〉そ せけさてそ けく 
せけに せか うたあおあかて う たあせけさと け せか そはかてけせけうあかてつみ たちそてけう そつてあしへせそえそ すけちあ 
(つ. 463). «『そつつけけ たそちあ とみつせけてへ, — そてすかねあかて ╆あきあせそう, — ねてそ すかきえそつと-
おあちつてうかせせそか つそたかちせけねかつてうそ — かつてかつてうかせせそか け たそつてそみせせそか う そいそくちけすそこ 
たかちつたかさてけうか みうしかせけか くかすせそこ ぬけうけしけくあぬけけ け ほてそ せか たそうそお おしみ たあせけねか-
つさけに うふうそおそう け つあすそといけこつてうかせせふに たそつてとたさそう». 〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ 
つ てそねさそこ くちかせけみ ╆あきあせそうあ, たそ さそてそちそこ «うかくおか けおかて さそせさとちかせてせあみ いそちへいあ, 
け かつしけ すふ たちそけえちふうあかす う せかこ, てそ ほてそ せか たそうそお おしみ つすかちてかしへせそこ そいけおふ, 
あ つけえせあし さ てそすと, ねてそいふ しとねのか ちあいそてあてへ» (つ. 464).

『あつつすあてちけうあみ うそたちそつ そ ちあつのけちかせけけ 』かうかちそあてしあせてけねかつさそえそ あしへみせつあ, 
あうてそち つてちかすけてつみ たそせみてへ, う ねかす たちけねけせふ «あせてけちとつつさそえそ つけせおちそすあ» 
つてちあせ いふうのかえそ «╇そつてそねせそえそ いしそさあ», つてちかすけてかしへせそ たそいかきあうのけに う 〉╅【《. 
》そ つうけおかてかしへつてうと ╆あきあせそうあ, かはか う つそうかてつさけか うちかすかせあ うふつそさそたそつてあうしかせ-
せふか おけたしそすあてけねかつさけか ちあいそてせけさけ すそえしけ たそくうそしけてへ つかいか せかとうあきかせけか, えちと-



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

410

いそつてへ, せあうみくふうあせけか つうそかこ てそねさけ くちかせけみ たそつしあす «いちあてつさけに» ちかつたといしけさ, 
ねてそ せか てそしへさそ そててあしさけうあしそ けに しけねせそ そて 』』』『, せそ け うしけみしそ せあ たそしけてけさと 
ほてけに えそつとおあちつてう (つ. 232). 『あくうけうあみ ほてと すふつしへ あうてそちあ, そてすかてけす, ねてそ をかせてち 
うさしあおふうあし そえちそすせふか つちかおつてうあ う ちあくうけてけか ちかつたといしけさ をかせてちあしへせそこ け ╇そつ-
てそねせそこ ╊うちそたふ, つてちかすみつへ つおかしあてへ けく せけに «うけてちけせと つそぬけあしけくすあ» せあ 
′あたあおか. 《おせあさそ せかとうあきかせけか け せかきかしあせけか つねけてあてへ けに たそしせそぬかせせふすけ 
つあすそつてそみてかしへせふすけ えそつとおあちつてうあすけ たそおちふうあしそ たあちてせかちつさけか つそまくせけねかつさけか 
そてせそのかせけみ. ╇つか ほてそ, せあ なそせか せあちあつてあまはかえそ ほさそせそすけねかつさそえそ そてつてあうあ-
せけみ 』』』『 そて ′あたあおあ, なそちすけちそうあしそ せかえあてけうせそか そてせそのかせけか さ «つてあちのかすと 
いちあてと», うふくふうあしそ ちあくおちあきかせけか け つてちかすしかせけか ついかきあてへ う たちそてけうそたそしそき-
せふこ しあえかちへ. [あさ そてすかねあかて ╆あきあせそう, つかえそおせみ ほてけ せあつてちそかせけみ たそおたけてふうあ-
まてつみ たかちかきけてさあすけ «にそしそおせそこ うそこせふ». ╅うてそち, うつま つうそま きけくせへ せあ おけたしそ-
すあてけねかつさそす たそたちけはか そてつてあけうあうのけこ けせてかちかつふ つうそかこ つてちあせふ, つねけてあかて, ねてそ 
ちあつのけちかせけか 〉╅【《 『そつつけけ せかうふえそおせそ. ╇すかつてか つ てかす そせ そてすかねあかて, ねてそ «ほてそ 
かはか せか さあてあつてちそなあ, けく-くあ さそてそちそこ つしかおとかて いちそつあてへつみ う そすとて せそうそこ «にそしそお-
せそこ うそこせふ». 』しとねけつへ てあさそか, くせあねけて, たちそはあこ, ちかなそちすふ け のあせつふ せあ つそく-
おあせけか せそちすあしへせそこ ほさそせそすけさけ け くあきけてそねせそこ きけくせけ おしみ ちそつつけみせ. ╆とおかて 
たそつてあうしかせ さちかつて せあ おかすそさちあてけけ さあさ せあ «てちそみせつさそす さそせか» ′あたあおあ. ╈そちあくおそ 
ちあくとすせかか け しそえけねせかか, せか おちあすあてけくけちとみ つけてとあぬけま, つそつちかおそてそねけてへつみ せあ 
うせとてちかせせけに たちそいしかすあに, — たそおねかちさけうあかて ╆あきあせそう. «╊つしけ すふ おそいへかすつみ 
とつたかにそう う つそぬけあしへせそす け ほさそせそすけねかつさそす ちあくうけてけけ, てそえおあ せけさあさあみ すかきぬけ-
うけしけくあぬけそせせあみ せかつそうすかつてけすそつてへ, せけさあさけか つてちあにけ たかちかお せあのかこ すそはへま 
け せけさあさあみ さそせさとちかせぬけみ せか たそすかのあまて 『そつつけけ いふてへ きかしあせせふす たあちてせかちそす 
さあさ せあ ′あたあおか, てあさ け せあ ╇そつてそさか» (つ. 465).

╇ふうそおふ あうてそちあ くあつしときけうあまて そつそいそえそ おそうかちけみ かはか け たそてそすと, ねてそ かえそ 
たそつしかおせみみ させけえあ みうしみかてつみ しそえけねかつさけす たちそおそしきかせけかす おうとに おちとえけに かえそ 
つそしけおせふに けつつしかおそうあせけこ. 》かちうそか けく せけに — おうとにてそすせけさ, たそつうみはかせせふこ 
うかおとはかこ おかちきあうか ′あたあおあ — 』そかおけせかせせふす ぃてあてあす ╅すかちけさけ, け うてそちそか — 
すそせそえちあなけみ そ つてちかすけてかしへせそ たそおせけすあまはかこつみ つてちあせか ╇そつてそさあ — [けてあか. 
╅うてそち けつつしかおそうあし たちけねけせふ いかつたちかぬかおかせてせふに とつたかにそう ほてけに おうとに つてそしへ 
せか たそにそきけに おちとえ せあ おちとえあ えけえあせてそう, そつそいかせせそつてけ けに うせとてちけたそしけてけねか-
つさそえそ とつてちそこつてうあ け うせかのせかこ たそしけてけさけ. 《ねかうけおせそ, ねてそ えしといそさそか くせあせけか 
ほてけに おうとに ぬけうけしけくあぬけこ — あすかちけさあせつさそこ け さけてあこつさそこ — たそくうそしみかて 
╆あきあせそうと いそしかか てちかくうそ け たそしせそ そぬかせけてへ せか てそしへさそ そつそいかせせそつてけ ちあくうけてけみ 
』ぃ╅ け [けてあみ, せそ け — う せそうそこ ちあいそてか — たちけつてあしへせそ うえしみおかてへつみ う せかおあう-
せまま けつてそちけま せあのかこ つてちあせふ, あ てあさきか たそすそねへ ねけてあてかしま つおかしあてへ たちあうけしへ-
せふか うふうそおふ そ たとてみに かか おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ.

¨てあさ, させけえあ ╆あきあせそうあ さあさ せあ すあのけせか うちかすかせけ たかちかせそつけて ねけてあ-
てかしみ う せかおあしかさそか たちそのしそか, たちかおしあえあみ うせそうへ たかちかそつすふつしけてへ たちそこおかせせふこ 
たとてへ. 〈せそえけか う とつしそうけみに つてあいけしけくあぬけけ たそしけてけねかつさそこ け ほさそせそすけねか-
つさそこ きけくせけ たちそみうしみまて つさしそせせそつてへ たそつてかたかせせそ うそつたちそけくうそおけてへ たちけうふね-
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せふか てちあおけぬけそせせふか なそちすふ そいはかつてうかせせそえそ とつてちそこつてうあ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, 
そおせあさそ, ねてそ せあ せそうそす けつてそちけねかつさそす うけてさか ほてそ ねちかうあてそ せかたちかおつさあくとかすふすけ 
たそつしかおつてうけみすけ. ╉あしかさそ せか うつか つかえそおせみ そつそくせあまて てそ, ねてそ たそたふてさあ うそつつそく-
おあてへ そつせそうせふか ねかちてふ つそうかてつさそえそ えそつとおあちつてうあ つ そてつとてつてうけかす とつてそみうのけにつみ 
おかすそさちあてけねかつさけに たちそぬかおとち, つ かおけせつてうかせせそこ たちあうみはかこ たあちてけかこ け うふつそ-
さけす とちそうせかす すそせそたそしけくあぬけけ ほさそせそすけさけ, せか たそすそきかて うかちせとてへ «たちかけすと-
はかつてうあ ちあくうけてそえそ つそぬけあしけくすあ». 』さそちかか, せあそいそちそて, う せそうふに とつしそうけみに ほてそ 
すそきかて たちけうかつてけ さ せかいふうあしそすと ちあつぬうかてと てかに たそちそさそう, ちそつてさけ さそてそちふに 
いふしけ くあしそきかせふ う つそうかてつさとま ほたそにと. 『あいそてあ ╆あきあせそうあ たそすそえあかて うせそうへ 
たそせみてへ たちそつてとま けつてけせと, ねてそ «う そおせと け てと きか ちかさと せかしへくみ うそこてけ おうあきおふ». 
[せけえあ うそつたそすけせあせけこ — たちかさちあつせふこ たそうそお くあおとすあてへつみ そい けつてそちけねかつさけに 
とちそさあに け けくいかきあてへ てかす つあすふす たそうてそちかせけみ そねかうけおせふに そのけいそさ たちそのしそえそ.

》かちうふこ てそす すかすとあちそう せあたけつあせ たちそつてふす, たそせみてせふす さあきおそすと みくふ-
さそす, あ たそてそすと おそつてとたかせ つあすそすと のけちそさそすと さちとえと ねけてあてかしかこ. 〉あ つてちあせけ-
ぬあに かえそ うそつたそすけせあせけこ そきけうあまて さそせさちかてせふか しまおけ, たそさあくあせせふか つ ますそ-
ちそす け つけすたあてけかこ さ せけす. ╅うてそちと たちけつとはか とすかせけか とうけおかてへ つすかのせそか 
う たそうつかおせかうせふに いとおせみに, おそせかつてけ ほてそ おそ ねけてあてかしかこ け おあてへ けす うそくすそき-
せそつてへ たちけたそおせみてへつみ せあお そいふおかせせふす すけちそうそつたちけみてけかす. ╆あきあせそう たそくうそ-
しみかて くあけせてかちかつそうあせせそすと ねけてあてかしま たそつすかみてへつみ せあお つうそけす たちそのしふす, 
たそせみう け たちけせみう かえそ, け いかく つそきあしかせけこ ちあつつてあてへつみ つ てかす, つ ねかす せかそいにそ-
おけすそ ちあつつてあてへつみ. 《せ けつたそしへくとかて ちあくせふか きあせちふ おしみ てそえそ, ねてそいふ つおかしあてへ 
さあちてけせと いそしかか そいひかすせそこ け いそしかか といかおけてかしへせそ おそせかつてけ おそ ねけてあてかしみ 
つうそけ けおかけ. 』 ほてそこ てそねさけ くちかせけみ, とてそたけねかつさけこ ちあつつさあく «』そせ う さちあつせそす 
いあちあさか» つ そたけつあせけかす つそいふてけこ 2020 えそおあ, さそえおあ う つてちあせか «うそつつてあせそうけしつみ 
ちかあしへせふこ つそぬけあしけくす, け けすたかちけあしけつてふ うせそうへ そいせあきけしけ つうそこ くうかちけせふこ 
そつさあし» (つ. 528), たそ とちそうせま せけねとてへ せか とつてとたあかて しとねのけす たちそけくうかおかせけみす 
ほてそえそ きあせちあ.

╇たそしせか そねかうけおせそ てあさきか, ねてそ うあきせとま ちそしへ う つそくおあせけけ せそうそこ させけえけ 
つふえちあしあ つとたちとえあ あうてそちあ — 〉.╊. ╆あきあせそうあ, さそてそちあみ みうしみかてつみ つたかぬけあしけ-
つてそす う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 〉あ うつかす かえそ きけくせかせせそす 
たとてけ そせあ — せか てそしへさそ かえそ うかちせあみ つたとてせけぬあ, せそ, つとおみ たそ すかすとあちあす, おちとえ 
け かおけせそすふのしかせせけさ あうてそちあ.

╇ くあさしまねかせけか にそてかしそつへ いふ そてすかてけてへ, ねてそ, さあさ たちあうけしそ, そいちあはあみつへ 
さ うそつたそすけせあせけみす そ たちそのしそす, ねかしそうかさ たふてあかてつみ しとねのか たそせみてへ てそ, ねてそ 
たちそけつにそおけて つ せけす つかえそおせみ, け たちけたそおせみてへ くあうかつと てあこせふ, たしそてせそ つさちふ-
うあまはとま そて せあつ えちみおとはかか. ¨すかせせそ たそほてそすと せそうあみ ちあいそてあ ╆あきあせそうあ 
そいちあはかせあ う くあうてちあのせけこ おかせへ, あ と ねけてあてかしみ うつか かはか きけうあ せあおかきおあ せあ てそ, 
ねてそ かえそ すかすとあちふ せか つてあせとて う たそしせそす つすふつしか つしそうあ «うそつたそすけせあせけかす 
そ いとおとはかす».
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]け ╇.‒.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち,

くあつしときかせせふこ おかみてかしへ せあとさけ 『そつつけけ

〉そうあみ させけえあ けくうかつてせそえそ とねかせそえそ け おけたしそすあてあ ╊.》. ╆あきあせそうあ たそつうみ-
はかせあ あさてとあしへせふす うそたちそつあす ちあくうけてけみ すかきおとせあちそおせふに ほさそせそすけねかつさけに 
け たそしけてけねかつさけに そてせそのかせけこ. 』そうちかすかせせあみ すけちそうあみ ほさそせそすけさあ つかえそおせみ 
うつか つけしへせかか たちそせけさあかて う つなかちと たそしけてけさけ, せあ えしそいあしへせそす とちそうせか ほてけ 
つなかちふ たちあさてけねかつさけ つすふさあまてつみ け つてあせそうみてつみ うかおとはけすけ なあさてそちあすけ 
せあぬけそせあしへせそえそ, えそつとおあちつてうかせせそえそ すそえとはかつてうあ け たちかうそつにそおつてうあ: ほさそせそ-
すけねかつさけか けせてかちかつふ ねあつてそ おそつてけえあまてつみ たそしけてけねかつさけすけ つちかおつてうあすけ, ほさそ-
せそすけねかつさけか つあせさぬけけ け けせふか なそちすふ ほさそせそすけねかつさそえそ おあうしかせけみ のけちそさそ 
けつたそしへくとまてつみ さあさ けせつてちとすかせてふ たそしけてけねかつさそえそ うそくおかこつてうけみ. 》そしけてけねか-
つさけか さそせなしけさてふ つかえそおせみ つてあせそうみてつみ そつせそうせふす けせつてちとすかせてそす たかちかおかしあ 
ほさそせそすけねかつさそこ さあちてけせふ すけちあ, たちけねけせそこ けせけぬけあぬけけ ちあくせそそいちあくせふに 
いけくせかつ-たちそぬかつつそう う すけちそうそこ ほさそせそすけさか, たちけうそおみはけに, つ そおせそこ つてそ-
ちそせふ, さ おかつてあいけしけくあぬけけ け おあきか たあせけさか (う ちかくとしへてあてか さそしかいあせけみ ぬかせ 
せあ ほせかちえそせそつけてかしけ, つうみくあせせそえそ つ とつたかにあすけ け/けしけ せかとおあねあすけ うそかせせふに 
さあすたあせけこ う せかなてみせふに ちかえけそせあに すけちあ), つ おちとえそこ — さ うつたしかつさあす ほさそせそ-
すけねかつさそこ あさてけうせそつてけ け いふつてちそすと ほさそせそすけねかつさそすと ちそつてと せかさそてそちふに 
«しそさそすそてけうせふに» そてちあつしかこ. ╇しけみせけか すけちそうそこ たそしけてけさけ せあ ほさそせそすけさと 
つかえそおせみ そえちそすせそ, そせそ くあてちあえけうあかて せか てそしへさそ さちとたせふか つといひかさてふ うせかの-
せかほさそせそすけねかつさそこ おかみてかしへせそつてけ, せそ け つちかおせけこ いけくせかつ, うふせときおかせせふこ 
けえちあてへ たそ たちあうけしあす, くあおあうあかすふす なしあえすあせあすけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのか-
せけこ. 』かえそおせみ ちとさそうそおけてかしへ つちかおせかえそ いけくせかつあ, せか えそうそちみ ときか そ さちとたせそす, 
ほてそ せか てそしへさそ ほさそせそすけつて け たちあうそうかお, せそ け, うそ すせそえそす, たそしけてけねかつさけこ 
おかみてかしへ, おけたしそすあて.

【かせおかせぬけけ とさちとたせかせけみ け つしけみせけみ さあたけてあしそう たちけうそおみて さ てそすと, ねてそ 
うそくせけさあまはけか う ちかくとしへてあてか ほてけに たちそぬかつつそう てちあせつせあぬけそせあしへせふか さそちたそ-
ちあぬけけ せあねけせあまて けえちあてへ う すけちそうそこ たそしけてけさか うつか いそしかか くあすかてせとま, け うつか 
いそしかか せかくあうけつけすとま, ちそしへ. ¨に けせてかちかつふ う すけちそうそこ たそしけてけさか つかえそおせみ うつか 
つけしへせかか ついしけきあまてつみ つ けせてかちかつあすけ てちあおけぬけそせせふに とねあつてせけさそう すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ — えそつとおあちつてう け すかきおとせあちそおせふに そちえあせけくあぬけこ — 
け おそつてけえあまてつみ たとてかす たちけすかせかせけみ そおせけに け てかに きか つちかおつてう け けせつてちとすかせてそう 
たそしけてけねかつさそえそ うそくおかこつてうけみ. ╇そて たそねかすと ちとさそうそおけてかしへ しまいそこ さちとたせそこ 
さそちたそちあぬけけ おそしきかせ にそちそのそ ちあくいけちあてへつみ う すけちそうそこ たそしけてけさか, とすかてへ 
たちそえせそくけちそうあてへ かか てかせおかせぬけけ け せあたちあうしかせけみ, たかちつたかさてけうふ: つかえそおせみ ほてけ 
さあねかつてうあ みうしみまてつみ えしあうせふすけ とつしそうけみすけ かえそ とつたかのせそつてけ.

* ]け ╇.‒. 》そしかくせあみ させけえあ // ╆けいしけそてかさあ いけくせかつすかせあ. 2008. 〉そみいちへ. 』. 49.
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〉そうあみ させけえあ うけおせそえそ ちそつつけこつさそえそ つたかぬけあしけつてあ う そいしあつてけ すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけこ ╊.》. ╆あきあせそうあ たちかおつてあうしみかて つそいそこ いそしへのそこ けせてかちかつ 
おしみ うつかに, さてそ つてちかすけてつみ しとねのか たそせみてへ せあのか せかおあうせかか たちそのしそか け つたちそえ-
せそくけちそうあてへ たちけそちけてかてせふか せあたちあうしかせけみ ちあくうけてけみ ほさそせそすけさけ け たそしけてけさけ 
いとおとはかえそ. っちさそ, つ ますそちそす け たちけつとはけす かすと そつてちそとすけかす あうてそち そたけつふうあかて 
てか つそいふてけみ, とねあつてせけさそす さそてそちふに かすと おそうかしそつへ いふてへ. 『あいそてあみ う 〈¨╉か け くあ 
えちあせけぬかこ, あ てあさきか たそたあう う 1985 えそおと う «つうみてあみ つうみてふに», あたたあちあて を[ [》』』, 
あうてそち せか たかちかつてあうあし とおけうしみてへつみ ぬあちけうのけす つちかおけ «せかいそきけてかしかこ» せちあうあす 
け そいふねあみす. ╈しあうせふす, そおせあさそ, いふしそ てそ, ねてそ おあきか せあ つあすそす うふつそさそす とちそうせか 
つけつてかすあ たちけせみてけみ ちかのかせけこ いふしあ つそうつかす せかほななかさてけうせあ.

╇ つうそかこ ちあいそてか あうてそち とおかしみかて そつそいそか うせけすあせけか そたちそうかちきかせけま せかさそ-
てそちふに すけなそう そ ちそしけ 『そつつけけ う すけちか け そい そてせそのかせけけ さ せかこ おちとえけに 
つてちあせ け せあちそおそう. 《おけせ けく せけに — そ てちあおけぬけそせせそこ うちあきおかいせそつてけ つそうちか-
すかせせそこ ╊うちそたふ 『そつつけけ. 〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ てそねさそこ くちかせけみ ╆あきあ-
せそうあ, つそえしあつせそ さそてそちそこ «うかくおか けおかて さそせさとちかせてせあみ いそちへいあ, け かつしけ すふ 
たちそけえちふうあかす う せかこ, てそ ほてそ せか たそうそお おしみ つすかちてかしへせそこ そいけおふ, あ つけえせあし 
さ てそすと, ねてそいふ しとねのか ちあいそてあてへ». 《ぬかせけうあみ たちそぬかつつ ちあつのけちかせけみ 〉╅【《 
さあさ せかうふえそおせふこ おしみ 『そつつけけ, あうてそち うすかつてか つ てかす そてすかねあかて, ねてそ «ほてそ かはか 
せか さあてあつてちそなあ, けく-くあ さそてそちそこ つしかおとかて いちそつあてへつみ う そすとて せそうそこ «にそしそおせそこ 
うそこせふ». 』しとねけつへ てあさそか, くせあねけて, たちそはあこ, ちかなそちすふ け のあせつふ せあ つそくおあ-
せけか せそちすあしへせそこ ほさそせそすけさけ け くあきけてそねせそこ きけくせけ おしみ ちそつつけみせ. ╆とおかて 
たそつてあうしかせ さちかつて せあ おかすそさちあてけけ さあさ せあ «てちそみせつさそす さそせか» ′あたあおあ. ╈そちあくおそ 
ちあくとすせかか け しそえけねせかか, せか おちあすあてけくけちとみ つけてとあぬけま, つそつちかおそてそねけてへつみ せあ 
ちかのかせけけ うせとてちかせせけに たちそいしかす. «╊つしけ すふ おそいへかすつみ とつたかにそう う つそぬけあしへせそす 
け ほさそせそすけねかつさそす ちあくうけてけけ, てそえおあ せけさあさあみ すかきぬけうけしけくあぬけそせせあみ せかつそ-
うすかつてけすそつてへ, せけさあさけか つてちあにけ たかちかお せあのかこ すそはへま け せけさあさあみ さそせさとちかせ-
ぬけみ せか たそすかのあまて 『そつつけけ いふてへ きかしあせせふす たあちてせかちそす さあさ せあ ′あたあおか, てあさ 
け せあ ╇そつてそさか», — たそおねかちさけうあかて ╆あきあせそう.

[せけえあ せあたけつあせあ ねかしそうかさそす, たそつうみてけうのけす つうそま きけくせへ つしときかせけま 
『そおけせか, えしといそさそ たかちかきけうあまはけす うつか たちそけつにそおみはかか う つてちあせか, ちあくすふの-
しみまはけす そ かか たちそいしかすあに さそせつてちとさてけうせそ け たちそなかつつけそせあしへせそ. ｠そてみ あうてそち 
たそおあかて かか さあさ しけねせふか うそつたそすけせあせけみ そ つうそかす きけくせかせせそす たとてけ, たちかお-
つてあうしみかてつみ, ねてそ くせあねかせけか ほてそこ ちあいそてふ うふにそおけて おあしかさそ くあ ちあすさけ そいふねせふに 
すかすとあちそう — うふうそおふ け とすそくあさしまねかせけみ, さ さそてそちふす あうてそち たそおうそおけて ねけてあ-
てかしみ, けすかまて いそしへのそか くせあねかせけか つ てそねさけ くちかせけみ おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ 
『そつつけけ.
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╇そつてそさ, ′あたあお け 『そつつけみ えしあくあすけ つそうちかすかせせけさあ*

]け ╇.‒.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち,

くあつしときかせせふこ おかみてかしへ せあとさけ 『そつつけけ
′うかちかうあ 【.╇.

[あせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ

《たといしけさそうあせあ せそうあみ させけえあ おけたしそすあてあ, とねかせそえそ け たといしけぬけつてあ, たちそちかさてそちあ 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊.》. ╆あきあせそうあ «╇そつてそねせふこ ほさつ-
たちかつつ つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか. ′あたけつさけ そねかうけおぬあ». 〉あたけつあせせあみ う きあせちか 
うそつたそすけせあせけこ, させけえあ うふにそおけて おあしかさそ くあ ちあすさけ そいふねせふに すかすとあちそう, あ うふうそ-
おふ, さ さそてそちふす あうてそち たそおうそおけて ねけてあてかしみ, うあきせふ おしみ たそせけすあせけみ せか てそしへさそ 
たちそのしそえそ け せあつてそみはかえそ, せそ てあさきか いとおとはかえそ ちあくうけてけみ せあのかこ つてちあせふ.

╅うてそち とおかしみかて そつそいそか うせけすあせけか そたちそうかちきかせけま せかさそてそちふに すけなそう 
そ ちそしけ 『そつつけけ う すけちか け そい そてせそのかせけけ さ せかこ おちとえけに つてちあせ け せあちそおそう, 
たちけそいちかてあまはけに う たそつしかおせけか えそおふ そつそいとま たそたとしみちせそつてへ つちかおけ ちそつつけこ-
つさけに えちあきおあせ. 《おけせ けく せけに — そ てちあおけぬけそせせそこ うちあきおかいせそつてけ 『そつつけけ 
つそうちかすかせせそこ ╊うちそたふ け そ すせそえそうかさそうそす すかきぬけうけしけくあぬけそせせそす たちそてけうそ-
つてそみせけけ ′あたあおあ け 『そつつけけ (つ. 461). 【あさ, そせ たそおねかちさけうあかて, ねてそ たちそてけうそちか-
ねけみ け つそたかちせけねかつてうそ せあ たちそてみきかせけけ うつかこ けつてそちけけ ねかしそうかねかつてうあ いふしけ 
たちけつとはけ つあすふす ちあくせふす つてちあせあす け せあちそおあす, け う たかちうとま そねかちかおへ かうちそ-
たかこつさけす. 》ちけねかす ねあはか うつかえそ あえちかつつけみ せあねけせあしあつへ せか つ 『そつつけけ — たかち-
うふすけ きかちてうあすけ つてあせそうけしけつへ «いちあてへみ たそ ぬけうけしけくあぬけけ».

╊はか そおけせ すけな — そ てそす, ねてそ «うつかす たそたかちかさ えそちしあ つてそけて すそはへ 『そつ-
つけけ, そてつまおあ たそつてそみせせそか つてちかすしかせけか かか たそおそちうあてへ». 《おせあさそ «てそねせそ てあさ きか 
う ╊うちそたか たそいあけうあまてつみ ねちかくすかちせそえそ たそてかせぬけあしあ ╈かちすあせけけ, あすかちけさあせつさそか 
うかしけねけか ちあくおちあきあかて うつかに かうちそたかこぬかう いかく けつさしまねかせけみ け せか てそしへさそ けに». 
╇ ╅くけけ そたあつあまてつみ ったそせけけ け たそおせけすあまはかえそつみ [けてあみ. 〉そ せけさてそ けく せけに 
せか うたあおあかて う たあせけさと け せか そはかてけせけうあかてつみ たちそてけう そつてあしへせそえそ すけちあ (つ. 463). 
«『そつつけけ たそちあ とみつせけてへ, — そてすかねあかて あうてそち, — ねてそ すかきえそつとおあちつてうかせせそか つそたかち-
せけねかつてうそ — かつてかつてうかせせそか け たそつてそみせせそか う そいそくちけすそこ たかちつたかさてけうか みうしかせけか 
くかすせそこ ぬけうけしけくあぬけけ け ほてそ せか たそうそお おしみ たあせけねかつさけに うふうそおそう け つあすそといけこ-
つてうかせせふに たそつてとたさそう» (つ. 464). 〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ てそねさそこ くちかせけみ, ねてそ 
«うかくおか けおかて さそせさとちかせてせあみ いそちへいあ, け かつしけ すふ たちそけえちふうあかす う せかこ, てそ ほてそ 
せか たそうそお おしみ つすかちてかしへせそこ そいけおふ, あ つけえせあし さ てそすと, ねてそいふ しとねのか ちあいそてあてへ».

╅うてそち せけ すけせとてふ せか つそすせかうあかてつみ う てそす, ねてそ ちあつのけちかせけか 〉╅【《 『そつ-
つけけ せかうふえそおせそ. ╇すかつてか つ てかす そせ そてすかねあかて, ねてそ «ほてそ かはか せか さあてあつてちそなあ, 
けく-くあ さそてそちそこ つしかおとかて いちそつあてへつみ う そすとて せそうそこ «にそしそおせそこ うそこせふ». 』しと-

* ]け ╇.‒., ′うかちかうあ 【.╇. ╇そつてそさ, ′あたあお け 『そつつけみ えしあくあすけ つそうちかすかせせけさあ // Diplomat. 2008. づ 10. 
《さてみいちへ. 』. 62—63.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

ねけつへ てあさそか, くせあねけて, たちそはあこ, ちかなそちすふ け のあせつふ せあ つそくおあせけか せそちすあしへせそこ 
ほさそせそすけさけ け くあきけてそねせそこ きけくせけ おしみ ちそつつけみせ. ╆とおかて たそつてあうしかせ さちかつて せあ 
おかすそさちあてけけ さあさ せあ «てちそみせつさそす さそせか» ′あたあおあ. ╈そちあくおそ ちあくとすせかか け しそえけね-
せかか, せか おちあすあてけくけちとみ つけてとあぬけま, つそつちかおそてそねけてへつみ せあ うせとてちかせせけに たちそ-
いしかすあに», — たそおねかちさけうあかて ╆あきあせそう. «╊つしけ すふ おそいへかすつみ とつたかにそう う つそぬけ-
あしへせそす け ほさそせそすけねかつさそす ちあくうけてけけ, てそえおあ せけさあさあみ すかきぬけうけしけくあぬけそせせあみ 
せかつそうすかつてけすそつてへ, せけさあさけか つてちあにけ たかちかお せあのかこ すそはへま け せけさあさあみ さそせさと-
ちかせぬけみ せか たそすかのあまて 『そつつけけ いふてへ きかしあせせふす たあちてせかちそす さあさ せあ ′あたあおか, 
てあさ け せあ ╇そつてそさか» (つ. 465). ╉かこつてうけてかしへせそ, さそしへ つさそちそ すふ せか すそきかす 
たちかおそてうちあてけてへ てそ けしけ けせそか つそいふてけか, せかそいにそおけすそ あおかさうあてせそ ちかあえけちそ-
うあてへ せあ せかえそ, たちそつねけてふうあみ うつか うあちけあせてふ ちあくうけてけみ つそいふてけこ せあ せかつさそしへさそ 
にそおそう うたかちかお け うつか うそくすそきせふか たそつしかおつてうけみ け うふいけちあみ «せあけすかせへのかか くしそ».

『あいそてあ ╆あきあせそうあ けせてかちかつせあ かはか け たそてそすと, ねてそ みうしみかてつみ しそえけねか-
つさけす たちそおそしきかせけかす おうとに かえそ たちかおふおとはけに けつつしかおそうあせけこ. 》かちうそか けく 
せけに — おうとにてそすせけさ, たそつうみはかせせふこ 』そかおけせかせせふす ぃてあてあす ╅すかちけさけ. ╇てそ-
ちそか — つそしけおせあみ すそせそえちあなけみ そ つてちかすけてかしへせそ たそおせけすあまはかすつみ [けてあか. 
╅うてそち けつつしかおそうあし たちけねけせふ いかつたちかぬかおかせてせふに とつたかにそう ほてけに おうとに つてそしへ 
せか たそにそきけに おちとえ せあ おちとえあ えけえあせてそう, そつそいかせせそつてけ けに うせとてちかせせかたそしけてけ-
ねかつさそえそ とつてちそこつてうあ け うせかのせかこ たそしけてけさけ. ╊えそ せそうあみ させけえあ, たそつうみはかせせあみ 
『そつつけけ, くあつてあうしみかて ねけてあてかしみ くあおとすあてへつみ そ てそす, せか そいちかさあかて しけ かか «おうそこ-
つてうかせせそつてへ», せあえしみおせそ うふちあきかせせあみ おうとえしあうふす そちしそす, せあ うかねせふこ ちあくちふう 
すかきおと くあたあおせそこ け うそつてそねせそこ さそせぬかたぬけみすけ ちあくうけてけみ, せあ くあつてそこ け, さあさ 
つしかおつてうけか, せあ たそつてかたかせせそか そてつてあうあせけか さあさ そて うかおとはけに つてちあせ ′あたあおあ, てあさ 
け そて いふつてちそ せあちあはけうあまはかえそ すそはへ [けてあみ.

╇ すふつしみに つうそけに すふ せかちかおさそ たかちかせそつけすつみ う たちそのしそか, たふてあみつへ しとねのか 
たそせみてへ たちけねけせふ たちそけつにそおみはかえそ つかえそおせみ, け いそしかかす おとのそこ くあ てそ, ねてそ 
いとおかて くあうてちあ. [せけえあ, たちかおしそきかせせあみ つかえそおせみ せあ つとお ねけてあてかしみ, せあたけつあせあ 
ねかしそうかさそす, たそつうみてけうのけす つうそま きけくせへ つしときかせけま 《てねけくせか, えしといそさそ たかちか-
きけうあまはけす うつか たちそけつにそおみはかか う つてちあせか, ちあくすふのしみまはけす そ かか たちそいしか-
すあに さそせつてちとさてけうせそ け たちそなかつつけそせあしへせそ. ¨すかせせそ たそほてそすと かえそ たそつしかおせみみ 
ちあいそてあ, うせかのせか そてせそつみはあみつみ さ すかすとあちせそこ しけてかちあてとちか, てかす せか すかせかか 
そいちあはかせあ う いとおとはかか.

╅たちかしへつさけこ おけあえせそく
《 ねかす ちあつつさあくふうあまて «〉そうふこ すけち», «′せあすみ» け «′うかくおあ»*

〈あちてふせかせさそ 《.

╇そたちかさけ ちあつたちそつてちあせかせせそすと すせかせけま, ねてそ てそしつてふか しけてかちあてとちせふか きとち-
せあしふ そつてあしけつへ う たちそのしそす, さあさ えそつてけせけぬあ «〈そつさうあ», ほつさけすそ せあ たあしそねさか 

* 〈あちてふせかせさそ 《. ╅たちかしへつさけこ おけあえせそく // 〈そつさそうつさけか せそうそつてけ. 2007. づ 16. 27 あたちかしみ — 3 すあみ.
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けしけ えあくけちそうさあ つ つけちそたそす, そせけ つとはかつてうとまて け たそ-たちかきせかすと つしときあて いあちそすか-
てちそす しけてかちあてとちせそえそ たちそぬかつつあ — う たちかおかしあに てかに てけちあきかこ, さそてそちふか う つそつてそ-
みせけけ そつけしけてへ たちかおあせせあみ けす たといしけさあ. [あさ とたそちせそすと すせそえそしかてせかすと たそお-
たけつねけさと, すせか けつさちかせせか きあしへ, ねてそ きとちせあしふ そつてあしけつへ とおかしそす せかすせそえけに.

╈しといそさそ そのけいかてつみ てそて, さてそ ちかのけて う せあの うかさ うかつへすあ ちあつたとはかせせそこ 
たちそくふ, ねてそ てそしつてふか きとちせあしふ そつてあしけつへ くあてにしふす たちけいかきけはかす たとちけてあ-
せけくすあ (ねてそ いふしそ いふ, さつてあてけ, せか てあさ とき たしそにそ). ╉あうせみみ ちかおあさぬけみ «〉そうそえそ 
すけちあ» ときあつせとしあつへ いふ, とうかちかせあ, せかさけす しけにけす おかてあしみす (せか にときか, ねかす 
と 】ほしへいかさあ) う ちあつつさあくあに 〉あてあしへけ 』すけちせそうそこ «》しあせ そえそちそおあ». をけてけちそ-
うあてへ せか にそねかてつみ, たそてそすと ねてそ うふちうあせせあみ けく さそせてかさつてあ なちあくあ たそさあきかてつみ 
おそ そてうちあはかせけみ たそにあいせそこ, せそ ちあつつさあくふ-てそ にそちそのけか, にそてみ せあすかのあせそ てあす 
すせそえそか — け くそう たしそてけ, そいそちあねけうあまはかこつみ しまいそうへま, け えそおけねせそか たそつしと-
のあせけか う すそせあつてふちか, け たそおあせ つまきかて せか うつかえおあ つそ うさとつそす, せそ えちといあみ せあのあ 
きけくせへ てそせさけこ うさとつ おかすそせつてちけちとかて さちあこせか ちかおさそ. ¨く せかおあうせけに (づ 2) ちあつ-
つさあくそう «〉そうそえそ すけちあ» いそしへのか うつかえそ くあたそすせけしつみ «』かちきあせて» ′あにあちあ 》ちけ-
しかたけせあ, たちそおそしきあまはけこ ぬけさし かえそ «》あてそしそえけこ» そ ねかねかせつさそこ うそこせか け しとね-
のけか てちあおけぬけけ いふしそこ そさそたせそこ たちそくふ, せそ てあさけか うかはけ — せかねあつてあみ とおあねあ 
しまいそえそ きとちせあしあ.

[つてあてけ, しとねのけこ, せあ すそこ うくえしみお, あたちかしへつさけこ ちあつつさあく — «》あちけさすあにかち 
っのあ» ╊うえかせけみ [あつけすそうあ う «′せあすかせけ» (づ 4) てそきか そ いふうのかす なちそせてそ-
うけさか, せそ つ おちとえそこ うそこせふ, うちそおか いふ け つてあちそすそおせふこ たそ つてけしま, せそ てあさけか 
たちそけくうかおかせけみ, さそてそちふか うにそおみて う たそせみてけか にそちそのかこ ちとつつさそこ たちそくふ, うせか 
せそうそすそおせふに てかせおかせぬけこ. 《 にそちそのかこ ちとつつさそこ たちそくか, つねけてあみ ほてそ そたちかおかしか-
せけか けつねかちたふうあまはけす, しまいけし えそうそちけてへ ╈かそちえけこ ╇しあおけすそう, せかくあつしときかせせそ 
くあいふてふこ け, とうふ, せかおそそぬかせかせせふこ たけつあてかしへ, そ たそつしかおせけに てちあえけねかつさけに 
えそおあに きけくせけ さそてそちそえそ うつたそすけせあかて う «′せあすかせけ» ¨ちけせあ 〈とちあうへかうあ. ╋とち-
せあし «′せあすみ», ねけつしみはけこ つかいみ あうあせえあちおせふす, う あたちかしへつさそす せそすかちか おあかて 
うかしけさそしかたせふか そいちあくぬふ てちあおけぬけそせせそえそ たけつへすあ, さ さそてそちふす せか う たそつしかお-
せまま そねかちかおへ そてせかつかす そてちふうそさ けく させけえけ たちそなかつつそちあ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ 
«╇そくせかつかせせふか せあ 《しけすた».

╇ 〈とくかか つそうちかすかせせそこ けつてそちけけ かつてへ くあいあうせふこ ほさつたそせあて, けくそいちあきあま-
はけこ そてうかてつてうかせせそえそ ちあいそてせけさあ を[ [》』』: ちあてけせそうそか たあしへてそ, たふきけさそうあみ 
のあたさあ け たちそねけか あさつかつつとあちふ, さそてそちふか うそ うちかすかせあ, そたけつふうあかすふか ╊うえかせけかす 
╆あきあせそうふす, そいふねせそすと ねかしそうかさと いふしけ おそつてとたせふ しけのへ たそ いそしへのそすと 
いしあてと. ╅うてそち てそきか, せあうかちせそか, せそつけし てあさけか そおかきおふ, たそてそすと ねてそ ちあいそてあし 
う «つうみてあみ つうみてふに» せあのかえそ そてかねかつてうあ, う を[ [》』』, おしみ さそてそちそえそ せか せあのかし 
せけ そおせそえそ おそいちそえそ つしそうあ. ╇そそいはか-てそ てあす うつてちかねあしけつへ せそちすあしへせふか ほさくかす-
たしみちふ すときつさそえそ ちそおあ, せそ う うけおか せかうかちそみてせそえそ けつさしまねかせけみ.

っ そて おとのけ ちかさそすかせおとま うつかす しまいけてかしみす せあのかえそ つしあうせそえそ さそすすとせけ-
つてけねかつさそえそ たちそのしそえそ そくせあさそすけてへつみ つ «╇そくせかつかせせふすけ せあ 《しけすた», たそてそすと 
ねてそ, せあねせけ み たかちかねけつしみてへ つうそこつてうあ ほてけに «せかいそきけてかしかこ» (くあうけつてへ, きあお-
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せそつてへ, せかうかきかつてうそ, しけぬかすかちけか け て.お. け て.た.), ちかのあて, ねてそ み つえとはあま さちあつさけ: 
しとねのか そいちあてけてへつみ さ たかちうそけつてそねせけさと, しかえさそ け そつてちそとすせそ せあたけつあせせそすと, 
といかおけてかしへせそすと け おそさあくあてかしへせそすと う すあしかこのけに おかてあしみに — そて たそつてあせそうしか-
せけみ を[ たそえあつけてへ けかちそえしけなふ せあ ちかつてそちあせか «》かさけせ» う すそすかせて そいそつてちかせけみ 
つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ おそ くあえちあせけねせそえそ のそたけせえあ くあう. すかきおと-
せあちそおせふす そておかしそす ╆.〉. 》そせそすあちかうあ, たちけかにあうのかえそ う ╅すかちけさと つ くあちけつそ-
うあせせふすけ たそおそのうあすけ きかせふ け おそねかちかこ, おあいふ くあさとたけてへ けす くあそさかあせつさとま 
そいとうさと. 〉か えそうそちみ ときか そ つかちへかくせふに たちそいしかすあに, さそてそちふか う を[ ちかのあしけつへ 
てあさ, ねてそ すふ おそ つけに たそち せか すそきかす うふいちあてへつみ けく てちみつけせふ, さとおあ ほてけ つうかてしふか 
とすふ くあえせあしけ つてちあせと. 〉あこおかてつみ しけ てあさそこ きか いかつたちけつてちあつてせふこ いふてそたけつあ-
てかしへ せふせかのせけに うかちにそうせふに せちあうそう?

╋とちせあし «′うかくおあ» たちそくそこ せか たそちあおそうあし (おうあ いかつたちそつうかてせふに ちあつつさあくあ 
そ せふせかのせかこ おかちかうせか け たちけえそちそおか), くあてそ せあたかねあてあし おうあ けせてかちかつせかこのけに 
おそさとすかせてあ そ たちそのしそす, う さそてそちそす «えちみおとはかか くちかかて» — ほてと あにすあてそうつさとま 
ぬけてあてと たちけうそおけて あちにけてかさてそち ‒かしけさつ 〉そうけさそう う «〉そうそす すけちか» う つてあてへか 
そ つそうちかすかせせそす つてちそけてかしへつてうか くあ ちといかきそす け う 〈そつさうか (そ 〈そつさうか にそてかしそつへ 
いふ たそねけてあてへ たそいそしへのか).

╉そさとすかせてふ «′うかくおふ» てあさそうふ: くあたけつさけ えしあうふ III そておかしかせけみ 』そいつてうかせ せそこ 
╊えそ ¨すたかちあてそちつさそえそ ╇かしけねかつてうあ さあせぬかしみちけけ えちあなあ ╅.｠. ╆かせさかせおそちなあ 
«╇そつつてあせけか 14 おかさあいちみ 1825 えそおあ» (たかちかうそお つ なちあせぬとくつさそえそ) け けつつしかおそうあ-
せけか ╇けてあしけみ ぃかせてあしけせつさそえそ «『あつつてちかしへせふか せそねけ» — そ おそたちそつあに け えけいかしけ 
そて ちとさ たあしあねかこ 〉[╇╉ う 1937 えそおと, う つてそしかてせまま えそおそうはけせと つそ おせみ つすかちてけ 
》とのさけせあ, さそてそちとま つてあしけせつさけこ ちかきけす そてすかてけし つ せかうかちそみてせふす ちあくすあにそす, 
せか たちかすけせとう おそいあうけてへ さ うつかせあちそおせそすと たちあくおせけさと といけこつてうそ «たかうとねかこ 
いあせおふ»: たけつあてかしかこ 〈けにあけしあ [あちたそうあ, ¨うあせあ 〈あさあちそうあ, ¨うあせあ ╇あつけしへかうあ, 
╇しあおけすけちあ [けちけししそうあ, 【けすそなかみ 〈かはかちみさそうあ, たそほてそう 》あうしあ ╇あつけしへかうあ, 
〈けにあけしあ ╈かちあつけすそうあ, 』かちえかみ [しふねさそうあ. ╇ きとちせあしか えそちおみてつみ ほてそこ たといしけ-
さあぬけかこ, たちけそてさちふうあまはかこ そおせと けく すちあねせふに てあこせ ]といみせさけ.

[つてあてけ, う けつつしかおそうあせけけ ぃかせてあしけせつさそえそ み うつてちかてけしあ くせあさそすそか しけぬそ: 
¨しへま ¨えせあてへかうけねあ ¨しまのかせさそ, つ さそてそちふす たそくせあさそすけしあつへ せか えおか-せけいとおへ, 
あ う «〈そつさそうつさけに せそうそつてみに», てそえおあ かはか せか うふにそおけうのけに たそ-ちとつつさけ. ¨しへみ 
¨えせあてへかうけね, いしあえそちそおせふこ つかおそうしあつふこ えそつたそおけせ, せか たとえあし うふたとつさせけぬと 
〈╈】 (てそ いけのへ すかせみ) つうそけす ねかさけつてつさけす たちそのしふす. ぃかせてあしけせつさけこ たけのかて 
そ せかす おそいちそきかしあてかしへせそ: そせ つそにちあせけし う たあすみてけ, つたあつ おしみ たそてそすつてうあ 
たそつしかおせけか つてけにけ 》あうしあ ╇あつけしへかうあ, せあたけつあせせふか けす う ╆とてふちつさそこ てまちへすか. 
〉そ み せか そい ほてそす. ぁけてあてかしみす ╆かせさかせおそちなあ け ぃかせてあしけせつさそえそ いとおかて 
さちあこせか しまいそたふてせそ つちあうせけてへ せけさそしあかうつさそか たちあうそつとおけか つそ つてあしけせつさけす.

╇ てそす きか せそすかちか «′うかくおふ» せあたかねあてあせふ さそちそてかせへさけか, さあさ うつかえおあ, かおさそ 
けちそせけねせふか ちかぬかせくけけ 』. ╈かおちそこぬあ. 《おせあ けく せけに — せあ «╉かせへ そたちけね-
せけさあ» 』そちそさけせあ. «》そしけてけねかつさあみ つあてけちあ, — にあちあさてかちけくとかて ほてそて そたとつ 
』. ╈かおちそこぬ, — う つてけしか すみえさそえそ たそちせそ. 〈そきせそ いふしそ いふ せか そいちあてけてへ 



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

418

うせけすあせけみ, たちそしけつてあてへ つそねけせかせけか, たしませとてへ け くあいふてへ, あ そせそ たそねかすと-てそ 
くあたそすけせあかてつみ. 『あくとすかかてつみ, せか さあさ たちそえせそく — ねてそ せあす おそ いとおとはかえそ, あ さあさ 
おけあえせそく».

* * *

〈しかねけせ ].〈.
》ちそくあけさ, たといしけぬけつて, てかしかうかおとはけこ*

1. 【そしへさそ ねてそ くあさそせねけし け そておあし けくおあてかしみす させけえと つ しかつてせふす おしみ すかせみ 
せあくうあせけかす «》みてせあおぬあてへ きかせはけせ ]かそせけおあ 〈しかねけせあ». ゅてそ たそちてちかてふ 
きかせはけせ, さそてそちふか けえちあしけ け けえちあまて うあきせとま ちそしへ う たそしけてけさか, — そて 
╅しかさつあせおちふ [そししそせてあこ おそ [そせおそしけくふ 『あこつ. 【かたかちへ すそえと くあせみてへつみ 
しまいけすふす おかしそす — えそてそうけてへ せそうふこ ついそちせけさ さそちそてさけに そつてちそつまきかて-
せふに ちあつつさあくそう, さそてそちふか たけつあし うつか たそつしかおせけか えそおふ.

2. 〉か すそえと たそきあしそうあてへつみ せあ そてせそのかせけみ つ けくおあてかしみすけ. 』そ おせみ せあ おかせへ 
きおと けく «〈そしそおそこ えうあちおけけ» つけえせあしへせふこ ほさくかすたしみち させけえけ «》ちけすあ-
さそう», さそてそちあみ うふにそおけて う つかちけけ «╋′]. ╆けそえちあなけみ たちそおそしきあかてつみ», あ けく 
«をかせてちたそしけえちあなあ» — つけえせあし させけえけ, さそてそちとま せあくうあし たちそうそさあぬけそせせそ 
«〈そけ おちとくへみ-おけさてあてそちふ».

3. っ おあうせけこ たそさしそせせけさ きとちせあしあ «′せあすみ» け つ せあつしあきおかせけかす たちそねけてあし 
せあたけつあせせふか とすかしそこ ちとさそこ (け つ くあうけおせふす ねとうつてうそす ますそちあ) うそつたそ-
すけせあせけみ けくうかつてせそえそ とねかせそえそ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ «╇そくせかつかせせふか せあ 
《しけすた» — そ いふてか け せちあうあに たそねけうのかえそ う いそくか を[ [》』』 — け たけつへすあ 
にとおそきせけさあ ╇みねかつしあうあ 』ふつそかうあ, さそえおあ-てそ たそさけせとうのかえそ 『そつつけま け とすかち-
のかえそ せか てあさ おあうせそ う ╆かちしけせか. ╊えそ うおそうあ ]あちけつあ 』ふつそかうあ たちかうちあてけしあ 
たけつへすあ う かおけせふこ しけてかちあてとちせふこ てかさつて, そねあちそうあてかしへせふこ つうそかこ けつさちかせ-
せそつてへま, そてさちそうかせせそつてへま, たちみすそてそこ たそくけぬけけ. 《 せあいしまおあてかしへせそつてけ 
にとおそきせけさあ, せかせあうけおかうのかえそ しけぬかすかちそう, つてとさあねかこ け たちけつたそつそいしかせぬかう, 
け えそうそちけてへ せか たちけにそおけてつみ. ╋あしへ, ねてそ う 〈そつさうか てあさ け せか とおあしそつへ たちそ-
うかつてけ いそしへのとま うふつてあうさと かえそ ちあいそて. 《せ つねけてあかてつみ そつせそうそたそしそきせけさそす 
ねかちせそえそ ますそちあ. 》といしけさあぬけみ せあくふうあかてつみ «╊つしけ いふ ちとつつさけか いふしけ 
さあさ せかすぬふ...». 〉あ つあすそす おかしか 』ふつそかう にそてかし いふてへ てそしへさそ ちとつつさけす, せそ 
きかしあし きけてへ う おちとえそこ 『そつつけけ, せか う てそこ, さそてそちあみ そぬかせけしあ かえそ てあしあせて 
てまちかすせふす つちそさそす.

* * *

╅うてそち させけえけ — たちそちかさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ 
╊うえかせけこ ╆あきあせそう (ちそお. 1946) — うつたそすけせあかて そ ちあくしけねせふに ほてあたあに つうそかこ 

* ]けてかちあてとちせあみ えあくかてあ. 2007. 20—26 けませみ. 』. 5.
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うそつてそさそうかおねかつさそこ さあちへかちふ, せあねけせあみ つ とねかいふ う 〈╈¨〈《 け うさしまねあみ ちあいそてと 
う 〈¨╉ 』』』『, を[ [》』』, う [けてあか, ╇そつてそねせそこ ╈かちすあせけけ, 』ぃ╅. 《おせあさそ 
させけえあ うふにそおけて おあしかさそ くあ ちあすさけ そいふねせふに すかすとあちそう. 》とてかうふか くあすかてさけ 
う せかこ つそねかてあまてつみ つ あせあしけくそす うせとてちかせせけに たちそぬかつつそう け うせかのせかこ たそしけ-
てけさけ つてちあせ, そ さそてそちふに けおかて ちかねへ. 》そねかすと [あすいそおきあ たちかうちあてけしあつへ けく 
さちあみ せけちうあせふ う すかつてそ えかせそぬけおあ? ╇ ねかす くあさしまねあかてつみ ほさそせそすけねかつさそか ねとおそ 
』けせえあたとちあ? 》そねかすと とおあしけつへ ちかなそちすふ ╉ほせ 』みそたけせあ? ぁけてあてかしみ きおかて 
け そたけつあせけか たそおせそえそてせそこ «たかちかつてちそこさけ», ちあつつさあく そい とねあつてけけ う せかこ あうてそちあ 
う さあねかつてうか そてうかてつてうかせせそえそ ちあいそてせけさあ を[ [》』』*.

‒ちあせぬけみ: け [うあくけすそおそ, 
け [そさそ ぃあせかしへ
〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2009. — 206 つ.

》とてかうふか くあすかてさけ うそつてそさそうかおそう 
そ ‒ちあせぬけけ**

╅ちくあさあせみせ 〈.を.
╉そさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ,

えしあうせふこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ
¨せつてけてとてあ うつかそいはかこ けつてそちけけ 『╅〉

╅うてそちふ せか つしとねあこせそ そいちあてけしけ つうそこ 
うくそち せあ ‒ちあせぬけま. 〉あ たちそてみきかせけけ うつか-
えそ XIX うかさあ ちそつつけこつさあみ くせあてへ えそうそちけしあ 
たそ-なちあせぬとくつさけ, あ けつてそちけみ おうとつてそちそせ-
せけに ちそつつけこつさそ-なちあせぬとくつさけに そてせそのか-
せけこ そてすかねかせあ おしけてかしへせふすけ たかちけそおあすけ 
おちときいふ け つそてちとおせけねかつてうあ さあさ う XIX, てあさ 
け う XX うかさか. ╇ つそうかてつさけか うちかすかせあ «とうしかねかせけま ‒ちあせぬけかこ» うそ すせそえそす つたそ-
つそいつてうそうあし さとちつ 》ちかくけおかせてあ おか ╈そししみ せあ せかくあうけつけすそつてへ そて 』ぃ╅ け ついしけ-
きかせけか つ 』』』『. ╇ つそうちかすかせせそこ 『そつつけけ さ ‒ちあせぬけけ たそ-たちかきせかすと そてせそつみてつみ 
つ そつそいそこ つけすたあてけかこ. 〉そうあみ させけえあ ╆あきあせそうふに — ほてそ, たちかきおか うつかえそ, くあすかて-
さけ そ たとてかのかつてうけみに たそ ‒ちあせぬけけ. ╇すかつてか つ ╊.》. ╆あきあせそうふす け かえそ つとたちとえそこ 
╇ふ たちそえとしみかてかつへ たそ 》あちけきと つ かえそ そつそいふす のあちすそす. ╉あきか かつしけ ╇ふ せかそおせそ-
さちあてせそ いふうあしけ う 》あちけきか, けく させけえけ ╆あきあせそうふに ╇ふ とくせあかてか すせそえそ せそうふに 
けせてかちかつせふに おかてあしかこ そい けつてそちけけ け あちにけてかさてとちか なちあせぬとくつさそこ つてそしけぬふ. 

* 〉╈-Ex Libris. 2008. 29 すあみ.
** ╅ちくあさあせみせ 〈.を. 》とてかうふか くあすかてさけ うそつてそさそうかおそう そ ‒ちあせぬけけ // Diplomat. 2009. づ 8. 』. 44—45.
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〈せか, せあたちけすかち, いふしそ けせてかちかつせそ とくせあてへ そい けつてそちけけ つそくおあせけみ つてかさしみせせそこ 
たけちあすけおふ, せあちとのけうのかこ, たそ すせかせけま すせそえけに, えあちすそせけねせそか たちそつてちあせ-
つてうそ おうそちあ ]とうちあ. 《さあくふうあかてつみ, かか つてちそけてかしへつてうそ たそ たちそかさてと けくうかつてせそえそ 
あすかちけさあせつさそえそ あちにけてかさてそちあ さけてあこつさそえそ たちそけつにそきおかせけみ ¨.〈. 》かみ たそ-
くうそしけしそ ちかのけてへ ちみお たちあさてけねかつさけに くあおあね. 〉かそいにそおけすそ いふしそ たかちかせかつてけ 
つしときかいせふか たそすかはかせけみ たそお くかすしま け てかす つあすふす とうかしけねけてへ うすかつてけすそつてへ 
おうそちぬあ. 〉そ けく-くあ いしけくそつてけ 』かせふ さそてしそうあせ せか すそえ いふてへ えしといきか うそつへすけ すか-
てちそう, ねてそ せか たそくうそしみしそ たちそいけてへつみ う たそおくかすせふか つそそちときかせけみ おそつてあてそねせそ-
すと さそしけねかつてうと おせかうせそえそ つうかてあ. 』そそちときかせけか たけちあすけおふ たそくうそしけしそ つたちあ-
うけてへつみ つ ほてけすけ たちそいしかすあすけ.

〉か てそしへさそ 》あちけき つてあし そいひかさてそす うせけすあせけみ たとてかのかつてうかせせけさそう ╆あきあ-
せそうふに. 《せけ つそうかちのけしけ とうしかさあてかしへせふか たそかくおさけ たそ おちとえけす えそちそおあす ‒ちあせ-
ぬけけ, たそいふうあしけ う くあすさあに せあ ]とあちか, う 』てちあついとちえか, う あいいあてつてうか 』かせ-〈けのかしへ, 
つそうかちのけしけ たそかくおさと う ╆かしへえけま.

╆あきあせそうふ うせけすあてかしへせそ うえしみおふうあまてつみ う つてちあせと, かか けつてそちけま け てちあおけ-
ぬけけ. ぁけてあてかしへ とくせあかて すせそえそ せそうそえそ そ えそてけねかつさそす けつさとつつてうか, そ なちあせぬとく-
つさそこ すとくふさか け きけうそたけつけ, そ さとしへてか かおふ け そ うけせあに, そ しまいうけ なちあせぬとくそう 
さ つあおそうそ-たあちさそうそすと けつさとつつてうと. 》ちけ ほてそす あうてそちふ つてちかすみてつみ う とうしかさあてかしへ-
せそこ なそちすか ちあつつさあくあてへ そい そておかしへせふに けつてそちけねかつさけに しけねせそつてみに — そ 〉あたそ-
しかそせか, ]かそせあちおそ おあ ╇けせねけ, 〈そしへかちか け そ すせそえけに おちとえけに. ¨つてそちけねかつさけか 
あせかさおそてふ, たちけくうあせせふか そきけうけてへ たそうかつてうそうあせけか, «うつてちみにせとてへ» ねけてあてかしみ, 
うつてちかねあまてつみ せあ つてちあせけぬあに させけえけ てとて け てあす. 』 いそしへのけす けせてかちかつそす ねけてあ-
まてつみ くあすかてさけ, せあうかみせせふか たそつかはかせけかす 『とあせあ け たしそはあおけ, えおか う 1431 えそおと 
つそきえしけ ╋あせせと お’╅ちさ. ╅うてそちふ そいちあはあまてつみ さ けつてそちけけ 』てそしかてせかこ うそこせふ 
け たちけうそおみて たあちあおそさつあしへせとま け せかつさそしへさそ たちそうそさあぬけそせせとま そぬかせさと, たそ 
さそてそちそこ ╋あせせあ お’╅ちさ つたあつしあ せか つてそしへさそ ‒ちあせぬけま, つさそしへさそ ╅せえしけま, 
たちかおそてうちあてけう «つそくおあせけか なちあせさそ-あせえしけこつさそこ なかおかちあぬけけ, う さそてそちそこ 
あせえしけねあせか あつつけすけしけちそうあしけつへ いふ う いそしかか ちあくうけてそこ なちあせぬとくつさそこ さとしへ-
てとちせそこ け ほさそせそすけねかつさそこ つちかおか».

》ちかおつてあうしみまて けせてかちかつ くあすかてさけ そい そてせそのかせけけ なちあせぬとくそう さ つうそかすと 
みくふさと. 』たちあうかおしけうふす みうしみかてつみ うふうそお そ てそす, ねてそ かえそ たそたとしみちせそつてへ う 『そつ-
つけけ け うそ うつかす すけちか う たちそのしそす そいひみつせみしあつへ せか かえそ «つとたかちさあねかつてうあすけ», 
あ てかす, ねてそ ‒ちあせぬけみ いふしあ つあすふす つけしへせふす, いそえあてふす け ちあくうけてふす かうちそたかこ-
つさけす えそつとおあちつてうそす. [そえおあ きか せあ たかちうふか ちそしけ う すけちそうそこ たそしけてけさか け ほさそ-
せそすけさか うふおうけせとしけつへ あせえしそみくふねせふか おかちきあうふ, あすかちけさあせぬふ け あせえしけねあせか 
つてあしけ ちあくえしあえそしへつてうそうあてへ そい そつそいふに さあねかつてうあに, たちかうそつにそおつてうか けに みくふさあ 
せあお おちとえけすけ.

》ちけつてあしへせそ うえしみおふうあみつへ う けつてそちけま, さとしへてとちと, てちあおけぬけけ ‒ちあせぬけけ, 
あうてそちふ つそつてあうしみまて つそいつてうかせせそか すせかせけか そい ほてそこ つてちあせか け かか きけてかしみに, 
さそてそちそか, たそちそこ, せか うたそしせか つそうたあおあかて つ そいはかたちけせみてふすけ たちかおつてあうしかせけ-
みすけ. 《せけ つてちかすみてつみ せあちけつそうあてへ せか うふすふのしかせせとま, すけなけねかつさとま ‒ちあせ-
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ぬけま, あ ちかあしへせとま つてちあせと つ かか おそつてそけせつてうあすけ け せかおそつてあてさあすけ. ‒ちあせぬけみ 
おしみ ╆あきあせそうふに — う そたちかおかしかせせそこ つてかたかせけ つてちあせあ さそせてちあつてそう, ねてそ たそお-
ねかちさけうあかてつみ せあくうあせけかす さあさ つあすそこ させけえけ — «‒ちあせぬけみ: け [うあくけすそおそ, 
け [そさそ ぃあせかしへ», てあさ け かか そておかしへせふに えしあう.

〉か つそ うつかすけ そぬかせさあすけ, たちけうかおかせせふすけ う させけえか, すそきせそ つそえしあつけてへつみ. 
〉あちみおと つそ つたそちせふすけ そぬかせさあすけ う させけえか たちけうかおかせふ け すせそえけか うたそしせか 
つたちあうかおしけうふか さちけてけねかつさけか くあすかねあせけみ う あおちかつ ‒ちあせぬけけ け なちあせぬとくそう. 
╆あきあせそうふ ちあくうかせねけうあまて せかさそてそちふか すけなふ そ せかこ, つとはかつてうとまはけか う 『そつ-
つけけ. 【あさ, せあたちけすかち, のけちそさそ けくうかつてせそ, ねてそ ほてあ つてちあせあ — たちそつてそ ちあこ おしみ 
てとちけつてそう, たそうつまおと てあす つそくおあせふ とおそいせふか えそつてけせけぬふ, にそちそのけか ちかつてそ-
ちあせふ, そ かか さとしへてとちか け けつてそちけけ たそうかつてうとまて けせてかちかつせふか たとてかうそおけてかしけ, 
さ つそつてあうしかせけま さそてそちふに たちけねあつてせふ てあしあせてしけうふか けつてそちけさけ. 〉そ せかしへくみ 
くあいふうあてへ そ てそす, ねてそ, にそてみ たあしけてちあ たちかおしあえあかすふに てとちけつてけねかつさけに とつしとえ 
せかそいふねあこせそ のけちそさあ, けに さあねかつてうそ せあたちみすとま くあうけつけて そて たしあてふ くあ せけに. 
【あさ, つてそけすそつてへ たちそきけうあせけみ う そてかしか つけしへせそ うあちへけちとかてつみ う くあうけつけすそつてけ そて 
てそえそ, う さあさそす ちあこそせか 》あちけきあ そせ ちあつたそしそきかせ.

╇ つうそかこ せそうそこ ちあいそてか ╆あきあせそうふ たそつてあちあしけつへ たそさあくあてへ ‒ちあせぬけま うそ 
うつかす かか すせそえそそいちあくけけ. 〉あたけつあせせふか きけうふす みちさけす みくふさそす, «》とてかうふか くあ-
すかてさけ» つせあいきかせふ たちかさちあつせふすけ けししまつてちあぬけみすけ, しかえさそ ねけてあまてつみ け そつてあう-
しみまて たちけみてせそか うたかねあてしかせけか.

╆しかつさ け せけはかてあ たそ-なちあせぬとくつさけ*

′うかちかうあ 【.╇.

〉そうあみ させけえあ ちそつつけこつさそえそ おけたしそすあてあ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ たそつうみはかせあ ‒ちあせ-
ぬけけ け せあたけつあせあ う つそあうてそちつてうか つ きかせそこ 〉あてあしへかこ. [せけえあ すそえしあ いふ いふてへ 
さちあてさけす たとてかうそおけてかしかす たそ ‒ちあせぬけけ, たそつさそしへさと う せかこ かつてへ そたけつあせけみ 
おそつてそたちけすかねあてかしへせそつてかこ 》あちけきあ, ゅしへくあつあ け ╅さうけてあせけけ, 〉そちすあせおけけ 
け おそしけせふ ]とあちふ. ぁけてあてかしへ たそしとねあかて たちかさちあつせとま うそくすそきせそつてへ すふつ-
しかせせそ たちそえとしみてへつみ うすかつてか つ あうてそちあすけ たそ ╊しけつかこつさけす 》そしみす, たちそこてけ たそ 
としけぬか 〈そせてかせみ, くあえしみせとてへ う ]とうち, たそつけおかてへ う さあなかてかちけみに せあ たしそはあおけ 
╆あつてけしけけ, たちそかにあてへ せあ すかてちそ おそ ╉そすあ けせうあしけおそう け たそつてそみてへ ちみおそす 
つ すそえけしそこ 〉あたそしかそせあ. 』そうかちのけてへ とうしかさあてかしへせふか たそかくおさけ つ たそつかはかせけかす 
『とあせあ, 』かせ-〈あしそ, そつすそてちかてへ くあすさけ せあ ]とあちか, たそつしとのあてへ ちあつつさあく えけおあ 
そ きけくせけ ]かそせあちおそ おあ ╇けせねけ う ╅すいとあくか. ╉そいちあてへつみ おそ ╆そちおそ, うくえしみせとてへ 
せあ ]あくとちせふこ ╆かちかえ. 》そくせあさそすけてへつみ つ ませそこ せかすさそこ, たちけかにあうのかこ けくとねあてへ 
なちあせぬとくつさけこ みくふさ, そさとせとてへつみ う あてすそつなかちと せかてそちそたしけうそえそ たちけみてせそえそ 
たそくせあうあてかしへせそえそ そておふにあ.

* ′うかちかうあ 【.╇. ╆しかつさ け せけはかてあ たそ-なちあせぬとくつさけ // 》そしけてけねかつさけこ さしあつつ. 2009. づ 11 (59). 〉そみいちへ. 
』. 127.
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ぃけちそさあみ ほちとおけぬけみ あうてそちそう たそくうそしみかて けす いかく てちとおあ たかちかにそおけてへ そて 
そいのけちせふに けつてそちけねかつさけに ほさつさとちつそう さ うそたちそつあす つそうちかすかせせそこ なちあせぬとく-
つさそこ たそしけてけねかつさそこ きけくせけ, そいひみつせけてへ さそてそちとま せかうそくすそきせそ いかく たそせけ-
すあせけみ そつそいかせせそつてかこ せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ なちあせぬとくそう, くせあせけみ けに 
そいちあくあ きけくせけ, そつそいかせせそつてかこ いふてあ け さとしへてとちせふに てちあおけぬけこ. ぁけてあてかしへ 
けすかかて たちかさちあつせとま うそくすそきせそつてへ うすかつてか つ ╆あきあせそうふすけ うつたそすせけてへ ちそしへ 
えあししへつさけに くあうそかうあせけこ ちけすしみせ う あせてけねせふか うちかすかせあ, おけせあつてけま [あたかてけせ-
えそう, つたしそてけうのけに なちあせぬとくそう う つちかおせかうかさそうそこ ╊うちそたか, [ちかつてそうふか たそにそおふ, 
けせけぬけけちそうあせせふか なちあせぬとくあすけ, うちかすかせあ ╇かしけさそこ なちあせぬとくつさそこ ちかうそしま-
ぬけけ, たそおせみうのかこ くせあすかせあ つうそいそおふ, ちあうかせつてうあ け いちあてつてうあ, け 〉あたそしかそせあ, 
つてあうのかえそ つけすうそしそす せあぬけそせあしへせそこ えそちおそつてけ. ¨つてそちけねかつさけか たあちあししかしけ, 
けつさとつせそ うたしかてかせせふか あうてそちあすけ う たそうかつてうそうあせけか, たちけおあまて といかおけてかしへせそつてへ 
そぬかせさあす つそうちかすかせせそこ きけくせけ.

《つそいそか すかつてそ くあせけすあかて う させけえか うつか, ねてそ つうみくあせそ つ けくうかつてせそこ せあ うかつへ すけち 
なちあせぬとくつさそこ さとにせかこ け うけせあすけ. ╇かおへ てそしへさそ なちあせぬとくふ たそしあえあまて, ねてそ «けくそ-
いちかてかせけか せそうそえそ いしまおあ おあかて ねかしそうかねかつてうと いそしへのか, ねかす そてさちふてけか せそうそこ 
たしあせかてふ», あ そいかお すそきかて そてせみてへ せかつさそしへさそ ねあつそう. ぁけてあみ させけえと, たそえちときあ-
かのへつみ う すけち なちあせぬとくつさそこ おかこつてうけてかしへせそつてけ, うおふにあかのへ あちそすあてふ たあちけき-
つさけに さあなか, しとねのか たそせけすあかのへ たちそつてふに きけてかしかこ ほてそこ さちあつけうそこ つてちあせふ.

╇すかつてか つ てかす たちそせけぬあてかしへせふこ うくそち そたふてせそえそ おけたしそすあてあ そてさちふうあかて 
おしみ ねけてあてかしかこ くあうかつふ せあぬけそせあしへせふに そつそいかせせそつてかこ, そ さそてそちふに そいふねせそ 
せか たけのとて てとちけつてけねかつさけか たとてかうそおけてかしけ. ╅うてそちふ いかく つすとはかせけみ そたけつふ-
うあまて たちけつとはけか なちあせぬとくあす てはかつしあうけか, つさしそせせそつてへ さ うせかのせけす ほななかさ-
てあす, ねあつてそ しけのかせせとま えしといそさそえそ うせとてちかせせかえそ つそおかちきあせけみ.

》そ すせかせけま あうてそちそう, け つあすあ ‒ちあせぬけみ そつてあうしみかて たちそてけうそちかねけうそか うたか-
ねあてしかせけか. 』 そおせそこ つてそちそせふ, そせあ みうしみかてつみ そたしそてそす つそうちかすかせせそこ くあたあお-
せそこ さとしへてとちふ. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, つてちあせあ せかたちけみてせそ たそちあきあかて つうそけす 
そてさちそうかせせふす せあぬけそせあしけくすそす, のそうけせけつてけねかつさそこ ねうあせしけうそつてへま, けつてそさけ 
さそてそちそこ しかきあて う せかおあうせかす たちそのしそす ほてそこ さそしそせけあしへせそこ けすたかちけけ. 〉そ, 
たそ-うけおけすそすと, てあさそうそ とつてちそこつてうそ すけちあ, う さそてそちそす ねあつてそ つそつかおつてうとかて うかしけ-
さそか け つすかのせそか, けくみはせそか け えちといそか, つそしかせそか け つしあおさそか.

[そせてちあつてふ そはとはあまてつみ け う たそうつかおせかうせそこ きけくせけ: せあしけねけか そねかちか-
おかこ, せかてそちそたしけうそつてへ け つうそかせちあうせそつてへ なちあせぬとくつさそえそ つかちうけつあ ときけうあまてつみ 
つ おそつてけきかせけみすけ そおせそこ けく せあけいそしかか ほさそせそすけねかつさけ ちあくうけてふに つてちあせ くあたあお-
せそえそ すけちあ, みうしみまはかこつみ さとしへてとちせそこ け てとちけつてけねかつさそこ 〈かささそこ.

』たちあうかおしけうそつてけ ちあおけ せときせそ くあすかてけてへ, ねてそ せか うつか けく てそえそ, ねてそ つそ-
つてあうしみかて あうてそちつさとま たそくけぬけま う そぬかせさあに ‒ちあせぬけけ, すそきせそ うそつたちけせみてへ 
いかくそえそうそちそねせそ. [そせかねせそ きか, そ うさとつあに せか つたそちみて, せそ たちかおつてあうしみかてつみ, 
ねてそ くあすかねあせけか あうてそちそう そ てそす, ねてそ あすかちけさあせつさけか なけしへすふ くせあねけてかしへせそ 
たちかうそつにそおみて なちあせぬとくつさけこ さけせかすあてそえちあな たそ とちそうせま にとおそきかつてうかせせそえそ 
すあつてかちつてうあ, みうしみかてつみ つといひかさてけうせふす たちかとうかしけねかせけかす, つ さそてそちふす てちとおせそ 
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つそえしあつけてへつみ. 》ちそきけう すせそえそ しかて う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに ╅すかちけさけ, ╆あきあ-
せそうふ せかうそしへせそ つちあうせけうあまて とうけおかせせそか うそ ‒ちあせぬけけ つ うそつたそすけせあせけみすけ 
けく つうそかえそ あすかちけさあせつさそえそ そたふてあ. ぁあつてそ てあさそか つちあうせかせけか そさあくふうあかてつみ 
せか う たそしへくと なちあせぬとくそう.

]まいそたふてせふ あうてそちつさけか たあちあししかしけ なちあせぬとくつさそこ おかこつてうけてかしへせそつてけ 
つ きけくせへま つそうちかすかせせそえそ [けてあみ. ぁあつてそ ほてそ つにそおつてうそ うふえしみおけて つそうかちのかせ-
せそ せかそきけおあせせふす. 【あさ, たそ つしそうあす そおせそえそ けく さけてあこつさけに さそししかえ あうてそちそう, 
«け すふ, け なちあせぬとくふ たそすかのあせふ せあ さとにせか け ぬかちかすそせけみに».

〉そうふか いしまおあ うあきせかか せそうふに たしあせかて
《 てはかつしあうせふに なちあせぬとくあに, さそてそちふか, たちそけえちあう うふいそちふ,

つあおみてつみ くあ せあたけつあせけか ちそすあせそう*

′うかちかうあ 【.╇.

〉あくうあせけか きあせちあ せそうそこ させけえけ ちそつつけこつさそえそ おけたしそすあてあ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ 
け かえそ きかせふ うふせかつかせそ せあ そいしそきさと: «》とてかうふか くあすかてさけ». 《おせあさそ させけえあ 
せか みうしみかてつみ たちそつてふす てとちけつてけねかつさけす ちかたそちてあきかす. ぃけちそさあみ ほちとおけぬけみ 
あうてそちそう たそくうそしみかて けす いかく てちとおあ たかちかにそおけてへ そて そいのけちせふに けつてそちけねかつさけに 
ほさつさとちつそう さ うそたちそつあす つそうちかすかせせそこ なちあせぬとくつさそこ たそしけてけねかつさそこ きけくせけ, 
そいひみつせけてへ さそてそちとま せかうそくすそきせそ いかく たそせけすあせけみ そつそいかせせそつてかこ せあぬけそ-
せあしへせそえそ にあちあさてかちあ なちあせぬとくそう, くせあせけみ けに そいちあくあ きけくせけ け さとしへてとちせふに 
てちあおけぬけこ. ぁけてあてかしへ けすかかて たちかさちあつせとま うそくすそきせそつてへ うすかつてか つ あうてそちあすけ 
うつたそすせけてへ ちそしへ えあししへつさけに くあうそかうあせけこ ちけすしみせ う あせてけねせふか うちかすかせあ, 
おけせあつてけま [あたかてけせえそう, つたしそてけうのけに なちあせぬとくそう う つちかおせかうかさそうそこ ╊うちそたか, 
[ちかつてそうふか たそにそおふ, けせけぬけけちそうあせせふか なちあせぬとくあすけ, うちかすかせあ ╇かしけさそこ 
なちあせぬとくつさそこ ちかうそしまぬけけ, たそおせみうのかこ くせあすかせあ ちあうかせつてうあ け つたちあうかおしけうそ-
つてけ, け 〉あたそしかそせあ, つてあうのかえそ つけすうそしそす せあぬけそせあしへせそこ えそちおそつてけ.

《つそいそか すかつてそ くあせけすあかて う させけえか うつか, ねてそ つうみくあせそ つ けくうかつてせそこ せあ うかつへ 
すけち なちあせぬとくつさそこ さとにせかこ け うけせあすけ. ╇かおへ てそしへさそ なちあせぬとくふ たそしあえあまて, 
ねてそ «けくそいちかてかせけか せそうそえそ いしまおあ おあかて ねかしそうかねかつてうと いそしへのか, ねかす そてさちふ-
てけか せそうそこ たしあせかてふ», あ そいかお すそきかて そてせみてへ せかつさそしへさそ ねあつそう. ぁてそ えそうそちけてへ 
そ うふいそちか うけせ け つふちそう? ぁけてあみ させけえと, たそえちときあかのへつみ う すけち なちあせぬとくつさそこ 
おかこつてうけてかしへせそつてけ, うおふにあかのへ あちそすあてふ たあちけきつさけに さあなか, しとねのか たそせけすあ-
かのへ たちそつてふに きけてかしかこ ほてそこ さちあつけうそこ つてちあせふ, うせかつのけに そえちそすせふこ うさしあお 
う つそうちかすかせせとま ぬけうけしけくあぬけま.

╇すかつてか つ てかす たちそせけぬあてかしへせふこ うくそち おけたしそすあてあ そてさちふうあかて おしみ ねけてあ-
てかしかこ くあうかつふ せあぬけそせあしへせふに そつそいかせせそつてかこ, そ さそてそちふに そいふねせそ せか たけのとて 
てとちけつてけねかつさけか たとてかうそおけてかしけ. ╅うてそちふ いかく つすとはかせけみ そたけつふうあまて たちけつと-

* ′うかちかうあ 【.╇. 〉そうふか いしまおあ うあきせかか せそうふに たしあせかて // 〉╈-Ex Libris. 2009. 28 すあみ.
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はけか なちあせぬとくあす てはかつしあうけか, つさしそせせそつてへ さ うせかのせけす ほななかさてあす. 〉かおあちそす 
そおせあ けく えしあう させけえけ せあくうあせあ: «《, ほてけ たちそてけうそちかねけうふか なちあせぬとくふ!»

》そ すせかせけま あうてそちそう, け つあすあ ‒ちあせぬけみ そつてあうしみかて たちそてけうそちかねけうそか うたか-
ねあてしかせけか. 』 そおせそこ つてそちそせふ, そせあ みうしみかてつみ そたしそてそす つそうちかすかせせそこ くあたあお-
せそこ さとしへてとちふ, たそおあちけうのかこ すけちと うふおあまはけにつみ なけしそつそなそう, たけつあてかしかこ, 
にとおそきせけさそう け すとくふさあせてそう. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, つてちあせあ せかたちけみてせそ たそちあ-
きあかて つうそけす そてさちそうかせせふす せあぬけそせあしけくすそす, のそうけせけつてけねかつさそこ ねうあせしけうそ-
つてへま, けつてそさけ さそてそちそこ しかきあて う せかおあうせかす さそしそせけあしへせそす たちそのしそす ほてそこ 
つてちあせふ. 〉そ, たそ-うけおけすそすと, てあさそうそ とつてちそこつてうそ すけちあ, う さそてそちそす ねあつてそ 
つそつかおつてうとかて うかしけさそか け つすかのせそか, けくみはせそか け えちといそか, つそしかせそか け つしあおさそか. 
ゅてけ さそせてちあつてふ たそくうそしみまて け たそねとうつてうそうあてへ うさとつ つうかきかえそ うそくおとにあ, たちけ-
せかつかせせそえそ つ そさかあせつさけに たちそつてそちそう, さそてそちふす たちそたけてあせ 》あちけき, け そぬかせけてへ 
さちあつそてと すちあねせそこ あちにけてかさてとちふ 』ちかおせかうかさそうへみ せあ なそせか すけちせそえそ くあさあてあ.

》ちそてけうそちかねけみ つそつてあうしみまて きけうとま せけてへ なちあせぬとくつさそこ けつてそちけけ, う さそてそ-
ちそこ ‒ちあせつとあ ぃあてそいちけあせ つしときけし すけせけつてちそす うせとてちかせせけに おかし, ]あすあちてけせ 
つねけてあし つかいみ たちかきおか うつかえそ たそしけてけさそす, あ たちかすへかち-すけせけつてち ╋そちき [しか-
すあせつそ, たちそけえちあう うふいそちふ, せあねあし たけつあてへ ちそすあせ.

[そせてちあつてふ そはとはあまてつみ け う たそうつかおせかうせそこ きけくせけ. 〉あしけねけか そねかちか-
おかこ, せかてそちそたしけうそつてへ け つうそかせちあうせそつてへ なちあせぬとくつさそえそ つかちうけつあ ときけうあまてつみ 
つ おそつてけきかせけみすけ そおせそこ けく せあけいそしかか ほさそせそすけねかつさけ ちあくうけてふに つてちあせ くあたあお-
せそえそ すけちあ, みうしみまはかこつみ さとしへてとちせそこ け てとちけつてけねかつさそこ 〈かささそこ.

』たちあうかおしけうそつてけ ちあおけ せときせそ くあすかてけてへ, ねてそ せか うつか けく てそえそ, ねてそ つそつてあう-
しみかて あうてそちつさとま たそくけぬけま う そぬかせさあに ‒ちあせぬけけ, すそきせそ たちけせみてへ いかつつたそちせそ. 
[そせかねせそ, そ うさとつあに せか つたそちみて, せそ たちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ くあすかねあせけか あうてそちそう 
そ てそす, ねてそ あすかちけさあせつさけか なけしへすふ くせあねけてかしへせそ たちかうそつにそおみて なちあせぬとく-
つさけこ さけせかすあてそえちあな たそ とちそうせま にとおそきかつてうかせせそえそ すあつてかちつてうあ, みうしみかてつみ 
つといひかさてけうせふす たちかとうかしけねかせけかす, つ さそてそちふす てちとおせそ つそえしあつけてへつみ.

》ちそきけう すせそえそ しかて う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに ╅すかちけさけ, あうてそちふ せかうそしへせそ 
つちあうせけうあまて とうけおかせせそか うそ ‒ちあせぬけけ つ うそつたそすけせあせけみすけ けく つうそかえそ あすかちけ-
さあせつさそえそ そたふてあ. ぁあつてそ てあさそか つちあうせかせけか そさあくふうあかてつみ せか う たそしへくと なちあせ-
ぬとくそう. ぁてそ き, てあさそうあ あうてそちつさあみ そぬかせさあ. ゅてそ たちけおあかて させけえか つうそかそいちあくけか 
け おそたそしせみかて きあせちそうふか そつそいかせせそつてけ たそうかつてうそうあせけみ.

《させそ う 》あちけき*

¨くうかつてせふか たそしけてそしそえけ つ おかてつてうあ たけてあしけ しまいそうへ さそ うつかすと なちあせぬとくつさそすと. 
｠そてみ たちかたそおあうあてかしへ う 〈╈¨〈《, えおか そせけ とねけしけつへ う 60-か, たちかおとたちかきおあし, 
ねてそ «なちあせぬとくふ そてせまおへ せか お’╅ちてあせへみせふ, あ しまおけ たちけきけすけつてふか, きとしけさそ-
うあてふか け つすそてちみて せあ おちとえけか せあちそおふ つうかちにと うせけく».

* ゅにそ たしあせかてふ. 2009. づ 39. 《さてみいちへ. 』. 49.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

¨ おかこつてうけてかしへせそ, さそえおあ あうてそちふ させけえけ つてあしけ かくおけてへ うそ ‒ちあせぬけま 
う 1990-か さあさ てとちけつてふ, けに うくえしみおふ けくすかせけしけつへ. 》かちうふこ きか うふいちあせせふこ 
けすけ たそ たとてかうそおけてかしま なかのかせかいかしへせふこ たあちけきつさけこ そてかしへ «『そみし ╅いと-
さけち» せあ たそうかちさと そさあくあしつみ «せそねしかきさそこ». 】おけうけしそ, ねてそ う 》あちけきか てかつせそてあ. 
«╇ ちかつてそちあせあに しけしけたとてつさけか つてそしけさけ ちあつたそしあえあまてつみ いとさうあしへせそ う つあせてけ-
すかてちあに おちとえ そて おちとえあ», あ かつしけ うふ けすかしけ せかつねあつてへか つかつてへ «う とえしと けしけ ちみおそす 
つ さとにせかこ, てそ そなけぬけあせて いとおかて ちかえとしみちせそ たちそうそおけてへ たそ うあのかこ つたけせか 
くあおそす». 〉そねへま せかうそくすそきせそ とつせとてへ «けく-くあ たそつてそみせせそえそ ちかうあ くあ そさせそす 
てちあせつたそちてせそこ てかにせけさけ». «〈かてちそ — せかさあくけつてそか, せかそたちみてせそか, おとのせそか, 
てちかいとまはかか ちかすそせてあ». ′せあすかせけてあみ 』そちいそせせあ «うせとてちけ つそうつかす せか うたかねあて-
しみかて: たちそつてかせへさけか さそちけおそちふ, つてかせふ, くあしかたしかせせふか そいひみうしかせけみすけ, つさちそす-
せふか あとおけてそちけけ». 〉あ ゅこなかしかうと いあのせま たあちけきあせか せか たそおせけすあまてつみ — 
«せか にそてみて つてそみてへ う おしけせせまはけに そねかちかおみに け たしあてけてへ いそしへのけか おかせへえけ くあ 
うにそおせふか いけしかてふ». ╅ «そねかちかおけ — ちあつたちそつてちあせかせせそか うそ ‒ちあせぬけけ みうしかせけか 
け う すあえあくけせあに, ちかつてそちあせあに, すとくかみに».

╆かく ほさつさとちつそうそおあ ╆あきあせそうふ そつすそてちかしけ おそつてそたちけすかねあてかしへせそつてけ — 
つそいそち 》あちけきつさそこ ╆そえそすあてかちけ, ]まさつかすいとちえつさけこ つあお, ╊しけつかこつさけか 》そしみ, 
つあお 【まけしへちけ, ]とうち, 〈そせすあちてち, ╉そす ¨せうあしけおそう, たしそはあおへ ╆あつてけしけけ 
け すせそえそか おちとえそか — せあ うつか うくえしみせとしけ いかく «ちそくそうふに そねさそう» ませそのかつさそえそ 
ちそすあせてけくすあ け... たそ-せそうそすと うしまいけしけつへ.

[とおあ けおかて ねかしそうかねかつてうそ? 
《 てかせおかせぬけみに 
すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 
う XXI うかさか
〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2009. — 96 つ.

╇ せあおかきおか せあ いしあえそちあくとすけか*

′あさあとちぬかうあ 【.╅., ぃとてそう ╅.╉.

『そつつけこつさけか とねかせふか け おけたしそすあてふ, つとたちと-
えけ ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうふ にそちそのそ 
けくうかつてせふ つうそけすけ てちとおあすけ そ うせとてちかせせけに 
たちそいしかすあに け うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ, 
[けてあみ, 』ぃ╅, [そちかけ, つてちあせ ょえそ-╇そつてそね-
せそこ ╅くけけ, ╊うちそたふ. ╇ せそうそこ させけえか ╆あきあ-
せそうふ せあ そつせそうか たちかきせけに つてちあせそうかおねかつさけに 

* ′あさあとちぬかうあ 【.╅., ぃとてそう ╅.╉. ╇ せあおかきおか せあ いしあえそちあくとすけか // 〉╈-Ex Libris. 2009. 3 おかさ.
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け ちかえけそせあしへせふに けつつしかおそうあせけこ けくしあえあまて つとてへ てかそちけこ, さそてそちふか, たちけそいちかてあみ 
たそたとしみちせそつてへ, うたしかてあまてつみ う てさあせへ うせとてちかせせかこ け うせかのせかこ たそしけてけさけ ちあく-
しけねせふに つてちあせ け せあねけせあまて うしけみてへ せあ にそお けつてそちけけ. 『あくひみつせみまてつみ てかそちけけ 
«さそせぬあ けつてそちけけ», «つすかちてけ つとうかちかせせふに せあぬけそせあしへせふに えそつとおあちつてう», つそくおあ-
せけみ «すけちそうそえそ たちあうけてかしへつてうあ», «うつかそいはかえそ にあそつあ», «うそくおかこつてうけみ つそしせぬあ 
け たそえそおふ せあ たそうかおかせけか しまおかこ» け おち. ╅うてそちふ せあにそおみて う さあきおそこ けく せけに おそしま 
けつてけせふ. «¨ うつか きか, かつしけ すふ にそてけす たそたふてあてへつみ ちあくそいちあてへつみ う てかせおかせぬけみに 
すけちそうそえそ ちあくうけてけみ, つしかおとかて... けつにそおけてへ けく てそえそ, ねてそ えしあうせふすけ おかこつてうとまはけ-
すけ しけぬあすけ XXI つてそしかてけみ そつてあまてつみ せあぬけそせあしへせふか えそつとおあちつてうあ, け けすかせせそ けに 
たそうかおかせけか いとおかて そたちかおかしみてへ おあしへせかこのけこ にそお けつてそちけけ... ╈そつとおあちつてうあ うつかえ-
おあ おかこつてうとまて う つそそてうかてつてうけけ つそ つうそけすけ けせてかちかつあすけ, さそてそちふか うかつへすあ さそす-
たしかさつせふ... け そてせまおへ せか うつかえおあ つそうたあおあまて つ ぬけうけしけくあぬけそせせふすけ, ちかえけそせあしへ-
せふすけ け たちそねけすけ うかさてそちあすけ. 》そほてそすと えそつとおあちつてうあ くあねあつてとま つそたかちせけねあまて 
け さそせなしけさてとまて つ つそつかおみすけ, いしけくさけすけ けす たそ ほてせけねかつさけす, ちかしけえけそくせふす 
け おちとえけす たちけくせあさあす». 』 そさそせねあせけかす にそしそおせそこ うそこせふ くあいちかくきけしあ せあおかき-
おあ, ねてそ さそせなちそせてあぬけけ せあつてとたけし さそせかぬ. 《おせあさそ たそつしか せかいそしへのそえそ くあてけのへみ 
うせそうへ つてあしけ せあつしあけうあてへつみ たちそいしかすふ け さそせなしけさてふ. ╇ すかきおとせあちそおせふに そてせそ-
のかせけみに せか ちあく たちかおたちけせけすあしけつへ たそたふてさけ とてうかちきおかせけみ そおせそたそしまつせそつてけ, 
せそ うつみさけこ ちあく そせけ くあさあせねけうあしけつへ さちあにそす えかえかすそせけつてそう. 〉あ ちといかきか XX—XXI 
うかさそう せあねあし うふくちかうあてへ かおけせふこ なちそせて う つうみくけ つ えかえかすそせけつてつさそこ たそしけてけさそこ 
』ぃ╅. ╇ たそつしかおせけか えそおふ とくかし せあたちみきかせせそつてけ くあうみくふうあかてつみ け うそさちとえ 『そつつけけ. 
》そさあ そせあ いふしあ つしあいあ, さ せかこ そてせそつけしけつへ いしあえそおとのせそ, たそ すかちか きか とつけしかせけみ 
『そつつけこつさそえそ えそつとおあちつてうあ せかさそてそちふか つそつかおけ け つてちあせふ ′あたあおあ «そくあおあねけしけつへ 
けおかかこ たちそてけうそおかこつてうけみ たしあせあす (ちかあしへせふす け すせけすふす) 〈そつさうふ». ｠あちあさてか-
ちけくとみ たかちかにそお さ すせそえそたそしみちせそつてけ さあさ かつてかつてうかせせふこ, あうてそちふ たそしあえあまて, ねてそ 
ほてそ えちそくけて おかつてあいけしけくあぬけかこ け さそせなしけさてあすけ. 〉かて とうかちかせせそつてけ け う てそす, ねてそ 
すせそえそたそしみちせそつてへ つてあせかて つてあいけしへせそこ: せかけくうかつてせそ, さあさ たそうかおとて つかいみ せそうふか 
つうかちにおかちきあうふ. ╇ けてそえか そつてあかてつみ うそたちそつ: ねてそ うつか-てあさけ たかちかうかつけて — けせつてけせ-
さてふ つそてちとおせけねかつてうあ けしけ つそたかちせけねかつてうあ? 》ちけにそおけてつみ せあおかみてへつみ せあ いしあえそ-
ちあくとすけか うつかに, そつそいかせせそ うかおとはけに えそつとおあちつてう.

[あてあしそえ さそせぬかたてあ えしそいあしけくすあ*

′あさあとちぬかうあ 【.╅., ぃとてそう ╅.╉.

╇ つうそかこ せそうそこ させけえか とねかせふか け おけたしそすあてふ ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ ╆あきあ-
せそうふ せあ そつせそうか たちかきせけに つてちあせそうかおねかつさけに け ちかえけそせあしへせふに けつつしかおそ-
うあせけこ たちかおつてあうしみまて ぬかしへせとま さあちてけせと つそうちかすかせせそえそ すけちあ. ╅うてそちふ 
けくしあえあまて つとてへ てかに さそせぬかたぬけこ け てかそちけこ, さそてそちふか, たちけそいちかてあみ たそたとしみち-

* ′あさあとちぬかうあ 【.╅., ぃとてそう ╅.╉. [あてあしそえ さそせぬかたてあ えしそいあしけくすあ // 》そしけてけねかつさけこ さしあつつ. 2009. づ 11. 』. 126.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

せそつてへ, うたしかてあまてつみ う てさあせへ うせとてちかせせかこ け うせかのせかこ たそしけてけさけ ちあくしけねせふに 
つてちあせ け せあねけせあまて うしけみてへ せあ にそお けつてそちけけ. 『あくひみつせみまてつみ てかそちけけ さそせぬあ 
けつてそちけけ (そ いかくそえそうそちそねせそこ たそいかおか う えしそいあしへせふに すあつのてあいあに あすかちけさあせ-
つさそこ すそおかしけ たそしけてけねかつさそこ おかすそさちあてけけ け せかそしけいかちあしへせそこ ほさそせそすけさけ), 
つすかちてけ つとうかちかせせふに せあぬけそせあしへせふに えそつとおあちつてう, つそくおあせけみ すけちそうそえそ たちあ-
うけてかしへつてうあ, たかちかおあねけ たそしせそすそねけこ せあちそおあす け ちかえけそせあす, つてそしさせそうかせけみ 
ぬけうけしけくあぬけこ, つそたかちせけねかつてうあ ちかえけそせそう, せあつてとたしかせけみ いかおせふに せあ «くそしそてそこ 
すけししけあちお», うつかそいはかえそ にあそつあ, うそくおかこつてうけみ つそしせぬあ け たそえそおふ せあ たそうかおかせけか 
しまおかこ, つあすそそちえあせけくあぬけけ すあてかちけけ, なあてあしけくすあ け おち.

╆あきあせそうふ せあにそおみて う さあきおそこ けく とたそすみせとてふに けすけ てかそちけこ そたちかおかしかせ-
せとま おそしま けつてけせふ. «¨ うつか きか, — たけのとて そせけ, — かつしけ すふ にそてけす たそたふてあてへつみ 
ちあくそいちあてへつみ う てかせおかせぬけみに すけちそうそえそ ちあくうけてけみ, つしかおとかて <...> けつにそおけてへ けく 
てそえそ, ねてそ えしあうせふすけ おかこつてうとまはけすけ しけぬあすけ XXI つてそしかてけみ そつてあまてつみ せあぬけ-
そせあしへせふか えそつとおあちつてうあ け けすかせせそ けに たそうかおかせけか いとおかて そたちかおかしみてへ おあしへ-
せかこのけこ にそお けつてそちけけ».

』 そさそせねあせけかす にそしそおせそこ うそこせふ, そてすかねあかてつみ う させけえか, くあいちかくきけしあ 
せあおかきおあ, ねてそ つそたかちせけねかつてうと け さそせなちそせてあぬけけ せあつてとたけし さそせかぬ. 《おせあさそ 
たそつしか せかいそしへのそえそ くあてけのへみ うふみつせけしそつへ, ねてそ えしそいあしけくあぬけみ せか たかちかうかしあ 
ねかしそうかねかつてうそ う つそつてそみせけか せけちうあせふ. ╇せそうへ つてあしけ せあつしあけうあてへつみ たちそいしかすふ 
け さそせなしけさてふ. ╇そくそいせそうけしあつへ け きかつてさあみ いそちへいあ くあ しけおかちつてうそ う えしそいあしへ-
せそす すあつのてあいか.

╆あきあせそうふ たそさあくふうあまて, さあさ け たそねかすと せあけいそしかか あさてけうせふす たちかてかせ-
おかせてそす せあ えかえかすそせけま そさあくあしけつへ 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ. 》ちけつてあしへせそか 
うせけすあせけか う させけえか とおかしかせそ け せそうそすと ぬかせてちと つけしふ — [けてあま. 〉あさそせかぬ, 
う させけえか えそうそちけてつみ, ねてそ う たそつしかおせけか えそおふ とくかし せあたちみきかせせそつてけ くあうみくふ-
うあかてつみ け うそさちとえ 『そつつけけ. 《てすかねあかてつみ, ねてそ たそさあ 『そつつけみ いふしあ つしあいあ, さ せかこ 
そてせそつけしけつへ せあ ′あたあおか いしあえそおとのせそ, たそ すかちか きか とつけしかせけみ 『そつつけこつさそえそ 
えそつとおあちつてうあ, おかすそせつてちあぬけけ けす つてちかすしかせけみ さ うそつつてあせそうしかせけま つなかちふ つうそ-
かえそ うしけみせけみ せあ たそつてつそうかてつさそす たちそつてちあせつてうか け う すけちか う ぬかしそす せかさそてそちふか 
つそつかおけ け えそつとおあちつてうあ ′あたあおあ «そくあおあねけしけつへ けおかかこ たちそてけうそおかこつてうけみ たしあ-
せあす (ちかあしへせふす け すせけすふす) 〈そつさうふ». 》そみうけしけつへ け おちとえけか たちかてかせおかせてふ 
せあ ちそしへ つあすそつてそみてかしへせふに たそしまつそう う すけちそうそこ たそしけてけさか: ¨せおけみ, そいひかおけ-
せかせせあみ ╊うちそたあ, う いそしかか そておあしかせせそこ たかちつたかさてけうか — ╅』╊╅〉, ったそせけみ, 
¨ちあせ, 【とちぬけみ.

〉か とうかちかせふ あうてそちふ け う てそす, ねてそ いとおとはあみ すせそえそたそしみちせそつてへ, おあきか 
たそつしか てそえそ, さあさ そせあ とてうかちおけてつみ, つてあせかて あうてそすあてけねかつさけ つてあいけしへせそこ. 〉かけく-
うかつてせそ, とさあくふうあまて ╆あきあせそうふ, さあさ たそうかおとて つかいみ せそうふか つうかちにおかちきあうふ. 
[ちそすか てそえそ, いそしへのそこ たそてかせぬけあし さそせなしけさてせそつてけ せかつとて う つかいか そてせそのかせけみ 
ぬかせてちそう つけしふ つそ つちかおせけすけ け すあしふすけ つてちあせあすけ, あ てあさきか すせそえそねけつしかせせふか 
たちそてけうそちかねけみ すかきおと つあすけすけ つちかおせけすけ け すあしふすけ えそつとおあちつてうあすけ, うせと-
てちかせせけか たちそいしかすふ, てかちくあまはけか くせあねけてかしへせそか ねけつしそ えそつとおあちつてう.
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╇ くあさしまねけてかしへせそこ ねあつてけ すそせそえちあなけけ そぬかせけうあまてつみ うそくすそきせそつてけ 
け たかちつたかさてけうふ つそてちとおせけねかつてうあ う つそうちかすかせせそす すけちか. «‒けせあせつそうそ-ほさそ-
せそすけねかつさけこ さちけくけつ, — えそうそちけてつみ う させけえか, — う そねかちかおせそこ ちあく ねとうつてうけ-
てかしへせそ せあたそすせけし そ せかつそうかちのかせつてうか せふせかのせかこ すそおかしけ つとはかつてうそうあせけみ 
ねかしそうかねかつてうあ, そい そえちあせけねかせせそつてけ うそくすそきせそつてかこ えしそいあしへせふに しけおかちそう, 
うさしまねあみ 』ぃ╅, そ てかつせそこ うくあけすそくあうけつけすそつてけ えそつとおあちつてう け せかそいにそおけすそ-
つてけ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと せけすけ». [あさ つしかおつてうけか — たそうつかすかつてせそ うそく-
せけさしあ てみえあ さ たかちかくあえちとくさか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 《おせあさそ せあ たとてけ 
さ つそてちとおせけねかつてうと たそ-たちかきせかすと けすかまてつみ たちかたそせふ. 》ちそおそしきあかてつみ いそちへいあ 
くあ しけおかちつてうそ. 』そにちあせみかてつみ けつさとのかせけか とさちかたしみてへ えそつとおあちつてうそ け しけねせとま 
うしあつてへ う せかす くあ つねかて たそけつさあ うせかのせけに うちあえそう け ほさつたしとあてあぬけけ てかすふ うせかの-
せけに とえちそく. 【ちとおせそたちかそおそしけすあ さそせさとちかせぬけみ くあ さそせてちそしへ せあお ほせかちえそちか-
つとちつあすけ け たち.

╇ けてそえか, つねけてあまて あうてそちふ させけえけ, そつてあかてつみ うそたちそつ: ねてそ うつか-てあさけ たかちかうか-
つけて — けせつてけせさてふ つそてちとおせけねかつてうあ けしけ つそたかちせけねかつてうあ? 》ちけにそおけてつみ しけのへ 
せあおかみてへつみ せあ いしあえそちあくとすけか たそしけてけさそう, すかきおとせあちそおせふに そちえあせけくあぬけこ 
け つてちとさてとち ちあくせふに とちそうせかこ, うつかに えそつとおあちつてう すけちあ け そつそいかせせそ てかに けく せけに, 
さそてそちふか つねけてあまてつみ うかおとはけすけ.

〉あくあお う いとおとはかか*

』てあちそおといかぬ ╅.

╅うてそちふ させけえけ つそ つてそしへ ほたそにあしへせふす せあくうあせけかす つちあくと たちかおとたちかきおあまて, 
ねてそ そせけ せか つそいけちあまてつみ たちかおつさあくふうあてへ いとおとはかか, けいそ ほてそ おかしそ せかせあおかきせそか 
け せかいしあえそおあちせそか. ╉かちきあし きか おそ 1914 えそおあ すけせけつてち なけせあせつそう 『そつつけこつさそこ 
けすたかちけけ えちあな ╇けててか つうそけ ついかちかきかせけみ けつさしまねけてかしへせそ う せかすかぬさけに いあせ-
さあに, いとおとねけ てうかちおそ とうかちかせせふす, ねてそ うそこせふ つ ╈かちすあせけかこ せか いとおかて せけさそえおあ, 
け, さあさ てそしへさそ ちあくちあくけしあつへ 》かちうあみ すけちそうあみ, うつか たそてかちみし. ╅ とき かつしけ 
ねかしそうかさ てあさそえそ ちあせえあ け とちそうせみ そつうかおそすしかせせそつてけ せか つすそえ たちかおとえあおあてへ 
つてそしへ, さあさ せあす てかたかちへ さあきかてつみ, そねかうけおせふこ にそお けつてそちけけ, てそ ねてそ えそうそちけてへ 
そ たそしけてそしそえあに, うつかえそ しけのへ そてつしかきけうあまはけに け あせあしけくけちとまはけに てかせおかせ-
ぬけけ う すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに.

╇ させけえか たそ さそつてそねさあす ちあくそいちあせふ いふてとまはけか てかそちけけ — «さそせぬあ けつてそ-
ちけけ», «つすかちてけ せあぬけそせあしへせふに えそつとおあちつてう», «つてそしさせそうかせけみ ぬけうけしけくあぬけこ», 
«つそたかちせけねかつてうあ ちかえけそせそう», «せあつてとたしかせけみ いかおせふに せあ くそしそてそこ すけししけあちお», 
«うつかそいはかえそ にあそつあ» け おあきか うしけみせけみ つそしせかねせふに しとねかこ け う ぬかしそす たそえそおふ せあ 
ちあくえそちみねかせせふか とすふ せかさそてそちふに たそしけてけさそう. ╅うてそちふ つさしそせみまてつみ さ すふつしけ, 
ねてそ ちかのあまはとま ちそしへ う すけちそうふに おかしあに つかこねあつ けえちあまて せあぬけそせあしへせふか 
えそつとおあちつてうあ. 』 そさそせねあせけかす にそしそおせそこ うそこせふ えかえかすそせけつてつさけか あすいけぬけけ 

* 』てあちそおといかぬ ╅. 〉あくあお う いとおとはかか // ゅにそ たしあせかてふ. 2009. づ 33. 』かせてみいちへ. 』. 48.
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うくふえちあしけ と 』ぃ╅, そおせあさそ たしあせふ つそくおあせけみ «》あさつ ╅すかちけさあせあ» — えしそいあしへ-
せそこ あすかちけさあせつさそこ けすたかちけけ — せあてそしさせとしけつへ せあ きかつてさそか つそたちそてけうしかせけか 
け つたそつそいつてうそうあしけ せそうそすと うけてさと ほつさあしあぬけけ せあたちみきかせせそつてけ せあ たしあせかてか. 
》そおそいせふか たちそぬかつつふ たちそけつにそおみて てかたかちへ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけ-
そせか う つうみくけ つ うそくうふのかせけかす [けてあみ け う ╊うちあくけけ さあさ ちかあさぬけみ せあ うそつつてあせそう-
しかせけか すそはけ け あさてけうせそつてけ 『そつつけけ.

〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ. 
｠とおそきかつてうかせせふか すけせけあてまちふ
〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2010. — 714 つ.

[ちあてさそつてへ — つかつてちあ てあしあせてあ 
け おけてみ すとおちそつてけ*

′うかちかう ╇.╇.
[あせおけおあて なけくけさそ- 

すあてかすあてけねかつさけに せあとさ

』とおへいあ しけてかちあてとちせふに てかさつてそう つさしあおふうあ-
かてつみ たそちそこ うかつへすあ たちけねとおしけうそ. ╊はか いそしかか 
つしそきせそこ いふうあかて けつてそちけねかつさあみ てちあかさてそちけみ 
あうてそちつさけに つすふつしそう け けおかこ, せあたそしせみまはけに 
しけてかちあてとちせふか たちそけくうかおかせけみ. 『そおけうのけつへ 
たそお あうてそちつさけす たかちそす, そせけ せあねけせあまて きけてへ 
つうそかこ きけくせへま, ときか せか たそうけせとみつへ うそしか けに つそくおあてかしみ. ]とねのけか けく せけに ちあくいけ-
ちあまてつみ せあ ぬけてあてふ け たちそおそしきあまて つとはかつてうそうあてへ つあすけ たそ つかいか, ちあくいちかおあみつへ 
たそ すけちと う さそたけみに つつふしそさ, たかちかたしかてあみつへ つ つとおへいあすけ おちとえけに あうてそちそう け たちそ-
けくうかおかせけこ, かはか ちあく たそおてうかちきおあみ, てあさけす そいちあくそす, くせあすかせけてとま いとしえあさそう-
つさとま なちあくと: «...『とさそたけつけ せか えそちみて».

》そみうけうのけこつみ せあ つうかて う 2010 えそおと ついそちせけさ にとおそきかつてうかせせふに しけてかちあ-
てとちせふに すけせけあてまち «〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ» とおけうけてかしへせふす そいちあくそす 
けししまつてちけちとかて いとしえあさそうつさけこ てかくけつ そ せかてしかせせそつてけ ねかしそうかねかつさそこ すとおちそ-
つてけ, ちあつさちふうあみ かえそ つすふつし せあ さそせさちかてせそす きけうそす たちけすかちか. ╆そしへのそこ 
けせてかちかつ たちかおつてあうしみまて つそいそこ さあさ つそおかちきあせけか たちかおしあえあかすそえそ うせけすあせけま 
ねけてあてかしみ ついそちせけさあ, てあさ け そいつてそみてかしへつてうあ けくおあせけみ ほてそこ させけえけ, さそてそちふか 
つあすけ たそ つかいか うたそしせか すそえしけ いふ つそつてあうけてへ つあすそつてそみてかしへせふこ つまきかて そておかしへ-
せそえそ たちそけくうかおかせけみ.

* ′うかちかう ╇.╇. [ちあてさそつてへ — つかつてちあ てあしあせてあ け おけてみ すとおちそつてけ // 〈けち け たそしけてけさあ. 2010. づ 8 (47). 
╅うえとつて. 』. 119—121.
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》ちけ うくえしみおか せあ そいひかすせふこ てちとお, う さそてそちそす つそいちあせふ あなそちけくすふ 
け たそつしそうけぬふ, たちけてねけ け しかえかせおふ, さとちへかくふ け のとてさけ, てそつてふ け あせかさおそてふ 
ちあくせふに せあちそおそう け さとしへてとち, うつたそすけせあかてつみ なちあくあ けく てそえそ きか ついそちせけさあ, 
たちけせあおしかきあはあみ 》. ╆とあつてと, つさあくあうのかすと: «[せけえそたかねあてあせけか — ほてそ あちてけし-
しかちけみ すふつしけ». ╇ つしとねあか, さそえおあ ちかねへ けおかて, たそ つとてけ, そ ついそちせけさか あなそちけく-
すそう, ほてそ つちあうせかせけか そつそいかせせそ とすかつてせそ, たそつさそしへさと さあきおあみ かえそ なちあくあ 
たそおそいせあ あちてけししかちけこつさそすと みおちと, うせそつみはかすと つすみてかせけか う うふつてちそかせせとま 
おしみ くあはけてふ そいそちそせと つそいかつかおせけさあ. ╇ ちかくとしへてあてか てあさそこ あちてたそおえそてそうさけ, 
たちそうそおけすそこ たそ にそおと おけつさとつつけけ, つすみてかせけか とすあ そたたそせかせてあ てかす つけしへせかか, 
ねかす みちねか け そちけえけせあしへせかか つすふつし けつたそしへくそうあせせそえそ あなそちけくすあ. 〉かたちか-
すかせせふす とつしそうけかす とつたかにあ う ほてそす つしとねあか みうしみかてつみ うふつそさあみ ほちとおけぬけみ そちあ-
てそちあ. ╉そつてけきかせけか せかそいにそおけすそえそ とちそうせみ すあつてかちつてうあ け たそおおかちきあせけか かえそ 
せあ おそしきせそす とちそうせか てちかいとかて たちけ ほてそす うかつへすあ くせあねけてかしへせそえそ うちかすかせけ, 
たそつさそしへさと, えそうそちみ つしそうあすけ 』.¨. ╇あうけしそうあ, «つそうちかすかせせふこ ねかしそうかさ せあにそ-
おけてつみ たかちかお ╈けすあしあみすけ いけいしけそてかさ う たそしそきかせけけ くそしそてそけつさあてかしみ, さそてそ-
ちそすと せあおそ そてふつさあてへ さちとたけせさけ くそしそてあ う すあつつか たかつさあ». ╇ たちかおしあえあかすそこ 
うせけすあせけま ねけてあてかしみ ちあいそてか あささとちあてせそ け いかちかきせそ つそいちあせふ たそおそいせふか 
«さちとたけせさけ くそしそてあ», たちけくうあせせふか とさちあつけてへ しまいそか たといしけねせそか うふつてとたしか-
せけか, くあつてそしへせとま ちかねへ, おそさしあお せあ さそせなかちかせぬけけ けしけ つかちへかくせそか せあとねせそか 
けつつしかおそうあせけか.

〉かちかおさそ しまおけ, たちけうふさのけか さ けせてかししかさてとあしへせそこ おかみてかしへせそつてけ, 
つさしそせせふ さそししかさぬけそせけちそうあてへ たそせちあうけうのけかつみ うふちあきかせけみ. ｠そちそのそ 
けくうかつてせそ: «[てそ みつせそ すふつしけて, てそて みつせそ けくしあえあかて». ぃ.-〈. おか 【あしかこちあせ, 
せあたちけすかち, せか いかく そつせそうあせけみ, たそしあえあし, ねてそ «おしけせせあみ ちかねへ てあさ きか せか たそお-
うけえあかて おかしあ, さあさ おしけせせそか たしあてへか せか たそすそえあかて う にそおへいか». ╇つたそすせけす, ねてそ 
けすかせせそ つてちかすしかせけか さ さちあてさそつてけ け うふちあくけてかしへせそつてけ けくしそきかせけみ つうそこ-
つてうかせせそ せあつてそみはかすと てあしあせてと.

〉かとおけうけてかしへせそ, ねてそ 》.¨. ╆あきあせそう, すせそえそ しかて たちそちあいそてあうのけこ う 』そ-
ねけせつさそす えそちけつたそしさそすか け うそくえしあうけうのけこ かえそ う さそせぬか 60-に, せあねあし つそいけ-
ちあてへ たそせちあうけうのけかつみ かすと うふちあきかせけみ. ╇ふつてとたあてへ たちけにそおけしそつへ すせそえそ, 
あ てかてちあおへ つ しまいけすふすけ あなそちけくすあすけ たそすそえあしあ いふつてちそ せあつてちそけてへつみ せあ 
せときせふこ しあお け そきけうけてへ うふつてとたしかせけか, せあたそしせけてへ かえそ くあたそすけせあまはけすけつみ 
たそおちそいせそつてみすけ, いふてへ といかおけてかしへせふす.

«╋けくせへ — ほてそ たちけてねあ, あ すふ — かか つすふつし», — えしあつけしあ せあちそおせあみ 
すとおちそつてへ, くあせかつかせせあみ つそいけちあてかしかす すけせけあてまち う くあうかてせとま てかてちあおへ. ╇かちそ-
みてせそ, けすかせせそ せかそいにそおけすそつてへ たそつてそみせせそ けすかてへ たそお ちとさそこ のけちそさけこ 
せあいそち つまきかてそう, せあ そつせそうか さそてそちそえそ すそきせそ たそつてちそけてへ つうかきとま けせてかちたちか-
てあぬけま, け いふしあ そつせそうせそこ おうけきとはかこ つけしそこ, たそたそしせみうのかこ なそしへさしそちせとま 
さそししかさぬけま かか そつせそうあてかしみ. [あさ うつたそすけせあかて かえそ つふせ, ╊.》. ╆あきあせそう, «そせ 
たそつてかたかせせそ う つそうかちのかせつてうか そうしあおかし けつさとつつてうそす うかつてけ つてそし, うふつてとたあし せあ 
たちけかすあに け いあせさかてあに みちさそ, けせてかちかつせそ, そつてちそとすせそ».
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〉ときせそ くあすかてけてへ, ねてそ つあすあ あてすそつなかちあ えそちそおあ 』そねけ つしときけしあ いしあえそ-
たちけみてせそこ たそねうそこ おしみ ちあつぬうかてあ そちあてそちつさそえそ けつさとつつてうあ かえそ すほちあ. ょきせふこ 
えそちそお けくおあうせあ けつたふてふうあし つけしへせそか うしけみせけか おちかうせかこ えちとくけせつさそこ さとしへ-
てとちふ. 』そ うちかすかせかす とつてせそか てうそちねかつてうそ さあうさあくつさそえそ くあつてそしへみ うそのしそ う さとしへ-
てとちせとま てちあおけぬけま たちあさてけねかつさけ うつかに せあちそおそう 』そうかてつさそえそ 』そまくあ. 』てけしけ-
くそうあせせふか せそうかししふ ちそきおあしけつへ たちみすそ せあ えしあくあに つしとのあてかしかこ さあさ せあ そつせそうか 
つまきかてそう すけちそうふに すけなそう け しかえかせお, てあさ け けく たそうつかおせかうせそこ きけくせけ. ╇つか 
ほてそ せか そつてあうあしそつへ いかく うせけすあせけみ うおとすねけうそえそ け ほせかちえけねせそえそ つそいけちあてかしみ 
すとおちそつてけ, さあさけす みうしみしつみ 》.¨. ╆あきあせそう.

』そ うちかすかせかす たちけうふねさあ くあたけつふうあてへ たそせちあうけうのけかつみ すふつしけ たちけうかしあ 
さ たそみうしかせけま そいひかすせそえそ てちとおあ, つそおかちきあはかえそ たみてへ ちあくおかしそう: あなそちけくすふ, 
たそつしそうけぬふ, さとちへかくふ, しかえかせおふ け たちけてねけ. 】 あうてそちあ たそみうけしあつへ すふつしへ そたと-
いしけさそうあてへ つそいちあせせとま さそししかさぬけま. ｠そいいけ たちかうちあてけしそつへ う せあつてそみはとま 
つてちあつてへ, け さ 1974 えそおと いふし えそてそう たかちうふこ うあちけあせて ちとさそたけつけ. [ つそきあしかせけま, 
》.¨. ╆あきあせそう せか とつたかし けくおあてへ てちとお, さそてそちふこ そせ えそてそうけし うつま つうそま きけくせへ. 
╇ 1975 えそおと 》かてちあ ¨えせあてへかうけねあ せか つてあしそ.

ゅつてあなかてと たちけせみし かえそ つふせ, ╊.》. ╆あきあせそう, けくうかつてせふこ おけたしそすあて, とねか-
せふこ, たけつあてかしへ, さそてそちふこ うすかつてか つ きかせそこ, 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, すせそえそ しかて 
たちそうかし くあ えちあせけぬかこ, せか とたとつさあみ うそくすそきせそつてけ くせあさそすつてうあ つ すかつてせふす 
なそしへさしそちそす. 》かちうあみ たそたふてさあ けくおあてへ ついそちせけさ 》.¨. ╆あきあせそうあ う [ちあつせそ-
おあちつさそす けくおあてかしへつてうか ときか たそつしか かえそ つすかちてけ, たちかおたちけせみてあみ うおそうそこ あうてそちあ 
け かえそ つふせそす, そさそせねけしあつへ せかとおあねかこ. 《い ほてそす たそおちそいせそ ちあつつさあくふうあかて 
う たちかおけつしそうけけ うふのかおのかえそ けくおあせけみ ╊.》. ╆あきあせそう, う せあつてそみはかか うちかすみ 
みうしみまはけこつみ おそさてそちそす けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそちそす, くあつしときかせせふす 
おかみてかしかす せあとさけ 『そつつけけ, たちそちかさてそちそす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 
『‒, あうてそちそす 33 すそせそえちあなけこ, う てそす ねけつしか たちかおせあくせあねかせせふに け おしみ のけちそ-
さそこ あとおけてそちけけ. 《いはあみ たそしけてけさあ させけえそけくおあせけみ, たちけせみてあみ てそえおあ う 』そうかて-
つさそす 』そまくか, け ちあうせそおとのけか ねけせそうせけさそう そて しけてかちあてとちふ, たちけうかしけ さ てそすと, 
ねてそ うふにそお させけえけ, くあおとすあせせそこ かえそ そてぬそす, いふし そてしそきかせ たそねてけ せあ 35 しかて.

¨ うつか きか くあたけつけ 》.¨. ╆あきあせそうあ たちそおそしきあしけ きけてへ つうそかこ きけくせへま. ╇そて 
とき たそけつてけせか: «...『とさそたけつけ せか えそちみて». 』とはかつてうそうあうのけか ちあくおかしふ おそたそしせみ-
しけつへ うつか せそうふすけ け せそうふすけ たちけすかちあすけ. ′せあねけてかしへせそ とうかしけねけしつみ そいひかす 
くあちといかきせふに すあてかちけあしそう, せかすせそえそ けくすかせけしあつへ つけつてかすあてけくあぬけみ すあてかちけ-
あしあ. ╇すかつてか つそ つうそかこ きかせそこ ╊.》. ╆あきあせそう くあうかちのけし たそおえそてそうさと ちとさそたけつけ, 
とおあねせそ おそたそしせけう かか せそうふすけ たちけすかちあすけ. ╇ ちかくとしへてあてか てあさそこ おそちあいそてさけ 
さそししかさぬけみ なそしへさしそちあ つとはかつてうかせせそ ちあつのけちけしあ つうそけ えかそえちあなけねかつさけか 
えちあせけぬふ, たそみうけしけつへ せそうふか ちあくおかしふ, てあさけか さあさ たそしけてけさあ け ほてせそつふ, ほたけ-
えちあすすふ, つてけにけ け せかさそてそちふか おちとえけか. 』そうかちのかせせそ くあさそせそすかちせそ, ねてそ 
させけえあ, せあさそせかぬ, うふのしあ う つうかて, ときか そて けすかせけ てちかに あうてそちそう け たそお せそうふす 
せあくうあせけかす, そてちあきあまはけす のけちそてと そにうあてあ つそいちあせせふに け たちかおつてあうしかせせふに 
すあてかちけあしそう.



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

432

〉か とつてあちかしあ しけ くあ ほてそ うちかすみ たちそおかしあせせあみ ちあいそてあ? 《てうかて せあ ほてそて うそたちそつ 
おあかて つあす ついそちせけさ あなそちけくすそう, えそうそちみ つしそうあすけ ╇そしへてかちあ: «╇つか きあせちふ 
にそちそのけ, さちそすか つさとねせふに». 』かさちかて とつてそこねけうそえそ けせてかちかつあ さ きあせちと おそつてあ-
てそねせそ たちそつて. 》ちそうかちかせせそか うちかすかせかす つそいちあせけか すとおちそつてけ たそ-たちかきせかすと 
たちけうしかさあかて うせけすあせけか のけちそさそこ あとおけてそちけけ ねけてあてかしかこ. [あきおふこ, さそすと 
おそうそおけしそつへ えそてそうけてへ け たちそうそおけてへ たといしけねせふか うふつてとたしかせけみ, くせあかて, さあさ 
てちとおせそ たそおそいちあてへ にそちそのけか ぬけてあてふ け さあさ うあきせそ とおかしけてへ ほてそすと うせけすあせけか 
う たちそぬかつつか たそおえそてそうさけ.

[ いそしへのそすと つそきあしかせけま, そちあてそちつさそか けつさとつつてうそ たちあさてけねかつさけ けつねかくしそ 
けく そいちあくそうあてかしへせふに たちそえちあすす うすかつてか つ てあさけす たちかおすかてそす, さあさ ちけてそちけさあ, 
つそにちあせけうのけつへ てそしへさそ う とくさそたちそなかつつけそせあしへせふに つなかちあに. っつせそ け しあさそ-
せけねせそ すふつしけてへ と せあつ たちそつてそ たかちかつてあしけ とねけてへ. 』そうかて 』. 『けねあちおつそせあ: 
«╆かちかえけてか うちかすみ, — ほてそ てさあせへ, けく さそてそちそこ つおかしあせあ きけくせへ», — そさあくあしつみ 
くあいふて, あ けつさとつつてうそ うふちあくけてかしへせそこ しあさそせけねせそつてけ うそ すせそえそす とてちあねかせそ. 
』そいちあせせふこ あちにけう しけてかちあてとちせふに すけせけあてまち, たそおえそてそうしかせせふこ う ちかくとしへ-
てあてか すせそえそしかてせかえそ てちとおあ あうてそちそう, そてねあつてけ うそつたそしせみかて ほてそて たちそいかし つそうちか-
すかせせそこ つけつてかすふ そいちあくそうあせけみ.

╇ くあさしまねかせけか にそてかしそつへ いふ そてすかてけてへ, ねてそ たといしけさあぬけみ ついそちせけさあ しけてか-
ちあてとちせふに すけせけあてまち おあちけて ねけてあてかしみす くあすかねあてかしへせとま うそくすそきせそつてへ そねか-
ちかおせそこ うつてちかねけ つ すふつしみすけ うかしけさけに しまおかこ. 【あさけか うつてちかねけ, いかく うつみ-
さそえそ つそすせかせけみ, おかしあまて さあきおそえそ けく せあつ ねとてそねさと しとねのか. 【あさ たちそけつにそおけて 
け う てそて すそすかせて, さそえおあ すふ うせそうへ そてさちふうあかす おしみ つかいみ つしそうあ ╅. ゅこせのてかこせあ: 
«〉か たふてあこてかつへ つてあてへ ねかしそうかさそす とつたかにあ, しとねのか つてあちあこてかつへ いふてへ ねかしそうかさそす 
たそしへくふ». 》ちかおしあえあかすあみ うせけすあせけま ねけてあてかしみ させけえあ すそきかて つてあてへ うあきせふす 
たそおつたそちへかす う ほてそす せかしかえさそす, せそ てあさそす うあきせそす おかしか — たちけせそつけてへ しまおみす 
たそしへくと, いかく ねかえそ せあつてそみはけこ とつたかに せか たちけにそおけて せけさそえおあ.

〉あ うつみさそえそ すとおちかぬあ*

¨うあせそう ╅.

《おけせ けく あうてそちそう ほてそこ させけえけ 》かてち ╆あきあせそう う てかねかせけか 20 しかて ちあいそてあし 
う あおすけせけつてちあぬけけ えそちそおあ 』そねけ け おあきか いふし かえそ すほちそす. 》そ ちそおと つしときいふ 
かすと たちけにそおけしそつへ とねあつてうそうあてへ う くあつてそしへみに てそ つ くあかくきけすけ たちかくけおかせてあすけ 
けせそつてちあせせふに えそつとおあちつてう け すそせあちにあすけ, てそ つ うけせそおかしあすけ けく つそつかおせかこ 
╈ちとくけけ, てそ つ たあつかねせけさあすけ [ちあつせそこ 》そしみせふ. ╊つてかつてうかせせそ, せか そいにそおけしそつへ 
いかく てそつてそう, さそてそちふか 》かてち ╆あきあせそう あささとちあてせそ くあたけつふうあし. 》そつてかたかせせそ 
つそいちあしあつへ いそえあてあみ なそしへさしそちせあみ さそししかさぬけみ. ╉そたそしせけう てそつてふ あなそちけく-
すあすけ, たそつしそうけぬあすけ, さとちへかくあすけ, しかえかせおあすけ おあ たちけてねあすけ, そせ つなそちすけちそ-
うあし させけえと. 〉そ けくおあてへ かか せか とつたかし.

* ¨うあせそう ╅. 〉あ うつみさそえそ すとおちかぬあ // ゅにそ たしあせかてふ. 2010. づ 12. 〈あちて—あたちかしへ. 』. 45.
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》そつしか かえそ とにそおあ くあ おかしそ うくみしつみ つふせ ╊うえかせけこ. 〉そ せけ あうてそちけてかて そてぬあ, 
せけ かえそ つそいつてうかせせふか つうみくけ せか すそえしけ といかおけてへ くあのそちかせせふに けくおあてかしかこ 
たそちあおそうあてへ つそうかてつさけに えちあきおあせ ほてそこ «ちあくうしかさとにそこ». ╆とすあえけ う つてちあせか かおうあ 
にうあてあしそ せあ けくおあせけか いかつつすかちてせふに てうそちかせけこ おうとに ¨しへけねかこ け ついそちせけさそう 
つ せあたちあうしみまはけすけ け ちとさそうそおみはけすけ とさあくあせけみすけ たあちてけけ.

′あ てか 35 しかて, ねてそ ちとさそたけつへ きおあしあ つうそかえそ ねあつあ, う せかこ とつけしけみすけ ╊うえかせけみ 
╆あきあせそうあ け かえそ つとたちとえけ 〉あてあしへけ たそみうけしけつへ せそうふか ちあくおかしふ: たそしけてけさあ 
け ほてせそつふ, ほたけえちあすすふ け つてけにけ, あせかさおそてふ け のとてさけ け, せあさそせかぬ, «《て うつかこ 
おとのけ, けしけ 〉あちそねせそ せか たちけおとすあかのへ». ゅてそ, さあさ うふ たそせけすあかてか, みちさけか 
うふつさあくふうあせけみ そつてちそつしそうそう, うちそおか ╉きそちおきあ ╆とのあ-すしあおのかえそ け ╇けさてそちあ 
ぁかちせそすふちおけせあ. 》そしとねけしあつへ そねかせへ たそくせあうあてかしへせあみ させけえあ. ぁかえそ つてそみて そおせけ 
たそつしそうけぬふ: てあいあつあちあせつさけか, てあてつさけか, あのあせてけ, いあとしか, さけさとこま, てかしとえと, みすあおけ 
け おちとえけに せあちそおせそつてかこ. ╇ ちあくおかしか しかえかせお, すけなそう, つさあくそさ け たちけてね, さそてそちふか 
つうみくあせふ つ けつてそちけかこ [あうさあくあ, すそきせそ たそねかちたせとてへ すせそえそ けせてかちかつせそえそ そ えそちか 
╅にとせ, そくかちか 『けぬあ け さしあおか 』とうそちそうあ. ╅ けく ちあくおかしあ «》そしけてけさあ け ほてせそつふ» — 
たそせみてへ, ねかす そてしけねあしつみ 》ちかそいちあきかせつさけこ たちけさあく 》かてちあ I, ねてそ そくせあねあかて 
hateritism, さあさ けてあしへみせぬふ そてせそつみてつみ さ きとしへせけねかつてうと け たそねかすと たそつそし 
』』』『 う 〉そちうかえけけ 』かちえかこ 『そすあせそうつさけこ つ えそちかねへま くあさしまねけし: «〈ふ くあきけうかす 
せそちすあしへせそ, さそえおあ せあのけ ちとさそうそおけてかしけ いとおとて うかつてけ つかいみ, さあさ せそちうかきつさけこ 
さそちそしへ». ょせそのあす, すかねてあまはけす そ さあちへかちか きとちせあしけつてあ-すかきおとせあちそおせけさあ, 
いとおかて たそしかくかせ ちかたそちてあき けく 〉へま-‶そちさあ, えおか えそてそうけしけつへ さ うつてちかねか うてそちそえそ 
くあすすけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし ╈ちとくけけ, たちかうちあてけうのかこつみ う すけちそうそえそ えかえか-
すそせあ. 》そちあきあまて えしといけせそこ そてうかてふ くせあすかせけてそつてかこ, そて 〈そけつかみ おそ ╉きかさあ 
〉けさそしつそせあ, せあ おとちあぬさけこ うそたちそつ-にそにすと: たそねかすと さとちけぬふ たかちかのしけ ねかちかく 
おそちそえと. 》かちかうそちあねけうあまて つそくせあせけか ちあつつときおかせけみ たちそなかつつそちあ なけしそしそえけけ 
╅せおちかみ ぁとちつけせあ そ ちとつつさそす すあてか, ちあくうかせねけうあまはけか すけな そ てそす, ねてそ ほてけす 
つしそかす しかさつけさけ すふ そいみくあせふ てあてあちそ-すそせえそしへつさけす くあにうあてねけさあす, け くあつてあうしみま-
はけか たそ-せそうそすと うくえしみせとてへ せあ ほてそて たしあつて ちとつつさそこ ちかねかうそこ さとしへてとちふ.

〈せそえそくせあせけか せあとねあかて とすと,
けいそ すとおちそつてへ — ほてそ かはか け ほちとおけぬけみ*

ぃとてそう ╅.╉., ′あさあとちぬかうあ 【.╅.

』とたちとえけ ╆あきあせそうふ, ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ, のけちそさそ けくうかつてせふ つうそけすけ せあとね-
せふすけ け たといしけぬけつてけねかつさけすけ てちとおあすけ たそ つあすふす ちあくしけねせふす つてちあせあす け たちそ-
いしかすあす. 〉あ ほてそて ちあく そせけ うふつてとたけしけ う ちそしけ つそあうてそちそう なとせおあすかせてあしへせそえそ 
てちとおあ, つそくおあせせそえそ そてぬそす ╊うえかせけみ — 》かてちそす ¨えせあてへかうけねかす ╆あきあせそうふす.

* ぃとてそう ╅.╉., ′あさあとちぬかうあ 【.╅. 〈せそえそくせあせけか せあとねあかて とすと, けいそ すとおちそつてへ — ほてそ かはか け ほちとおけぬけみ // 
〉╈-Ex Libris. 2010. 13 すあみ.
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╆あきあせそう-つてあちのけこ いそしかか 15 しかて たちそちあいそてあし う えそちけつたそしさそすか えそちそおあ 
』そねけ. 』せあねあしあ うけぬか-すほちそす (1957—1962), あ くあてかす すほちそす (1963—1971). ╇ ほてそす 
さあねかつてうか そせ ちかえとしみちせそ とねあつてうそうあし う たちそてそさそしへせふに すかちそたちけみてけみに — そて 
つあすそえそ うふつそさそえそ とちそうせみ, う ねかつてへ たちけいふてけみ う 』そねけ えしあう けせそつてちあせせふに 
えそつとおあちつてう (さそちそしかこ け たちかくけおかせてそう), おそ くあつてそしけこ つ たあつかねせけさあすけ [ちあつ-
せそこ 》そしみせふ け うけせそおかしあすけ けく つそつかおせかこ ╈ちとくけけ. ╇つみさけこ ちあく つそねけせつさそすと 
すほちと たちけにそおけしそつへ うふつてとたあてへ — たちけうかてつてうそうあてへ つそいちあうのけにつみ, たちそけくせそ-
つけてへ てそつてふ, ちあつつさあくふうあてへ そ ちそおせそす さちあか, のとてけてへ, うふつさあくふうあてへ たそきかしあ-
せけみ. 《おせそうちかすかせせそ 》かてち ╆あきあせそう うふつしとのけうあし うつてちかねせふか てそつてふ, のとてさけ, 
たそきかしあせけみ たちかおつてあうけてかしかこ ねとてへ しけ せか うつかに えそつとおあちつてう, さとしへてとち, ほてせそつそう. 
¨ たそつてかたかせせそ つそいちあし いそえあてかこのとま なそしへさしそちせとま さそししかさぬけま.

╇ふこおみ せあ たかせつけま う 1971 えそおと, 》かてち ╆あきあせそう くあえそちかしつみ けおかかこ つおかしあてへ 
せあ ほてそこ そつせそうか させけえと け そたといしけさそうあてへ かか. 『かのけし け せあねあし おかこつてうそうあてへ. 
¨つたそしへくそうあし せか てそしへさそ てそ, ねてそ くせあし け たそすせけし つあす, せそ け けくとねあし けつてそねせけさけ 
(すそせそえちあなけけ, ついそちせけさけ, つたちあうそねせけさけ, きとちせあしふ, えあくかてふ) う つそねけせつさそこ 
いけいしけそてかさか, たちそつけし つそおかこつてうけみ と そさちときあまはけに. 』うそけす けせてかししかさてとあしへ-
せふす いあえあきそす つ あうてそちそす おかしけしけつへ いしけくさけか け おちとくへみ.

[ 1974 えそおと させけえあ いふしあ えそてそうあ さ たかねあてけ. 《せあ つそつてそみしあ けく たみてけ ちあく-
おかしそう: 1. «╅なそちけくすふ»; 2. «》そつしそうけぬふ け たそえそうそちさけ せあちそおそう すけちあ»; 
3. «[とちへかくふ»; 4. «]かえかせおふ, すけなふ, つさあくさけ, たちけてねけ»; 5. «【そつてふ». 》かちかおあてへ 
ちとさそたけつへ う けくおあてかしへつてうそ 》かてち ╆あきあせそう せか とつたかし, 7 なかうちあしみ 1975 えそおあ かえそ 
せか つてあしそ. ╇そたちそつあすけ たといしけさあぬけけ くあせみしつみ つふせ ╊うえかせけこ. ╉かしそ ほてそ そさあくあ-
しそつへ あちにけつしそきせふす. ╈しあうせふか ちかおあさてそちふ うつかに うかおとはけに けくおあてかしへつてう 』』』『, 
せか つえそうあちけうあみつへ, う そおけせ えそしそつ たちけくせあうあしけ, ねてそ させけえあ けせてかちかつせあみ, つてあしあ 
いふ たそたとしみちせそこ, せそ たかねあてあてへ かか せか すそえとて. 』てちあせあ えそてそうけてつみ さ そねかちかおせそすと 
つひかくおと [》』』, せあねあしへつてうそ てちかいとかて たかねあてあてへ けおかそしそえけねかつさけ うふおかちきあせせふか, 
つしときあはけか おかしと たあちてけけ け つそぬけあしけくすあ てちとおふ. ╅ ほてそ — «ちあくうしかさとにあ». ′あ かか 
たといしけさあぬけま すそえとて おあてへ たそ のあたさか. ╉あ, つそいつてうかせせそ, ╈そつさそすけてかて たそ たかねあてけ 
せけさそえおあ せか たそくうそしけて うさしまねけてへ てあさとま ちあいそてと う けくおあてかしへつさけこ たしあせ. ╊うえか-
せけこ たそたふてあしつみ けつたそしへくそうあてへ つうみくけ — そいちあはあしつみ さ うつかつけしへせそすと たかちうそすと 
つかさちかてあちま [ちあつせそおあちつさそえそ さちあこさそすあ [》』』 』かちえかま 〈かおとせそうと, くせあすかせけ-
てそすと たそほてと ╊うえかせけま ╉そしすあてそうつさそすと け おちとえけす うしけみてかしへせふす しけねせそつてみす. 
〉か たそすそえしけ け そせけ.

《てねあみうのけつへ, ╊うえかせけこ せあ おそしえけか えそおふ くあいちそつけし たそたふてさけ たちそちうあてへつみ 
つ させけえそこ う たかねあてへ. 〉そ そせ け かえそ つとたちとえあ 〉あてあのあ たちそおそしきあしけ せあさあたしけ-
うあてへ すあてかちけあしふ け う ちかくとしへてあてか そいそえあてけしけ たかちうそせあねあしへせふか たみてへ ちあくおか-
しそう ちとさそたけつけ, あ てあさきか おそいあうけしけ ねかてふちか せそうふに ちあくおかしあ: 1. «》そしけてけさあ 
け ほてせそつふ»; 2. «ゅたけえちあすすふ け つてけにけ»; 3. «╅せかさおそてふ け のとてさけ»; 4. «《て うつかこ 
おとのけ, けしけ 〉あちそねせそ せか たちけおとすあかのへ».

》そしとねけしあつへ そねかせへ たそくせあうあてかしへせあみ け ちあくうしかさあてかしへせあみ させけえあ. ╇ せかこ 
すそきせそ せあこてけ うふつさあくふうあせけみ うかしけさけに しまおかこ うつかに ほたそに け せあちそおそう — そて 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

〈あちさあ ╅うちかしけみ おそ ╇そしへてかちあ, そて [そせなとぬけみ おそ ゅこせのてかこせあ, そて 〉あたそしかそせあ 
おそ おあしあこ-しあすふ. ╇ させけえか つそおかちきあてつみ たそつしそうけぬふ け たそえそうそちさけ いそしへのけせ-
つてうあ ほてせそつそう くかすせそえそ のあちあ, うさしまねあみ てあさけか ほさくそてけねかつさけか, さあさ えあえあとく-
つさけか, おあちえけせつさけか, しあさつさけか, てあいあつあちあせつさけか, てあてつさけか, あつつけちけこつさけか, あのあせてけ, 
いあとしか, いとてあせつさけか, えあしあたあえそつつさけか, くとしとつつさけか け て.お. 『あくおかし «[とちへかくふ» ちあつ-
つさあくふうあかて そ えかちそけねかつさけに おかみせけみに, ねとおあねかつてうあに, そつてちそとすせふに たそつてとたさあに, 
すけつてけねかつさけに つそうたあおかせけみに, けせぬけおかせてあに, てちあえけねかつさけに ほたけくそおあに けく きけくせけ 
くせあすかせけてふに とねかせふに, たけつあてかしかこ, すとくふさあせてそう, あちてけつてそう, にとおそきせけさそう, 
のあにすあてけつてそう. 》そしそせ つてちあつてかこ, ちそすあせてけくすあ, たあなそつあ, えとすあせけくすあ, しまいうけ, 
たかねあしけ ちあくおかし «]かえかせおふ, すけなふ, つさあくさけ, たちけてねけ». 〈せそえけか けく せけに, そつそ-
いかせせそ つうみくあせせふか つ けつてそちけかこ [あうさあくあ, たちそつてそ とせけさあしへせふ. ╉あしかか たかちかお 
ねけてあてかしかす たちかおつてあかて ぬかしそか つそくうかくおけか くあすかねあてかしへせふに てそつてそう, えしといそさそすふつ-
しかせせふに, せあくけおあてかしへせふに, のとてしけうふに, そてちあきあまはけに きけくせへ ちあくせふに せあちそ-
おそう, うかしけさけか たちそけくうかおかせけみ しけてかちあてとちふ け けつさとつつてうあ. ╆そしへのけせつてうそ ほてけに 
てそつてそう うふ せあうかちせみさあ せか つしふのあしけ — そせけ けしけ いふしけ つそねけせかせふ あうてそちあすけ 
させけえけ, けしけ とつしふのあせふ けすけ う おあしかさそす, くあいふてそす たちそのしそす.

╇ ちあくおかしか «》そしけてけさあ け ほてせそつふ» つさそせぬかせてちけちそうあせふ すふつしけ け せあいしまおか-
せけみ, ちあつさちふうあまはけか たそおそたしかさと すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, たそしけてけさそ-
ほさそせそすけねかつさそえそ け さとしへてとちせそえそ ちあくうけてけみ えそつとおあちつてう け ほてせそつそう. ╇かつへすあ 
とおあねせふ うさしまねかせせふか う させけえと あせかさおそてふ け のとてさけ. 《つてちそとすかせ ちかたそちてあき 
そ てそす, さあさ 〉へま-‶そちさ えそてそうけしつみ さ うつてちかねか 2-えそ くあすかつてけてかしみ すけせけつてちあ 
けせそつてちあせせふに おかし ╈ちとくけけ, さそてそちあみ たちかうちあてけしあつへ う すけちそうそえそ えかえかすそせあ. 
′あいあうせふ そてうかてふ くせあすかせけてそつてかこ (そて 〈そけつかみ おそ [あちしあ 〈あちさつあ) せあ うそたちそつ, 
たそねかすと さとちけぬふ たかちかにそおみて ねかちかく おそちそえと.

* * *

〈せそえそたそしまつせふこ すけち
〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2010. — 462 つ.

╉あせせあみ させけえあ たちかおつてあうしみかて つそいそこ ついそちせけさ 
つてあてかこ, せあたけつあせせふに あうてそちあすけ う たかちけそお 
つ 2009 たそ 2010 えそお. ╇そ-たかちうふに, せときせそ つさあ-
くあてへ そ てそす, ねてそ させけえあ そねかせへ にそちそのあ てかす, 
ねてそ おあかて そいのけちせふか たちかおつてあうしかせけみ そ つそうちか-
すかせせふに てかせおかせぬけみに, あ てあさきか そい けつてそちけ-
ねかつさけに たとてみに せかつさそしへさけに ちかえけそせそう. ¨く 
うつかに たちかおつてあうしかせせふに, あ ほてそ 』ぃ╅, ╊うちそたあ, 
[けてあこ, [そちかみ, ╆しけきせけこ け 』ちかおせけこ ╇そつてそさ 
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け ょきせふこ [あうさあく, み おしみ つかいみ せあけいそしへのかか さそしけねかつてうそ けせてかちかつせそこ けせなそち-
すあぬけけ せあのしあ さあさ ちあく たそ [けてあま け おうとす [そちかみす, そ さそてそちふに くせあま せか てあさ 
すせそえそ. ╇そ-うてそちふに, ねてそ てそきか そねかせへ うあきせそ, う させけえか たちかおつてあうしかせふ つてあてへけ, 
せあたけつあせせふか さあさ せあ ちとつつさそす, てあさ け せあ あせえしけこつさそす みくふさあに. ¨, せかつすそてちみ 
せあ てそ, ねてそ つてあてへけ せあ あせえしけこつさそす たそねてけ つしそうそ う つしそうそ たそうてそちみまて つうそけに 
ちとつつさけに つそいちあてへかう, あ うそ すせそえそす いしあえそおあちみ ほてそすと, させけえあ たそせちあうけしあつへ すせか 
かはか いそしへのか, てあさ さあさ そおせそうちかすかせせそ おあうあみ けせなそちすあぬけま たそ すかきおとせあちそお-
せふす そてせそのかせけみす, たそくうそしみかて ちあくうけうあてへ, けしけ たそ さちあこせかこ すかちか たそうてそちみてへ, 
あせえしけこつさけこ みくふさ け おあきか せあうふさけ たかちかうそおあ — つてあてへけ きか そねかせへ たそにそきけ. 〉そ, 
ねてそ すせか いそしへのか うつかえそ たそせちあうけしそつへ — てあさ ほてそ せかいそしへのあみ えしあうさあ-うそつたそすけ-
せあせけか ╆あきあせそうふに そい けに たちかいふうあせけけ う ╅すかちけさか け あすかちけさあせつさそこ いかつたかね-
せそつてけ, つ そおせそこ つてそちそせふ, け きとてさそこ たそおそくちけてかしへせそつてけ, つ おちとえそこ, あ てあさきか 
たそつしかおせみみ えしあうさあ «っくふさそうそ-えかそえちあなけねかつさけか あせそすあしけけ», さそてそちあみ う のとて-
しけうそこ なそちすか ちあつつさあくふうあかて そ てそす, さあさ けせそつてちあせぬふ さそうかちさあまて ちあくしけねせふか 
えかそえちあなけねかつさけか せあくうあせけみ け ちかあしけけ, せと け つてあてへみ あうてそちそう そ 』てあしけせか すせか 
たそさあくあしあつへ そねかせへ けせてかちかつせそこ け たそしかくせそこ. 》そねかすと-てそ うそさちとえ すかせみ そおせけ 
つてあしけせけつてふ, あ たちそてけうそたそしそきせとま てそねさと くちかせけみ てそきか くせあてへ たそしかくせそ. ╋あしへ 
てそしへさそ, ねてそ せけねかえそ せか つさあくあせそ そ ]あてけせつさそこ ╅すかちけさか け ╅なちけさか. ¨ かおけせ-
つてうかせせふこ すけせとつ, さそてそちふこ すせか にそてかしそつへ いふ そてすかてけてへ, — ほてそ つしあいあみ つてちとさ-
てとちけちそうあせせそつてへ させけえけ, あ てあさきか たそつてそみせせふか たそうてそちふ せか てそしへさそ う ちとつつさそ-
あせえしけこつさけに うあちけあせてあに, せそ け たちそつてそ たそ てかさつてと. 》ちけねけせあ ほてそえそ, さそせかねせそ, 
う てそす, ねてそ させけえあ けくせあねあしへせそ たそくけぬけそせけちとかてつみ さあさ ついそちせけさ つてあてへかこ, せそ 
すせか さあきかてつみ, いふしそ いふ しとねのか, かつしけ つてあてへけ いふしけ いふ たかちかちあいそてあせふ う えしあうふ. 
╇ そいはかす け ぬかしそす, させけえあ そねかせへ にそちそのあ おしみ てかに, さてそ とうしかさあかてつみ すかきおとせあ-
ちそおせふすけ そてせそのかせけみすけ, せそ, さそせかねせそ, つてとおかせてあす-すかきおとせあちそおせけさあす そせあ 
いとおかて いそしかか けせてかちかつせあ, ねかす たちそつてそ とうしかねかせせふす しまおみす.

LiveLib. 26 あたちかしみ 2012

╆とおとはかか, さそてそちそか うつかに せあつ とつてちそけて*

『あくうけせ 》.╅.

«╆とおとはかか せかたちかおつさあくとかすそ» — てあさけす, うそくすそきせそ, せかつさそしへさそ さあてかえそちけね-
せふす てかくけつそす そてさちふうあかてつみ せそうあみ させけえあ ちそつつけこつさけに とねかせふに ╊うえかせけみ 
け 〉あてあしへけ ╆あきあせそうふに, けくうかつてせふに つうそけすけ ちあいそてあすけ たそ のけちそねあこのかすと 
さちとえと たちそいしかす つそうちかすかせせそえそ すけちあ. ╇たちそねかす, てかくけつ あうてそちそう, たそ つとてけ 
おかしあ, たそおてうかちきおあまて たちけうそおけすふか けすけ すせそえそねけつしかせせふか なあさてふ, えそうそ-
ちみはけか そ さちあにか あいつそしまてせそえそ いそしへのけせつてうあ おそしえそつちそねせふに たちそえせそくそう, 
さそえおあ くあねあつてとま きかしあかすそか うふおあうあしそつへ くあ せかけくいかきせそか, いとおへ てそ «たそいかおあ 

* 『あくうけせ 》.╅. ╆とおとはかか, さそてそちそか うつかに せあつ とつてちそけて // 〉╈-Ex Libris. 2010. 18 せそみい.
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つそぬけあしけくすあ う すけちそうそす すあつのてあいか» けしけ つそくおあせけか そおせそたそしみちせそえそ Pax 
Americana.

╉かこつてうけてかしへせそ, «』そかおけせかせせふか ぃてあてふ, うたあう う ほこなそちけま たそお うたかねあて-
しかせけかす たそいかおふ せあお さそすすとせけくすそす け うそくちあつてあせけみ つそいつてうかせせそこ すそはけ, 
うそくそすせけしけ つかいみ うそきおかす たちそえちかつつけうせそえそ ねかしそうかねかつてうあ... ]けおかちつさけか 
あすいけぬけけ いふつてちそ たかちかちそつしけ う えかえかすそせけくす... 【あさあみ たそしけてけさあ うつてちかてけしあ 
そてたそち つそ つてそちそせふ おかちきあう-さそせさとちかせてそう... ╇ すけちそうそこ たそしけてけさか うそく-
せけさ さちとたせふこ とくかし たちそてけうそちかねけこ... 》あちあししかしへせそ つてあしけ そいそくせあねあてへつみ 
さそせてとちふ かはか そおせそえそ とくしあ — う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか», ねてそ 
つうみくあせそ つそ つてちかすけてかしへせふす うくしかてそす ほさそせそすけねかつさそこ すそはけ [けてあみ, さそてそ-
ちふこ てあさきか せけさてそ せか すそえ たちかおうけおかてへ ねかてうかちてへ うかさあ せあくあお. «╇ けてそえか つさしあ-
おふうあしそつへ うたかねあてしかせけか, ねてそ ねかしそうかねかつてうそ う そねかちかおせそこ ちあく おうけせとしそつへ 
さ さそせなちそせてあぬけそせせそこ すせそえそたそしまつせそつてけ... 〉そ うそて つしとねけしあつへ いかつたちか-
ぬかおかせてせあみ たそ つうそけす すあつのてあいあす てかちちそちけつてけねかつさあみ あてあさあ せあ ╅すかちけさと, 
け うかしけさけか おかちきあうふ うちそおか いふ うつてちかたかせとしけつへ, たそ-せそうそすと そつそくせあしけ そいは-
せそつてへ つうそけに けせてかちかつそう たかちかお しけぬそす そいはかこ とえちそくふ... 】うふ, せあおそしえそ けす 
たそくけてけうせそえそ くあたあしあ せか にうあてけしそ... 【かす うちかすかせかす せあつてとたけし 2008 えそお... 
‒けせあせつそうそ-ほさそせそすけねかつさけこ さちけくけつ... つちあくと ついけし つたかつへ つ 』ぃ╅ け そつてあしへ-
せふに すけちそうふに しけおかちそう».

《 せかうそくすそきせそつてけ おかしあてへ えしそいあしへせふか えかそたそしけてけねかつさけか たちそえせそくふ, うそ 
うつみさそす つしとねあか — おそしえそつちそねせふか, えそうそちけて け うせかくあたせそつてへ すせそきかつてうあ いそしへ-
のけに け すあしふに «えかそたそしけてけねかつさけに さあてあつてちそな» たそつしかおせかえそ つてそしかてけみ せあたそ-
おそいけか 》かちうそこ すけちそうそこ うそこせふ けしけ ちあつたあおあ 』』』『. ╇ させけえか そにうあねかせあ てかすあ-
てけさあ たちあさてけねかつさけ うつかに ぬかせてちそう つけしふ せふせかのせかえそ すせそえそたそしまつせそえそ すけちあ 
け たちけうしかさあまはけに せあけいそしへのかか うせけすあせけか とねかせふに, きとちせあしけつてそう け そいはか-
つてうかせせそつてけ ちかえけそせそう: 』ぃ╅, [けてあこ, そいひかおけせみまはあみつみ ╊うちそたあ, [そちかこつさけこ 
たそしとそつてちそう, ╆しけきせけこ け 』ちかおせけこ ╇そつてそさ, [あうさあく, あ てあさきか たちそいしかすふ えしそ-
いあしへせそえそ ちあくうけてけみ け うそたちそつふ おけたしそすあてけけ. ¨, ちあくとすかかてつみ, うかくおか さちあつせそこ 
せけてへま たちそにそおみて つときおかせけみ, たそちそこ うかつへすあ さちけてけねかつさけか, そ てそす, さあさけすけ 
いふしけ う おあせせそす さそせてかさつてか うせかのせみみ たそしけてけさあ け おけたしそすあてけみ せあのかこ 
つてちあせふ う おあしかさそす け せか つてそしへ おあしかさそす たちそのしそす. ぁてそ そせけ たちかおつてあうしみまて 
つそいそこ つかこねあつ け さあさけすけ つてあせとて う いとおとはかす, あ てそねせかか (つそえしあつせそ けつにそおせそすと 
たそつふしと), さあさそか いとおとはかか そせあ おそしきせあ つてちかすけてへつみ つそくおあてへ.

【あさ さあさ きか いとおかて うふえしみおかてへ すせそえそたそしまつせふこ すけち う XXI うかさか? ╅せあしけ-
くけちとみ えしそいあしへせとま つけてとあぬけま う ぬかしそす け う さしまねかうふに ちかえけそせあに たしあせかてふ せあ 
そつせそうか そたふてあ けつてそちけねかつさけに つそいふてけこ, せかたそつちかおつてうかせせふすけ とねあつてせけさあすけ 
ちみおあ さそてそちふに けす つあすけす おそうかしそつへ たそいふうあてへ, あうてそちふ うふつさあくふうあまてつみ せあ 
ほてそて つねかて う おとにか けせなそちすけちそうあせせそえそ そたてけすけくすあ: «╆とおかす せあおかみてへつみ, ねてそ... 
とおあつてつみ たそつてちそけてへ いとおとはかか, さそてそちそか うつかに せあつ とつてちそけて... 〉か つてそけて たちか-
おあうあてへつみ いかつつすふつしかせせふす えあおあせけみす, ちあくとすせかか くあせみてへつみ つそくおあせけかす ほてそえそ 
いとおとはかえそ».
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[そちかこつさけか くあちけつそうさけ
〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2010. — 448 つ.

Dear Evgenii Petrovich,
It is my pleasure to acknowledge, with 

many thanks, receipt of:
Koreiskie zarisovki = sketches of Korea / 

Evgenii P. Bazhanov & Natal’ia E. Bazha-
nova (M.: Vostok-Zapad, 2010).

It will be a great pleasure to add this 
book to the collection of “Bazhanovs,” 
which we make available to our readers. 
We already have over thirty books by you 
and Natal’ia Evgen’evna starting with your 
Dvizhushchie sily politiki SShA v otnoshenii 
Kitaia (M.: Nauka, 1982) and her Vneshnee-

konomicheskie sviazi KNDR: vpoiskakh vykhoda iz tupika (M.: Nauka, 1993). We 
deeply appreciate your kindness in donating this new work to the Library of 
Congress.

Sincerely yours*

[そちかみ, ちそおけせあ なとていそしあ**

╅しかにけせあ ╉.

《さあくふうあかてつみ, けすかせせそ さそちかこぬふ けくそいちかしけ なとていそし け せあねあしけ けえちあてへ う せかえそ 
ちあせへのか いちけてあせぬかう. ゅてけす そいつてそみてかしへつてうそす てちかせかち つかうかちそさそちかこつさそこ ついそち-
せそこ たそ なとていそしと そいひみつせけし かか せかそきけおあせせとま おしみ かうちそたかこつさけに ぬかせけてかしかこ 
けえちふ たそいかおと せあお けてあしへみせぬあすけ せあ ねかすたけそせあてか すけちあ う ╇かしけさそいちけてあせけけ 
う 1966 えそおと, ねかす たそうかちえ う けくとすしかせけか きけてかしかこ 【とすあせせそえそ ╅しへいけそせあ. 
【そねせそ てあさ きか さそちかこぬふ とおけうしみしけ け さけてあこぬかう, たちけたけつふうあみ つかいか たかちうかせ-
つてうそ う けくそいちかてかせけけ いとすあえけ, さそすたあつあ け たそちそにあ. 』 そたけつあせけみ ほてそこ くあいあう-
せそこ ねかちてふ さそちかこつさそえそ にあちあさてかちあ — たちかとうかしけねけうあてへ つうそけ くあつしとえけ たかちかお 

* Nicholas Thorner. The Library of Congress Germanic & Slavic Division // ╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ. 
》かちかうそお: 〈ふ つ とおそうそしへつてうけかす うさしまねあかす かはか そおせと させけえと, «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ», う さそししかさぬけま 
╆あきあせそうふに. ╇ せあのかす ちあつたそちみきかせけけ せあにそおみてつみ ときか いそしかか 30 させけえ, せあたけつあせせふに 〉あてあしへかこ け ╊うえか-
せけかす ╆あきあせそうふすけ, せあねけせあみ つ けに ちあせせけに てちとおそう 1980-に えそおそう. 〉あのけ ねけてあてかしけ つ とおそうそしへつてうけかす 
ねけてあまて ほてけ させけえけ, たそしせふか えしといそさけに すふつしかこ け うあきせふに うふうそおそう.

′あうかおとまはけこ 《ておかしそす たちけそいちかてかせけみ しけてかちあてとちふ
╆けいしけそてかさあ [そせえちかつつあ 』ぃ╅

** ╅しかにけせあ ╉. [そちかみ, ちそおけせあ なとていそしあ // ゅにそ たしあせかてふ. 2011. づ 25—26. ¨ましへ. 』. 46.
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ねかしそうかねかつてうそす — せあねけせあまて つうそま させけえと けくうかつてせふか うそつてそさそうかおふ ╊うえかせけこ 
け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうふ. ╋けうふか うたかねあてしかせけみ そて そいはかせけみ つ たちかおつてあうけてか-
しみすけ ちあくせふに つしそかう さそちかこつさそえそ そいはかつてうあ, そて たちそつてふに ちあいそてみえ おそ さちとたせふに 
たちかおたちけせけすあてかしかこ, うしけみてかしへせふに たあちてけこせふに いそつつそう け たちかくけおかせてそう, そたけ-
つあせけみ さそしそちけてせふに としけねせふに つぬかせそさ け せあちそおせふに そいふねあかう, うそつつそくおあせせふに 
う ほてせそえちあなけねかつさそこ おかちかうせか たそお 』かとしそす, つそつかおつてうとまて つ けせてかちかつせふすけ 
なあさてあすけ けく けつてそちけけ [そちかけ け つかちへかくせふす あせあしけくそす たそしけてけねかつさけに, ほさそ-
せそすけねかつさけに け つそぬけあしへせふに たちそぬかつつそう, たちそけつにそおけうのけに せあ たそしとそつてちそうか 
う たそつしかおせまま つそてせま しかて. 〉あ そおせそす おふにあせけけ ねけてあまてつみ つてちあせけぬふ, ちあつ-
つさあくふうあまはけか, たそねかすと, うそたちかさけ たかちうそせあねあしへせそこ おそえそうそちかせせそつてけ 』』』『 
け 』ぃ╅, そつうそいそおけうのけに う 1945 えそおと [そちかこつさけこ たそしとそつてちそう そて みたそせつさそこ 
そささとたあぬけけ, [そちかみ いふしあ ちあくおかしかせあ せあ おうあ えそつとおあちつてうあ.

[あさ しまおかこ つ うかつへすあ しけいかちあしへせふすけ うくえしみおあすけ, あうてそちそう けせてかちかつとかて 
けつてそちけみ つてあせそうしかせけみ まきせそさそちかこつさそこ おかすそさちあてけけ う たそつておけさてあてそちつさけこ 
たかちけそお, う さそてそちそこ さしまねかうとま ちそしへ つふえちあし たちかくけおかせて-おけつつけおかせて [けす ╉ほ 
ぁきとせ. ｠そちそのそ つ せけす くせあさそすふか, あうてそちふ すそえしけ せあいしまおあてへ かえそ け う ちそしけ 
えそせけすそえそ せあ ちそおけせか おけつつけおかせてあ, け う ちそしけ たちかくけおかせてあ, たそくうそしけうのかえそ 
つてちあせか とつたかのせそ たちかそおそしかてへ あくけあてつさけこ なけせあせつそうふこ さちけくけつ. [つてあてけ, すせそ-
えけか まきせそさそちかこつさけか くせあさそすふか ねかてふ ╆あきあせそうふに たちそつけしけ けに つそつてあうけてへ 
たちそてかさぬけま たかちかお [けす ╉ほ ぁきとせそす. 《たけつあせけみ ほてけに さとちへかくせふに つぬかせそさ 
つそつかおつてうとまて つ ちあつつときおかせけみすけ そ たちけねけせあに なあせてあつてけねかつさそこ ちあいそてそつたそ-
つそいせそつてけ さそちかこぬかう, さちそみはけにつみ う ねけつしか たちそねかえそ う さそせなとぬけあせつさそす うそつ-
たけてあせけけ, つ あせあしけくそす そつそいかせせそつてかこ そちえあせけくあぬけけ おそちそきせそえそ おうけきかせけみ 
う すせそえそすけししけそせせそす 』かとしか, たそちあきあまはかす そてつとてつてうけかす たちそいそさ けしけ そたけ-
つあせけかす おそつてそこせそえそ くあうけつてけ いふてあ ちあいそねけに まきせそさそちかこつさそえそ つてあしかしけてかこ-
せそえそ えけえあせてあ POSCO.

〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ う XXI うかさか
〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. — 168 つ.

]けねせそか たけつへすそ

】うあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね,
《ねかせへ てちそせとて ╇あのけす たそくおちあうしかせけかす. 《せそ てそしへさそ ねてそ おそいちあしそつへ おそ すかせみ. 

C’est la vie! 〉そ う ちかくとしへてあてか ときか せか つすそえ さとたけてへ たそくおちあうけてかしへせそこ そてさちふてさけ — 
ちあくそのしけつへ, け そてうかてせそか すそか たそくおちあうしかせけか のしま せあ たちそつてそす しけつてか いとすあえけ. 〉そ 
そせそ たちかけつたそしせかせそ てかに きか おそいちふに ねとうつてう, ねてそ け さちあつそねせあみ さあちてそねさあ.

》そしへくとまつへ つしとねあかす, ねてそいふ うふちあくけてへ ╇あす つうそか けつさちかせせかか うそつにけはかせけか 
╇あのかこ つ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ たそつしかおせかこ させけえそこ. 【あさ すあつてかちつさけ つうかつてけ う かおけ-
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せそか たそしか すけちそうとま たそしけてけさと つ えしといけせそこ おそ 
おちかうせそつてけ すそえとて てそしへさそ しまおけ, えしといそさそ たちそ-
せけさのけか う かか てあこせふ け たちときけせふ. 》そくおちあう-
しみま け うふちあきあま たちけくせあてかしへせそつてへ, たそてそすと 
ねてそ み ときか たとつてけし かか う とねかいせふこ たちそぬかつつ, 
たそすそえあみ う せあたけつあせけけ おけつつかちてあぬけけ (すあえけ-
つてちあ) せあ てかすと «》そてかせぬけあし [けてあみ つてあてへ うかおと-
はかこ すけちそうそこ おかちきあうそこ». ╋かしあま おあしへせかこ-
のけに とつたかにそう!

』 えしといそさけす とうあきかせけかす.

╉といけせけせ ょ.╇. 
(ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 

』』』『/『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ う ¨つたあせけけ 
(1978—1986), う 』ぃ╅ (1986—1990), 

うそ ‒ちあせぬけけ (1990—1991), う 】さちあけせか 
(1996—1999); くあすかつてけてかしへ すけせけつてちあ 

けせそつてちあせせふに おかし 『‒
(1994—1996))

〉そうふか つけつてかすふ たそちそきおあまて せそうふか たちそいしかすふ*

》そせそすあちかうあ ╊.╈.

ぁかしそうかさ せかたちかちふうせそ すかせみかてつみ. ぁかしそうかねかつてうそ そつてあかてつみ うつか てかす きか.
╈あいちけほしへ ]あとい

〈けち — たそせみてけか せか さそしけねかつてうかせせそか, あ さあねかつてうかせせそか.
╅. ゅこせのてかこせ

«〈けち うつてとたけし う たそしそつと えしといそさけに たちかそいちあくそうあせけこ, えかそたそしけてけねかつさけこ 
しあせおのあなて すかせみかてつみ ちあおけさあしへせそ. ゅてけ たかちかすかせふ つそたちそうそきおあまてつみ うそく-
ちそつのかこ てとちいとしかせてせそつてへま せあ えしそいあしへせそす け ちかえけそせあしへせそす とちそうせみに»**. ゅてけ 
つしそうあ, つさあくあせせふか すけせけつてちそす けせそつてちあせせふに おかし 『そつつけけ 』.╇. ]あうちそうふす 
う にそおか たちかつつ-さそせなかちかせぬけけ たそ けてそえあす 2011 えそおあ, みうしみまてつみ つうそかえそ ちそおあ 
さうけせてほつつかせぬけかこ せそうそこ させけえけ けくうかつてせふに ちそつつけこつさけに とねかせふに, たちけくせあせ-
せふに つたかぬけあしけつてそう う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ ╊.》. ╆あきあせそうあ 
け 〉.╊. ╆あきあせそうそこ.

《ねかちかおせあみ ちあいそてあ ほてそえそ いそしかか ねかす とつたかのせそえそ けせてかししかさてとあしへせそえそ 
てあせおかすあ — せあ かえそ つねかてと いそしかか おかつみてさあ つかちへかくせふに せあとねせふに け すせそきかつてうそ 

* 》そせそすあちかうあ ╊.╈. 〉そうふか つけつてかすふ たそちそきおあまて せそうふか たちそいしかすふ // 〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ. 2012. 
づ 4. 』. 172—178.
** 》ちかつつ-さそせなかちかせぬけみ すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし 『‒ 』.╇. ]あうちそうあ. 18 みせうあちみ 2012 // URL: 
http://www.mid.ru/brp4.nsf/0/FBBD4D11AF502771442579890048D166.
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たといしけぬけつてけねかつさけに ちあいそて — たそつうみはかせあ せか てそしへさそ あせあしけくと てかさてそせけねかつさけに 
けくすかせかせけこ, たちそけくそのかおのけに け たちそけつにそおみはけに う たそつしかおせけか おうあ おかつみてけしか-
てけみ う つけつてかすか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ (〈《), せそ たちかおつてあうしみかて つそいそこ 
えしといそさそか なけしそつそなつさそか ほつつか そ たちけちそおか ねかしそうかさあ け そいはかつてうあ, そ ちそしけ つといひ-
かさてけうせふに け そいひかさてけうせふに なあさてそちそう う えしそいあしへせふに てちあせつなそちすあぬけみに さあさ 
すけちそうそこ つけつてかすふ う ぬかしそす, てあさ け せあのかこ たそうつかおせかうせそつてけ.

[ちとたせかこのけこ なちあせぬとくつさけこ けつてそちけさ XX うかさあ ‒. ╆ちそおかしへ しまいけし 
たそ うてそちみてへ: «』そいふてけみ — ほてそ たふしへ». 【かす つあすふす そせ とてうかちきおあし, ねてそ つそいふてけか 
つあすそ たそ つかいか, うせか けつてそちけねかつさそえそ さそせてかさつてあ, うせか あせあしけくあ そさちときあまはけに, 
たちそうそぬけちとまはけに け たちそおとぬけちとまはけに ほてそ つそいふてけか なあさてそちそう せか すそきかて 
いふてへ うかちせそ たそせみてそ け そぬかせかせそ. 《おせあ けく つかちへかくせふに たちそいしかす つそうちかすかせ-
せそこ せあとさけ くあさしまねあかてつみ, う ねあつてせそつてけ, う てそす, ねてそ すせそえけか けつつしかおそうあてかしけ 
せか とてちときおあまて つかいみ けくとねかせけかす てかさとはかえそ すそすかせてあ さあさ てかさとはかこ けつてそちけけ, 
さあさ «ねあつてけ おしみはかえそつみ たちそのしそえそ». ╇ ちかくとしへてあてか — せかたそせけすあせけか てそえそ, ねてそ 
たちそけつにそおけて つかえそおせみ, さあさけか たちけねけせふ そいとつしそうけしけ せふせかのせまま つけてとあぬけま.

¨せそか おかしそ — おあせせあみ させけえあ. 《てしけねけてかしへせふす たちけくせあさそす «〈かきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけこ う XXI うかさか» みうしみかてつみ けすかせせそ いちそおかしかうつさけこ たそおにそお. 
ゅてあ ちあいそてあ — せか さそせつてあてあぬけみ なあさてそう せそうかこのかこ けつてそちけけ すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ, せそ あせあしけく けつてそちけけ 〈《 さあさ «おしみはかえそつみ たちそのしそえそ», さあさ つしそき-
せそそちえあせけくそうあせせそこ つけつてかすふ. ╅うてそちあす とおあかてつみ たそさあくあてへ せあつてそみはかか すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ せか たちそつてそ さあさ つとすすと, つそうそさとたせそつてへ さあさけに-てそ そておかしへ-
せふに さそすたそせかせてそう (すけちそうふに たそしけてけねかつさけに たちそぬかつつそう, うせかのせかこ たそしけてけさけ 
そておかしへせふに えそつとおあちつてう け て.お.), あ さあさ つしそきせふこ け かおけせふこ そちえあせけくす, たそさあくあてへ 
しそえけさと け おうけきとはけか つけしふ うあきせかこのけに つそいふてけこ すけちそうそこ たそしけてけさけ う けに 
せか うつかえおあ そねかうけおせそこ け せか ねあつてそ たちみすそこ うくあけすそつうみくけ. ¨しけ, さあさ いふ つさあくあし 
╅. ゅこせのてかこせ, すけち う ほてそこ させけえか たちかおつてあうしかせ さあさ たそせみてけか さあねかつてうかせせそか.

«》そせけすあせけか せかつうそおけすそつてけ つうそこつてう ぬかしそえそ しけのへ さ つとすすか つうそこつてう 
ねあつてかこ さあさ うあきせかこのあみ ねかちてあ つけつてかすせそえそ すけちそうけおかせけみ»* そたちかおかしけしそ 
しそえけさと け つてちとさてとちと つあすそこ させけえけ. 15 えしあう ちあつさちふうあまて ちあくしけねせふか つてそ-
ちそせふ つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, せあねけせあみ つ あせあしけくあ さそせ-
ぬかたぬけこ てあさけに あうてそちそう, さあさ 》. ╉ちとさかち, 『. [あたしあせ, ]. [そち, 』. [ちあつせかち, 
‒. 》なかね, ╅. 【そこせいけ, ‒. ‒とさとみすあ, 』. ｠あせてけせえてそせ, ｠.〈. ゅせぬかせついかちえかち 
け おち. (つ. 9—17) け くあさあせねけうあみ うそくすそきせふすけ たかちつたかさてけうあすけ すけちそうそえそ ちあく-
うけてけみ — たそいかおそこ «けせつてけせさてそう つそてちとおせけねかつてうあ けしけ けせつてけせさてそう つそたかちせけ-
ねかつてうあ» (つ. 145—162).

《つそいふこ けせてかちかつ うふくふうあかて えしあうあ, たそつうみはかせせあみ せあつてそみはかすと け うそくすそき-
せそすと いとおとはかすと せあぬけそせあしへせふに えそつとおあちつてう. ╇ せあつてそみはかか うちかすみ «うそたちそつ 
そ えそつとおあちつてうか たちけそいちかてあかて そつそいかせせとま うあきせそつてへ け う てかそちかてけねかつさそす, 

* 』けつてかすせあみ けつてそちけみ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. ╇ おうとに てそすあに / 》そお ちかお. ╅.╉. ╆そえあてとちそうあ. 〈.: 
[としへてとちせあみ ちかうそしまぬけみ, 2006. 【. 1. 』. 14.
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け う たちあさてけねかつさけ-たそしけてけねかつさそす そてせそのかせけみに»*. [ちけてけねかつさけ そぬかせけうあみ 
けおかけ ちあくすふうあせけみ えそつとおあちつてうかせせそえそ つとうかちかせけてかてあ, ぬけうけしけくあぬけそせせふに 
け ちかえけそせあしへせふに つとたかちえそつとおあちつてう, すけちそうそえそ たちあうけてかしへつてうあ, せあさそせかぬ, 
あうてそちふ とてうかちきおあまて, ねてそ «えしあうせふすけ おかこつてうとまはけすけ しけぬあすけ う XXI うかさか 
そつてあまてつみ せあぬけそせあしへせふか えそつとおあちつてうあ け けすかせせそ けに たそうかおかせけか いとおかて そたちか-
おかしみてへ おあしへせかこのけこ にそお けつてそちけけ» (つ. 18—19). 』 ほてけす せかしへくみ せか つそえしあ-
つけてへつみ. ]けうけこつさけこ, つけちけこつさけこ け けちあせつさけこ さちけくけつふ, せかつすそてちみ せあ せかそ-
たちかおかしかせせそつてへ け せかそおせそくせあねせそつてへ たとてかこ ちあくうけてけみ すけちそうそこ つけつてかすふ 
さあさ つしそきせそこ け けかちあちにけねかつさそこ つてちとさてとちふ, たそおてうかちきおあまて てかくけつ そ てそす, 
ねてそ «う そいそくちけすそす いとおとはかす くあ えそつとおあちつてうあすけ つそにちあせけてつみ ちそしへ そつせそうせふに 
とねあつてせけさそう すけちそうそこ たそしけてけさけ, せあ さそてそちふに しかきけて そてうかてつてうかせせそつてへ くあ 
えしそいあしへせとま いかくそたあつせそつてへ け ちあくうけてけか»**. ╇ てそ きか うちかすみ せかしへくみ そてちけぬあてへ 
け つかちへかくせふか けくすかせかせけみ たちかちそえあてけう えそつとおあちつてう (さあさ うせとてちけ, てあさ け うそうせか), 
ねてそ, う つうそま そねかちかおへ, たそおてあしさけうあかて さ たかちかそつすふつしかせけま さそせぬかたぬけけ せあぬけ-
そせあしへせそえそ えそつとおあちつてうあ, せあ たちそてみきかせけけ XX うかさあ たそしへくそうあうのかこつみ たちけくせあ-
せけかす う さあねかつてうか せそちすふ てかちちけてそちけあしへせそこ け たそしけてけねかつさそこ そちえあせけくあぬけけ 
つそぬけとすあ, あ てあさきか たちけせぬけたそう すかきおとせあちそおせそえそ たちあうあ, つなそちすとしけちそうあせ-
せふに たそ けてそえあす ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせふ.

』そうちかすかせせあみ つけつてかすあ 〈《 すそきかて いふてへ そにあちあさてかちけくそうあせあ, つ そおせそこ つてそ-
ちそせふ, さあさ «すせそきかつてうかせせあみ つそうちかすかせせそつてへ» (ぃ. ゅこくかせのてあおて, ╇. ぃしまに-
てかち), てそ かつてへ つそつてそみはあみ けく ちあくせふに すそおかしかこ せあぬけそせあしへせそこ えそつとおあちつてうかせ-
せそつてけ (せあぬけみ-えそつとおあちつてうそ, えそつとおあちつてうそ-せあぬけみ, さうあくけえそつとおあちつてうそ け おち.). 
』 おちとえそこ — さあさ つそうそさとたせそつてへ せそうふに けすたかちけこ けしけ, さあさ けに せあくふうあかて 
けくうかつてせふこ いちけてあせつさけこ けつてそちけさ-すあちさつけつて, てかそちかてけさ け さちけてけさ せあぬけそせあ-
しけくすあ ゅ. ｠そいついあとす, «つとたちあせあぬけそせあしへせふに つてちとさてとち». 』てちかすしかせけか ちみおあ 
えそつとおあちつてう とてうかちおけてへつみ う さあねかつてうか ほしかすかせてそう, つそつてあうせふに ねあつてかこ さちとたせふに 
せあおせあぬけそせあしへせふに たそしけてけさそ-ほさそせそすけねかつさけに つけつてかす (せあたちけすかち, 〉╅【《 
け ╊』), いかくとつしそうせそ, そたちかおかしかせそ そいひかさてけうせふすけ なあさてそちあすけ (けせてかえちあしへせあみ 
すそはへ, あちにかてけたふ), せそ う てそ きか うちかすみ かつてへ つそくせあてかしへせふこ そてさあく そて つそくおあ-
せけみ せかくあうけつけすそえそ せあぬけそせあしへせそえそ えそつとおあちつてうあ. ¨つつしかおとみ ほてと てかせおかせぬけま 
せあ たちけすかちか つそうちかすかせせそこ ╊うちそたふ, たちそなかつつそち をかせてちあ つてちあてかえけねかつさけに 
け すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ う ╇あのけせえてそせか ╋. [そしそすかち そてすかねあし, 
ねてそ, うつてちあけうあみつへ う «つかてけ けすたかちつさそえそ ちあくすかちあ», せそうふか ねしかせふ ╊』 け 〉╅【《 
えそてそうふ せあ せかくせあねけてかしへせとま ちそしへ う ほてけに つてちとさてとちあに, つちあうせけすとま ちあくうか ねてそ 
つ «うしけみせけかす 《しへおかせいとちえあ けしけ 〈かさしかせいとちえ-ぃうかちけせあ せあ たそしけてけさと ╈かち-
すあせつさそえそ つそまくあ う たちそのしそす うかさか»***.

* ]かせけせ ╇.¨. ╈そつとおあちつてうそ け ちかうそしまぬけみ. 〈.: ¨くお-うそ たそしけて. しけて-ちふ, 1969. 』. 5.
** 》そせそすあちかうあ ╊.╈. ‒そちすけちそうあせけか えそつとおあちつてうかせせそつてけ せあ たそつてひまえそつしあうつさそす たちそつてちあせつてうか (うせとて-
ちかせせけか け うせかのせけか なあさてそちふ). ╅うてそちかな… おそさて. たそしけて. せあとさ. 〈.: 〈╈¨〈《, 2010. 』. 4.
*** ｠そいついあとす ゅ. 〉あぬけけ け せあぬけそせあしけくす たそつしか 1780 えそおあ // URL: http://aleksandr-kommari.narod.ru/
hobsbaum nacii.html.
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╇ とつしそうけみに えしそいあしけくあぬけけ, たちけ つそうちかすかせせそす とちそうせか ちあくうけてけみ さそすすと-
せけさあぬけこ け けせなそちすあぬけそせせふに てかにせそしそえけこ, たちけ うふつそさそこ つさそちそつてけ けせなそち-
すあぬけそせせふに たちそぬかつつそう, あ てあさきか う つけしと おかすそせつてちあぬけそせせそえそ ほななかさてあ 
せか てそしへさそ うそくちあつてあかて つしそきせそつてへ け たちそてけうそちかねけうそつてへ えそつとおあちつてうかせせそえそ 
つてちそけてかしへつてうあ. 〈かせみかてつみ つあすあ さそせなけえとちあぬけみ すけちそうそこ つけつてかすふ. ‒あさてけ-
ねかつさけ うそくせけさあかて せそうあみ つけつてかすあ, たそちそきおあまはあみ, たそ うかちせそすと くあすかねあせけま 
』.《. [へかちさかえそちあ, «せそうふか たちそいしかすふ». 》ちけねかす たちそぬかつつ なそちすけちそうあせけみ 
えしそいあしへせそこ すけちそたそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ そさあくふうあかてつみ せか たちそつてそ おしけ-
てかしへせふす け いそしかくせかせせふす, せそ け そてみえそはかせ てみきかしふすけ たそつしかおつてうけみすけ. 【あさ, 
2011 えそお うそのかし う けつてそちけま さあさ えそお てちあえかおけこ け さあてあつてちそな. 《おせあさそ たそつしかお-
つてうけみ おあきか てあさけに てみきかしかこのけに たちけちそおせふに さあてあさしけくすそう, さあさ くかすしかてちみつか-
せけみ, ぬとせあすけ け せあうそおせかせけみ, すかちさせとて う つちあうせかせけけ つ ちとさそてうそちせふすけ てちあ-
えかおけみすけ. ╇ けに ちみおと けせつたけちけちそうあせせふか «ぬうかてせふか ちかうそしまぬけけ», さちそうあうあみ 
いそこせみ け とせけねてそきかせけか たちかきせかこ, たとつてへ つたかぬけなけねかつさそこ, せそ ぬけうけしけくあぬけけ 
う ]けうけけ, せあえせかてあせけか さそせなしけさてせそつてけ うそさちとえ つけちけこつさそえそ け けちあせつさそえそ 
うそたちそつそう.

』そにちあせみまはあみつみ せかいかくそたあつせそつてへ う すけちか つあすふす せかたそつちかおつてうかせせふす 
そいちあくそす つうみくあせあ つ たそつてそみせせふすけ ちかぬけおけうあすけ そおせそつてそちそせせけに つけしそうふに 
おかこつてうけこ, さそてそちふか, う つうそま そねかちかおへ, そいとつしそうしかせふ «つけせおちそすそす «たそいかおふ» 
′あたあおあ う «にそしそおせそこ うそこせか», つてちかすしかせけかす さ ちかけおかそしそえけくあぬけけ け ちかすけ-
しけてあちけくあぬけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. ╆そしかか てそえそ, «う たそつしかおせけか 
えそおふ とくかし せあたちみきかせせそつてけ つてあし くあてみえけうあてへつみ け うそさちとえ 『そつつけけ» (つ. 54). 
¨くすかせけてへ つとはかつてうとまはかか たそしそきかせけか うかはかこ すそきかて しけのへ たそけつさ せそうふに 
すそおかしかこ うくあけすそおかこつてうけみ うかおとはけに たそしけてけねかつさけに けえちそさそう (╊』, つてちあせ 
╆『¨[』, 』ぃ╅) — «おうけきかせけか さ すせそえそたそしみちせそつてけ» (つ. 58—65), あ てあさきか 
とさちかたしかせけか 『そつつけけ. [あさ つたちあうかおしけうそ そてすかねあまて あうてそちふ させけえけ, せかつすそてちみ 
せあ うつか つしそきせそつてけ, うふたあうのけか せあ おそしま せあのかこ つてちあせふ たそつしか 1991 えそおあ, 
『そつつけみ せか つそいけちあかてつみ «すけちけてへつみ つ ちそしへま うてそちそちあくちみおせふに つといひかさてそう 
すかきおとせあちそおせそこ きけくせけ». 』かえそおせみ せあのあ つてちあせあ せか てそしへさそ つたそつそいせあ せあ 
ちあうせふに つ おちとえけすけ うかおとはけすけ おかちきあうあすけ とねあつてうそうあてへ う なそちすけちそうあせけけ 
け ちかあしけくあぬけけ えしそいあしへせそこ たそうかつてさけ おせみ. 』かえそおせみ «いかく 『そつつけけ け うそたちかさけ 
『そつつけけ せか ちかのけてへ せけ そおせそこ つさそしへさそ-せけいとおへ くせあねけすそこ すかきおとせあちそおせそこ 
たちそいしかすふ»*.

[そせかねせそ, つあすふす つかちへかくせふす けえちそさそす う つそうちかすかせせそこ すけちそうそこ つけつてかすか 
そつてあまてつみ 』ぃ╅. ╅せあしけくと ちそしけ け うしけみせけみ ほてそこ つてちあせふ う つけつてかすか 〈《, 
あ てあさきか けししまくけみす, つうみくあせせふす つ Pax Americana, たそつうみはかせそ せかつさそしへさそ 
えしあう ちあいそてふ. 《つそいふこ けせてかちかつ と つあすそえそ のけちそさそえそ さちとえあ ねけてあてかしかこ, いかく 
つそすせかせけみ, うふくそうかて あせあしけく あすかちけさあせつさそこ 』てちあてかえけけ せあぬけそせあしへせそこ いかく-

* ]あうちそう 』.╇. 〈かきおと たちそのしふす け いとおとはけす. 『そつつけこつさあみ おけたしそすあてけみ う すかせみまはかすつみ すけちか. 〈.: 
《しすあ 〈かおけあ ╈ちとたた, 2011. 』. 34.
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そたあつせそつてけ 2002 えそおあ, う さそてそちそこ いかく さとたまち, つてちそえそ たそ てかさつてと たそさあくあせふ 
そつせそうせふか たちけそちけてかてふ «おそさてちけせふ ╆とのあ». ゅてあ «たちかうかせてけうせあみ つてちあてか-
えけみ» そいそつせそうふうあしあ うそかせせふか おかこつてうけみ 』ぃ╅ たちあさてけねかつさけ う しまいそこ てそねさか 
くかすせそえそ のあちあ いそちへいそこ つ すかきおとせあちそおせふす てかちちそちけくすそす (つ. 35). 》かちうふす 
さそせさちかてせふす «おそつてけきかせけかす» ちかあしけくあぬけけ ほてそこ さそせぬかたぬけけ つてあしあ うそこせあ 
う ¨ちあさか, せか えそうそちみ ときか そ うすかのあてかしへつてうか う さそせなしけさてふ «たそ すかしそねあす».

〉あおそ つさあくあてへ, ねてそ あえちかつつけうせふこ おとに いふし せかつさそしへさそ つすみえねかせ う 』てちあ-
てかえけけ せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ 』ぃ╅, たちけせみてそこ う 2010 えそおと. ╇ «おそさ-
てちけせか 《いあすふ» あさぬかせてけちとかてつみ うせけすあせけか せあ てそす, ねてそ «つあすふこ ほななかさて-
せふこ つたそつそい たちそおうけきかせけみ せあのけに [あすかちけさあせつさけに] ぬかせせそつてかこ — ほてそ きけてへ 
う つそそてうかてつてうけけ つ せけすけ»*. 【かす せか すかせかか 』ぃ╅ そつてあうしみまて くあ つそいそこ たちあうそ 
け つけしそうそえそ ちかのかせけみ うそたちそつそう «う つしとねあか せかそいにそおけすそつてけ う そおせそつてそちそせ-
せかす たそちみおさか»**. 》そおそいせふこ そおせそつてそちそせせけこ たそおにそお たちそみうしみかてつみ う つあすふに 
ちあくせふに つなかちあに 〈《, くあてちあえけうあまはけに う てそす ねけつしか せあぬけそせあしへせふか けせてかちかつふ 
『そつつけけ. 》ちかきおか うつかえそ ほてそ ちあつのけちかせけか 〉╅【《 け せかおそえそうそちかせせそつてへ すかきおと 
せあのけすけ つてちあせあすけ たそ つけつてかすか 》『《, ねてそ, う つうそま そねかちかおへ, つうそおけて せあ せかて 
つあすと けおかま «たかちかくあえちとくさけ» (つ. 111—115). ゅてけすけ たちけすかちあすけ, さ つそきあしかせけま, 
せか けつねかちたふうあかてつみ つたけつそさ つしそきせそつてかこ け たちそてけうそちかねけこ う ちそつつけこつさそ-あすか-
ちけさあせつさけに そてせそのかせけみに. 《おせあさそ つかえそおせみ せか てそしへさそ 『そつつけみ つてちかすけてつみ 
そえちあせけねけてへ えかえかすそせけま 』ぃ╅ け 〉╅【《. ╈しあうせふす そたたそせかせてそす そおせそたそ-
しみちせそえそ Pax Americana みうしみかてつみ [けてあこ, せあにそおみはけこつみ «せあ うくしかてか» つうそかこ 
つそうそさとたせそこ えかそつてちあてかえけねかつさそこ すそはけ (えし. V, VII, XIII).

》そおてうかちきおかせけこ おあせせそすと てかくけつと すせそきかつてうそ. 〉あたちけすかち, うつてとたしかせけか 
[けてあみ う くあさちふてふこ さしとい «たそしせそぬかせせふに さそつすけねかつさけに おかちきあう», つそつてそみう-
のけこ おそ てそえそ けつさしまねけてかしへせそ けく 』ぃ╅ け 『そつつけけ. 《さそせねあてかしへせそ ほてそ いふしそ 
くあさちかたしかせそ 12 みせうあちみ 2007 えそおあ, さそえおあ ちあさかてそこ, くあたとはかせせそこ けく さそつすけ-
ねかつさそえそ ぬかせてちあ «』けねあせ», せあ うふつそてか 865 さす いふし ついけて すかてかそちそしそえけねかつさけこ 
つたとてせけさ «Feng Yun 1』». ╉そ ほてそえそ, せあたそすせま, 15 そさてみいちみ 2003 えそおあ つそつてそ-
みしつみ たかちうふこ たけしそてけちとかすふこ たそしかて さけてあこつさそえそ さそつすけねかつさそえそ さそちあいしみ, 
あ 12 そさてみいちみ 2005 えそおあ せあ そちいけてと いふし うふうかおかせ さそつすけねかつさけこ さそちあいしへ 
«ぃほせへねきそと-6» つ おうとすみ さそつすそせあうてあすけ せあ いそちてと.

╊はか そおせけす なとせおあすかせてあしへせふす おそつてけきかせけかす [けてあみ みうしみかてつみ てちあせつ-
なそちすあぬけみ うせとてちかせせかえそ ちふせさあ, くあさしまねあまはあみつみ う たそつてかたかせせそす そてさあくか 
そて ほさつたそちてせそ-そちけかせてけちそうあせせそこ ほさそせそすけさけ, つそくおあまはかこ えけえあせてつさけか ちあく-
ちふうふ すかきおと ちあくしけねせふすけ ちかえけそせあすけ つてちあせふ. 《いそくせあねかせせあみ う ちかのかせけみに 
XVII つひかくおあ [》[ (15—21 そさてみいちみ 2007 え.) ぬかしへ たそつてちそかせけみ «つちかおせかくあきけ-
てそねせそえそ そいはかつてうあ» そくせあねあかて せあ おかしか すそはせかこのけこ とおあち たそ とちそうせま たそてちか-
いしかせけみ «くそしそてそえそ すけししけあちおあ». 【あさ, つしそうあ えしあうふ ほさそしそえけねかつさそこ たちそえちあす-

* National Security Strategy of the United States of America, 2010 // URL: http://www. whitehouse.
gov/sites/default/fi les/rss_viewer/national security strategy.pdf.
** Ibid.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

すふ 《《〉 [. 【そたなかちあ: «[そせかぬ つうかてあ せあつてとたけて, さそえおあ すけししけあちお さけてあこぬかう 
たかちかつみおかて せあ あうてそすそいけしけ» — いふつてちそ つてあしけ さちふしあてふすけ せか つてそしへさそ う つうみ-
くけ つ うそくすそきせふすけ たそつしかおつてうけみすけ くあえちみくせかせけみ あてすそつなかちふ, つさそしへさそ けく-くあ 
つかちへかくせそこ さそせさとちかせぬけけ くあ ちかつとちつふ.

¨てそえけ ちあくうけてけみ [けてあみ くあ たそつしかおせかか おかつみてけしかてけか おかこつてうけてかしへせそ 
くあつてあうしみまて つかちへかくせそ くあおとすあてへつみ そ «さけてあこつさそす たちそちふうか». 〉あたちけすかち, 
てそしへさそ たそ そなけぬけあしへせそこ つてあてけつてけさか [〉『, くあ えそおふ 11-こ たみてけしかてさけ (2006—
2010 ええ.) さけてあこつさけか けせうかつてそちふ うしそきけしけ さあたけてあし う 2 570 たちかおたちけみてけこ 
119 えそつとおあちつてう (sic!). 『そつて たそてちかいしかせけみ うふうかし [けてあこ かはか う 2009 えそおと せあ 
たかちうそか すかつてそ う すけちか たそ かすさそつてけ あうてそすそいけしへせそえそ ちふせさあ. ╇ 2010 えそおと 
せあねあしそつへ たちそかさてけちそうあせけか さちとたせかこのかえそ う すけちか たそおうそおせそえそ あうてそおそちそき-
せそえそ てそせせかしみ おしみ つそかおけせかせけみ たそしとそつてちそうそう ぃあせへおとせ け ]みそおとせ. ╇ ぬかせ-
てちあしへせふに えそちそおあに つてちかすけてかしへせそ ちあくうけうあかてつみ すかてちそたそしけてかせ. ╅ う つかせてみ-
いちか 2010 えそおあ 》かさけせ うたかちうふか たちかおそつてあうけし たそおちそいせとま けせなそちすあぬけま 
そ ちあくすかちあに つうそけに くそしそてそうあしまてせふに ちかくかちうそう (′╇『). 【そえおあ つそそいはあしそつへ, ねてそ 
たそさあくあてかしへ つそつてあうしみし 2,45 てちしせ おそししあちそう*. 》そ おあせせふす せあ さそせかぬ 2011 えそおあ, 
′╇『 [けてあみ うふちそつしけ たそねてけ せあ てちけししけそせ け つそつてあうけしけ 3,316 てちしせ おそししあちそう. 
╇てそちそか すかつてそ う すけちそうそす つたけつさか くあせけすあかて ったそせけみ, と さそてそちそこ ねとてへ いそしへのか 
1 てちしせ おそししあちそう. ╉しみ つちあうせかせけみ, 『そつつけみ つ 514 すしちお おそししあちそう — せあ ねかて-
うかちてそす すかつてか, とつてとたあみ 』あとおそうつさそこ ╅ちあうけけ**.

╊はか そおけせ なあさて, つうけおかてかしへつてうとまはけこ そい そえちそすせふに とつたかにあに [けてあみ, — 
つかちへかくせあみ すそおかちせけくあぬけみ あちすけけ. 〉あたちけすかち, せあ うそそちときかせけか さけてあこつさけに 
『╇』〉 («╇てそちそこ あちてけししかちけけ»), たそすけすそ きけおさそてそたしけうせふに すかきさそせてけせかせ-
てあしへせふに いあししけつてけねかつさけに ちあさかて (〈╆『) のあにてせそえそ いあくけちそうあせけみ つ てちかに- 
け たみてけすかえあてそせせふすけ いそかえそしそうさあすけ つけつてかす «╉とせなほせ-4» け «╉とせなほせ-5», 
たそつてあうしかせふ てあさきか てうかちおそてそたしけうせふか ちあさかてふ すそいけしへせそえそ いあくけちそうあせけみ 
«╉とせなほせ-31╅», ねてそ たそくうそしみかて つそさちあてけてへ うちかすみ くあたとつさあ け たそうふつけてへ つそ-
にちあせせそつてへ ほてけに ちあさかて う いそま.

》そすけすそ ほてそえそ せあ つかうかちか つてちあせふ たそつてちそかせあ つけつてかすあ てそせせかしかこ 『╇』〉 
そいはかこ たちそてみきかせせそつてへま つうふのか てちかに てふつみね すけしへ (けしけ 5 556 さす), けすか-
せとかすあみ «》そおくかすせそこ ╇かしけさそこ [けてあこつさそこ つてかせそこ», たちかおたそしそきけてかしへせそ 
おしみ とさちふてけみ う せけに みおかちせそえそ あちつかせあしあ [けてあみ, ねてそ おあかて 》かさけせと うそく-
すそきせそつてへ つそにちあせけてへ つうそけ みおかちせふか つけしふ せあくかすせそえそ いあくけちそうあせけみ たそつしか 
たかちうそえそ とおあちあ うちあえあ. ╇ つうそま そねかちかおへ, ╇〈‒ [けてあみ たそしとねけし せそうふか たそお-
うそおせふか しそおさけ, ときか そつせあはかせせふか 〈╆『 すそちつさそえそ いあくけちそうあせけみ. ¨くうかつてせそ 
てあさきか, ねてそ [けてあこ ちあせへのか そきけおあかすそえそ つちそさあ とつたかのせそ たちそうかし けつたふてあせけみ 
ちあさかてせそえそ さそすたしかさつあ «╉とせなほせ-21D». 【かたかちへ, う つしとねあか ちあくうかちてふうあせけみ 
ほてそえそ さそすたしかさつあ, [けてあこ つすそきかて たちかおそてうちあてけてへ うにそお あうけあせそつぬかう 』ぃ╅ 

* ′そしそてそうあしまてせふか ちかくかちうふ [けてあみ // URL: http://top.rbc.ru/economics/14/04/2011/576034. shtml.
** Reserves of Foreign Exchange and Gold // URL: https://www.cia.gov/library/publications/ the-
world-factbook/rankorder/2188rank.html.
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う 【あこうあせへつさけこ たちそしけう, たそつさそしへさと おあしへせそつてへ つあすそせあうそおみはかこつみ たちそてけうそ-
さそちあいかしへせそこ ちあさかてふ, たそちあきあまはかこ ぬかしへ たそ うかちてけさあしけ つそ くせあねけてかしへせふす 
ちあくえそせそす, つそつてあうしみかて せかつさそしへさそ つそて さけしそすかてちそう. [ちそすか てそえそ, と 》かさけせあ 
たそみうけしつみ せそうふこ いそかうそこ つあすそしかて J-20, けつたふてあせけみ さそてそちそえそ いふしけ たちけとちそ-
ねかせふ さ うけくけてと 『. ╈かこてつあ 11 みせうあちみ 2011 えそおあ*. 〉あ なそせか ちそつてあ ほさそせそすけ-
ねかつさそこ け うそかせせそこ すそはけ [けてあみ たちそけつにそおみて け つかちへかくせふか けくすかせかせけみ かえそ 
うせかのせかたそしけてけねかつさけに たそくけぬけこ. ╇たかちうふか くあ けつてそちけま そてせそのかせけこ [〉『—
』ぃ╅ う にそおか うけくけてあ ｠と をくけせへてあそ (18—21 みせうあちみ 2011 え.) いふし そいせあちそおそうあせ 
せそうふこ けつにそおせふこ てかくけつ そてせそのかせけこ すかきおと つてちあせあすけ: «╇くあけすせそか とうあきか-
せけか さそちかせせふに けせてかちかつそう おちとえそこ つてそちそせふ»**.

【あさけす そいちあくそす, [けてあこ うふにそおけて せあ しけおけちとまはけか たそくけぬけけ う すけちそうそこ 
たそしけてけさか, えおか そせ うつか いそしかか そてさちふてそ け そてさちそうかせせそ いとおかて たちそうそおけてへ つうそけ 
けせてかちかつふ. ╇ てそ きか うちかすみ 』ぃ╅ せか えそてそうふ とつてとたあてへ つうそけ たそくけぬけけ. ╇ ほてそこ 
つうみくけ すかせみかてつみ ちそしへ け くせあねかせけか 『そつつけけ う つそうちかすかせせそす すけちか. [あさ うかちせそ 
そてすかねあまて あうてそちふ させけえけ, てちかとえそしへせけさ 『そつつけみ — [けてあこ — 』ぃ╅ — そねかせへ 
たそおうけきせふこ: さそせなけえとちあぬけみ そてせそのかせけこ うせとてちけ せかえそ くあうけつけて そて ぬかしそえそ 
さそすたしかさつあ なあさてそちそう (つ. 138—144).

〈けち すかせみかてつみ, たちけねかす すかせみかてつみ いふつてちかか, ねかす すふ たそせけすあかす かえそ, せそ 
ちあくとす さあさ ちあく け おあせ ねかしそうかさと, ねてそいふ つてちかすけてへつみ さ かえそ たそせけすあせけま. [せけえあ 
«〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ う XXI うかさか» — ちあくとすせあみ け ねちかくうふねあこせそ 
うあきせあみ せか てそしへさそ おしみ てかに, さてそ けせてかちかつとかてつみ すけちそうそこ たそしけてけさそこ, せそ おしみ 
てかに, さてそ おかしあかて かか. [あちてけせあ すけちあ, たちかおつてあうしかせせあみ う ちあいそてか, うけおかせけか 
つかえそおせみのせけに け くあうてちあのせけに たちそいしかす つさうそくへ たちけくすと «おしみはかえそつみ たちそ-
のしそえそ» すそえとて うふくうあてへ ぬかしとま えあすすと ねとうつてう — そて そおそいちかせけみ おそ たちそてかつてあ, 
くあ けつさしまねかせけかす ちあうせそおとのけみ.

╇ ほてそこ させけえか, そつせそうあせせそこ せあ いそえあてそす せあとねせそす け たそしけてけねかつさそす そたふてか, 
おあせ さそすたしかさつせふこ あせあしけく すけちあ さあさ たそせみてけみ さあねかつてうかせせそえそ. [ちそすか てそえそ, 
ねけてあてかしま そてさちそかてつみ すあつつあ けせてかちかつせふに, あ う ちみおか つしとねあかう とせけさあしへせふに おかてあ-
しかこ, さそてそちふか ちあつさちふうあまて えしといけせと つそぬけあしへせそ-たそしけてけねかつさけに け さとしへてとちせそ-
けつてそちけねかつさけに たちそいしかす ちあくうけてけみ そておかしへせふに つてちあせ. ╇ させけえか つしそうせそ きかすねと-
きけせふ ちあつつふたあせふ なけしそつそなつさけか あなそちけくすふ, けせてかちかつせふか け たそさあくあてかしへせふか 
つしとねあけ おあうせそ すけせとうのけに おせかこ け せかおあうせかえそ たちそのしそえそ. ¨ にそてみ せか つそ うつかすけ 
けせてかちたちかてあぬけみすけ あうてそちそう すそきせそ つそえしあつけてへつみ, つしかおとかて たちけくせあてへ, ねてそ ほてそ 
けくおあせけか けすかかて ねちかくうふねあこせそか くせあねかせけか おしみ たそせけすあせけみ しそえけさけ け つすふつしあ 
つそうちかすかせせそえそ ほてあたあ ちあくうけてけみ すけちあ. ╅うてそちあす とおあしそつへ せか てそしへさそ すあさつけ-
すあしへせそ たしそてせそ けくしそきけてへ うかつへすあ そいひかすせふこ すあてかちけあし, せそ け つそくおあてへ させけえと, 
つたそつそいせとま さ つあすそちあくうけてけま, — うおとすねけうふこ ねけてあてかしへ しかえさそ け つうそいそおせそ 
そたちかおかしけて たとてけ け たかちつたかさてけうふ いとおとはけに すけちそたそしけてけねかつさけに いけてう.

*  〉そうそつてけ ╇》[ // URL: http://vpk.name.
** Xy をくけせへてあそ う 』ぃ╅ // URL: http://www.chaskor.ru/article/hu_tszintao_v_ssha_21982.
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[けてあこつさあみ すそくあけさあ
〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. — 286 つ.

╇くえしみお けく 》そおせかいかつせそこ*

╉へみねかせさそ 《.

[あさそえそ ちそおあ させけえけ すそえとて たけつあてへ つかちへかく-
せふか おそさてそちあ せあとさ, ほちとおけちそうあせせふか たちそ-
なかつつそちあ, けすかせけてふか たそしけてそしそえけ け おけたしそ-
すあてふ つそ つてあきかす? 》かちうそか, ねてそ たちけにそおけて 
う えそしそうと, — さそせかねせそ きか, せあとねせふか てちとおふ, 
とねかいせとま しけてかちあてとちと, ねてかせけか さそてそちそこ 
すそきせそ せあくうあてへ たそしかくせふす, せそ うちみお しけ くあせけ-
すあてかしへせふす. ╅ とき そて てちとおあ, つそくおあせせそえそ 
つちあくと おうとすみ おそさてそちあすけ せあとさ け おけたしそすあ-
てあすけ, すそきせそ そきけおあてへ おあきか とおうそかせせそえそ 
えちあおとつあ くあせとおつてうあ け あさあおかすけねせそつてけ. 《おせあさそ つ させけえそこ ╊うえかせけみ け 〉あてあしへけ 
╆あきあせそうふに «[けてあこつさあみ すそくあけさあ» うつか つ てそねせそつてへま おそ せあそいそちそて. 』とたちとえけ-
うそつてそさそうかおふ ねあつてそ いふうあしけ う [けてあか, けてそえそす ねかえそ つてあし そいつてそみてかしへせふこ てちとお 
そ えしあうせふに あつたかさてあに すせそえそえちあせせそこ さけてあこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ, けくしそきかせせふこ 
う てちかに そいひかすせふに ほつつか つ のとてさあすけ, さとちへかくせふすけ けつてそちけみすけ け ちかたそちてあき-
せふすけ つせけすさあすけ.

¨く たかちうそこ ねあつてけ させけえけ, «』てちあせあ うかつかしふに いそえそう», ねけてあてかしへ とくせあかて, ねてそ 
さけてあこぬふ うかちみて いとさうあしへせそ うそ うつかに いそえそう, たそねけてあかすふに うそ うつかに ちかしけえけみに, 
せか けつたふてふうあみ たそ ほてそすと たそうそおと おけつさそすなそちてあ, あ くあそおせそ とくせあかて すせそえそか 
そ いとおおけくすか, おあそつけくすか け さそせなとぬけあせつてうか. 【かさつて はかおちそ たかちかつふたあせ けつてそ-
ちけねかつさけすけ ほさつさとちつあすけ け しけねせふすけ うたかねあてしかせけみすけ あうてそちそう, ねてそ おかしあかて 
たそうかつてうそうあせけか きけうふす け うふうそおけて てかすと けく とくさそえそ たちそつてちあせつてうあ てかそちけけ. 
╇てそちあみ ねあつてへ, «[けてあこつさあみ えちあすそてあ», ほてそこ つあすそこ えちあすそてか け たそつうみはかせあ — 
けつてそちけけ けかちそえしけなそう, たちけかすあす けに ちあつのけなちそうさけ け くあたそすけせあせけみ, そつそ-
いそすと, けかちそえしけなけねかつさそすと うけおかせけま すけちあ, あ てあさきか てちとおせそつてみす たかちかうそおあ, 
うそくせけさあまはけす う [けてあか おあきか と たちそなかつつけそせあしそう.

〉あ おかつかちて ねけてあてかしま そつてあうしかせあ つあすあみ «うさとつせあみ» ねあつてへ — «』ひかおそいせふか 
おちあさそせふ», たそうかつてうとまはあみ そ えあつてちそせそすけねかつさけに たちけつてちあつてけみに さけてあこぬかう. 
╇ つてちあせか, えおか う さあねかつてうか たちけうかてつてうけみ うすかつてそ «[あさ おかしあ?» つたちあのけうあまて 
«╇ふ ときか たそさとのあしけ?», うかつへすあ てちかたかてせそか そてせそのかせけか さ かおか. «[あちし 〈あちさつ 
とてうかちきおあし, ねてそ えしあうせふす おしみ ねかしそうかさあ う きけくせけ みうしみかてつみ きけしへか. [けてあこぬふ 
おとすあまて たそ-おちとえそすと».

* ╉へみねかせさそ 《. ╇くえしみお けく 》そおせかいかつせそこ // ゅにそ たしあせかてふ. 2011. づ 32. ╅うえとつて—つかせてみいちへ. 』. 49.
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╊つしけ いふ あうてそちふ せあたけつあしけ かはか たあちと させけえ, たそつうみはかせせふに, つさあきかす, 
てちあせつたそちてせそすと つそそいはかせけま うせとてちけ 》そおせかいかつせそこ, つそうかてあす おしみ てかに, さてそ 
つそいけちあかてつみ う [〉『 せあ とねかいと けしけ たしあせけちとかて たかちかかにあてへ てとおあ せあうつかえおあ, てそ 
うすかつてか つ «[けてあこつさそこ すそくあけさそこ» たそしとねけしあつへ いふ たそしせそぬかせせあみ «¨せつてちとさ-
ぬけみ たそ たちけすかせかせけま [けてあみ». ╇たちそねかす, «[けてあこつさあみ すそくあけさあ» け てあさ たちかお-
つてあうしみかて つそいそこ うかつへすあ おそつてそこせふこ つたちあうそねせけさ-たとてかうそおけてかしへ たそ さけてあこ-
つさそこ ぬけうけしけくあぬけけ.

╇ つてちあせか うかつかしふに いそえそう*

′あにあちそう 』.

《 [けてあか う たそつしかおせかか うちかすみ えそうそちみて すせそえそ, 
せそ たちかけすとはかつてうかせせそ くあてちあえけうあまて てかすふ 
ほさそせそすけさけ, さとちつあ まあせみ, うそかせせそえそ たそてかせ-
ぬけあしあ. 〉そ ねてそ きか たちかおつてあうしみかて けく つかいみ てあ 
つてちあせあ, う さそてそちそこ きけうとて 1,35 すけししけあちおあ 
さけてあこぬかう け さそてそちとま かきかえそおせそ たそつかはあまて 
すけししけそせふ けせそつてちあせせふに てとちけつてそう け いけく-
せかつすかせそう? 】くせあてへ すそきせそ, かつしけ たちそねけてあてへ 
せかおあうせそ けくおあせせとま せあとねせそ-たそたとしみちせとま 
させけえと «[けてあこつさあみ すそくあけさあ». ╊か あうてそちふ — 
ちかさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ ╊うえか-
せけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう け かえそ つとたちとえあ 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ.

╅うてそちあす うふたあしあ つとおへいあ すせそえけか えそおふ 
たちそきけてへ う [けてあか, つてちあせか つ おちかうせかこ けつてそ-
ちけかこ け いそえあてかこのかこ さとしへてとちそこ, たそくせあさそ-
すけてへつみ つそ すせそえけすけ うけおせふすけ おかみてかしみすけ 
け たちそつてふすけ つすかちてせふすけ. 』 てちあおけぬけみすけ 

せかたそうてそちけすそこ 》そおせかいかつせそこ, う さそてそちふか そせけ たそつうみはあまて け ねけてあてかしみ. 
〉あたちけすかち, たちそつてそこ さけてあかぬ うかちけし うそ うつかに いそえそう つちあくと. [そせなとぬけこ とねけし 
かえそ たそうかおかせけま う つかすへか け そいはかつてうか. ╉あそつけくす, つそ つうそけす いかつねけつしかせせふす 
たあせてかそせそす いそきかつてう, おそたそしせみし すそせそてそせせそか いふてけか すけつてけさそこ け うそそいちあきか-
せけかす. ╅ いとおおけくす — たそすそえあし さあみてへつみ う たちかえちかのかせけみに け ちけつそうあし さあちてけせふ 
つうかてしそえそ いとおとはかえそ. ╇そて そてさとおあ と さけてあこぬあ てちとおそしまいけか, おけつぬけたしけせけ-
ちそうあせせそつてへ, たそねけてあせけか ちそおけてかしかこ, たちけうみくあせせそつてへ さ つかすへか け そいはけせか, 
つさちそすせそつてへ, つすけちかせせそつてへ, とうあきかせけか さ えそつとおあちつてうと け うしあつてみす, てかちたけすそつてへ 
さ おちとえけす ちかしけえけみす け うくえしみおあす, たちけうかちきかせせそつてへ たちけせぬけたと くそしそてそこ つかちか-
おけせふ け えあちすそせけけ.

* ′あにあちそう 』. ╇ つてちあせか うかつかしふに いそえそう // 【ちけいとせあ. 2011. 22—28 つかせて.
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ぁてそ さあつあかてつみ くあたあおせそこ すそおかしけ, たけのとて ╆あきあせそうふ, てそ そせあ, たそ すせか-
せけま さけてあこつさけに てかそちかてけさそう, せか すそきかて たちけきけてへつみ せあ さそせなとぬけあせつさそこ 
さとしへてとちせそこ たそねうか ぬかしけさそす け たそしせそつてへま. 『ふせそねせふか すかにあせけくすふ う にそくみこ-
つてうかせせそこ きけくせけ たそしかくせふ け とつたかのせそ たちけすかせみまてつみ. 〉そ くあたあおせあみ おかすそ-
さちあてけみ, うふたみねけうあまはあみ けせおけうけおとあしけくす う とはかちい すそちあしへせふす たちけせぬけたあす 
け てちあおけぬけみす, さそせなとぬけあせつさそすと あちかあしと ねときおあ, かか すそきせそ けつたそしへくそうあてへ 
しけのへ う おそくけちそうあせせふに さそしけねかつてうあに. ╇ ぬかしそす, ちかくますけちとまて つうそこ あせあしけく 
つけてとあぬけけ さけてあこつさけか てかそちかてけさけ, [〉『 たそつてかたかせせそ うそくうちあはあかてつみ さ つうそけす 
さそせなとぬけあせつさけす さそちせみす, そいそえあはかせせふす けおかみすけ すあちさつけくすあ-しかせけせけくすあ, 
ちふせそねせそこ ほさそせそすけさけ け くあたあおせそこ おかすそさちあてけけ.

【かすあ さけてあこつさそこ さとにせけ くあせけすあかて う させけえか そつそいそか すかつてそ.
[けてあこぬふ うそそいはか つねけてあまて, ねてそ てちあてけてへ おかせへえけ せあ たちけそいちかてかせけか 

さそつてますそう, そいとうけ け そつそいかせせそ すあのけせふ たちそつてそ ちあつてそねけてかしへつてうそ. ]とねのか 
いあしそうあてへ つかいみ け いしけくさけに おかしけさあてかつあすけ. ¨いそ たちあさてけねかつさけ しまいそすと たちそ-
おとさてと, さあくあしそつへ いふ, つあすそすと くあとちみおせそすと, たちけたけつふうあまてつみ ぬかしかいせふか つうそこ-
つてうあ. 》ちそ «とてさと たそ-たかさけせつさけ» つしふのあしけ すせそえけか, せそ すあしそ さてそ くせあかて, ねてそ 
くあ ほてけす せあくうあせけかす つさちふうあかてつみ ぬかしふこ いあせさかて けく すせそきかつてうあ いしまお. ′あすあせ-
ねけうそ たそたちそいそうあてへ いしまおそ «╉ちあさそせ おあちけて きかすねときけせと», たちけえそてそうしかせせそか 
けく いあてあてあ (くかすしみせふか さしといせけ う なそちすか おちあさそせあ) け つすかつけ ちふいそたちそおとさてそう. 
╇ ╈とあせねきそとつさそす くすかけせそす ちかつてそちあせか たそつかてけてかしみ とえそつてみて つとたそす «╇つてちかねあ 
おちあさそせあ, なかせけさつあ け てけえちあ». 『そしへ おちあさそせあ けつたそしせみかて くすかけせそか すみつそ, 
なかせけさつあ — さとちみてけせあ, てけえちあ — すみつそ しかそたあちおあ. [けてあこぬふ とうかちかせふ, ねてそ 
おあきか けせそつてちあせせふか さとのあせへみ しとねのか うつかに う すけちか えそてそうみて けすかせせそ そせけ.

¨く させけえけ すそきせそ とくせあてへ すせそえそ けせてかちかつせそえそ. ╉あきか てそ, さあさ さけてあこぬふ 
とたそてちかいしみまて あしさそえそしへ. 》ちそねけてあこてか — すそきかて たちけえそおけてへつみ.

《たけとす おしみ いかく せあちそおあ*

¨うあせそう ╅.

╇ 1982 えそおと あうてそちふ ほてそこ させけえけ, たちけいふうのけか せあ ちあいそてと う 》かさけせ, そてたちあ-
うけしけつへ たそえしあくかてへ せあ ちあくうあしけせふ ╇かしけさそこ [けてあこつさそこ つてかせふ. ╇ おそちそえか けに 
うくそち たちけうしかさ さちかつてへみせつさけこ おそす つ そえそちそおそす, せあ さそてそちそす うそくうふのあしけつへ 
さあすかせせふか いとおおふ. 《さあくあうのけこつみ つしそうそそにそてしけうふす にそくみけせ たそみつせけし, ねてそ 
そおけせ いとおおあ そいかちかえあし くおそちそうへか さちかつてへみせつさそこ つかすへけ, うてそちそこ «くあうかおふうあし» 
とおあねかこ, あ てちかてけこ そいかつたかねけうあし すときつさそか たそてそすつてうそ. 〉あ うそたちそつ, いとおおけつて しけ 
そせ, つてあちけさ そてうかてけし, ねてそ いとおおふ, さそせかねせそ, にそちそのけか いそえけ, せそ かつてへ け おちとえけか, 
てそきか たそしかくせふか. 》ちけえしあつけう えそつてかこ う おそす, そせ たそさあくあし けす つてあてとほてさと いそえあ 
いそえあてつてうあ け けくそいちあきかせけか いそえあ そねあえあ, ちみおそす つ さそてそちふす うけつかしそ けくそいちあ-

* ¨うあせそう ╅. 《たけとす おしみ いかく せあちそおあ // ゅにそ たしあせかてふ. 2010. づ 28. ¨ましへ—あうえとつて. 』. 45.
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きかせけか ¨けつとつあ ｠ちけつてあ. «ゅてそ てそきか うあきせふこ いそえ, そせ そてうかねあかて くあ たそたあおあせけか 
う ちあこ», — たそみつせけし さちかつてへみせけせ.

ゅてあ つぬかせさあ さあさ せかしへくみ しとねのか にあちあさてかちけくとかて そてせそのかせけか さけてあこぬかう 
さ ちかしけえけけ, せか けくすかせけうのかかつみ くあ たそつしかおせけか せかつさそしへさそ てふつみね しかて, せかつすそ-
てちみ せあ うしあつてへ いかくいそきせけさそう-さそすすとせけつてそう, うあせおあしけくす にとしけえあせそう-にとせうほこ-
いけせそう け ちふせそねせふか ちかなそちすふ ╉ほせ 』みそたけせあ. ╆そえそう すせそえそ, け そて さあきおそえそ 
けく せけに ねてそ-せけいとおへ おあ くあうけつけて. 》そほてそすと け そてせそのかせけか さ せけす おそしきせそ 
いふてへ とうあきけてかしへせそか. ╇そて, せあたちけすかち, さあさ-てそ ちあく けく そおせそえそ てあこうあせへつさそえそ 
にちあすあ, たそつうみはかせせそえそ いそえと くかすしけ, とさちあしけ えしけせみせとま なけえとちさと かえそ きかせふ. 
》あつてうあ たそつそうかはあしあつへ け ちかのけしあ とてかのけてへ いそきかつてうそ, とつてちそけう かすと いちあさそ-
つそねかてあせけか つ たちかさちあつせそこ えしけせみせそこ せあしそきせけぬかこ. ╇ふいちあしけ たそおにそおみはけこ 
おかせへ, とさちあつけしけ にちあす, たちけえしあつけしけ すとくふさあせてそう け つうかくしけ せあ つうあおへいと 
けくいちあせせふに えそつてかこ — えしけせみせふに いそえそう け いそえけせへ けく ちあくせふに にちあすそう. 《おせけ 
うふたそしせみしけ ちそしへ つうあてそう, おちとえけか — つうけおかてかしかこ, てちかてへけ たちそつてそ うそつつかおあしけ 
くあ たちあくおせけねせふす つてそしそす. 』うあおへいあ とおあしあつへ せあ つしあうと. 〉あうかちせそか, いそえ くかすしけ 
いふし おそうそしかせ.

』しそきかせ け すせそえそすかちかせ ちかしけえけそくせそ-ほてけねかつさけこ すけち さけてあこぬかう. ｠ちあすふ 
う [けてあか うそくおうけえせとてふ せか てそしへさそ う ねかつてへ いそえそう, せそ け う ねかつてへ うかしけさけに すそちか-
たしあうあてかしかこ け うかちせふに つしとえ, けつさとつせふに しかさあちかこ け たそつしとのせふに つふせそうかこ, 
あうてそちそう すかしそおけねせふに たそほす け たそさそちけてかしかこ ちあくちとのけてかしへせふに せあうそおせかせけこ.

[せけえあ ちあつつさあくふうあかて そ つしそきけうのかすつみ つ せかくあたあすみてせふに うちかすかせ さとしへてか 
たちかおさそう. 《 さそせなとぬけあせつてうか, いしあえそおあちみ さそてそちそすと [けてあこ うそ すせそえそす つてあし 
うかしけさけす えそつとおあちつてうそす け つそにちあせみしつみ う ほてそす さあねかつてうか おうあ てふつみねかしかてけみ, せそ 
けく-くあ さそてそちそえそ う さそせかねせそす つねかてか そてつてあし そて ′あたあおあ. 《 おあそつけくすか, たそくうそしみう-
のかす さけてあこぬあす うふちふうあてへつみ けく くあちかえしあすかせてけちそうあせせそこ さそせなとぬけあせつてうそす 
そいはかつてうかせせそこ け ねあつてせそこ きけくせけ け とおそうしかてうそちみてへ てみえと さ たちけちそおか, うそしへせけぬか, 
ねとおかつあす け てあこせあす. 《 いとおおけくすか, そいそえあてけうのかす さけてあこつさとま なけしそつそなけま, 
なそしへさしそち, せあとさと け そおせそうちかすかせせそ たそちそおけうのかす てあこせふか そいはかつてうあ け すあなけま. 
《い けつしあすか, にちけつてけあせつてうか け けとおあけくすか, さそてそちふか たちけそいちかしけ う [けてあか つうそけ そつそ-
いふか, せかたそうてそちけすふか ねかちてふ.

[あさ さけてあこぬふ たけのとて,
け ねてそ そせけ かおみて*

]け ╇.‒., ]とさけせ ╅.╇.

』とたちとえけ ╆あきあせそうふ けくうかつてせふ つうそけすけ なとせおあすかせてあしへせふすけ てちとおあすけ たそ 
つそうちかすかせせふす すかきおとせあちそおせふす そてせそのかせけみす, うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ 
たそしけてけさか 『そつつけけ, 』ぃ╅, [そちかけ け すせそえけす おちとえけす てかすあす. 〉あ つかこ ちあく 

* ]け ╇.‒., ]とさけせ ╅.╇. [あさ さけてあこぬふ たけのとて, け ねてそ そせけ かおみて // Diplomat. 2009. づ 2.
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ほてけ うけおせふか ちそつつけこつさけか とねかせふか-すかきおと-
せあちそおせけさけ, うそつてそさそうかおふ うふたとつてけ しけ てちけ 
とうしかさあてかしへせふか させけえけ, たそつうみはかせせふか とせけ-
さあしへせそこ さけてあこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ.

》かちうあみ けく させけえ, «[けてあこつさあみ えちあすそ-
てあ», たそうかつてうとかて そ みくふさか け たけつへすかせせそつてけ, 
ちあつさちふうあかて たちかすとおちそつてけ たちそけくせそのかせけみ 
さけてあこつさけに つしそう, ちあつつさあくふうあかて そい けつてそちけけ 
うそくせけさせそうかせけみ けかちそえしけなそう うそ II てふつみねか-
しかてけけ おそ せ.ほ., たちけうそおけて けせてかちかつせふか つうか-
おかせけみ そい ほうそしまぬけけ, つすふつしか け なとせさぬけみに 
けかちそえしけなそう, たちけかすあに けに ちあつのけなちそうさけ 
け くあたそすけせあせけみ, たそさしそせかせけけ う [けてあか たけつへ-
すかせせふす てかさつてあす け さあししけえちあなけけ. ╅せあ-
しけくけちとかてつみ «けかちそえしけなけねかつさそか» うけおかせけか 
すけちあ さけてあこぬあすけ け うしけみせけか せあ すふのしかせけか, 
ほつてかてけさと, きけうそたけつへ, あちにけてかさてとちと, ちかすかつしあ 
け おちとえけか そいしあつてけ きけくせけ さあさ そておかしへせそえそ 
けせおけうけおととすあ, てあさ け さけてあこつさそえそ そいはかつてうあ う ぬかしそす. 》そおふてそきけうあみ てかすと けか-
ちそえしけなけさけ, ╆あきあせそうふ さそせつてあてけちとまて, ねてそ そせあ, たそ つとてけ, みうしみかてつみ そおせけす けく 
«せかつとはけに» ほしかすかせてそう うつかこ さけてあこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ.

』しかおとまはあみ させけえあ, «』ひかおそいせふか おちあさそせふ», そ さけてあこつさそこ さとにせか. ╅うてそちふ 
ちあつつさあくふうあまて そい そつそいそす すかつてか, さそてそちそか たけてあせけか け うつか, ねてそ つ せけす つうみ-
くあせそ, くあせけすあかて う ぬけうけしけくあぬけけ 》そおせかいかつせそこ. 《たけつふうあまて せまあせつふ ほてそこ 
さとにせけ — かか くあうそちあきけうあまはとま おちかうせそつてへ, ほさくそてけねせそつてへ いかつねけつしかせせふに 
いしまお, くせあねけてかしへせふか ちかえけそせあしへせふか ちあくしけねけみ, うつかみおせそつてへ さけてあこぬかう け けに 
つさしそせせそつてへ たちけおあうあてへ たけはか ぬかしかいせふか つうそこつてうあ. 》ちけうそおみて けせてかちかつせふか 
つうかおかせけみ そ さけてあこつさけに ちかつてそちあせあに け そいかおかせせそす ほてけさかてか. 〉あさそせかぬ, とおか-
しみまて うせけすあせけか ちあくしけねせふす つそちてあす さけてあこつさそえそ ねあみ, つたけちてせふす せあたけてさあす 
け てあいあねせふす けくおかしけみす.

[けてあこぬふ, たそおうそおみて けてそえ あうてそちふ, しまいみて にそちそのそ たそかつてへ, うふたけてへ け たそ-
さとちけてへ. ╇ つうそか そたちあうおあせけか さとちけしへはけさけ け うふたけうそにけ えそうそちみて: «╆ふし う [〉『 
たそしけてけねかつさけこ おかみてかしへ ]けせへ ╆みそ, そせ せか さとちけし け せか たけし, とのかし けく きけくせけ 
う 63 えそおあ. ╉ちとえそこ しけおかち, ぁきそと ゅせへしあこ, せか さとちけし, せそ すせそえそ たけし, う けてそえか 
たちそきけし 76 しかて. 〈あそ をくほおとせ, せあそいそちそて, すあしそ たけし, せそ すせそえそ さとちけし け おそ-
きけし おそ 83 しかて. 〉あさそせかぬ, あちにけてかさてそち ちかなそちす ╉ほせ 』みそたけせ け たけし さちかたさそ, 
け さとちけし いかくそつてあせそうそねせそ, あ たちそきけし あき おそ 93 しかて!»

«』てちあせあ うかつかしふに いそえそう», てちかてへみ させけえあ ╆あきあせそうふに, ちあつつさあくふうあかて 
そ つたかぬけなけねかつさそす ちかしけえけそくせそ-ほてけねかつさそす すけちか さけてあこぬかう. 《たけつあせそ, さあさ 
ねてみて う 》そおせかいかつせそこ たちかおさそう, そきけおあみ, ねてそ けに おとのけ くあはけてみて くおちあうつてうとま-
はけに そて せかうくえそお. 『あつさちふてふ たちけねけせふ, たそ さそてそちふす さそせなとぬけあせつさそか とねかせけか 
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たそすそえしそ 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ とぬかしかてへ せあ たちそてみきかせけけ おうとに てふつみねかしかてけこ 
け うすかつてか つ てかす, う さそせかねせそす つねかてか, たちけうかしそ さ いそしかくせかせせそすと そてつてあうあせけま 
[けてあみ そて ′あたあおあ. 《いひみつせかせそ, さあさ おあそつけくす たそくうそしみし さけてあこぬあす うふちふうあてへつみ 
けく くあちかえしあすかせてけちそうあせせそこ さそせなとぬけあせつてうそす そいはかつてうかせせそこ け ねあつてせそこ 
きけくせけ け とおそうしかてうそちみてへ てみえと さ たちけちそおか, うそしへせけぬか, ねとおかつあす, てあこせあす, 
たそけつさと ちかぬかたてそう とさちかたしかせけみ くおそちそうへみ け おあきか いかつつすかちてけみ. 》ちそつしかきかせそ, 
さあさ いとおおけくす, たちけのかおのけこ う [けてあこ けく ¨せおけけ, うそくおかこつてうそうあし せあ すかつてせとま 
ぬけうけしけくあぬけま. 〉あ そつせそうか みちさけに きあせちそうふに くあちけつそうそさ, さそせさちかてせふに たちけ-
すかちそう たちそあせあしけくけちそうあせそ せかそいふねせそか みうしかせけか つけせさちかてけくすあ さそせなとぬけあせ-
つてうあ, おあそつけくすあ け いとおおけくすあ う かおけせそか ぬかしそか. 】おかしかせそ うせけすあせけか たちけつとて-
つてうけま う [けてあか けつしあすあ, にちけつてけあせつてうあ, けとおあけくすあ.

╆あきあせそうふ さちあつそねせそ そたけつふうあまて つたかぬけなけねかつさけこ おとにそうせふこ すけち さけ-
てあこぬかう. 】 さけてあこぬかう, たけのとて そせけ, つうそか そてせそのかせけか さ そおかきおか, たそせけすあせけか 
かか なとせさぬけこ け さちあつそてふ. ╇ [けてあか おそ つけに たそち たそ おちかうせかこ つにかすか うそくうそおみてつみ 
おそすあ, そせけ たそ-つうそかすと とさちあのあまてつみ け そいかちかえあまてつみ. 【そ, ねてそ おしみ けせそつてちあせぬあ 
すそきかて せけねかえそ せか そくせあねあてへ, おしみ きけてかしみ 》そおせかいかつせそこ たちけそいちかてあかて たそおねあつ 
そつそいそか くうとねあせけか. 〉あたちけすかち, ちそはけぬあ つそつかせ け さけたあちけつそう せあ えそちけくそせてか — 
たちけくせあさ いしけくさそえそ さしあおいけはあ, けいそ ほてけ おかちかうへみ つけすうそしけくけちとまて う [けてあか 
いかつつすかちてけか. [ちあつせふこ ぬうかて — えちそくあ いかつそう け そいそちそてせかこ. 》そほてそすと ちかいかせさと 
さ そおかきおか たちけさちかたしみまて さちあつせふこ いとすあきせふこ しそつさとてそさ, あ さ おうかちみす おそ-
すそう — さとつさけ さちあつせそこ いとすあえけ.

[あきおふこ さけてあかぬ くせあかて しかえかせおと そ てそす, ねてそ せあ ]とせか そいけてあかて ねとおかつせふこ 
くあみぬ おあちとまはけこ いかつつすかちてけか; ねてそ きかしねへ — うすかつてけしけはか にちあいちそつてけ け すときか-
つてうあ; ねてそ つけすうそし しまいうけ け えあちすそせけけ にほにほ そいふねせそ けくそいちあきあかてつみ う うけおか おうとに 
けえちけうふに ちかいみてけのかさ, そおかてふに う さちあつせふか け くかしかせふか そおかきおふ; ねてそ しかてとねあみ 
すふのへ そくせあねあかて たそきかしあせけか とおあねけ; ねてそ うかしけさけす うそかせせふす つてちあてかえそす おちかうせそ-
つてけ みうしみしつみ 』とせへ-ぬくふ, あ えかちそけ ほたそつあ «【ちそかぬあちつてうけか» ぁきと ╈ほしみせ け をあそ をあそ 
いふしけ てあしあせてしけうふすけ たそつしかおそうあてかしみすけ つてちあてあえかすせそえそ とねかせけみ; ねてそ つとたふ 
けく しあつてそねさけせそえそ えせかくおあ け あさとしへけに たしあうせけさそう — おかしけさあてかつふ; ねてそ てとのへ, 
てとのかねせけぬあ, さけつてへ け いとすあえあ つそつてあうしみまて «ねかてふちか おちあえそぬかせせそつてけ さあいけせかてあ 
そいちあくそうあせせそえそ ねかしそうかさあ»; ねてそ 〈あそ をくほおとせ つそねけせみし たちかさちあつせふか つてけにけ; 
ねてそ う たかさけせつさそこ そたかちか あさてかちふ おそしきせふ せか てそしへさそ たかてへ, せそ け おかさしあすけちそ-
うあてへ, てあせぬかうあてへ け つそうかちのあてへ あさちそいあてけねかつさけか たちふきさけ; ねてそ けくそいちあきかせせふこ 
せかくせあさそすかぬ つ さちあつせふす しけぬそす — にそちそのけこ, あ つ いかしふす — すかちくあうかぬ; ねてそ 
けかちそえしけなふ, うふいけてふか せあ つさあしあに たちかおさあすけ, つしかおとかて いかちかねへ さあさ くかせけぬと そさあ; 
ねてそ えかせけあしへせふこ たそほて VIII うかさあ ]け ╆そ たそつしか そいけしへせそえそ うそくしけみせけみ たそえけい, 
たふてあみつへ そいせみてへ そてちあきかせけか しとせふ う そくかちか; ねてそ さけてあこぬふ せあとねけしけつへ たかねあてあてへ 
させけえけ せあ てふつみねかしかてけか ちあせかか かうちそたかこぬかう; ねてそ くあおそしえそ おそ にちけつてけあせつてうあ 
[そせなとぬけこ うふうかし くそしそてそか たちあうけしそ せちあうつてうかせせそつてけ, とねけし てそしかちあせてせそつてけ.

ゅてそて つそいつてうかせせふこ すけち いふし せか たちそつてそ かおけせつてうかせせふす, さそてそちふこ くせあしけ 
さけてあこぬふ. 《せけ あたちけそちけ けつにそおけしけ けく てそえそ, ねてそ うつか おちとえけか たそちみおさけ せけさとおあ 
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せか えそおみてつみ, みうしみまてつみ うあちうあちつさけすけ. 《てさあく ねときかくかすぬかう そて つうそけに てちあおけ-
ぬけこ たちけうかてつてうそうあしつみ さあさ つうけおかてかしへつてうそ そさとしへてとちけうあせけみ, たとてへ ううかちに たそ 
しかつてせけぬか ぬけうけしけくあぬけけ. 』とはかつてうそうあしあ といかきおかせせそつてへ, ねてそ うあちうあちあ すそきせそ 
いふしそ くあうそかうあてへ つかちおぬかす, そいしあえそちあきけうあせけかす かえそ おとのけ.

[けてあこつさけか てちあおけぬけけ, すそきかて いふてへ, おあしかさそ せか うつかえおあ くあすかてせふ う つそうちか-
すかせせそす すけちか, せかさそてそちふか うそそいはか ときか くあいふてふ. 【かす せか すかせかか, けに ちそしへ 
う けつてそちけけ 》そおせかいかつせそこ そえちそすせあ. ╇そ すせそえそす けすかせせそ そせけ たそくうそしけしけ 
さけてあこぬあす つそにちあせけてへ つうそま さとしへてとちと, せかつすそてちみ せあ たそつてそみせせふか くあうそかうあせけみ 
[けてあみ け うそぬあちかせけか けせそつてちあせせふに けすたかちあてそちそう.

[あさ け うつか たちかおふおとはけか ちあいそてふ つとたちとえそう ╆あきあせそうふに, ほてけ させけえけ せあ-
たけつあせふ そいちあくせふす みくふさそす, ねけてあまてつみ せあ そおせそす おふにあせけけ. 《せけ, いかくとつ-
しそうせそ, いとおとて けせてかちかつせふ つあすそすと のけちそさそすと さちとえと ねけてあてかしかこ. 《て おとのけ 
ちかさそすかせおとかす うつかす しまいけてかしみす そくせあさそすけてへつみ つ ほてけすけ ちあいそてあすけ. ╇ くあ-
さしまねかせけか そてすかてけす, ねてそ ╆あきあせそうふ たしあせけちとまて うさしまねけてへ ちかぬかせくけちとか-
すふか させけえけ う てちかにてそすせふこ てちとお «[けてあこ: うねかちあ け つかえそおせみ», さそてそちふこ とうけ-
おけて つうかて たそくおせかか.

[あさ さけてあこぬふ たけのとて, け ねてそ そせけ かおみて*

]け ╇.‒., ]とさけせ ╅.╇.

』とたちとえけ ╆あきあせそうふ けくうかつてせふ つうそけすけ 
なとせおあすかせてあしへせふすけ てちとおあすけ たそ つそうちか-
すかせせふす すかきおとせあちそおせふす そてせそのかせけみす, 
うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ, 
』ぃ╅ け [そちかけ. 〉あ つかこ ちあく ほてけ うけおせふか 
ちそつつけこつさけか とねかせふか-すかきおとせあちそおせけさけ 
け ちあつ つさあ くふうあまて そい けつてそちけけ うそくせけさせそうか-
せけみ けかちそえしけなそう うそ II てふつみねかしかてけけ おそ 
せ.ほ., そ たちけかすあに けに ちあつのけなちそうさけ け くあたそ-
すけせあせけみ, たそさしそせかせけけ う [けてあか たけつへ-
すかせせふす てかさつてあす け さあししけえちあなけけ. ╅せあ-
しけくけちとかてつみ «けかちそえしけなけねかつさそか» うけおかせけか 
すけちあ さけてあこぬあすけ け うしけみせけか ほてそえそ うけおか-
せけみ せあ すふのしかせけか, ほつてかてけさと, きけうそたけつへ, 
あちにけてかさてとちと, ちかすかつしあ け おちとえけか そいしあつてけ 
きけくせけ さあさ そておかしへせそえそ けせおけうけおととすあ, てあさ 
け さけてあこつさそえそ そいはかつてうあ う ぬかしそす.

* ]け ╇.‒., ]とさけせ ╅.╇. [あさ さけてあこぬふ たけのとて, け ねてそ そせけ かおみて // 〉╈-Ex Libris. 2009. 12 なかうち.
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》そ すせかせけま ╆あきあせそうふに, «けかちそえしけなけさあ» つしけのさそす すせそえそ くせあねけて おしみ 
さけてあこぬかう け, たそ つとてけ, みうしみかてつみ そおせけす けく «せかつとはけに» ほしかすかせてそう うつかこ さけてあこ-
つさそこ ぬけうけしけくあぬけけ. 《て せかか さけてあこぬふ け せか にそてみて, け せか う つそつてそみせけけ そてさあ-
くあてへつみ. ¨ せあ たそうかつてさか おせみ そつてあかてつみ うそたちそつ: さあさ しけさうけおけちそうあてへ う つてちあせか 
せかえちあすそてせそつてへ たちけ つそにちあせかせけけ けかちそえしけなけねかつさそこ たけつへすかせせそつてけ? ╇そて 
ときか せかつさそしへさそ おかつみてけしかてけこ うしあつてけ [〉『 たちそうそおみて せあ おあせせそす せあたちあうしか-
せけけ いそしへのとま ちあいそてと. 】つてあせそうしかせあ せそちすあ えちあすそてせそつてけ: おしみ さちかつてへみせ — 
くせあせけか 1500 くせあさそう, おしみ つしときあはけに たちかおたちけみてけこ う えそちそおあに け とかくおあに — 
2000 くせあさそう, あ てあさきか とすかせけか たそせけすあてへ たちそつてふか てかさつてふ えあくかて, せあたけつあてへ 
たちそつてそこ そてねかて けしけ おそさとすかせて. 《たちかおかしかせ け たかちかねかせへ けかちそえしけなそう おしみ 
そうしあおかうあまはけに えちあすそてそこ. 【かす せか すかせかか う [〉『 そつてあかてつみ せかすあしそ せかえちあすそて-
せふに, そつそいかせせそ う つかしへつさけに け たそえちあせけねせふに ちあこそせあに. 》そ つあすふす つさちそすせふす 
たそおつねかてあす, けに そさそしそ 20 すけししけそせそう.

』しかおとまはあみ させけえあ — そ さけてあこつさそこ さとにせか. ╅うてそちふ ちあつつさあくふうあまて そい 
そつそいそす すかつてか, さそてそちそか たけてあせけか け うつか, ねてそ つ せけす つうみくあせそ, くあせけすあかて 
う ぬけうけしけくあぬけけ 》そおせかいかつせそこ. 《たけつふうあまて せまあせつふ ほてそこ さとにせけ — かか 
くあうそちあきけうあまはとま おちかうせそつてへ, ほさくそてけねせそつてへ いかつねけつしかせせふに いしまお, くせあねけ-
てかしへせふか ちかえけそせあしへせふか ちあくしけねけみ, うつかみおせそつてへ さけてあこぬかう け けに つてちかすしかせけか 
たちけおあうあてへ たけはか ぬかしかいせふか つうそこつてうあ. 》ちけうそおみて けせてかちかつせふか つうかおかせけみ 
そ さけてあこつさけに ちかつてそちあせあに け そいかおかせせそす ほてけさかてか. 〉あさそせかぬ, とおかしみまて うせけすあ-
せけか ちあくしけねせふす つそちてあす さけてあこつさそえそ ねあみ, つたけちてせふす せあたけてさあす け てあいあねせふす 
けくおかしけみす. [けてあこぬふ, たそおうそおみて けてそえ あうてそちふ, しまいみて にそちそのそ たそさとのあてへ, 
うふたけてへ け たそさとちけてへ. ╇ つうそか そたちあうおあせけか さとちけしへはけさけ (け うふたけうそにけ) えそうそ-
ちみて: «╆ふし う [〉『 たそしけてけねかつさけこ おかみてかしへ ]けせへ ╆みそ, そせ せか さとちけし け せか たけし, 
とのかし けく きけくせけ う 63 えそおあ. ╉ちとえそこ しけおかち, ぁきそと ゅせへしあこ, せか さとちけし, せそ 
すせそえそ たけし, う けてそえか たちそきけし 76 しかて. 〈あそ をくほおとせ, せあそいそちそて, すあしそ たけし, せそ 
すせそえそ さとちけし け おそきけし おそ 83 しかて. 〉あさそせかぬ, あちにけてかさてそち ちかなそちす ╉ほせ 』みそ-
たけせ け たけし さちかたさそ, け さとちけし いかくそつてあせそうそねせそ, あ たちそきけし あき おそ 93 しかて!»

【ちあおけぬけけ, すそきかて いふてへ, おあしかさそ せか うつか くあすかてせふ, せかさそてそちふか うそそいはか ときか 
せか おかこつてうとまて. 【かす せか すかせかか けに ちそしへ う けつてそちけけ 》そおせかいかつせそこ そえちそすせあ. 
╇そ すせそえそす けすかせせそ そせけ たそくうそしけしけ さけてあこぬあす つそにちあせけてへ つうそま さとしへてとちと, 
せかつすそてちみ せあ たそつてそみせせふか くあうそかうあせけみ [けてあみ, せあ たかちけそおけねかつさけこ たかちかにそお 
たそしけてけねかつさそこ うしあつてけ う つてちあせか けせそつてちあせせふす けすたかちあてそちあす.

╇ くあさしまねかせけか そてすかてけす, ねてそ ╆あきあせそうふ たしあせけちとまて うさしまねけてへ ちかぬかせ-
くけちとかすふか させけえけ う てちかにてそすせふこ てちとお «[けてあこ: うねかちあ け つかえそおせみ», さそてそちふこ 
とうけおけて つうかて たそくおせかか.
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

》そおせかいかつせあみ う おかてあしみに*

]け ╇.‒., ]とさけせ ╅.╇.

』とたちとえけ ╆あきあせそうふ けくうかつてせふ つうそけすけ なとせおあすかせてあしへせふすけ てちとおあすけ たそ 
つそうちかすかせせふす すかきおとせあちそおせふす そてせそのかせけみす, うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ 
たそしけてけさか 『そつつけけ, 』ぃ╅, [そちかけ け すせそえけす おちとえけす てかすあす. 『かぬかせくけちとかすふか 
させけえけ たそつうみはかせふ てあさけす ほしかすかせてあす さけてあこつさそこ さとしへてとちふ, さあさ たけつへすかせ-
せそつてへ, ちかしけえけそくせふか たちかおつてあうしかせけみ け さとにせみ.

》かちうあみ けく させけえ たそうかつてうとかて そ みくふさか け たけつへすかせせそつてけ. ╅うてそちふ ちあつ-
さちふうあまて たちかすとおちそつてけ たちそけくせそのかせけみ さけてあこつさけに つしそう, ちあつつさあくふうあまて そい 
けつてそちけけ うそくせけさせそうかせけみ けかちそえしけなそう うそ II てふつみねかしかてけけ おそ せ.ほ., たちけうそおみて 
つうかおかせけみ そい ほうそしまぬけけ, つすふつしか け なとせさぬけみに けかちそえしけなそう, たちけかすあに けに 
ちあつのけなちそうさけ け くあたそすけせあせけみ, そ たそさしそせかせけけ う [けてあか たけつへすかせせふす てかさ-
つてあす け さあししけえちあなけけ. ╅せあしけくけちとかてつみ «けかちそえしけなけねかつさそか» うけおかせけか すけちあ 
さけてあこぬあすけ け うしけみせけか ほてそえそ うけおかせけみ せあ すふのしかせけか, ほつてかてけさと, きけうそたけつへ, 
あちにけてかさてとちと, ちかすかつしあ. ╇ させけえか おそさあくふうあかてつみ, ねてそ けかちそえしけなけさあ つしけのさそす 
すせそえそ くせあねけて おしみ さけてあこぬかう け みうしみかてつみ そおせけす けく せかつとはけに ほしかすかせてそう うつかこ 
さけてあこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ.

╇そ うてそちそこ させけえか ちあつつさあくふうあかてつみ そ つたかぬけなけねかつさそす ちかしけえけそくせそ-ほてけねか-
つさそす すけちか さけてあこぬかう. ╅うてそちふ たそさあくふうあまて, さあさ う 》そおせかいかつせそこ たそねけてあまて 
たちかおさそう, きかちてうとみ たそちそこ ちあおけ せけに きけくせへま け そおせそうちかすかせせそ そきけおあみ, ねてそ 
おとのけ たちかおさそう くあはけてみて くおちあうつてうとまはけに そて せかうくえそお. 《つそいそか うせけすあせけか 
とおかしかせそ さそせなとぬけあせつてうと, さそてそちそか たそすそえしそ 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ とぬかしかてへ 
せあ たちそてみきかせけけ おうとに てふつみねかしかてけこ け うすかつてか つ てかす う さそせかねせそす つねかてか たちけ-
うかしそ さ いそしかくせかせせそすと そてつてあうあせけま [けてあみ そて ′あたあおあ. ╇ させけえか そいひみつせみかてつみ, 
さあさ おあそつけくす たそくうそしみし さけてあこぬあす うふちふうあてへつみ けく くあちかえしあすかせてけちそうあせせそこ 
さそせなとぬけあせつてうそす そいはかつてうかせせそこ け ねあつてせそこ きけくせけ け とおそうしかてうそちみてへ てみえと 
さ たちけちそおか, うそしへせけぬか, ねとおかつあす, てあこせあす, たそけつさと ちかぬかたてそう とさちかたしかせけみ 
くおそちそうへみ け おあきか いかつつすかちてけみ. 》ちそつしかきけうあかてつみ うそくおかこつてうけか せあ にあせへつさとま 
ぬけうけしけくあぬけま いとおおけくすあ. 〉あ そつせそうか みちさけに きあせちそうふに くあちけつそうそさ, さそせさちかて-
せふに たちけすかちそう たちそあせあしけくけちそうあせ とせけさあしへせふこ つけせさちかてけくす てちかに そつせそう-
せふに ちかしけえけそくせそ-ほてけねかつさけに とねかせけこ 》そおせかいかつせそこ — さそせなとぬけあせつてうあ, おあそ-
つけくすあ け いとおおけくすあ.

╆あきあせそうふ さちあつそねせそ そたけつふうあまて つたかぬけなけねかつさけこ おとにそうせふこ すけち 
さけてあこぬかう. ╅うてそちふ たそおねかちさけうあまて, ねてそ と ほてそこ ぬけうけしけくあぬけけ そつそいそか そてせそ-
のかせけか さ そおかきおか. [けてあこぬあす たちけつとはか ちあくうけてそか たそせけすあせけか かか なとせさぬけこ 
け さちあつそてふ. ╇ させけえか えそうそちけてつみ そ てそす, ねてそ おそ つけに たそち おそすあ う [けてあか うそく-
うそおみてつみ, とさちあのあまてつみ け そいかちかえあまてつみ たそ とせけさあしへせそこ おちかうせかこ つにかすか. 【そ, 
ねてそ おしみ けせそつてちあせぬあ すそきかて せけねかえそ せか そくせあねあてへ, おしみ きけてかしみ 》そおせかいかつ-

* ]け ╇.‒., ]とさけせ ╅.╇. 》そおせかいかつせあみ う おかてあしみに // 》そしけてけねかつさけこ さしあつつ. 2009. づ 4 (52). 』. 124.
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せそこ たちけそいちかてあかて たそおねあつ そつそいそか くうとねあせけか. 〉あたちけすかち, ちそはけぬあ つそつかせ 
けしけ さけたあちけつそう — たちけくせあさ さしあおいけはあ, けいそ ほてけ おかちかうへみ つけすうそしけくけちとまて 
う [けてあか いかつつすかちてけか. [ちあつせふこ ぬうかて — えちそくあ いかつそう け そいそちそてせかこ. 》そほてそすと 
ちかいかせさと さ そおかきおか たちけさちかたしみまて さちあつせふこ いとすあきせふこ しそつさとてそさ, くあしかたしみまて 
うにそおせふか おうかちけ おそすそう さとつさあすけ さちあつせそこ いとすあえけ.

ゅてそて すけち いふし せか たちそつてそ かおけせつてうかせせふす, さそてそちふこ くせあし さけてあかぬ. 《せ 
あたちけそちけ けつにそおけし けく てそえそ, ねてそ うつか おちとえけか たそちみおさけ せけさとおあ せか えそおみてつみ, 
みうしみまてつみ うあちうあちつさけすけ. 《てさあく ねときかくかすぬかう そて つうそけに てちあおけぬけこ たちけうかて-
つてうそうあしつみ さあさ つうけおかてかしへつてうそ そさとしへてとちけうあせけみ, たそおせみてけみ ううかちに たそ しかつて-
せけぬか ぬけうけしけくあぬけけ. 』とはかつてうそうあしあ といかきおかせせそつてへ, ねてそ うあちうあちあ すそきせそ 
いふしそ くあうそかうあてへ つかちおぬかす, そいしあえそちあきけうあせけかす かえそ おとのけ.

』しかおとまはあみ させけえあ — そ さけてあこつさそこ さとにせか. ╅うてそちふ たそうかつてうとまて そい 
そつそいそこ ちそしけ, さそてそちとま たけてあせけか け うつか, ねてそ つ せけす つうみくあせそ, けえちあかて う 》そお-
せかいかつせそこ. ╆あきあせそうふ そたけつふうあまて せまあせつふ さとにせけ — かか くあうそちあきけうあまはとま 
おちかうせそつてへ, ほさくそてけねせそつてへ いかつねけつしかせせふに いしまお, くせあねけてかしへせふか ちかえけそせあしへ-
せふか ちあくしけねけみ, うつかみおせそつてへ さけてあこぬかう け けに つてちかすしかせけか たちけおあうあてへ たけはか 
ぬかしかいせふか つうそこつてうあ. ╇ させけえか たちけうそおみてつみ けせてかちかつせふか つうかおかせけみ そ さけてあこ-
つさけに ちかつてそちあせあに け そいかおかせせそす ほてけさかてか, とおかしみかてつみ うせけすあせけか ちあくしけねせふす 
つそちてあす さけてあこつさそえそ ねあみ, つたけちてせふす せあたけてさあす け てあいあねせふす けくおかしけみす.

『そしへ てちあおけぬけこ う けつてそちけけ 》そおせかいかつせそこ そえちそすせあ. ╇そ すせそえそす けすかせせそ 
そせけ たそくうそしけしけ さけてあこぬあす つそにちあせけてへ つうそま さとしへてとちと け つあすそいふてせそつてへ, 
せかつすそてちみ せあ すせそえそねけつしかせせふか, たちそおそしきあうのけかつみ せあ たちそてみきかせけけ うつかこ 
おそしえそこ けつてそちけけ [けてあみ うてそちきかせけみ うせかのせけに うちあえそう.

〉かすあてかすあてけねかつさあみ くあおあねさあ たちそ [けてあこ*

〈けちそせそうあ ¨.

[けてあこ — つてちあせあ たちそてけうそちかねけこ, えおか うつてちかねあまてつみ, つてあしさけうあまてつみ, つすか-
のけうあまてつみ, たちそせけさあまて おちとえ う おちとえあ たちそてけうそたそしそきせそつてけ. 〈そこ たかちうふこ 
おかせへ う [けてあか, えおか み たちそうかしあ ねあつてへ そてたとつさあ ほてけす しかてそす, いふし おそきおしけうふす 
け つかちふす, うてそちそこ おかせへ うつてちかてけし つそしせぬかす け いとこつてうそす さちあつそさ. 》かちうふこ 
うかねかち — たちそえとしさあ すかきおと そえちあお ほてそえそ ╈そちそおあ つてかせ, さあさ せあくうあし かえそ そおけせ けく 
すそけに たそたとてねけさそう, うてそちそこ うかねかち — そつそくせあせけか いかつさそせかねせそえそ ちあくせそそいちあ-
くけみ け すせそえそしけさそつてけ つてそしけぬふ つてちあせふ.

╉うか せかおかしけ いとおおけこつさけに け さそせなとぬけあせつさけに にちあすそう, たあえそお, とくさけに たちそ-
うけせぬけあしへせふに としそねかさ け のけちそさけに つてそしけねせふに あうかせま, おそきおかこ, てとすあせそう, 
たあしみはかえそ つそしせぬあ, そつてちそこ け たちかつせそこ かおふ, うかちにせけに け せけきせけに たそしそさ う たそかく-
おあに け あうてそいとつあに. ╇つか ほてけ おせけ すかせみ つそたちそうそきおあしけ おうか させけえけ: ちあつたかねあてさけ 

* 〈けちそせそうあ ¨. 〉かすあてかすあてけねかつさあみ くあおあねさあ たちそ [けてあこ // ¨せおかさつ いかくそたあつせそつてけ. 2013. 【. 19. づ 3 (106). 
』. 159—162.
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えしあう たとてかうそおけてかしみ Lonely Planet, たちかおうあちけてかしへせそ くあねけてあせせふか おそ おふち, 
け うふおあせせあみ すせか う ちかおあさぬけけ «[けてあこつさあみ すそくあけさあ», せあたけつあせせあみ ちかさてそちそす 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『‒ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす 
け かえそ きかせそこ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ. ╆ふしあ, たちあうおあ, かはか け てちかてへみ させけえあ — 
あせえしそ-さけてあこつさけこ ちあくえそうそちせけさ.

っ たそせあねあしと つそすせかうあしあつへ, つてそけて しけ いちあてへ «〈そくあけさと» つ つそいそこ, ちあく とき いふし 
なそてそあたたあちあて け おしけせせふこ つたけつそさ すかつて, さとおあ せあおそ かにあてへ-けおてけ-さあちあいさあてへつみ. 
《おせあさそ う たそつしかおせけこ すそすかせて ちかのけしあ, ねてそ せあおそ, くあうかちせとしあ う えあくかてと, たそしけ-
ほてけしかせ け なとていそしさと, ねてそいふ せか たそうちかおけてへ そいしそきさと つ おあちつてうかせせそこ せあおたけ-
つへま あうてそちあ, け つしそきけしあ う つうそこ ちまさくあさ. ¨ てそ しけ う つけしと みくふさそうふに たちかおたそ-
ねてかせけこ, てそ しけ けく-くあ そてつとてつてうけみ う ちあつたかねあてあせせそす うけおか せかさそてそちふに えしあう たそ 
さとしへてとちか, そいふねあみす け みくふさと けく させけきさけ-えけおあ, たそしとねけしそつへ てあさ, ねてそ けすかせせそ 
«[けてあこつさあみ すそくあけさあ» つてあしあ すそけす せあつてそみはけす たとてかうそおけてかしかす う ほてと けせてか-
ちかつせとま つてちあせと け たそすそえしあ せあこてけ おしみ つかいみ そてうかてふ せあ すせそえけか うそたちそつふ, 
さそてそちふか うそくせけさあしけ たそ たとてけ.

¨てあさ, とつしそうけみ くあおあねけ いふしけ つしかおとまはけすけ: うそつてそさそうかお (けしけ せかおそうそつてそ-
さそうかお?) つ せあねあしへせふす たちかおつてあうしかせけかす そ [けてあか け たちけすかちせそ つそてせかこ けかちそ-
えしけなそう う たあつつけうせそす くあたあつか そてたちあうしみかてつみ う [けてあこ け にそねかて ちあくそいちあてへつみ 
う せかつさそしへさけに うかはあに. 】つしそうせそ たちかおつてあうけす けに う うけおか てちかに うそたちそつそう-おかこ-
つてうけこ: [あさ ねけてあてへ [そせなとぬけみ? [あさ おとすあてへ けかちそえしけなあすけ? 《てさとおあ たちそけつ-
にそおけて てちかたかてせそか そてせそのかせけか さけてあこぬかう さ かおか?

╉しみ ちかのかせけみ くあおあねけ かつてへ おうか せかおかしけ, つそつてあうしかせせふこ くあちあせかか すあちのちとて, 
うちかすみ おしみ ねてかせけみ う さあなか, たそかくおあに け にそつてかしあに, いしそさせそて おしみ くあすかてそさ け そえちあ-
せけねかせせそか たちそつてちあせつてうそ う ちまさくあさか (あ てあさきか かつてかつてうかせせそか そえちあせけねかせけか たそ 
うかつと け そいひかすと しけてかちあてとちふ, さそてそちとま すそきせそ うくみてへ つ つそいそこ). 》そかにあしけ?

╉かこつてうけか たかちうそか: さあさ ねけてあてへ [そせなとぬけみ?

╈しあうせふこ うそたちそつ くあさしまねあしつみ う てそす, さてそ てあさけか さけてあこぬふ け たそねかすと けに てあさ 
つしそきせそ たそせみてへ? 《つそいかせせそつてけ すけちそうそくくちかせけみ うそ すせそえそす そたちかおかしみまてつみ 
ちかしけえけかこ, け おあきか かつしけ ねかしそうかさ せか みうしみかてつみ うかちとまはけす, てそ そさちときあまはあみ 
かえそ ちかしけえけみ なそちすけちとかて たちけそちけてかてふ う かえそ つけつてかすか ぬかせせそつてかこ. ╉あ け ほてけ-
ねかつさけか せそちすふ — ほてそ せか ねてそ けせそか, さあさ えそおあすけ つしそきけうのけかつみ たちかおつてあうしか-
せけみ そ てそす, ねてそ かつてへ にそちそのそ け たしそにそ, たちあうけしへせそ け せかたちあうけしへせそ, うあきせそ 
け うてそちそつてかたかせせそ, け ちかしけえけみ たちけ ほてそす — くあねあつてとま せかそつそくせあせせふこ ほてけねか-
つさけこ そちけかせてけち. 【あさ うそて たそほてそすと, ねてそいふ たそせみてへ, たそねかすと しまおけ う おちとえそこ 
つてちあせか おとすあまて け たそつてとたあまて さあさけす-てそ そたちかおかしかせせふす そいちあくそす, おしみ せあつ 
せかたちけうふねせふす, たちあうけしへせかか うつかえそ たそけつさあてへ そてうかて う ちかしけえけけ, しけてかちあてとちか 
け けつてそちけけ.

╅うてそちふ (あ てそねせかか, あうてそち — たそうかつてうそうあせけか うかおかて うつか きか つあす ╊うえかせけこ 
╆あきあせそう) せあねけせあまて つ そいくそちあ ちかしけえけこ, さそてそちふか ちあつたちそつてちあせかせふ う [けてあか, 
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たちけねかす そせけ せか そえちあせけねけうあまてつみ てちかすみ さけてあすけ さけてあこつさそえそ すけちそうそく-
くちかせけみ — いとおおけくすあ, さそせなとぬけあせつてうあ け おあそつけくすあ,— せそ ちあつつすあてちけうあまて 
てあさきか うしけみせけか, そさあくふうあかすそか けつしあすそす け にちけつてけあせつてうそす. 〉と あ そいひみつせかせけか 
そつそいかせせそつてみす さけてあこつさそえそ にあちあさてかちあ うたそしせか すそきせそ せあこてけ せあ つてちあせけぬあに 
させけえけ.

》そねかすと さけてあこぬふ — たちかおたちけせけすあてかしけ? «[そせなとぬけこ せか いふし ちかしけえけそ-
くかせ け せか くあおとすふうあしつみ そ つすふつしか きけくせけ け つすかちてけ, そせ とねけし てそすと, さあさ つてちそ-
けてへ うくあけすそそてせそのかせけみ すかきおと しまおへすけ, せか たちけいかえあみ さ ╆そえと さあさ さ たそつちかお-
せけさと», — たけのとて あうてそちふ せあ つ. 42. 〉あうかちせそか, そせけ たちそつてそ おかこつてうとまて うすかつてそ 
てそえそ, ねてそいふ きおあてへ.

《てさとおあ いかちかてつみ たちそてけうそちかねけうそつてへ け すせそえそえちあせせそつてへ さけてあこつさそえそ 
そいはかつてうあ? «[あきおふこ とおあねしけうふこ ねかしそうかさ たちかおたそねけてあかて さそせなとぬけあせつてうそ, 
せかとおあねせけさ つてあせそうけてつみ おあそつそす». «[そせなとぬけあせかぬ せあちけつとかて さあちてけせと, けくそ-
いちあきあまはとま つねあつてしけうとま つかすへま, おあそつ — そおけせそさそえそ ちふいあさあ けしけ おちそ-
うそつかさあ, そておふにあまはかえそ う てかせけ おかちかうあ», — おあかて そてうかて あうてそち せあ つ. 94, け 
ほてけす てあさきか そいひみつせみかて たちあえすあてけねせそつてへ さけてあこぬかう, さそてそちふか そいちあはあまてつみ 
さ てそすと いそえと, さそてそちふこ たそすそきかて けす う さあさそこ-てそ さそせさちかてせそこ きけくせかせせそこ 
つけてとあぬけけ.

╉かこつてうけか うてそちそか: さあさ おとすあてへ けかちそえしけなあすけ?

╊おかす う あうてそいとつか, せあたちあうしみかすつみ う 〉あせへせけせ. っ たふてあまつへ くあたそすせけてへ 
せかつさそしへさそ なちあく せあ さけてあこつさそす — おしみ うふきけうあせけみ. 〈そこ たそたとてねけさ, さそてそ-
ちふこ けす うしあおかかて け てかす つあすふす くおそちそうそ うふちとねあかて, せそ つ さそてそちふす う 〉あせへ-
せけせか すふ ちあつつてあせかすつみ, そいひみつせみかて: つたちそつけてへ, かつてへ ねてそ-てそ と せけに けしけ せかて, 
すそきせそ おそうそしへせそ たちそつてそ, け たそてちかいとかてつみ うつかえそ おうあ けかちそえしけなあ: you け mei, 
せと け つあすそ つしそうそ, そいそくせあねあまはかか てそ, ねてそ すふ けはかす. «】 うあつ かつてへ みいしそさけ?» 
いとおかて おそつしそうせそ くうとねあてへ, さあさ «╊つてへ せか かつてへ みいしそさけ?», «you mei you 
pingguo?».

╇そて け うてそちそこ いそしへのそこ いしそさ う させけえか たそつうみはかせ うそたちそつあす さけてあこ-
つさそえそ みくふさあ け けかちそえしけなけねかつさそすと すふのしかせけま, いかく さそてそちそえそ さけてあこぬかう — 
せか たそせみてへ. 〈そか せあいしまおかせけか — すそきせそ おあきか せか たふてあてへつみ せあつたかに うふとねけてへつみ 
えそうそちけてへ さあさけか-てそ つしそうあ, せあおそ くあたそすせけてへ, さあさ そせけ たけのとてつみ, け かつしけ うそく-
せけさせかて せかたそせけすあせけか — せあたけつあてへ せときせふか けかちそえしけなふ せあ いとすあきさか. ╅うてそち 
たちけうそおけて さけてあこつさとま たそえそうそちさと: «╇ 》ちかけつたそおせかこ — あお, せあ くかすしか — えとあせ-
おとせかぬ, えそうそちみはけこ せあ たとてとせにとあ», け うつか つてあせそうけてつみ たそせみてせそ.

╉かこつてうけか てちかてへか: そてさとおあ たちそけつにそおけて てちかたかてせそか そてせそのかせけか
さけてあこぬかう さ かおか?

【ちかてけこ ちあくおかし たそつうみはかせ さけてあこつさそこ さとにせか, てあさそこ きか ちあくせそそいちあくせそこ, 
さあさ け おけあしかさてふ さけてあこつさそえそ みくふさあ. 《てさとおあ きか たちそけつにそおけて てちかたかてせそか 
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そてせそのかせけか さけてあこぬかう さ かおか? «╉そつふてあ せあかつてへつみ — とさそちかせけうのあみつみ, てちあおけ-
ぬけそせせあみ くあいそてあ そいけてあてかしみ 》そおせかいかつせそこ».

╇つか, ねてそ ちあつつさあくふうあかて あうてそち う おあせせそす ちあくおかしか, け う ねあつてせそつてけ てちとお-
せそつてけ つ たちそおそうそしへつてうけかす け そておかしへせふすけ たちそおとさてあすけ, そ ねかす ちかねへ せあ 
つ. 222—223, そいひみつせみかて, たそねかすと つかこねあつ, う せあねあしか XXI う., うつか う [けてあか てあさ 
つけしへせそ けくすかせけしそつへ. ̈ おかのへ たそ しまいそすと えそちそおと け たそちあきあかのへつみ さそしけねかつてうと 
せそうふに (う てそす ねけつしか たちけせあおしかきあはけに くあたあおせふす つかてみす) さあなか け ちかつてそちあせそう, 
あ てあさきか てそすと, さあさ け つさそしへさそ かおみて さけてあこぬふ. ╉あ け せあ としけぬか てかたかちへ ねあつてそ 
すそきせそ うつてちかてけてへ おあしかさそ せか にとおかせへさけに さけてあこつさけに おかてけのかさ. 【あさ ねてそ つけてと-
あぬけみ つ かおそこ うたそしせか そいひみつせけすあ: しまおけ かはか そてしけねせそ たそすせみて つしそきせそつてけ 
つ そうそはあすけ け すみつそす, さそてそちふか いふしけ う つてちあせか うたしそてへ おそ せあねあしあ 1990-に ええ. 
》そくせあうあてかしへせふす け けせてかちかつせふす つてあし ちあつつさあく そ つかちうけちそうさか つてそしあ, たちそおとさ-
てあに, ちかえけそせあしへせふに そつそいかせせそつてみに.

╉かこつてうけか たそつしかおせかか: そてうかねあみ せあ うそたちそつ

〉あうかちせそか, つすかのせそ うそて てあさ てかつてけちそうあてへ させけえと, け うちみお しけ さてそ-てそ 
けつたそしへくとかて ほてそて すかてそお う ちかぬかせくけちそうあせけけ. 《おせあさそ ちあく そせ ちあいそてあかて, おかしあみ 
け ねてかせけか, け たとてかのかつてうけか けせてかちかつせかこ, — たそねかすと せかて? 〉そ くあさそせ きあせちあ うつか 
きか せあおそ うふおかちきあてへ, たそほてそすと う くあさしまねかせけか そてうしかさとつへ そて つうそけに うたかねあてしか-
せけこ そて たそかくおさけ け せあたけのと うたかねあてしかせけみ つそいつてうかせせそ そ させけえか.

》かちうそか け, せあうかちせそか, つあすそか うあきせそか け たそくけてけうせそか うたかねあてしかせけか: つそねか-
てあせけか なあさてそしそえけねかつさそえそ すあてかちけあしあ つ きけうふすけ うたかねあてしかせけみすけ, そつそいかせせそ 
う たかちうそこ ねあつてけ させけえけ. 【あさあみ つすかつへ おかこつてうけてかしへせそ そたてけすあしへせあ おしみ てそえそ, 
ねてそいふ くあけせてかちかつそうあてへ つそうかちのかせせそ ちあくせふに ねけてあてかしかこ. ╉しみ せあねけせあまはけに 
うそつてそさそうかおそう, さ さそてそちふす つかいみ たちけねけつしみま, ほてあ させけえあ えそちあくおそ たそくせあうあてかしへ-
せかか, けせてかちかつせかか け — えしあうせそか! — たそしかくせかか, ねかす てそしつてふか てそすあ とねかいせけさそう 
たそ ちかしけえけけ, けつてそちけけ け なけしそつそなけけ ╇そつてそさあ (さそてそちふか, せかつそすせかせせそ, せあおそ 
つさちとたとしかくせそ けくとねあてへ). 》ちそつてそ ほてあ させけえあ せあ てそねかねせふに たちけすかちあに といかき-
おあかて, ねてそ おかこつてうけてかしへせそ かつてへ う ねかす ちあくいけちあてへつみ け ねてそ ちあくいけちあてへつみ — 
けせてかちかつせそ. ╆そしかか てそえそ, させけえあ といかきおあかて, ねてそ かにあてへ せあおそ, たそしとねあてへ そたふて 
せあおそ. 》そほてそすと けく たみてけ つてちあせけぬ すそくあけさけ たそしとねあかのへ いそしへのか, ねかす けく 
ぬかしそえそ てそすあ てちあおけぬけそせせそえそ とねかいせけさあ. 》ちけ ほてそす そおせそくせあねせふす たしまつそす 
させけえけ け たちかきおか うつかえそ ちあくおかしあ «』てちあせあ うかつかしふに いそえそう», たそつうみはかせせそえそ 
ちかしけえけみす う [けてあか, つてそけて つねけてあてへ おかしかせけか たしあつてあ けつてそちけねかつさそえそ すあてかちけ-
あしあ たそ てかすあてけねかつさけす いしそさあす.

╇てそちそか せあいしまおかせけか, さそてそちそか すかせみ くあけせてちけえそうあしそ: あうてそち たけのかて, ねてそ 
«たかちつたかさてけうふ ねかしそうかねかつてうあ たかねあしへせふ, かつしけ さけてあこつさあみ さとしへてとちあ せか つすか-
せけて くあたあおせとま う さあねかつてうか たとてかうそおせそこ くうかくおふ ねかしそうかねかつてうあ» (つ. 61). ╇そて 
せあ ほてそす すそすかせてか つてあせそうけてつみ せかすせそえそ つてちあのせそ. ╇かおへ そおせそ おかしそ たそせみてへ 
さけてあこぬかう, ねてそ たそすそきかて たちそはか うかつてけ いけくせかつ, おあ け う さそせぬか さそせぬそう とねけてへつみ 
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と せけに たちけうしかさあてへ けせうかつてけぬけけ う けせなちあつてちとさてとちと (さそてそちあみ, さあさ み うそそねけま 
といかおけしあつへ, おかこつてうけてかしへせそ とおそいせあ け せか そつてあせあうしけうあかてつみ う ちあくうけてけけ — 
うくみてへ にそてみ いふ せそうふこ あほちそたそちて う [とせへすけせか, うそさくあしふ う 〉あせへせけせか, てそす 
きか [とせへすけせか け ]けぬくみせか). 』そうつかす おちとえそか — たちけせみてへ さけてあこつさとま なけしそ-
つそなけま, つたそつそい すふのしかせけみ け うけおかせけか そさちときあまはかえそ すけちあ う さあねかつてうか 
そちけかせてけちあ う てそこ なそちすか, う さそてそちそこ てちあおけぬけそせせそ そちけかせてけちそす みうしみしあつへ 
なけしそつそなけみ くあたあおせあみ. ╉とすあま, ねてそ とてうかちきおかせけか ほてそ, せあうかちせそか, つしけの-
さそす としへてけすあてけうせそ け けせてとけてけうせそ せか つそうつかす たちけかすしかすそ う そいはかつてうか, えおか 
くせあねけてかしへせそか すかつてそ くあせけすあまて さそせぬかたぬけけ さけてあこつさそえそ ほさつたあせつけそせけくすあ 
け さけてあこつさそこ とえちそくふ.

【ちかてへか: う うそたちそつか たかちかたしかてかせけみ ちかしけえけそくせふに すけちそうそくくちかせけこ う [けてあか 
あうてそち-たそうかつてうそうあてかしへ (すそきかて, おあきか しけちけねかつさけこ えかちそこ), さそせかねせそ, たふてあ-
かてつみ いふてへ そてつてちあせかせせふす け そいひかさてけうせふす, せそ そせ みうせそ たちけせけすあかて つてそちそせと 
さそせなとぬけあせつてうあ. ゅてそ せか たしそにそ け せか にそちそのそ, せそ う さそせてかさつてか うてそちそえそ 
せあいしまおかせけみ たそしとねあかてつみ, ねてそ くあ そちけかせてけち すふ おそしきせふ たちけせみてへ せか さけてあこ-
つさとま なけしそつそなけま う ぬかしそす, あ さそせなとぬけあせつてうそ. ｠そてみ, う そいはかす, せあうかちせそか, 
み つ あうてそちそす うつか きか つそえしあのとつへ — たそてそすと ねてそ いふてへ そおけせそさけす ちふいあさそす 
け せあつしあきおあてへつみ うけおそす, さそせかねせそ, けせそえおあ たそしかくせそ, せそ えそちあくおそ たそしかくせかか 
たそくけてけうせふこ せあつてちそこ け おかみてかしへせそつてへ.

ぁかてうかちてそか. 》ちそつてそ たあちあ ぬけてあて: «╅ み たちそおそしきあし たそおそえちかうあてへ ほさつてあく 
たといしけさけ», — おかしけてつみ うたかねあてしかせけみすけ あうてそち せあ つ. 99. «》そせみう, ねてそ けすかかて 
おかしそ つ せあつてそみはけす くせあてそさそす, てそしたあ せあねけせあかて とてそねせみてへ さそか-さあさけか おかてあしけ 
けく いけそえちあなけけ ]け 【かえとあみ», — たちそおそしきあかて そせ. «』けせそしそえけ — つあすふか しとね-
のけか ちあいそてせけさけ, さけてあこつさけこ みくふさ うふちあいあてふうあかて と せけに てあさけか ぬかせせふか さあねか-
つてうあ, さあさ うそしみ, とたそちつてうそ, とつけおねけうそつてへ, うふせそつしけうそつてへ, たあすみてへ, しそえけさあ»,— 
ぬけてけちとかて ╆あきあせそう つしそうあ 〈.』. [あたけぬふ. [そすすかせてけちそうあてへ せか いとおと, たちそつてそ 
つさあきと, ねてそ う てあさけか すそすかせてふ すせか さあくあしそつへ, ねてそ み ねけてあま せか させけえと, あ しけね-
せふこ おせかうせけさ, け そて ほてそえそ ねけてあてへ いふしそ てそしへさそ けせてかちかつせかか, たそてそすと ねてそ せあ 
つあすそす おかしか たそしとねあかてつみ, ねてそ つ さあきおそこ つてちあせけぬかこ うけおけのへ えそちあくおそ いそしへのか, 
ねかす たちそつてそ なそちすあしへせそえそ け そてつてちあせかせせそえそ ちあつつさあくねけさあ. 〉と け, さそせかねせそ, 
たちそ うそつへすかちさと いかつつすかちてせふに ちあつつさあくあせそ ねちかくうふねあこせそ けせてかちかつせそ! 《おせあさそ 
つあすあみ そねあちそうあてかしへせあみ ねあつてへ けく うつかに てあさけに つといひかさてけうせふに ほたけくそおそう — ほてそ 
さそえおあ あうてそち ちあつつさあくふうあかて そ たちけさしまねかせけみに きかせふ, かか たとてとせにとあ け たちけ-
さしまねかせけみに せあ ちふせさか (つ. 175), かか さとしけせあちせそす けつさとつつてうか (つ. 222), おあ け さそえおあ 
たちそつてそ たそさあくふうあかて いそしへのけせつてうそ なそてそえちあなけこ (さつてあてけ, つうそけに, せあ ぬうかて-
せふに うさしあおさあに け つ さそすすかせてあちけみすけ, たそすそえあまはけすけ くあさちかたけてへ すあてかちけあし) 
けすかせせそ つ きかせそこ.

¨ たそつしかおせかか. ぁけてあてかしへ, せあうかちせそか, くあおあかてつみ うそたちそつそす, たそねかすと み つすか-
のあしあ ちかぬかせくけま つ つそいつてうかせせふすけ たとてかうふすけ くあすかてさあすけ. 》ちそつてそ すせか たそさあ-
くあしそつへ, ねてそ あうてそちふ たちかきおか うつかえそ にそてかしけ ちあつつさあくあてへ, さあさ ほてそ — たとてかのか-
つてうそうあてへ, けせそえおあ そのけいあてへつみ け たしあてけてへ くあ たちそかくお う あうてそいとつか てちけきおふ. 
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《せけ にそてかしけ たそさあくあてへ, ねてそ [けてあこ — ほてそ つてちあせあ つ とおけうけてかしへせふすけ, けせてか-
ちかつせふすけ そいふねあみすけ, ねてそ みくふさ — ほてそ せか うつかえおあ «くあとねけてへ おうかつてけ つしそう くあ 
せかおかしま» け ねてそ かおあ け さとにせみ — ほてそ うふちあきかせけか きけくせかせせそこ なけしそつそなけけ. 
[けてあこ せあつてそしへさそ すかせみ うそそおとのかうけし (せか いかく たそすそはけ あうてそちそう [けてあこつさそこ 
すそくあけさけ), ねてそ ほすそぬけけ うくみしけ うかちに, け うすかつてそ つてちそえそこ ちかぬかせくけけ たそしとねけしけつへ 
つさそちかか そねかちさけ, すそけ くあすかてさけ せあ たそしみに つ さそせつたかさてあすけ けく ほてそこ させけえけ.

〉そ け つあすあ させけえあ — ほてそ つうそかえそ ちそおあ たとてかうふか くあすかてさけ うたかちかすかのさと 
つ なそてそえちあなけみすけ け ちあくすふのしかせけみすけ, つそたそつてあうしかせけか あさあおかすけねかつさけに くせあ-
せけこ さけてあけつてあ け たちそなかつつけそせあしへせそえそ おけたしそすあてあ つ てかす, ねてそ そせ けつたふてふうあし 
う つてちあせか. ╇ふうそお そおせそくせあねかせ: つてとおかせてあす-うそつてそさそうかおあす ねけてあてへ つちそねせそ!

* * *

Dear Dr. BAZHANOV*,
We acknowledge with many thanks the receipt of the following publica-

tions:
〈╊╋╉】〉╅『《╉〉ぉ╊ 《【〉《ぃ╊〉¨っ ╇ XXI ╇╊[╊.
[¨【╅‶』[╅っ 〈《′╅¨[╅.
Your generosity in donating these materials is very much appreciated. 

They will certainly prove to be valuable additions to the collections of the 
National Diet Library.

Thank you very much for your cooperation.
Sincerely yours,

Kazuharu Kobayashi
Director Foreign Materials Division Acquisitions

and Bibliography Department National Diet Library

* * *

】うあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね**,
〉あたちあうしみかす おしみ うそくすそきせそえそ けつたそしへくそうあせけみ う ちあいそてか おそさとすかせてあしへ-

せふこ ついそちせけさ «》かちかたけつさあ 》ちかくけおかせてあ 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ ╆そちけつあ 
〉けさそしあかうけねあ ╊しへぬけせあ つ えしあうあすけ えそつとおあちつてう け たちあうけてかしへつてう. 1996—1999» 
(う 2-に てそすあに), うふたとはかせせふこ う つうかて せあとねせふす けくおあてかしへつてうそす «╆そしへのあみ 『そつ-
つけこつさあみ ほせぬけさしそたかおけみ».

P.S. ╆そしへのそか つたあつけいそ くあ させけえと. ぁけてあま つ いそしへのけす けせてかちかつそす.
』 せあけしとねのけすけ たそきかしあせけみすけ.

》ちそうあしそう [.
╉けちかさてそち ¨つてそちけさそ-おそさとすかせてあしへせそえそ おかたあちてあすかせてあ 〈¨╉ 『そつつけけ

* 〉あぬけそせあしへせあみ たあちしあすかせてつさあみ いけいしけそてかさあ ったそせけけ // ╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ.
** 》ちそうあしそう [. ╉けちかさてそち ¨つてそちけさそ-おそさとすかせてあしへせそえそ おかたあちてあすかせてあ 〈¨╉ 『そつつけけ. 28 けましみ 2011 // 
╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ.
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* * *

】うあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね*,
《えちそすせそか つたあつけいそ くあ ╇あのと させけえと «[けてあこつさあみ すそくあけさあ».
¨おかみ け ちかあしけくあぬけみ — えかせけあしへせふか.

ぁかたとちけせ ╅.
╉けちかさてそち ╉かたあちてあすかせてあ たそ ちあいそてか つ つそそてかねかつてうかせせけさあすけ くあ ちといかきそす

〈¨╉ 『そつつけけ

╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ
〈.: ╇かつへ 〈けち, 2013. — 272 つ.

[あさ おちときけてへ ぬけうけしけくあぬけみすけ?**

′うかちかうあ 【.╇.
『とさそうそおけてかしへ をかせてちあ かうちそあてしあせてけねかつさけに 

けつつしかおそうあせけこ け すかきおとせあちそおせそこ 
いかくそたあつせそつてけ ¨╅〈》 ╉けたしそすあてけねかつさそこ 

あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ,
さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ

〉そうあみ させけえあ けくうかつてせそえそ ちそつつけこつさそえそ おけた-
しそすあてあ け とねかせそえそ — たちそなかつつそ ちあ, くあつしと-
きかせせそえそ おかみてかしみ せあとさけ 『‒, ちかさてそちあ 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつ-
つけけ ╊.》. ╆あきあせそうあ, てちあおけぬけそせせそ ちあいそ-
てあまはかえそ う てうそちねかつさそす てあせおかすか つそ つうそかこ 
つとたちとえそこ, おそさてそちそす ほさそせそすけねかつさけに せあとさ 
〉.╊. ╆あきあせそうそこ, — あさてとあしへせあ け, すそきせそ 
つさあくあてへ, くしそいそおせかうせあ. ゅてそ つうそかそいちあくせふこ 
そてうかて せあ せかとてけにあまはとま う ちそつつけこつさそす 
そいはかつてうか おけつさとつつけま そ てあさ せあくふうあかすそす 

«つてそしさせそうかせけけ ぬけうけしけくあぬけこ». 』あすそ たそ つかいか せあくうあせけか させけえけ ╆あきあせそうふに 
«╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ» う そたちかおかしかせせそこ つてかたかせけ つけすうそ-
しけねせそ. ╇ ちあいそてか, たちかきおか うつかえそ, ちかねへ けおかて そ ちあくうけてけけ すかきおとせあちそおせそえそ 
つそてちとおせけねかつてうあ. ╇ つうそいそおせそこ なそちすか ちあつつときおあみ そ せあけいそしかか あさてとあしへせふに 
すかきおとせあちそおせふに たちそいしかすあに, あうてそちふ そたけちあまてつみ せあ いそえあてふこ なあさてけねかつさけこ 

* ぁかたとちけせ ╅. ╉けちかさてそち ╉かたあちてあすかせてあ たそ ちあいそてか つ つそそてかねかつてうかせせけさあすけ くあ ちといかきそす 〈¨╉ 『そつつけけ. 
19 けましみ 2011 // ╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ.
** ′うかちかうあ 【.╇. [あさ おちときけてへ ぬけうけしけくあぬけみすけ? // 〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ. 2013. づ 9. 』. 188—193.
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すあてかちけあし. ╆あきあせそうふ うせそつみて ちみお けせてかちかつせふに, せあ せあの うくえしみお, たちあさてけねか-
つさけに たちかおしそきかせけこ, せあたちあうしかせせふに せあ ちあくうけてけか うくあけすそたそせけすあせけみ すかきおと 
ちあくしけねせふすけ つてちあせあすけ け せあちそおあすけ.

【かそちけみ «つてそしさせそうかせけみ ぬけうけしけくあぬけこ» あすかちけさあせつさそえそ たそしけてそしそえあ 
』. ｠あせてけせえてそせあ たちそおそしきあかて そいつときおあてへつみ う つそうちかすかせせそこ 『そつつけけ, たちけ-
そいちかてあみ たそちそこ てあさけか なそちすふ, さそてそちふか おかしあまて かか たちあさてけねかつさけ せかとくせあ-
うあかすそこ. 】てうかちきおあかてつみ, せあたちけすかち, ねてそ せかけくいかきせそか つてそしさせそうかせけか ぬけうけ-
しけくあぬけこ たちけうかおかて すけち さ せそうそこ さあてあつてちそなか け うつかす せかそいにそおけすそ つちそねせそ 
せあねけせあてへ さ ほてそすと えそてそうけてへつみ. ′あみうしみかてつみ てあさきか, ねてそ つとはかつてうとかて てあさ せあくふ-
うあかすあみ «ちそつつけこつさあみ ぬけうけしけくあぬけそせせあみ すあてちけぬあ». ゅてそて つうそかそいちあくせふこ 
«ぬけうけしけくあぬけそせせふこ さそお», おかつさあてへ, たちかたみてつてうとかて たちけそいはかせけま 『そつつけけ 
さ おそつてけきかせけみす くあたあおせそこ ぬけうけしけくあぬけけ け う ぬかしそす みさそいふ たちかおそたちかおかしみかて 
さそせなしけさてせふこ にあちあさてかち かか そてせそのかせけこ つ うせかのせけす すけちそす. 》そおそいせふか 
たそたとしけつてつさけか, おそうそしへせそ たちけすけてけうせふか けおかけ, たちけくうあせせふか そてうしかねへ うせけ-
すあせけか そいはかつてうあ そて おかこつてうけてかしへせそ うあきせふに おしみ せあのかこ つてちあせふ たちそいしかす, 
せかちかおさそ けつたそしへくとまてつみ せかおそいちそつそうかつてせふすけ すあちえけせあしへせふすけ たそしけてけねか-
つさけすけ あうあせてまちけつてあすけ おしみ てそえそ, ねてそいふ «せあいちあてへ そねさけ». [ちそすか てそえそ, てあさあみ 
けせてかちたちかてあぬけみ てかそちけけ 』. ｠あせてけせえてそせあ ちあくおとうあかて けつさちふ すかきせあぬけそせあしへ-
せふに たちそてけうそちかねけこ け ちあくせそえしあつけこ うせとてちけ つてちあせふ, さそてそちふか, さそせかねせそ きか, 
けすかまてつみ うかくおか, うさしまねあみ つあすふか せあ たかちうふこ うくえしみお いしあえそたそしとねせふか つてちあせふ.

』かえそおせみ, さあさ せけさそえおあ, うあきせそ あおかさうあてせそ そぬかせけうあてへ ちそしへ け すかつてそ ぬけ-
うけしけくあぬけそせせそえそ なあさてそちあ う すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに, あ てあさきか つそ-
にちあせけてへ け とたちそねけてへ えあちすそせけま すかきせあぬけそせあしへせふに そてせそのかせけこ うせとてちけ 
つてちあせふ. ╇ てかねかせけか おうとに おかつみてけしかてけこ 『そつつけみ, そてさちふうのけつへ すけちと たそつしか 
おしけてかしへせそこ つあすそけくそしみぬけけ, うふせときおかせあ あおあたてけちそうあてへつみ さ うふくそうあす えしそいあ-
しけくあぬけけ. ╇ ほてけに とつしそうけみに そおけせあさそうそ そたあつせそ さあさ けえせそちけちそうあせけか ぬけうけしけ-
くあぬけそせせふに ちあくしけねけこ, てあさ け つてちかすしかせけか くあつてあうけてへ そいはかつてうそ つすそてちかてへ せあ 
すけち てそしへさそ つさうそくへ たちけくすと てあさそえそ ちそおあ たちそてけうそちかねけこ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, 
ねてそ ちあくうかせねあせけか たそおそいせふに すけなそう みうしみかてつみ うあきせかこのかこ くあおあねかこ, つてそみ-
はかこ つかえそおせみ たかちかお ちそつつけこつさそこ けつてそちけねかつさそこ せあとさそこ け たそしけてそしそえけかこ.

╇つか ほてそ そいとつしそうけしそ そつそいとま あさてとあしへせそつてへ せそうそこ ちあいそてふ ╆あきあせそうふに, 
う さそてそちそこ ねかてさそ たそさあくあせそ, ねてそ しけせけけ ちあくおかしあ う ちかあしへせふに け たそてかせぬけ-
あしへせふに さそせなしけさてあに ねあはか うつかえそ たちそにそおみて たそ えちあせけぬあす そておかしへせふに えそつと-
おあちつてう け せかそいにそおけすそ たちかきおか うつかえそ せあにそおけてへ うそくすそきせそつてけ おしみ けに たちかおと-
たちかきおかせけみ. ╅うてそちふ たそおねかちさけうあまて てそて なあさて, ねてそ たちけねけせあ あえちかつつけうせそつてけ 
ねあつてそ しかきけて う そいしあつてけ えかえかすそせけつてつさけに とつてちかすしかせけこ, てそ かつてへ う ほさつたあせつけけ, 
ちあつつすあてちけうあかすそこ う さあねかつてうか そおせそこ けく ぬかしかこ えそつとおあちつてうかせせそこ たそしけてけさけ, 
あ たそねうあ おしみ せあえせかてあせけみ あえちかつつけうせそつてけ つとはかつてうとかて さあさ う おかすそさちあてけ-
ねかつさけに, てあさ け あうてそちけてあちせふに えそつとおあちつてうあに. ╇ ちかくとしへてあてか えちあせけぬあ うそく-
すそきせそえそ さそせなしけさてあ たちそにそおけて つそうつかす せか う そいしあつてけ «ぬけうけしけくあぬけそせせそえそ 
ちあくしそすあ». 〉かちかおさそ そてねあみせせあみ うちあきおあ くあつてあうしみかて うそかうあてへ いしけくさけか, たそねてけ 



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

464

ちそおつてうかせせふか せあちそおふ. ╇ てそ きか うちかすみ けつてそちけみ くせあかて そえちそすせそか さそしけねかつてうそ 
たちけすかちそう すけちせそえそ, おちときせそえそ け うかつへすあ たちそおそしきけてかしへせそえそ つそうすかつてせそえそ 
つとはかつてうそうあせけみ せあぬけこ け せあちそおせそつてかこ, そてせそつみはけにつみ さ ちあくせふす ぬけうけしけ-
くあぬけみす. ╇ とつしそうけみに えしそいあしけくあぬけけ うくあけすそおかこつてうけか ほてせそつそう つてあせそうけてつみ 
いそしかか たしそてせふす け とすかせけか おちときけてへ そさあくふうあかてつみ さちけてかちけかす うふきけうあせけみ. 
ゅてそ そいひかさてけうせそ たそうふのあかて ちそしへ け くせあねかせけか おけたしそすあてけけ う つそうちかすかせせふに 
とつしそうけみに. ¨すかみ くあ たしかねあすけ すせそえそしかてせけこ そたふて おけたしそすあてけねかつさそこ ちあいそてふ, 
╆あきあせそうふ, さあさ せけさてそ おちとえそこ, くせあまて ぬかせと ほてそえそ とすかせけみ おちときけてへ, さそてそちそか 
う おけたしそすあてけねかつさそこ ちあいそてか おそうかおかせそ おそ とちそうせみ けつさとつつてうあ. «〉あおそ つてあ-
ちあてへつみ おちときけてへ, えおか すそきかす, あ てあす, えおか つあおみてつみ せあ えそしそうと, おあうあてへ そてたそち, 
せか つさあてふうあみつへ さ さそせなちそせてあぬけけ», — たそしあえあまて あうてそちふ (つ. 176). 〉かしへくみ 
せか そてすかてけてへ てそねせそつてへ ほてそこ たちそつてそこ なちあくふ, くあ さそてそちそこ とえあおふうあかてつみ うふつそ-
さけこ たちそなかつつけそせあしけくす け すとおちそつてへ そたふてせふに おけたしそすあてそう.

╇そそいはか, うけおけすあみ たちそつてそてあ けくしそきかせけみ, いしあえそおあちみ さそてそちそこ させけえあ しかえさそ 
ねけてあかてつみ, せけさあさ せか つせけきあかて くせあねけすそつてへ うふいちあせせそこ てかすふ. ]あさそせけねせそつてへ 
せか すかのあかて あうてそちあす うふちあくけてへ つとてへ たちそいしかすふ, けおかて しけ ちかねへ そ うせかのせかたそしけ-
てけねかつさそこ さそせぬかたぬけけ 』ぃ╅, たそしけてけさか つそうちかすかせせそえそ [けてあみ けしけ そ 『そつつけけ, 
たかちかきけうあまはかこ てちとおせそか うちかすみ ちあおけさあしへせそえそ そいせそうしかせけみ.

《ておあうあみ おそしきせそか くせあねかせけま たちけせぬけたそう おかすそさちあてけけ, しかきあはけに 
う そつせそうか とつたかにそう ちあくうけてふに つてちあせ, あうてそちふ せか とたとつさあまて けく うけおと えしあうせふか 
ぬかしけ うせかのせかこ たそしけてけさけ 』ぃ╅. 《せけ そたちかおかしみまて けに さあさ そいかつたかねかせけか あすか-
ちけさあせつさそえそ さそせてちそしみ せあお すあさつけすあしへせそ うそくすそきせそこ おそしかこ ちふせさそう ついふてあ 
け ちかつとちつそう, たそおあうしかせけか えかそたそしけてけねかつさけに つそたかちせけさそう, あ てあさきか とつてちあせか-
せけか うつかに ちかきけすそう, さそてそちふか たそ てかす けしけ けせふす たちけねけせあす せか とつてちあけうあまて 
╇あのけせえてそせ. ╇すかつてか つ てかす ╆あきあせそうふ せか とつてあまて えそうそちけてへ そ てそす, ねてそ と せあつ 
つ あすかちけさあせぬあすけ せかて たちけせぬけたけあしへせふに けおかそしそえけねかつさけに ちあくせそえしあつけこ. 
〉あのけ つてちあせふ みうしみまてつみ ねあつてへま かおけせそこ えしそいあしへせそこ すけちそうそこ ほさそせそ-
すけねかつさそこ つけつてかすふ. 〈ふ そおけせあさそうそ くあけせてかちかつそうあせふ う たちそてけうそおかこつてうけけ 
すかきおとせあちそおせそすと てかちちそちけくすと, ちあつたちそつてちあせかせけま せあちさそてけさそう け みおかちせそえそ 
そちときけみ. ゅてそ たそくうそしみかて せあおかみてへつみ せあ さそせつてちとさてけうせそか たあちてせかちつてうそ つ 』そか-
おけせかせせふすけ ぃてあてあすけ, あ てあさきか せあ いそしかか てかつせそか うくあけすそおかこつてうけか つ せあのけすけ 
かうちそたかこつさけすけ つそつかおみすけ. «》あちてせかちつてうそ つ ╊うちそたそこ うそくすそきせそ, つしけみせけか — 
せかて. 『そつつけみ そつてあせかてつみ せかくあうけつけすふす たそしまつそす, いあしあせつけちとまはけす すかきおと 
╇そつてそさそす け ′あたあおそす», — そてすかねあかてつみ う ちあいそてか (つ. 69).

』てちかすけてかしへせふこ ちそつて すそえとはかつてうあ [けてあみ たちけうしかさあかて そつそいそか うせけすあせけか 
あうてそちそう. ╇そ すせそえそす ほてそ そいひみつせみかてつみ てかす, ねてそ けすかせせそ つ [けてあかす と ╆あきあせそ-
うふに つうみくあせあ くせあねけてかしへせあみ ねあつてへ きけくせけ. ╅うてそちふ つ とうあきかせけかす そてせそつみてつみ 
さ うふおあまはけすつみ おそつてけきかせけみす さけてあこつさそこ さとしへてとちふ, そおせそこ けく つあすふに おちかう-
せけに せあ ′かすしか, あ てあさきか さ うたかねあてしみまはけす とつたかにあす さけてあこつさそこ ほさそせそすけさけ 
たそつしかおせけに おかつみてけしかてけこ, ねとうつてうとまて け えしといそさそ たそせけすあまて けつてそちけま, てちあおけ-
ぬけけ, みくふさ, せあさそせかぬ, せあぬけそせあしへせとま たつけにそしそえけま きけてかしかこ 》そおせかいかつせそこ. 
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『かぬかせくけけ け そてくふうふ せあ せあとねせとま け たといしけぬけつてけねかつさとま おかみてかしへせそつてへ

〉あたそすせけす, ねてそ たかちと ╆あきあせそうふに たちけせあおしかきけて せか そおせあ すそせそえちあなけみ, 
たそつうみはかせせあみ うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ たそしけてけさか ほてそこ つてちあせふ.

╇ つうそかこ せそうそこ させけえか ╆あきあせそうふ うせそうへ そてさちふうあまて おしみ ちそつつけこつさそえそ ねけ-
てあてかしみ さけてあこつさとま ぬけうけしけくあぬけま, さそてそちとま いしかつてみはか くせあまて. ╇ ちあいそてか たちけ-
うかおかせふ けせてかちかつせかこのけか なあさてふ け ぬけてあてふ, たそさあくふうあまはけか, ねてそ そおせそこ けく 
そつせそう さけてあこつさそこ えそつとおあちつてうかせせそつてけ そつてあかてつみ さそせなとぬけあせつてうそ. 【あさ, せあたちけ-
すかち, あうてそちふ うつたそすけせあまて つしそうあ [そせなとぬけみ そ てちかに つあすふに えしあうせふに うかはあに おしみ 
とたちあうしかせけみ えそつとおあちつてうそす. «ゅてそ かおあ, そちときけか け おそうかちけか せあちそおあ», — たそしあえあし 
すとおちかぬ. «╅ かつしけ おうか うかはけ?» — «〈そきせそ そてさあくあてへつみ そて そちときけみ», — おそいあうけし 
[そせなとぬけこ. «╅ かつしけ そつてあうけてへ てそしへさそ そおせと うかはへ, ねてそ つあすそか えしあうせそか?» — 
«〈そきせそ けつさしまねけてへ かおと. 』すかちてけ けくおちかうしか せけさてそ せか すそきかて けくいかきあてへ, さそえおあ 
きか せあちそお せか うかちけて, てそ せか とつてそみてへ», — そてうかてけし なけしそつそな (つ. 213). ╆あきあせそうふ 
そてすかねあまて, ねてそ さそせなとぬけあせつてうそ てちあおけぬけそせせそ つしときけしそ そつせそうそこ けつさしまねけ-
てかしへせそこ つてそこさそつてけ さけてあこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ. ゅてあ けおかそしそえけみ たちけうけうあしあ 
しまおみす てあさけか すそちあしへせそ-ほてけねかつさけか せそちすふ, さあさ たそさしそせかせけか たちかおさあす, つしか-
おそうあせけか てちあおけぬけみす, たそねてけてかしへせそつてへ さ ちそおけてかしみす, たちけうみくあせせそつてへ さ つかすへか 
け そいはけせか, とうあきかせけか さ えそつとおあちつてうと け うしあつてみす, てかちたけすそつてへ さ おちとえけす ちかしけ-
えけみす け うくえしみおあす, たちけうかちきかせせそつてへ たちけせぬけたあす «くそしそてそこ つかちかおけせふ» け えあち-
すそせけけ, つさちそすせそつてへ, てちとおそしまいけか, つすけちかせせそつてへ, せかたちけみてけか ほさつてちかすけくすあ. 
』 そおせそこ つてそちそせふ, つそえしあつせそ さそせなとぬけあせつさけす たそつてとしあてあす, たそおねけせかせせふか 
おそしきせふ おかすそせつてちけちそうあてへ たそさしあおけつてそつてへ け たちかおあせせそつてへ せあねあしへせけさと. 
』 おちとえそこ つてそちそせふ, うしあつてへ てあさきか せか おそしきせあ たちかせかいちかえあてへ たちけせぬけたあすけ 
すそちあしけ け おそしえあ, つおかちきあせせそつてけ け とすかちかせせそつてけ, つ てかす ねてそいふ せか たそてかちみてへ 
«すあせおあて せかいあ» せあ とたちあうしかせけか くかすせふすけ おかしあすけ. ¨く ちあいそてふ つしかおとかて, ねてそ 
ほてけ えしといそさそ とさそちかせけうのけかつみ う せあちそおせそす つそくせあせけけ たちけせぬけたふ つかえそおせみ たそ-
しそきかせふ う そつせそうと ちあくうけてけみ つそうちかすかせせそえそ [けてあみ, ねかす うそ すせそえそす そいひみつせみ-
まてつみ け いかつたちかぬかおかせてせふか ほさそせそすけねかつさけか とつたかにけ ほてそこ つてちあせふ.

¨せてかちかつせふ くあすかねあせけみ あうてそちそう, そいひみつせみまはけか そつそいかせせそつてけ さけてあこつさそこ 
すかせてあしへせそつてけ. ╆あきあせそうふ せか たそせあつしふのさか くせあまて しまおかこ, えしといそさそ たそせけすあみ 
けに すけちそうそくくちかせけか. ╇ させけえか とうしかさあてかしへせそ ちあつつさあくふうあかてつみ そ さけてあこつさそこ けか-
ちそえしけなけねかつさそこ たけつへすかせせそつてけ, さそてそちあみ つねけてあかてつみ そおせそこ けく せかつとはけに そたそち 
とせけさあしへせそこ さとしへてとちふ 》そおせかいかつせそこ, そてしけねあまはけに かか そて うつかに おちとえけに さとしへ-
てとち. 》そおねかちさけうあかてつみ, ねてそ «けかちそえしけなふ うふちあいあてふうあまて たちけうふねさと すふつしけてへ 
さそせさちかてせふすけ さあてかえそちけみすけ, えそてそうふすけ なそちすとしあすけ, たそえそうそちさあすけ, たそつしそ-
うけぬあすけ け つちあうせかせけみすけ, くあすかせみまはけすけ あいつてちあさぬけま, えちあすすあてけねかつさけか さそせ-
つてちとさぬけけ, うつたそすそえあてかしへせふか つしそうあ, ねあつてけ ちかねけ け くせあさけ たちかたけせあせけみ» (つ. 258).

』 いそしへのけす けせてかちかつそす ねけてあまてつみ つてちあせけぬふ, たそつうみはかせせふか うしけみせけま 
さけてあこつさそこ さとしへてとちふ け たけつへすかせせそつてけ せあ いそしへのけせつてうそ そさちときあまはけに 》そお-
せかいかつせとま つてちあせ け せあちそおそう. 》ちけ ほてそす そつそいそ そてすかねかせそ, ねてそ うしあつてけ [〉『 
とおかしみまて たちけつてあしへせそか うせけすあせけか そにちあせか さけてあこつさそえそ みくふさあ, けかちそえしけなけねか-
つさそこ たけつへすかせせそつてけ, たそたとしみちけくあぬけけ けに け つ けに たそすそはへま つうそかこ さとしへてとちふ 
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くあ ちといかきそす. ¨くとねかせけか さけてあこつさそえそ そたふてあ たちけすかせかせけみ てあさ せあくふうあかすそこ 
«すみえさそこ つけしふ» たちかおつてあうしみかて つそいそこ そつそいふこ けせてかちかつ おしみ うつかに, さてそ けせてかちか-
つとかてつみ すかきおとせあちそおせそこ たそしけてけさそこ.

╆あきあせそうふ せか そいそのしけ つうそけす うせけすあせけかす け うそたちそつふ, つうみくあせせふか つ せそうそこ 
すかきおとせあちそおせそこ ちそしへま いふつてちそ ちあくうけうあまはかえそつみ [けてあみ. 《せけ つねけてあまて, 
ねてそ «╈ちとたたあ うそつへすけ» おそしきせあ いふてへ ちあつのけちかせあ. ╇ かか つそつてあう せかそいにそおけすそ 
うさしまねけてへ ¨せおけま け [けてあこ. ]けのへ う ほてそす つしとねあか そいせそうしかせせふこ さしとい えしそ-
いあしへせそえそ とたちあうしかせけみ つすそきかて なとせさぬけそせけちそうあてへ たそ-せあつてそみはかすと ほななかさ-
てけうせそ. 》ちけ ほてそす くあおあねあ せそすかち そおけせ — たちけえしとのけてへ つそたかちせけねかつてうそ すかきおと 
つあすけすけ ねしかせあすけ いとおとはかこ «おかつみてさけ». ¨す せときせそ たちかさちあてけてへ つそたかちせけねあてへ 
おちとえ つ おちとえそす う ちかえけそせあに, そにうあねかせせふに いかつたそちみおさあすけ, たちかさちあてけてへ そいすか-
せけうあてへつみ うくあけすせふすけ そいうけせかせけみすけ, おそつてけねへ かおけせそえそ たそおにそおあ さ てあさけす 
みうしかせけみす, さあさ, せあたちけすかち, うせとてちかせせけか たそてちみつかせけみ せあ あちあいつさそす ╇そつてそさか.

ぁてそ さあつあかてつみ おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ, 
てそ う ちあいそてか そてすかねかせそ, ねてそ 『そつつけみ け [けてあこ けすかまて うつか せかそいにそおけすそか おしみ てそえそ, 
ねてそいふ たちそおそしきあてへ さそせつてちとさてけうせそ つそてちとおせけねあてへ つ ぬかしへま なそちすけちそうあせけみ 
すせそえそみちとつせそこ つかてけ すせそえそつてそちそせせけに おけあしそえそう け なそちとすそう, うふちあいそてさけ 
すかにあせけくすそう たちかうかせてけうせそこ おけたしそすあてけけ おしみ とさちかたしかせけみ いかくそたあつ せそつてけ 
う ╅【『. 》ちかおしあえあかてつみ てあさきか けせけぬけけちそうあてへ つそうすかつてせそか そつうそかせけか たそえちあせけね-
せふに てかちちけてそちけこ う ちあすさあに のけちそさそえそ すかきおとせあちそおせそえそ さそせつそちぬけとすあ つ とねあ-
つてけかす う てそす ねけつしか け [けてあみ, ねてそ おそしきせそ たそくうそしけてへ, つ そおせそこ つてそちそせふ, せあこてけ 
ちかつとちつふ おしみ ちあくうけてけみ とさあくあせせふに てかちちけてそちけこ, あ つ おちとえそこ — そいかつたかねけてへ 
おそたそしせけてかしへせふか すかきおとせあちそおせふか えあちあせてけけ ちそつつけこつさそえそ つとうかちかせけてかてあ.

╇ ぬかしそす, えそうそちみ そ たかちつたかさてけうあに ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそえそ つそてちとおせけねか-
つてうあ, ╆あきあせそうふ とさあくふうあまて せあ そてつとてつてうけか つたそちせふに うそたちそつそう, いしけくそつてへ 
たそくけぬけこ たそ いそしへのけせつてうと すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす, いそしへのそこ たそてかせぬけあし 
ほさそせそすけねかつさそえそ け うそかせせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ, あ てあさきか せあ せあしけねけか けつてそちけ-
ねかつさそこ てちあおけぬけけ おそいちそつそつかおつてうあ.

』しかおとかて そてすかてけてへ, ねてそ そいしあつてへ せあとねせふに けせてかちかつそう あうてそちそう, そてちあきかせ-
せあみ う うふたとはかせせふに けすけ つそうすかつてせふに すそせそえちあなけみに, おそつてあてそねせそ のけちそさあ. 
《おせあさそ そ ねかす いふ せけ えそうそちけしそつへ, たそ つとてけ, ちかねへ うつかえおあ けおかて そ 『そつつけけ, かか 
けせてかちかつあに け つてちあてかえけけ けに そつとはかつてうしかせけみ. ╇ ちあいそてか つなそちすとしけちそうあせふ おうか 
えしあうせふか うせかのせかたそしけてけねかつさけか くあおあねけ, つてそみはけか たかちかお つてちあせそこ. ゅてそ そいか-
つたかねかせけか そたてけすあしへせふに とつしそうけこ ちあくうけてけみ う すけちせそす そさちときかせけけ, あ てあさきか 
とさちかたしかせけか ちそつつけこつさけに たそくけぬけこ せあ すけちそうそこ あちかせか, たそうふのかせけか あうてそちけ-
てかてあ 『そつつけけ う すけちそうそす つそそいはかつてうか. ╅うてそちふ たそしあえあまて, ねてそ そつせそうふ すかきおと-
せあちそおせそえそ うしけみせけみ せあのかこ つてちあせふ — ほてそ すそはせふこ うそかせせふこ たそてかせぬけあし, 
たちけちそおせふか け ねかしそうかねかつさけか, うさしまねあみ けせてかししかさてとあしへせふか, ちかつとちつふ, あ てあさきか 
かか そえちそすせあみ てかちちけてそちけみ. 》ちけ ほてそす うあきせかこのかこ くあおあねかこ そつてあかてつみ ちかなそち-
すけちそうあせけか ほさそせそすけねかつさそこ け たそしけてけねかつさそこ つけつてかす. ′おかつへ あうてそちふ たちかお-
しあえあまて そたけちあてへつみ う てそす ねけつしか け せあ せかおあうせけこ そたふて あせあしそえけねせふに ちかなそちす, 
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たちそうかおかせせふに う ょきせそこ [そちかか, 』けせえあたとちか, [〉『 け せあ 【あこうあせか. 《せけ そてすか-
ねあまて, ねてそ «ちかなそちすけちそうあてへつみ せあおそ つ とすそす, せか たちかうちあはあみ ちかなそちすふ う ちあく-
ちとのけてかしへせとま ちかうそしまぬけま». 〉かそいにそおけすそ おかこつてうそうあてへ そつてそちそきせそ, そつすそ-
てちけてかしへせそ, たそほてあたせそ, たちけおかちきけうあみつへ さけてあこつさそえそ たそつてとしあてあ «》かちかにそおけてへ 
ちかねさと, せあはとたふうあみ さあすせけ せそえあすけ». «〉あはとたあし さあすかせへ — おかしあこ のあえ うたか-
ちかお. 〉かて そたそちふ — けはかのへ かか, たちかきおか ねかす おうけえあてへつみ おあしへのか» (つ. 214).

《たふて せあのけに うそつてそねせふに つそつかおかこ えそうそちけて け そ てそす, ねてそ とつたかのせふか 
ちかなそちすふ たちそうそおみてつみ, さあさ たちあうけしそ, たそお ちとさそうそおつてうそす とすせそえそ け つけしへせそえそ 
せあぬけそせあしへせそえそ しけおかちあ, つたそつそいせそえそ そちえあせけくそうあてへ たちそぬかつつ け とたちあうしみてへ 
けす. 》そすけすそ たちそねかえそ, あうてそちふ おかしみてつみ とすそくあさしまねかせけかす, ちあつたちそつてちあせかせ-
せふす つちかおけ つかうかちそあすかちけさあせつさけに けせおかこぬかう: «]まいそか たちけせけすあかすそか ちかのか-
せけか せか おそしきせそ せあせかつてけ うちかおあ つかすけ たそつしかおとまはけす たそさそしかせけみす» (つ. 197).

╆あきあせそうふ たそしあえあまて, ねてそ おかすそさちあてけねかつさそか いとおとはかか おしみ 『そつつけけ せか 
けすかかて あしへてかちせあてけうふ. ╇ たそしへくと ほてそえそ, たそ けに すせかせけま, つうけおかてかしへつてうとかて 
のけちそさそか そいはかつてうかせせそか たちけくせあせけか せそちす おかすそさちあてけけ う すけちか, あ てあさきか 
たそうふのかせけか さとしへてとちせそえそ とちそうせみ せあのかえそ せあちそおあ け いとちせふこ ちそつて けせなそち-
すあぬけそせせふに そいすかせそう. ╇つか ほてそ たちかおそたちかおかしみかて おかすそさちあてけねかつさそか いとおと-
はかか 『そつつけけ, さそてそちあみ てかす いふつてちかか つすそきかて くあせみてへ たそおそいあまはかか かこ すかつてそ 
う すけちそうそす ちかこてけせえか, ねかす いふつてちかか そせあ たちそうかおかて ちかなそちすふ け おあしへせかこのとま 
おかすそさちあてけくあぬけま そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ.

╇ ほてそこ つうみくけ いそしへのそか くせあねかせけか おしみ いとおとはかえそ つてちあせふ けすかかて そぬかせさあ 
せあのかえそ けつてそちけねかつさそえそ たちそのしそえそ. ╊はか ╇.《. [しまねかうつさけこ たけつあし そ せかうそく-
すそきせそつてけ つてちそけてかしへつてうあ «つうかてしそえそ いとおとはかえそ» いかく そつそくせあせけみ とちそさそう 
けつてそちけけ. ╇ ちあくうけてけか ほてそこ てかすふ あうてそちふ, そぬかせけうあみ つてあしけせけくす, たけのとて, ねてそ 
きけくせへ せあのかえそ そいはかつてうあ いとおかて そつてあうあてへつみ せかとつてちそかせせそこ, かつしけ えそつとおあち-
つてうそ いとおかて てかちたかてへ たちそたあえあせおと つてあしけせけくすあ, あ かはか にときか — たそおつたとおせそ 
たそそはちみてへ かか. [そせかねせそ, ちかねへ くおかつへ けおかて せか てそしへさそ そ つてあしけせけくすか, たかちか-
そつすふつしかせけみ てちかいとかて うかつへ 70-しかてせけこ そたふて つそぬけあしけつてけねかつさそえそ つてちそけてかしへ-
つてうあ, くあさそせねけうのかえそつみ ちあくうあしそす つてちあせふ. ¨, さあさ たちかおつてあうしみかてつみ, そねかちかおせあみ 
ちあいそてあ ╆あきあせそうふに — うあきせふこ うさしあお う そつそくせあせけか とちそさそう たちそのしそえそ.

′おかつへ せときせそ つさあくあてへ せかつさそしへさそ つしそう そ てうそちねかつさそす すかてそおか あうてそちそう. 
《つそいかせせそつてへま ちかぬかせくけちとかすそこ ちあいそてふ, さあさ, うたちそねかす, け つてけしみ ╆あきあせそうふに 
う ぬかしそす, みうしみかてつみ おそつてとたせそつてへ けくしそきかせけみ せか てそしへさそ そねかうけおせふに け たちそ-
つてふに, せそ け つしそきせふに けつてけせ おしみ たそせけすあせけみ すかきおとせあちそおせふに みうしかせけこ. 
╇ させけえか つそいちあせふ くあすかてさけ, さそてそちふか ねけてあまてつみ しかえさそ け とうしかさあてかしへせそ. 
》そつたかのせふこ ねけてあてかしへ おあきか すそきかて ちかのけてへ, ねてそ たちけうかおかせせふか そねかちさけ 
せか つそおかちきあて さあさけに-てそ えしといそさそすふつしかせせふに とすそくあさしまねかせけこ. 《おせあさそ ほてそ 
しけのへ たかちうそか, たそうかちにせそつてせそか, あ たそてそすと えしといそさそ そのけいそねせそか うたかねあてしか-
せけか. ╉かこつてうけてかしへせそ, ねけてあてかしへ せか うつてちかてけて う させけえか てあさけに うふちあきかせけこ, さあさ 
«たあちあおけえすあ すふのしかせけみ» けしけ «つてちとさてとちせそ-あせあしけてけねかつさけこ け つけつてかすせそ-
さそすたあちあてけうけつてつさけこ たそおにそおふ».
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╅うてそちふ つそくせあてかしへせそ そてさあくふうあまてつみ そて たちけすかせかせけみ えちそすそくおさけに せあとさそ-
そいちあくせふに なそちすとしけちそうそさ, さそてそちふすけ すせそえけか せそうそけつたかねかせせふか たそしけてそ-
しそえけ せかちかおさそ たちけさちふうあまて そてつとてつてうけか ちかあしへせそえそ つそおかちきあせけみ. ]かえさそつてへ 
けくしそきかせけみ う せそうそこ ちあいそてか ╆あきあせそうふに そてせまおへ せか そくせあねあかて, ねてそ けに たそおにそお 
さ ちあつつすあてちけうあかすふす つしそきせかこのけす たちそいしかすあす つそうちかすかせせそつてけ そてしけねあかてつみ 
しかえさそうかつせそつてへま. 』さそちかか せあそいそちそて, さあきおふこ, さてそ そくせあさそすけてつみ つ せそうそこ 
させけえそこ, といかおけてつみ う てそす, ねてそ そせあ そてしけねあかてつみ えしといけせそこ け すあつのてあいせそつてへま.

╅うてそちふ, さあさ いふ のとてみ, おそせそつみて つうそま てそねさと くちかせけみ おそ ねけてあてかしみ, とにけ-
てちみみつへ えそうそちけてへ そ つしそきせふに うかはあに おそつてとたせそ け つ ますそちそす. 【あさ, そいつときおあみ 
うせかのせかたそしけてけねかつさとま おそさてちけせと 』ぃ╅, そせけ うつたそすけせあまて うふつさあくふうあせけか 
ぁかちねけししみ: «╇つかえおあ すそきせそ いふてへ とうかちかせせふす う てそす, ねてそ ╅すかちけさあ たそこおかて 
たちあうけしへせふす たとてかす. 》そつしか てそえそ, さあさ けつねかちたあかて うつか あしへてかちせあてけうふ» (つ. 41). 
╈そうそちみ そ たちけせぬけたあに みおかちせそえそ つおかちきけうあせけみ, そせけ つしかおとまはけす そいちあくそす 
そたちかおかしみまて けに つとてへ: «[てそ うふつてちかしけて たかちうふす, とすちかて うてそちふす».

╆あきあせそうふ たちそみうしみまて とおけうけてかしへせとま つあすそけちそせけま, おそつてとたせとま てそしへさそ 
たそ-せあつてそみはかすと くせあねけてかしへせふす け てあしあせてしけうふす しまおみす. [せけえあ つそおかちきけて 
すせそえそ えしといそさけに すふつしかこ そ つとてけ ちあいそてふ おけたしそすあてあ, ねてそ せか すかのあかて あうてそちあす 
うつたそすせけてへ つしそうあ てそえそ きか ぁかちねけししみ: «╉けたしそすあて — ほてそ てそて, さてそ くせあかて, ねてそ 
いとおかて たちそけつにそおけてへ くあうてちあ, ねかちかく すかつみぬ け ねかちかく えそお, あ たそてそす つすそきかて そいひ-
みつせけてへ, たそねかすと うつか たそのしそ せか てあさ» (つ. 170). 》かちかきけう つあすふか てみきかしふか おしみ 
せあとねせそえそ つそそいはかつてうあ うちかすかせあ 1990-に えそおそう け つそにちあせけう うかちせそつてへ たちそなかつ-
つけけ, あうてそちふ すそえとて つすかしそ たそくうそしけてへ つかいか のとてけてへ せあ ほてと てかすと つ けくちみおせそこ 
おそしかこ えそちかねけ: «】ねかせふこ ねかしそうかさ — ほてそ てそて, さそてそちふこ おそしえそ とねけしつみ, ねてそいふ 
たそてそす そねかせへ すあしそ くあちあいあてふうあてへ» (つ. 242). 〉そ けすかせせそ てあさ け たちそみうしみかてつみ 
すかちあ てあしあせてあ け おあちそうあせけみ: いふてへ うふのか すあてかちけあしへせふに すかちそさ け, ちあくえしみおかう 
う てとすあせせそす いとおとはかす さそせてとちふ えちみおとはけに つそいふてけこ, せあこてけ うそくすそきせそつてへ 
たそうかおあてへ そい ほてそす しまおみす.

〉か つてあしさけうあてへつみ!*

ゅてあ させけえあ そ つかえそおせみのせかす おせか, そ てちとおせそつてけ け うそくすそきせそつてけ たしそおそてうそち-
せそえそ ぬけうけしけくあぬけそせせそえそ おけあしそえあ. ╇ そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさけに さちとえあに 
すせそえけに つてちあせ つかえそおせみ すとつつけちとかてつみ てかすあ せあちあつてあまはかえそ つてそしさせそうかせけみ 
ぬけうけしけくあぬけこ. 》そおねあつ うつか たちそけつにそおみはかか う すけちか ちあつつすあてちけうあかてつみ ねかちかく 
たちけくすと たちそてけうそちかねけこ すかきおと たちかおつてあうけてかしみすけ ちあくしけねせふに さとしへてとち. 
ゅてけすけ たちそてけうそちかねけみすけ うそ すせそえそす そいひみつせみまてつみ さそせなしけさてふ せあ ╆しけき-
せかす け 』ちかおせかす ╇そつてそさか, せあ ╆あしさあせあに, う ′あさあうさあくへか, をかせてちあしへせそこ ╅くけけ, 
¨せおそつてあせか, すかきほてせけねかつさけか ちあくせそえしあつけみ うせとてちけ ‒ちあせぬけけ, ╈かちすあせけけ 
け おちとえけに かうちそたかこつさけに えそつとおあちつてう. 【あさけか きか さそせなしけさてふ つたかぬけあしけつてふ 

* ゅにそ たしあせかてふ. 2013. づ 29. ╅うえとつて. 』. 49.
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たちかおつさあくふうあまて 』そかおけせかせせふす ぃてあてあす, う さそてそちふに いふつてちそ ちあつてかて ねけつしかせ-
せそつてへ けすすけえちあせてそう けく ]あてけせつさそこ ╅すかちけさけ け ╅くけけ.

╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうふ せか つそえしあつせふ つ あしあちすけつてあすけ. ╇そ-たかちうふに, 
たそ すせかせけま とねかせふに, ぬけうけしけくあぬけけ せか てそしへさそ つてあしさけうあまてつみ, せそ うつか けせてかせ-
つけうせかか うくあけすそおかこつてうとまて け おあきか けせてかえちけちとまてつみ う せあのかす えしそいあしけくけちと-
まはかすつみ すけちか. [ちそすか てそえそ, ねかしそうかねかつてうそ ちあくおかしみかてつみ う たかちうとま そねかちかおへ 
せか せあ ぬけうけしけくあぬけけ, あ せあ せあぬけそせあしへせふか えそつとおあちつてうあ. ╇かつへ くかすせそこ のあち, 
ねとてへ しけ せか おそ たそつしかおせかえそ すかてちあ, たちけせあおしかきけて えそつとおあちつてうあす, そせけ みうしみ-
まてつみ えしあうせふすけ おかこつてうとまはけすけ しけぬあすけ う きけくせけ たしあせかてふ, け けすかせせそ 
けに たそうかおかせけか いとおかて そたちかおかしみてへ おあしへせかこのけこ にそお けつてそちけけ. ╈そつとおあちつてうあ 
きか おかこつてうとまて う つそそてうかてつてうけけ つそ つうそけすけ せあぬけそせあしへせふすけ けせてかちかつあすけ, 
さそてそちふか さそすたしかさつせふ, すせそえそえちあせせふ, ちあくせそそいちあくせふ け おあしかさそ せか うつかえおあ 
つそうたあおあまて つ ぬけうけしけくあぬけそせせふすけ, ちかえけそせあしへせふすけ け たちそねけすけ うかさてそちあすけ. 
〉か つしとねあこせそ, たそ すせかせけま あうてそちそう, 『そつつけみ とつたかのせそ うくあけすそおかこつてうとかて 
つ しけおかちあすけ おちとえけに ぬけうけしけくあぬけこ: [けてあかす, ¨せおそせかくけかこ, ¨ちあせそす. ¨ う てそ 
きか うちかすみ せか うつか つさしあおふうあかてつみ えしあおさそ つ てあさけすけ いしけくさけすけ せあす う ぬけうけしけくあ-
ぬけそせせそす そてせそのかせけけ つてちあせあすけ, さあさ ╈ちとくけみ.

[せけえあ つそつてそけて けく そておかしへせふに つてあてかこ, う そつせそうせそす そたといしけさそうあせせふに 
せあ つてちあせけぬあに «ゅにそ たしあせかてふ». 》そうかつてうそうあせけか う せけに うかおかてつみ そて けすかせけ 
そおせそえそ あうてそちあ. 』おかしあせそ ほてそ てそしへさそ おしみ とおそいつてうあ けくしそきかせけみ すあてかちけあしあ. 
〉あ つあすそす おかしか さ たそおえそてそうさか さあきおそこ つてあてへけ ついそちせけさあ たちけしそきけしけ ちとさと 
おうあ あうてそちあ: ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ. ╉そさてそち けつてそちけねかつさけに 
せあとさ ╊うえかせけこ ╆あきあせそう — あうてそち いそしかか 40 せあとねせふに すそせそえちあなけこ, ちかさてそち 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉あ 『そつつけけ.

╉そさてそち ほさそせそすけねかつさけに せあとさ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ — あうてそち 26 させけえ, 
そさそしそ 300 つてあてかこ う せあとねせそこ け そいはかつてうかせせそこ たかちけそおけさか 『そつつけけ, あ てあさきか 
ょきせそこ [そちかけ, 』ぃ╅, ったそせけけ, [〉『, ╈かちすあせけけ, そせあ — ねしかせ ちみおあ すかきおと-
せあちそおせふに あさあおかすけこ.

¨ うすかつてか けす せか つそこてけつへ?
《 うかさそうかねせそす たちそてけうそつてそみせけけ け けせてかせつけうせそす 

うくあけすそおかこつてうけけ*

『あくうけせ 》.╅.
╈しあうせふこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ 】たちあうしかせけみ

せあとねせそ-さそそちおけせあぬけそせせそこ ちあいそてふ
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ

》かちと あうてそちそう ほてそこ させけえけ たちけせあおしかきけて すせそきかつてうそ てちとおそう たそ たそしけてそ-
しそえけけ, けつてそちけけ け つそうちかすかせせふす うそたちそつあす すかきおとせあちそおせそこ きけくせけ. 〉そうあみ 

* 『あくうけせ 》.╅. ¨ うすかつてか けす せか つそこてけつへ? // 〉╈-Ex Libris. 2013. 29 あうえ.
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ちあいそてあ たそつうみはかせあ えしそいあしへせそこ け う ちみおか あつたかさてそう なけしそつそなつさそこ たちそいしかすあ-
てけさか うくあけすそおかこつてうけみ ぬけうけしけくあぬけこ, さそてそちそか すせそえけす うけおけてつみ う そつせそうせそす 
う なそちすか せかつそうすかつてけすそつてけ け おあきか うちあきおかいせそつてけ, うかおとはかこ さ せかけくいかきせそ-
すと つてそしさせそうかせけま. 》ちけねかす といかきおかせせそつてへ う «うかさそうかねせそす たちそてけうそつてそみ-
せけけ» — ╇そつてそさあ け ′あたあおあ, にちけつてけあせつてうあ け けつしあすあ けしけ, さ たちけすかちと, 『そつつけけ 
け ╊うちそたふ — たちけつとはあ せか てそしへさそ すせそえけす くあたあおせふす あせあしけてけさあす, せそ 
け せかすあしそすと ねけつしと そてかねかつてうかせせふに, さそてそちふか てそきか たそしせそつてへま たちけおかちきけうあ-
まてつみ てあさそえそ «たそしけてそしそえけねかつさそえそ すあせけにかこつてうあ» け うつかえそ しけのへ たちけすかせみまて 
«くかちさあしへせふこ» たそおにそお おしみ いふつてちそえそ そてうかてあ せあ うそたちそつ «さてそ うけせそうあて».

』あすそ せあくうあせけか させけえけ たちかおたそしあえあかて, ねてそ あうてそちふ つねけてあまて てかせおかせぬけま 
さ おけあしそえと ぬけうけしけくあぬけこ うかおとはかこ. 』 つあすふに たかちうふに つてちあせけぬ そせけ くあみう-
しみまて そ せかつそえしあつけけ つ «あしあちすけつてあすけ», たそおねかちさけうあみ, ねてそ «ぬけうけしけくあぬけけ 
せか てそしへさそ つてあしさけうあまてつみ, せそ うつか けせてかせつけうせかか うくあけすそおかこつてうとまて け おあきか 
けせてかえちけちとまてつみ». 》ちけ ほてそす うかつへすあ あちえとすかせてけちそうあせせそ たちそうそおけてつみ すふつしへ, 
ねてそ ねかしそうかねかつてうそ ちあくおかしみかてつみ たちかきおか うつかえそ せか せあ ぬけうけしけくあぬけけ, あ せあ せあぬけ-
そせあしへせふか えそつとおあちつてうあ. ╇すかつてか つ てかす あうてそちふ せけ う さそかこ すかちか せか そてちけぬあまて 
うしけみせけみ せあ すかきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ ぬけうけしけくあぬけそせせふに, さとしへてとちせふに, 
ちかしけえけそくせふに け たちそねけに そつそいかせせそつてかこ, ちあくえちあせけねかせけか すかきおと さそてそちふすけ 
そてせまおへ せか うつかえおあ つそうたあおあかて つ えそつとおあちつてうかせせふすけ えちあせけぬあすけ. ╉しみ そたちか-
おかしかせけみ つてかたかせけ ほてそえそ うしけみせけみ, うふみうしかせけみ つそそてせそのかせけみ なあさてそちそう, 
ついしけきあまはけに せあちそおふ けしけ, せあたちそてけう, すかのあまはけに てあさそすと ついしけきかせけま, 
う させけえか いそしへのそか うせけすあせけか とおかしかせそ けつつしかおそうあせけま そつそいかせせそつてかこ ちあくしけね-
せふに ぬけうけしけくあぬけこ, けに おとにそうせふに け すあてかちけあしへせふに おそつてけきかせけこ, あ てあさきか, 
ねてそ, さあさ たちあうけしそ, けえせそちけちとまて つてそちそせせけさけ あいつそしまてけくあぬけけ ぬけうけしけくあぬけ-
そせせそえそ たそおにそおあ, たちそてけうそちかねけこ け おあきか つてそしさせそうかせけこ うせとてちけ せけに つあすけに.

[せけえあ ╆あきあせそうふに つそつてそけて けく つかすけ えしあう, う てちかに けく さそてそちふに ちあつつすそ-
てちかせふ そいはけか たちそいしかすふ えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ, うそこせふ け すけちあ, おけたしそ-
すあてけけ, うさしまねあみ すせそえそつてそちそせせけか なそちすあてふ, あ てあさきか さとしへてとちふ け けつさとつ-
つてうあ, さそてそちふか, さあさ てかたかちへ たちけくせあまて おあきか つてそちそせせけさけ てちあおけぬけそせせそこ 
Realpolitik, てそきか そさあくあしけつへ うあきせふす さそすたそせかせてそす つけしふ, たとつてへ け «すみえさそこ». 
《つてあしへせふか えしあうふ たそつうみはかせふ 『そつつけけ, 』ぃ╅, ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそすと 
ちかえけそせと, あ てあさきか ╆しけきせかすと け 』ちかおせかすと ╇そつてそさと せあちみおと つ ╅なちけさそこ. 
╉あせせふこ うふいそち せか つしとねあかせ, けいそ ほてけ つてちあせふ け ちかえけそせふ うそ すせそえそす, にそてみ 
け せか たそしせそつてへま, つそうたあおあまて つ てあさけすけ ぬけうけしけくあぬけみすけ, さあさ たちあうそつしあうせあみ, 
くあたあおせあみ, さそせなとぬけあせつさあみ, けつしあすつさあみ け あなちけさあせつさあみ.

╇ てそ きか うちかすみ あうてそちふ けつつしかおとまて ほてけ ぬけうけしけくあぬけそせせふか あちかあしふ せか けくそ-
しけちそうあせせそ おちとえ そて おちとえあ, あ さそすたしかさつせそ, う てかつせそす うくあけすそおかこつてうけけ. ╇ えしあうか 
たそ 『そつつけけ たちけつとてつてうとかて, う ねけつしか たちそねかえそ, け あすかちけさあせつさあみ, け さけてあこつさあみ, 
け かうちそたかこつさあみ てかすあてけさあ. 》そうかつてうとみ そい ╅すかちけさか, あうてそちふ せかけくいかきせそ えそうそ-
ちみて そ うせとてちけあすかちけさあせつさけに ちかあしけみに. 『あくとすかかてつみ, いそしへのあみ ねあつてへ えしあうふ たそ 
╅【『 たそつうみはかせあ [けてあま, せそ う せかこ きか せあちみおと つ うしけみせけかす さけてあこつさそこ ぬけうけしけ-
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くあぬけけ せあ あくけあてつさけか つてちあせふ け すけちそうとま ぬけうけしけくあぬけま う ぬかしそす ちあつつすそてちかせふ 
そてせそのかせけみ [〉『 け つ 『そつつけかこ, け つ 』ぃ╅, け つ ったそせけかこ, け, う つうそま そねかちかおへ, 
うそくすそきせそつてけ け たかちつたかさてけうふ ほてけに おかちきあう う ちかえけそせか. 】おかしかせそ うせけすあせけか 
け つけてとあぬけけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか. ╇ たみてそこ えしあうか けつつしかおとかてつみ すかつてそ 
あちあいつさけに えそつとおあちつてう, 【とちぬけけ け ¨ちあせあ, あ てあさきか あなちけさあせつさけに つてちあせ せあ 
ぬけうけしけくあぬけそせせそこ さあちてか すけちあ, あ てあさきか うせとてちかせせみみ つけてとあぬけみ, けせてかちかつ 
さ さそてそちそこ, せかつそすせかせせそ, たそおそえちかしけ つそいふてけみ あちあいつさそこ うかつせふ. ¨ くおかつへ きか 
そたちかおかしかせふ たそくけぬけけ うかおとはけに うせかのせけに なあさてそちそう.

『そつつけみ け [けてあこ: ねかてふちか うかさあ 
うくあけすそおかこつてうけみ
〈.: ╇かつへ 〈けち, 2013. — 704 つ.

There is a group focused on multipolarity, 
including the editor of the new textbook, 
Alexander Lukin, pro-rector of the Diplomatic 
Academy, and a contributor, and Evgenii 
Bazhanov, president of the Diplomatic Acad-
emy. Often, the case for multipolarity has not 
been differentiated from the case for working 
closely with China in opposition to the United 
States. As China has grown more assertive 
and Sino-US ties less cooperative, checking to 
see if this distinction within Russia is widen-
ing is now a pressing concern…

… Elsewhere, Bazhanov and others take this approach in recognizing that 
Russians are oriented toward the West, know China only superfi cially, and 
need the West for multipolarity. While recognizing that the “China threat” the-
sis would be counterproductive for Russia, the authors warn that in an alliance 
Russia would lose. The impression left is that China is pressing for closer ties, 
but Russia is a status quo power in the Asia-Pacifi c region oriented toward 
a balance of forces while working constructively with China when it seeks a 
peaceful international environment*. The fact that such impressions are only 
indirectly presented as if to date this bilateral relationship remains a spectacular 
success means that the debate between cold war and multipolarity is scarcely 
joined, failing to address the increasingly glaring contradiction between them.

Gilbert Rozman // The Asan Forum. 2013. July 19.

* See Evgenii Bazhanov and Natalia Bazhanova, Mezhdunarodnye otnosheniia v XXI veke [Interna-
tional relations in the twenty-fi rst century] (Moscow: Vostok-Zapad, 2011).
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* * *

╉あせせあみ すそせそえちあなけみ — たかちうふこ う ちそつつけこつさそこ せあとねせそこ しけてかちあてとちか あせあ-
しけく うくあけすそおかこつてうけみ おうとに さそせてけせかせてあしへせふに えけえあせてそう せあ たちそてみきかせけけ 
うつかこ けに けつてそちけけ, つさそせぬかせてちけちそうあせせふこ たそお そおせそこ そいしそきさそこ. ╇そくすそきせそ, 
おしみ せかさそてそちふに ほてあ なちあくあ たちそくうとねけて つてちあせせそ. ╇かおへ させけえ け つてあてかこ たそ 
けつてそちけけ け つそうちかすかせせそすと つそつてそみせけま そてせそのかせけこ すかきおと おうとすみ うかしけさけすけ 
つそつかおみすけ くあ いかく すあしそえそ 400 しかて いふしそ せあたけつあせそ うかしけさそか すせそきかつてうそ, ぬかしふか 
せあとねせふか けせつてけてとてふ くあせけすあしけつへ けに けつつしかおそうあせけみすけ. ╇つか ほてそ てあさ, せそ なあさて 
そつてあかてつみ なあさてそす: おそ つけに たそち せけ う 『そつつけけ, せけ う 』』』『 せか いふしそ けくおあせそ せけ 
とねかいせけさあ, せけ せあとねせそこ すそせそえちあなけけ, う さそてそちふに いふ たそつしかおそうあてかしへせそ ちあつ-
つすあてちけうあしけつへ うくあけすそそてせそのかせけみ 『そつつけけ け [けてあみ せあ うつかす たちそてみきかせけけ けに 
けつてそちけけ. 〈かきおと てかす たそおそいせふか けつつしかおそうあせけみ けくおあうあしけつへ せあ さけてあこつさそす 
け おあきか かうちそたかこつさけに みくふさあに…

… ╈しあうあ «《て おちときいふ ねかちかく さそせなちそせてあぬけま さ せそちすあしけくあぬけけ» せあたけ-
つあせあ ちそつつけこつさけす さけてあかうかおそす け つたかぬけあしけつてそす たそ すかきおとせあちそおせふす そてせそ-
のかせけみす, ちかさてそちそす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊.》. ╆あきあ-
せそうふす け たそつうみはかせあ つしそきせそすと たかちけそおと — そて つそくおあせけみ [〉『 おそ ちあつたあおあ 
』』』『. 〉あ ほてそ うちかすみ たちけにそおけてつみ つあすあみ てかつせあみ おちときいあ け つあすあみ きかつてさあみ 
うちあきおあ すかきおと おうとすみ つてちあせあすけ. 》そおちそいせそ そたけつふうあまてつみ たちけねけせふ け せかけく-
いかきせそつてへ つそくおあせけみ つそまくあ すかきおと おうとすみ さちとたせかこのけすけ さそすすとせけつてけねか-
つさけすけ ちかきけすあすけ, あ てあさきか くあさそせそすかちせそつてへ うそくせけさせそうかせけみ ちあくせそえしあつけこ 
すかきおと せけすけ…

]とさけせ ╅.╇. // 〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ. 2013. づ 9. 』. 180—183.

╈]╅╇ぉ ╇ [〉¨╈╅｠

* * *

╉そさてそち 〈あこさし 『かこつ, うふつそさそたそつてあうしかせせふこ あすかちけさあせつさけこ ねけせそうせけさ 
け さちとたせふこ とねかせふこ, う たちかおけつしそうけけ さ なとせおあすかせてあしへせそすと さそししかさてけう-
せそすと てちとおと さそちかかうかおそう 『そつつけけ け 』ぃ╅ そてすかてけし (つ. 10): «《つそいそ うたかねあて-
しみまて おうか えしあうふ, せあたけつあせせふか 〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ, ねしかせそす 『そつつけこ-
つさそこ あさあおかすけけ せあとさ… 《せあ とさあくふうあかて, ねてそ ちかなそちすふ う [〉╉『 つさそちかか 
うつかえそ つたちそうそぬけちとまて けせなしみぬけま, いかくちあいそてけぬと け つそぬけあしへせとま せかつてあいけしへ-
せそつてへ… 》そほてそすと しそえけねせそ そきけおあてへ, ねてそ たそしけてけさあ “とちかえとしけちそうあせけみ 
ほさそせそすけさけ” 》にかせへみせあ いとおかて け おあしへのか にあちあさてかちけくそうあてへつみ うせとてちかせせけすけ 
たちそてけうそちかねけみすけ, そてちあきあまはけすけ なけしそつそなけま つかうかちそさそちかこつさけに うしあ-
つてかこ: たそたふてさけ たちけうしかねへ けせそつてちあせせふこ さあたけてあし いとおとて つそたちそうそきおあてへつみ 
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とつけしけみすけ たそ とさちかたしかせけま たそしけてけねかつさそえそ け けおかそしそえけねかつさそえそ さそせてちそしみ 
せあお せあつかしかせけかす»*.

* * *

¨くうかつてせふこ あすかちけさあせつさけこ たといしけぬけつて, きとちせあしけつて, ちかおあさてそち, あうてそち おかつみて-
さそう いかつてつかししかちそう たそ すかきおとせあちそおせふす たちそいしかすあす ╉そせあしへお 《いかち おそちなかち 
う つうそかこ させけえか «╉うか [そちかけ» 56 ちあく (!!) ぬけてけちとかて てちとおふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, 
たちけ ほてそす せか つさとたみつへ せあ さそすたしけすかせてふ う かか あおちかつ**. 《せ, う ねあつてせそつてけ, 
たそおねかちさけうあし: «〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, ちそつつけこつさけこ ほさつたかちて たそ さそちかこつさけす 
たちそいしかすあす, けくとねけう えそつとおあちつてうかせせふか け たあちてけこせふか あちにけうふ 』』』『, たそお-
えそてそうけしあ うふおあまはけこつみ せあとねせふこ てちとお “』かうかちせあみ [そちかみ け そてせそのかせけみ たそ 
しけせけけ 』かとし—〈そつさうあ”, さそてそちふこ おそしきかせ つてあてへ そてたちあうせそこ てそねさそこ たちけ けつ-
つしかおそうあせけけ つそいふてけこ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか う 1970—1980-に えそおあに»***.

』【╅【ゃ¨

[そすすかせてあちけこ をかせてちあしへせそえそ ちあおけそ [〉『 そて 3 すあちてあ 1989 えそおあ 
せあ つてあてへま «】ちあうせかせけか つそ すせそえけすけ せかけくうかつてせふすけ»

(》ちあうおあ. 1989. 2 すあちてあ)

』そうかてつさあみ えあくかてあ «》ちあうおあ» 2 すあちてあ そたといしけさそうあしあ さそすすかせてあちけこ そ うけくけてか 
たちかくけおかせてあ 』ぃ╅ ╆とのあ う [けてあこ. ╇ せかす そてすかねあかてつみ, ねてそ かつしけ あおすけせけつてちあ-
ぬけみ ╆とのあ つすそきかて つおかしあてへ うふいそち う たそしへくと せそうそえそ すふのしかせけみ, てそ たかちつたかさ-
てけうふ せか てそしへさそ さけてあこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ, せそ け すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ う ぬかしそす すそえとて つてあてへ かはか つうかてしかか. ╇けくけて ╆とのあ, とさあくふうあかてつみ 
う さそすすかせてあちけけ, たそくうそしみかて つとおけてへ そ せかさそてそちふに せまあせつあに たそしけてけさけ 』ぃ╅ 
う そてせそのかせけけ ╅くけけ. ╆との うふつてとたあかて くあ とえしといしかせけか たちそぬかつつあ ちあくそちときか-
せけみ, たちけうかてつてうとかて としとねのかせけか さけてあこつさそ-つそうかてつさけに そてせそのかせけこ. 《せ せあくうあし 
«にそちそのけす おかしそす» うけくけて ╈そちいあねかうあ う [けてあこ. 《せ てあさきか おあし えあちあせてけけ, ねてそ 
あおすけせけつてちあぬけみ 』ぃ╅ せか せあすかちかせあ ちあくふえちふうあてへ せけ つそうかてつさとま, せけ さけてあこ-
つさとま «さあちてふ». 》そほてそすと さけてあこつさそ-あすかちけさあせつさけか そてせそのかせけみ すそえとて とさちか-
たけてへつみ せあ たとてみに さそせつてちとさてけうせそえそ すかきおとせあちそおせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ.

* Military-Strategic Aspects of North Korean Nuclear Program // James Clay Moltz and Alexan-
der Y. Manzourov (ed.). N.Y.: Routledge, 2000; Bazhanova N. The North Korean Nuclear Program. Secu-
rity, Strategy and New Perspectives from Russia. P. 101—109; Russian Views of the Agreed Framework 
and the Four-Party Talks. P. 219—235; China and the Korean Peninsula. P. 171—178; North Korea’s De-
cision to Develop an Independent Nuclear Program. P. 127—137.
** ¨すかまてつみ う うけおと ちあいそてふ: Bazhanova Natalia. Soviet Policy towards South Korea under Gorbachev // 
Il Yung Chung (edit). Korea and Russia. Towards the 21st Century. Seoul: The Sejong Institute, 1992. 
P. 61—112; Bazhanova Natalia. North Korea and Seoul-Moscow Relations // Ibid. P. 315—351.
*** Oberdorfer Don. The Two Koreas. N.Y.: Basic books, 2001. P. 191.
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『かぬかせくけみ う かきかすかつみねせそす けくおあせけけ を[ [》[ «╆みせへえほ のけおあこ» 
(1989, づ 2) せあ つてあてへま «[〉『: つそぬけあしけくす てちとおせふに おそちそえ» 

(〉そうそか うちかすみ. 1989. づ 40. 1 みせう.)*

* ╇ ちかぬかせくけけ とさあくふうあかてつみ, ねてそ «つそうかてつさけこ あうてそち 〉.╊. ╆あきあせそうあ うかつへすあ そいひかさてけうせそ け つ たそくけぬけこ 
おちときいふ け つそてちとおせけねかつてうあ あせあしけくけちとかて つしそきせふこ たとてへ, さそてそちふこ たちけのしそつへ たちそこてけ [そすたあちてけけ 
[けてあみ け さけてあこつさそすと せあちそおと う けに つてちかすしかせけけ たそつてちそけてへ つそぬけあしけつてけねかつさそか そいはかつてうそ». ¨くしあえあ-
まてつみ うつか そつせそうせふか てかくけつふ つてあてへけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ.
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『かぬかせくけみ くあさちふてそえそ いまししかてかせみ を[ [》[ «をあせへさあそ つみそつけ» 
(1989. 14 すあみ) せあ つてあてへま «〉そうそか すふのしかせけか つ さけてあこつさそこ 
つたかぬけなけさそこ» (〉そうそか うちかすみ. 》ちけしそきかせけか. 1989. ╅たちかしへ)*

『かぬかせくけみ つたかぬいまししかてかせみ を[ [》[ «をあせへさあそ ぬくふしみそ» 
(1989. 14 すあみ) せあ つてあてへま «〉そうそか すふのしかせけか 

つ さけてあこつさそこ つたかぬけなけさそこ»

╇ ちかぬかせくけけ つてあてへみ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ せあくふうあかてつみ «たけそせかちつさそこ, おかすそせつてちけ-
ちとまはかこ, ねてそ う 』』』『 せあちそきおあまてつみ つけしふ, たそおしけせせそ くあけせてかちかつそうあせせふか 
う たちかそおそしかせけけ そてねときおかせせそつてけ すかきおと 〈そつさうそこ け 》かさけせそす, つそくおあせけけ 
なとせおあすかせてあ おしみ たそおしけせせそこ け たそしせそこ せそちすあしけくあぬけけ つそうかてつさそ-さけてあこ-
つさけに そてせそのかせけこ». 》そおちそいせそ あせあしけくけちとまてつみ うつか せそうふか すそすかせてふ う さけてあこ-
つさそこ うせかのせかこ たそしけてけさか, そてすかねかせせふか う つてあてへか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ: う ねあつて-
せそつてけ てそ, ねてそ «さけてあこつさそか ちとさそうそおつてうそ うふおうけせとしそ さそせぬかたぬけま せそうそえそ 
すかきおとせあちそおせそえそ たそしけてけねかつさそえそ たそちみおさあ, たちかおとつすあてちけうあまはとま たかちかうそお 
そてせそのかせけこ すかきおと うつかすけ えそつとおあちつてうあすけ せあ たちけせぬけたふ すけちせそえそ つそつとはか-
つてうそうあせけみ, ねてそ [〉『 うふつてとたあかて くあ うつかつてそちそせせかか くあたちかはかせけか け たそしせとま 
しけさうけおあぬけま うつかに うけおそう みおかちせそえそ, さそつすけねかつさそえそ, にけすけねかつさそえそ け いけそしそえけ-
ねかつさそえそ, あ てあさきか おちとえそえそ そちときけみ すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ, くせあねけてかしへせそか 
つそさちあはかせけか そいふねせふに うそそちときかせけこ».

* ╇ ちかぬかせくけけ とさあくふうあかてつみ, ねてそ あうてそち つてあてへけ 〉.╊. ╆あきあせそうあ, «そていちそつけう そいふねせふか たちかおうくみてそつてへ 
け さそつせそつてへ つそうかてつさけに たそおにそおそう さ [〉『, そいひかさてけうせそ け つ たそおしけせせそ せあとねせふに たそくけぬけこ あせあしけくけちと-
かて さちとたせふか たかちかすかせふ う さけてあこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさか, せあたちあうしかせせふか せあ ちあくうけてけか そてせそのかせけこ 
つ ちあくしけねせふすけ つてちあせあすけ, とさちかたしかせけか すけちあ うそ うつかす すけちか».
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『かぬかせくけみ あせあしけてけねかつさそえそ きとちせあしあ を[ [》[
«╈そうあこ ねきとせえとせおあせのけ みせへぬくま おとせてあこ» (1990. づ 28. 6 けましみ)

せあ つてあてへま «』そうかてつさそ-さけてあこつさけか そてせそのかせけみ: とちそさけ 
たちそのしそえそ け つそうちかすかせせそつてへ»

(〉そうあみ け せそうかこのあみ けつてそちけみ. 1989. づ 2—3)*

* ╇ ちかぬかせくけけ けくしあえあまてつみ そつせそうせふか たそしそきかせけみ つてあてへけ け せかそおせそさちあてせそ たそおねかちさけうあかてつみ, ねてそ ほてそ 
たかちうそか くあ すせそえけか えそおふ つそうかてつさそか けつつしかおそうあせけか う さそてそちそす «そいひかさてけうせそ, うくうかのかせせそ, つたちあうかおしけうそ 
そぬかせけうあかてつみ ほうそしまぬけみ そてせそのかせけこ すかきおと 』』』『 け [〉『, [》』』 け [》[ そて けおかそしそえけねかつさそえそ け うそ-
かせせそ-たそしけてけねかつさそえそ つそまくあ おそ うくあけすせそこ さそせなちそせてあぬけけ, つそおかちきあてつみ さそせつてちとさてけうせふか たちかおしそきか-
せけみ たそ うそくうちあはかせけま ほてけに そてせそのかせけこ う せそちすあしへせそか ちとつしそ».
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《てくふう ╅.╅. ╅さあかうあ, たかちうそえそ たちかくけおかせてあ [ふちえふくつてあせあ, 
あさあおかすけさあ 『╅〉, せあ つてあてへま «『そつつけみ け ′あたあお»

(〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ. 2012. づ 12)

╉そいちふこ おかせへ, えしといそさそとうあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
』 そえちそすせふす けせてかちかつそす たちそねけてあし ╇あのと つ 〉あてあのかこ つてあてへま «『そつ-

つけみ け ′あたあお». ╇ さそちそてさそこ け うかつへすあ せあつふはかせせそこ うあきせふすけ けつてそちけねか-
つさけすけ つそいふてけみすけ つてあてへか ╇あす とおあしそつへ ちあつさちふてへ そつせそうせふか おうけきとはけか 
つけしふ け すそてけうふ てちかにつそてしかてせかこ ほうそしまぬけけ そてせそのかせけこ 『そつつけけ け ′あたあおあ. 
╆しかつてみはか せあたけつあせふ つてちあせけぬふ, たそつうみはかせせふか うせかのせかたそしけてけねかつさそこ おかみ-
てかしへせそつてけ えしあうせそえそ «うかつてかちせけくあてそちあ» [そくふちかうあ う てとちいとしかせてせふか おしみ 『そつ-
つけけ 90-か えそおふ. 〈せか ほてそ いふしそ うおうそこせか けせてかちかつせそ, たそつさそしへさと けすかし けせそえおあ 
うそくすそきせそつてへ せあいしまおあてへ かか うそそねけま.

╆そしへのか うつかえそ すかせみ たそちあくけしけ てか たあちあししかしけ, さそてそちふか ╇ふ たちそうそおけてか 
う さそせぬか つてあてへけ すかきおと おあしかさけす たちそのしふす け せあつてそみはけす, そたけちあみつへ せあ てちとおふ 
うかしけさそえそ ‒とさけおけおあ! ╉かこつてうけてかしへせそ, ╇ふ たちあうふ, けすかせせそ つてちあに たそてかちみてへ 
すけちそうそか えそつたそおつてうそ おうけきかて せかたそつしかおそうあてかしへせそこ うせかのせかこ たそしけてけさそこ 
╆かしそえそ おそすあ せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか. ╅ と つてちあにあ, さあさ けくうかつてせそ, け えしあくあ 
うかしけさけ!

》そしせそつてへま ちあくおかしみま ╇あのか うけおかせけか そ せあちあつてあまはかす つそたかちせけねかつてうか 
[けてあみ け 』ぃ╅, つけしへせふに け つしあいふに さあねかつてうあに さあきおそこ つてそちそせふ. ╉とすあかてつみ, 
ねてそ せあねあうのあみつみ いそちへいあ くあ すけちそうそか しけおかちつてうそ すかきおと ほてけすけ おうとすみ えけえあせ-
てあすけ いとおかて つあすふす くあにうあてふうあまはけす えかそたそしけてけねかつさけす くちかしけはかす たかちうそこ 
たそしそうけせふ XXI うかさあ. ╊つしけ [けてあこ け うふけえちあかて う ほてそこ いそちへいか, てそ つさそちかか 
うつかえそ, さあさ うふ け たちかおたそしあえあかてか, けく-くあ «たちけつてちあつてけみ ╇あのけせえてそせあ さ かうあせえか-
しけねかつさそすと えかえかすそせけくすと», さそてそちあみ たちけうそおけて さ せかけくいかきせふす たそちあきかせけみす, 
たそおてあねけうあまはけす かえそ すそえとはかつてうそ.

╉そつてそこせとま そてたそうかおへ うふ おあしけ «そちあさとしと» しけいかちあしそう せあ うつかす たそつてつそうかて-
つさそす たちそつてちあせつてうか ′いけえせかうと ╆きかくけせつさそすと, てそねせそ け おそにそおねけうそ ちあくひみつせけう 
かえそ あちえとすかせてあぬけま たそ たそうそおと ちあくうあしあ 』』』『, あ てあさきか けつてけせせふか たちけねけせふ 
ほてそえそ たかねあしへせそえそ つそいふてけみ. ╇ かえそ うふつてとたしかせけみに ねあつてそ くうとねけて, ねてそ けすかせせそ 
たそ かえそ ちかぬかたてあす け ちあくうあしけしけ 』そまく.

《ねかせへ にそちそのそ ╇ふ つさあくあしけ そ 』かちえかか ╇けさてそちそうけねか ]あうちそうか. ╉あきか 
う あさあおかすけねかつさそこ つちかおか, おあしかさそこ そて たちあさてけねかつさそこ おけたしそすあてけけ, み ねあつてそ 
つしふのと そ せかす うかしけさそしかたせふか そてくふうふ. 《せ うふくふうあかて つけすたあてけけ け とうあきかせけか 
せか てそしへさそ つうそけす うふおあまはけすつみ おけたしそすあてけねかつさけす すあつてかちつてうそす, せそ け とすか-
せけかす てちとおけてへつみ, さあさ たねかしあ.
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『かぬかせくけみ きとちせあしあ «The Asan Forum» (2013. 』かせてみいちへ) 
せあ つてあてへま «『そつつけみ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか» 

(〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ. 2013. づ 8. 』. 39—58)*

Russia’s thirst for multipolarity on terms that would not require reconsideration 
of its assumptions about countries active in East Asia was on vivid display 
through the summer. Hopes rose appreciably for North Korea’s help in this 
pursuit, doubts about China were limited in ways supportive of this overall 
objective, and commentaries on South Korea, Japan, and India did not 
suggest anything to the contrary. There was no indication of any shift toward 
optimism about the US role in the region, resulting in a search for scenarios to 
bypass its obstructionism rather than to satisfy its needs. The Cold War school 
of thought seized on events to continue its resurgence, even as the multipolar 
school sought, obliquely as necessary, to differentiate itself. In many articles, 
whether from offi cials associated with the Foreign Ministry or from experts 
on countries in the region working in institutes of the Russian Academy of 
Sciences, national identity deductions masqueraded as realist analysis. The 
occasion of the 60th anniversary of the armistice ending the Korean War 
provided one opportunity.

Former ambassador to South Korea Gleb Ivashentsov wrote in the July 
issue of Mezhdunarodnaia zhizn’ a sweeping history of how North Korea has 
fi gured into international relations since the war. The manner in which he 
invokes balance of power theory and national identity theory are telltale signs 
of a prevailing pattern in Russian publications for at least the past decade. The 
starting point is perceptions of the United States straight from the Cold War. 
Ivashentsov argues: the West lost its preeminence with the Soviet victory in 
World War II and a second blow from the victory of communism in China; 
despite varied views on who lit the spark igniting the Korean War, the out-
come of the war was the United States stationing troops in South Korea and 
using the war as a pretext for deepening its presence in Asia and forging alli-
ances against communism; the two Koreas became pawns between East and 
West, as insistence on resolving international relations issues from a position 
of US strength prolonged the standoff; instead of recognizing (along with 
South Korea and Japan) North Korea, the United States preferred the Cold 
War status quo, seeing tensions as convenient for intensifying its military 
and political presence in the region; it drove North Korea to develop nuclear 
weapons in light of legitimate fears of the unilateral use of force against it 
or other governments deemed unsuitable; in labeling the North part of the 
“axis of evil,” Bush brought the US position more into the open and hardened 

* Country Report: Russia (Gilbert Rozman with the assistance of Olga Puzanova).
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the North’s posture; it has remained unprepared to talk and opposed to the 
North’s rightful activity as in the peaceful use of space; along with South 
Korea it overreacted in 2010 to uncertain evidence of how the Cheonan sank; 
and in the summer of 2013 Pyongyang has again signaled its readiness if it is 
not backed into a corner to be a reliable partner; and there is reason to be opti-
mistic if Washington were to recognize that denuclearization follows a peace 
treaty after it drops its hostility to unifi cation and to constructive cooperation 
to end, at last, what is implied to be the continuing Cold War due to US think-
ing. This line of reasoning is missing any acknowledgment of US overtures 
to North Korea over the past 20 years or any attempt to grasp changes in US 
policies. It is reminiscent of Soviet writings.

On the other side of the ledger, Ivashentsov depicts Russia and even China 
as forces for positive solutions to the North Korea issue, saying little about 
South Korea.

An article in the August issue of the same journal by Evgeny Bazhanov 
(read along with his August 2 article in Nezavisimaia gazeta) provides an 
overview of Russia’s policy in the Asia-Pacifi c region with some pointed sug-
gestions. The fi rst thing that stands out to international readers in Bazhanov’s 
historical overview is how the Cold War is treated: it is an inevitable outcome 
of two antagonistic camps, for which Moscow is not faulted for never trying 
what Gorbachev did, and values, except US anti-communist emotions, are of 
no relevance. The Korean War is covered as if it were an expected byproduct 
of the two opposed sides without further interest in assigning blame. Two 
mistakes are cited: fi rst, weaker than the two superpowers, China chose to 
battle against both, then had to decide and chose the West; second, the Soviet 
Union, reacting ideologically to China and quarreling with almost every 
state in the Asia-Pacifi c region as well as fi ghting in Afghanistan, aroused an 
anti-Soviet front along its borders with many negative consequences in the 
late 1970s and 1980s. Crediting policies of the late 1980s with abandoning 
ideology as well as normalizing relations with almost all states in the region, 
especially China, Bazhanov faults the period of the collapse of the Soviet 
Union for turning Russia’s back on the region and strongly praises what has 
been achieved since that stance was reversed. He is particularly positive on 
success with China, which supports Russia’s reforms and needs peaceful sur-
roundings, as does Russia. There is no hint that China may not support some 
modernizing reforms or that Russia has hitched itself too closely.

Bazhanov warns against criticism harmful to relations that over the hori-
zon Russia should be worried that a shifting balance of forces will empower 
China to pressure Russia, and he urges Russia to seize the opportunity of 
China wanting close ties to build a model of mutual cooperation for this cen-
tury. Yet, he proceeds to set forth an agenda in the region directly opposed 
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to China’s: building on overlapping interests in international relations with 
Japan by trying harder to overcome the past, no longer seeing each other 
through the prism of the territorial dispute; while keeping a balance in rela-
tions with North and South Korea, recognizing that ties to the South are much 
closer and drawing it deeper into the development of Siberia and the Russian 
Far East; and accepting ASEAN as the core of regional integration, while deep-
ening strategic ties with Vietnam and recognizing a basis for cooperation with 
the United States. Yet, Bazhanov charges the US rebalancing to this region is 
taking an anti-China direction, even as it is welcomed by almost all states that 
prefer US leadership and fear China’s militarization. He acknowledges that 
polarization is occurring as regional confl icts intensify. As for Russia, he notes 
that it is only a direct participant in one dispute with Japan, for which there is 
no threat of a confrontation.

Bazhanov points to two contending opinions on what Russia’s Asia-Pa-
cifi c regional strategy should be. 1) It is best positioned on the sidelines, as 
tigers battle with each other, eventually appealing to win Russia to their side. 
After all, Russia has no desire to join in the great power rivalries. Given par-
allels to the late nineteenth century situation when Germany was rising, the 
struggle for leadership in the Asia-Pacifi c region may prove very dangerous; 
however, leaving little room to keep one’s distance, he notes. 2) Russia should 
join China in a military alliance against US hegemonism, as some in Moscow 
propose and military analysts as well as others in Beijing are urging. The 
article by Bazhanov makes the case against this. First, there is the problem 
on the Chinese side, even if its leadership may fi nd it useful to frighten the 
United States or Japan with this prospect, since there is good reason to doubt 
that China would cross this line. After all, even as China offi cially rejects US 
proposals for what is essentially a G-2, it is fl attered to be treated as an equal. 
Recalling what happened in the 1950s with the alliance with Beijing, Bazha-
nov warns that drawing so close may backfi re.

Second, Bazhanov lists drawbacks for Russia. It would become a pawn 
of China, get drawn into confl icts, put up barriers to normal contacts with 
other countries, and play a role in undermining the whole global system of 
international relations. Such an alliance with China would also destroy mul-
tipolarity, which requires interactive, not confl ictual, poles, normal relations 
with the United States, not a new cold war, cooperation with the West for both 
the security and development of Russia. For him, multipolarity is essentially 
a status quo approach, not, as it has been interpreted by many Russians over 
two decades, more vigor in countering US hegemonism.

Bazhanov sets forth a regional strategy, seeking the goal of a collective 
system of security, but with more specifi cs on fi ve objectives: 1) joint economic 
projects on the Korean Peninsula along with a deal guaranteeing the security 
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of North Korea as it renounces preparations for nuclear weapons, optimally 
through Six-Party Talks; 2) avoidance of becoming entangled in disputes in 
the East China and South China seas, being careful about allowing Russian 
oil and gas companies to anger China as well; 3) for Russian security and the 
security of other countries, being careful also about the transfer of military 
technology and weapons sales to China; 4) modernizing with foreign invest-
ments and other inputs to Siberia and the Russian Far East in a manner that 
prevents the hegemonism of one country, which means welcoming Japanese 
and South Korean companies as well as Chinese ones in a fundamentally 
new way, breaking the pattern of Russian development; and 5) achieving a 
breakthrough with Japan, given its energy and geopolitical interest in Rus-
sia. Although this article omits recognition of the ascendancy of the fi rst set 
of opinions and the anticipated Chinese reaction to this multipolar agenda, 
defying China on Japan, they are its background.

An article by Konstantin Sarkisov for the online Eurasia 21 Research 
Institute was more detailed in exploring the prospects for Russian-Japanese 
relations. Expressing skepticism, he assesses the global and regional contexts 
as well as the domestic context in each country and political will to resolve the 
territorial question. Since Sarkisov wrote a response to Togo’s July Topics of 
the Month, this summation of his views is quite brief. For the global context, 
he stresses that both Japan and Russia are weaker powers than when they 
negotiated before and there is no prospect of balancing China’s rising power. 
In regional relations Japan and Russia have also lost ground. Abe’s approach 
leaves little hope of progress in relations with South Korea. Internally, Putin 
is losing popularity, and dismal economic news could cost him much of his 
remaining political capital. A deal with Japan could be the main success of 
his third term, but it does not depend on him alone. Abe enjoys a stronger 
domestic base as long as Abenomics is working, and he is positioned for a 
more decisive compromise with Russia. Despite doubts owing to the gap 
between the two countries’ positions, Sarkisov views a deal as theoretically 
possible on the basis of a compromise seen in Japan as 2+alpha and in Russia 
as 4-alpha, whereby an arrangement is made for the two big islands that lets 
Japanese be there without passports and recognition of Russian sovereignty 
while future-oriented partner relations give a big boost to the quality of rela-
tions, most of all economic ones. This message largely reinforces that of Togo 
and Putin for the Russian audience. It takes Abe’s interest seriously and points 
to a way forward. Above all, on the Russian side, it clarifi es what Bazhanov 
and others may contemplate as the path to multipolarity.
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《てくふう ╅.╅. ╅さあかうあ, たかちうそえそ たちかくけおかせてあ [ふちえふくつてあせあ, 
あさあおかすけさあ 『╅〉, せあ けせてかちうへま きとちせあしと «¨てそえけ» 

たそお くあえそしそうさそす «』そねけせつさけこ»
(¨てそえけ. 2014. 3 なかうち. 』. 26—31)

╈しといそさそとうあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね, くおちあうつてうとこてか!
』 いそしへのけす けせてかちかつそす たちそねけてあし ╇あのか くあすかねあてかしへせそか けせてかちうへま 

う «¨てそえあに» そて 3 なかうちあしみ け とくせあし すせそえそ せそうそえそ そ うあきせかこのけに うせかのせか-
たそしけてけねかつさけに つそいふてけみに «てとちいとしかせてせそえそ てちけおぬあてけしかてけみ», そにうあてけうのかえそ 
«さそつすけねかつさけこ うくしかて» け えちとつてせそか さちとのかせけか つそうかてつさそこ ほたそにけ. 》そくおちあう-
しみま ╇あつ てあさきか つ せかつそすせかせせそこ とおあねかこ, たそつさそしへさと ほてそ けせてかちうへま つそうたあしそ 
つ けつてそちけねかつさけす つそいふてけかす — そてさちふてけかす 』そねけせつさそこ 《しけすたけあおふ. 〈せか 
てあさきか いふしそ うかつへすあ たちけみてせそ とくせあてへ, ねてそ ╇あの そてかぬ 》かてち ¨えせあてへかうけね う つうそか 
うちかすみ くあしそきけし «さちあかとえそしへせふこ さあすかせへ» う さちかたさけこ つそうかてつさけこ なとせおあ-
すかせて えそちそおあ-さとちそちてあ 』そねけ, さそてそちふこ つかえそおせみ つてあし けくうかつてかせ うつかすと すけちと. 
っ けすかし つねあつてへか そおせあきおふ, かはか う つそうかてつさとま ほたそにと (1989 え.), そておふにあてへ う 』そねけ 
つ つかすへかこ け つそにちあせけし つあすふか たちかさちあつせふか うたかねあてしかせけみ. ╇ てと たそちと, さそせかねせそ 
きか, 』そねけ ときか いふし たちそつしあうしかせせふす さとちそちてせふす えそちそおそす, ちあくけてかしへせそ そてしけ-
ねあまはけすつみ そて てそこ おかちかうせけ, さそてそちあみ うつてちかねあしあ ╇あつ う せあねあしか 1950-に えそおそう… 
《おせけす つしそうそす, たそしとねけし そえちそすせそか とおそうそしへつてうけか. 』たあつけいそ ╇あす いそしへのそか.

《╆ぅ¨╊ 《を╊〉[¨ 【╇《『ぁ╊』[《‶ ╉╊っ【╊]ゃ〉《』【¨

Russia and the Korean Peninsula

«¨つつしかおそうあせけみ おそさてそちあ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ たそ そてせそのかせけみす う ちあすさあに てちか-
とえそしへせけさあ 』』』『—[〉╉『—『[ — あいつそしまてせそ たけそせかちつさけか, う うふつのかこ つてか-
たかせけ えしといそさけか け たちそくそちしけうふか, そせけ — えしあうせふこ けつてそねせけさ たそ けくとねかせけま 
つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ せあ ╉あしへせかす ╇そつてそさか, さしあおかくへ 
とせけさあしへせそこ けせなそちすあぬけけ け そいひみつせかせけか うけおかせけみ うせかのせかえそ すけちあ けく 
〈そつさうふ».

Wada Haruki
Russia and the Korean Peninsula. Tokyo: University of Tokyo, 2007. P. 11.

* * *

10 つかせてみいちみ 1996
〉あてあのあ,
Let me make a quick comment at the start: you write incredibly well in 

English, a couple of years ago I edited a chapter by Vladislav Zubok from 
USA—Canada, and even though he spoke well in English, his writing was 
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terrible. His writing consisted of Russian sentence structure and grammar 
with English words. But your writing is on a much higher level of language 
ability: you write with English sentences (for the most part) with English 
grammar (completely), and merely every once in a while you use a Russian 
word. 〈そしそおかぬ.*

╉ほうけお 『けうかちあ
╉けちかさてそち たちかおつてあうけてかしへつてうあ ¨せつてけてとてあ
つてちあてかえけねかつさけに けつつしかおそうあせけこ けす. 《しけせあ

(╈あちうあちおつさけこ とせけうかちつけてかて) う 『そつつけけ

* * *

3 けませみ 2011
】うあきあかすふこ えそつたそおけせ ╆あきあせそう,
《つかせへま 2010 えそおあ み たちけつてとたけし さ けつたそしせかせけま そいみくあせせそつてかこ ′あすか-

つてけてかしみ ╈しあうふ 〈けつつけけ, 》そしせそすそねせそえそ 〈けせけつてちあ 》そつそしへつてうあ ったそせけけ 
う 『そつつけけ. 〈かきおと せあのけす たそつそしへつてうそす け ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけかこ 
つとはかつてうとまて おあうせけか おちときかつさけか つうみくけ, け, たちかきおか うつかえそ, すせか いふ そねかせへ 
にそてかしそつへ しけねせそ うつてちかてけてへつみ つ ╇あすけ, ねてそいふ たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ け たちそなかつ-
つそちつさそ-たちかたそおあうあてかしへつさけこ つそつてあう ╅さあおかすけけ くあ くあいそてと そ せあのけに つてあきかちあに, 
そいとねあまはけにつみ う つてかせあに ううかちかせせそえそ ╇あす とねちかきおかせけみ.

〉かさそてそちそか うちかすみ せあくあお すせか おそうかしそつへ つしときけてへ う みたそせつさそす たそつそしへ-
つてうか う [けてあか. 〈かせみ けせてかちかつとかて てかすあ うくあけすそそてせそのかせけこ すかきおと ったそせけかこ, 
[けてあかす け 『そつつけかこ. っ つ いそしへのけす けせてかちかつそす たちそねけてあし ╇あのけ させけえけ たそ 
さけてあかうかおかせけま け いふし いふ そねかせへ ちあお そいすかせみてへつみ すせかせけみすけ つ ╇あすけ たそ ほてそこ 
てかすあてけさか.

》ちそのと ╇あつ たちけせみてへ すそか たちけえしあのかせけか せあ しあせね けしけ ときけせ, たそ ╇あのかすと 
とつすそてちかせけま, けしけ たちけせみてへ すかせみ う けせつてけてとてか う とおそいせふこ おしみ ╇あつ おかせへ 
たそつしか 10 けませみ. ╆とおと ちあお, かつしけ さ せあす つすそきかて たちけつそかおけせけてへつみ ╇あのあ 
つとたちとえあ え-きあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ, み すせそえそ せあつしふのあせ そ せかこ さあさ 
そ うふおあまはかすつみ うそつてそさそうかおか け つ いそしへのけす けせてかちかつそす ねけてあし かか ちあいそてふ.

[かこおくけ ¨おほ
》そつそし ったそせけけ う ｠そちうあてけけ,

ちあせかか たそつしあせせけさ ったそせけけ う 『そつつけけ

* 》かちかうそお: 〉あてあのあ,
… ╇ふ たけのかてか たそ-あせえしけこつさけ せかうかちそみてせそ にそちそのそ. 〈せか たちけのしそつへ たあちと しかて せあくあお ちかおあさてけ-

ちそうあてへ えしあうと ╇しあおけつしあうあ ′といさあ けく ¨せつてけてとてあ 』ぃ╅ け [あせあおふ, け にそてみ そせ にそちそのそ えそうそちけて たそ-
あせえしけこつさけ, かえそ たけつへすかせせふこ てかさつて たちそけくうかし ときあつせそか うたかねあてしかせけか. ゅてそ いふしけ ちとつつさけか さそせ-
つてちとさぬけけ け えちあすすあてけさあ つ あせえしけこつさそこ しかさつけさそこ. ╇ふ きか たけのかてか せあ えそちあくおそ いそしかか うふつそさそす 
とちそうせか — と ╇あつ あせえしけこつさけか たちかおしそきかせけみ (たそ いそしへのかこ ねあつてけ), あせえしけこつさあみ えちあすすあてけさあ (たそしせそ-
つてへま). ¨ しけのへ けくちかおさあ と ╇あつ たちそつさあさけうあまて ちとつつさけか つしそうあ. 〈そしそおかぬ.

¨つさちかせせか ╇あの.
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¨く させけえけ «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ». 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2010. 』. 344—345:

«30 つかせてみいちみ 2003 えそおあ 》ちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ, しあとちかあて 〉そいかしかう-
つさそこ たちかすけけ すけちあ おそさてそち [けす ╉ほ ぁきとせ とつてちそけし たちけかす う えそちそおか 
》とつあせか おしみ えちとたたふ うかおとはけに さそちかかうかおそう すけちあ. ╇ にそおか うつてちかねけ たちそ-
なかつつそち けく ╈かちすあせけけ たそたちそつけし [けす ╉ほ ぁきとせあ そにあちあさてかちけくそうあてへ 
つそつてそみせけか ほさそせそすけさけ 』かうかちせそこ [そちかけ. 》ちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ 
せあ ほてそ そてちかあえけちそうあし てあさ: «』ちかおけ せあつ たちけつとてつてうとかて おそさてそち 〉あてあしへみ 
╆あきあせそうあ — さちとたせかこのけこ う すけちか つたかぬけあしけつて たそ ほさそせそすけさか 』かうかちせそこ 
[そちかけ, ときか いそしかか 10 しかて そせあ たけのかて そねかせへ けせてかちかつせふか させけえけ け つてあ-
てへけ せあ ほてと てかすと. 《せあ たそすそきかて ちあくそいちあてへつみ う つけてとあぬけけ しとねのか すかせみ. 
〈ふ くせあかす おそさてそちあ ╆あきあせそうと け さあさ うかおとはかえそ つたかぬけあしけつてあ たそ [そちかか 
け ╅くけけ う ぬかしそす. 《せあ けくおあしあ すせそえそ させけえ け いそしかか 300 つてあてかこ たそ つあすふす 
ちあくしけねせふす あつたかさてあす あくけあてつさそこ てかすあてけさけ».

[けす ╉ほ ぁきとせ
》ちかくけおかせて 『かつたといしけさけ [そちかみ,

しあとちかあて 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ

╆¨╆]¨《【╊[¨

17 けましみ 2009

╇ふちあきあま ╇あす けつさちかせせまま いしあえそおあちせそつてへ け たちけくせあてかしへせそつてへ くあ させけえけ, 
たそおあちかせせふか 〉あとねせそこ いけいしけそてかさか. ゅてけ けせてかちかつせふか け たちかさちあつせそ そなそちす-
しかせせふか けくおあせけみ たそたそしせみて せかいそしへのとま さそししかさぬけま けく 8 せあくうあせけこ ╇あのけに 
けくいちあせせふに てちとおそう たちかきせけに しかて, たちかおつてあうしかせせとま と せあつ う くあしあに そてさちふてそえそ 
おそつてとたあ さ けせなそちすあぬけけ.

〉か つそすせかうあまつへ, ねてそ さあきおあみ けく ╇あのけに させけえ せあこおかて う 【そすつさか つうそけに 
ねけてあてかしかこ!

╉そいちそえそ くおそちそうへみ, いしあえそたそしとねけみ け せそうふに てうそちねかつさけに とつたかにそう ╇あす 
け ╇あのかすと つそあうてそちと — 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか!

╊ちそにけせあ ╈.』. 
′あすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ 〉あとねせそこ いけいしけそてかさけ 

【そすつさそえそ えそつとおあちつてうかせせそえそ とせけうかちつけてかてあ*

* ╊ちそにけせあ ╈.』. ′あすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ 〉あとねせそこ いけいしけそてかさけ 【そすつさそえそ えそつとおあちつてうかせせそえそ とせけうかち-
つけてかてあ. 17 けましみ 2009 // ╆しあえそおあちつてうかせせそか たけつへすそ.
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[〉『
1982—1985

╈ときかうそこ てちあせつたそちて 
せあ のそつつか せか いふし そたあつかせ 
おしみ たかのかにそおそう (1982)

〉あ つてあちそこ たかさけせつさそこ 
としそねさか (1982)

》そつかはかせけか さそすたしかさつあ 
えちそいせけぬ けすたかちあてそちそう 

おけせあつてけけ 〈けせ (1368—1644)

Из семейного альбома
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Из семейного альбома

》あえそおあ — せかたちかすかせせふこ あてちけいとて 
さけてあこつさそえそ たかこくあきあ

╇ けすたかちあてそちつさそす おうそちぬか ╈とえとせ
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╇ ぬかせてちか 》かさけせあ, と そおせそこ 
けく いあのかせ えそちそおつさけに 

とさちかたしかせけこ

[そえおあ-てそ たしそはあおへ 
【みせへあせへすほせへ とさちあのあしけ 
たそちてちかてふ つそうかてつさけに うそきおかこ

╇ 1984 え. おかせへ ちそきおかせけみ 
〉あてあのけ そてすかてけしけ う 》かさけせか
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Из семейного альбома
【あこうあせへ 1992

』 ねしかせあすけ
てあこうあせへつさそえそ
たあちしあすかせてあ

〉あ たちけかすか 
う 》ちかくけおかせてつさそす おうそちぬか

¨せてかちうへま てあこうあせへつさそすと 
きとちせあしけつてと
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¨ くあ そいかおそす 〉あてあのあ 
たちそおそしきあしあ いかつかおと 

つ なけしそつそなそす-
さそせなとぬけあせぬかす

[けてあこつさけこ てそつて:
«《つとのけす いそさあしふ!»

╇ いとおおけこつさそす にちあすか
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Из семейного альбома

』 たちそなかつつそちそす 〈けせ をくけ, 
えしあうせふす ちとつけつてそす 【あこうあせみ

』 たちかくけおかせてそす 
】せけうかちつけてかてあ さとしへてとちふ 
(つしかうあ) け たちそなかつつそちそす 
〈けせ をくけ (つたちあうあ)

》そつしか そさそせねあせけみ 
〉あてあのけせそこ しかさぬけけ 

う 【あすさあせつさそす 
とせけうかちつけてかてか
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『かおあさぬけみ えあくかてふ «ぁきとせ’みせ きけいあそ» たちけうかてつてうとかて つうそかえそ さそしとすせけつてあ 
〉あてあのと ╆あきあせそうと

【あこうあせへつさけこ たかこくあき
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Из семейного альбома
[〉『 1996

》ちけかにあう う えそちそお 』みすほせへ, 
そいみくあてかしへせそ せときせそ 

つなそてそえちあなけちそうあてへつみ せあ 
なそせか 』さあしふ つそしせかねせそえそ 
つうかてあ — つけすうそしあ えそちそおあ

』そうすかつてせふこ つせけすそさ たそ 
たちそつへいか さけてあこつさけに おかうとのかさ

〉あ ╇かしけさそこ
[けてあこつさそこ つてかせか
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》ちけねとおしけうふか えそちせふか うけおふ と ちかさけ ]けぬくみせ うつかえおあ うおそにせそうしみしけ にとおそきせけさそう
け せか てそしへさそ

[〉『 1999

〉あ なそせか ねとおあ たちけちそおふ — [あすかせせそえそ 
しかつあ う たちそうけせぬけけ ょせへせあせへ

╆かつかおあ つ ╆とおおそこ
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Из семейного альбома
[〉『 2004

『みおそす つ 〈あそ をくほおとせそす 《つてちそう ｠あこせあせへ つしあうけてつみ さそさそつそうふすけ 
そちかにあすけ

】 てちあおけぬけそせせそこ ちふいあぬさそこ おかちかうせけ╇ つてあちそす ぃあせにあか
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《つてちそう ｠あこせあせへ.
〈そしそおそこ さとちそちてせふこ えそちそお 』あせへみ

》あちさ «[そせかぬ 』うかてあ» せあ そつてちそうか 
｠あこせあせへ. 》そ しかえかせおか, う つさあしと 
たちかうちあてけしあつへ うしまいしかせせあみ たあちあ

〉あ うそかせせそす さあてかちか
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Из семейного альбома
】 ちかつてそちあせあ 

けすたかちあてそちつさそこ さとにせけ

』そうちかすかせせあみ
«ねあこせあみ ぬかちかすそせけみ»

』 さけてあこつさそこ たそおちとえそこ
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〈あしへねけさ つ たかちつけさそす つけすうそしけくけちとかて
おそしえそしかてけか

╇ さけてあこつさそす つあおけさか
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Из семейного альбома
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》けつへすあ,

あおちかつそうあせせふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, 

け たちけきけくせかせせふか つてあてへけ そ せかこ*

1950—1960-か えそおふ

′おちあうつてうとこてか, おそちそえけか すそつさうけねけ!**
ぃしかす たちけうかて け きかしあかす くおそちそうへみ… 』かえそおせみ つてそみしけ くあ すあつしそす つ ょちけさそす. 

╉そつてあしけ そおけせ さけしそえちあすす, あ うそそいはか てちとおせそ, いそしへのけか そねかちかおけ.
っ 〉あてあのか おあし たてけねさと しかつせそこ さそせかさ. 』おかしあし さしかてさと. 〉かすせそえそ たそかて. ╇ねかちあ 

たちけせかつしけ おうとに きあうそちそせさそう, あ つかえそおせみ そせけ ときか つてあしけ たかてへ.
〉あてあのあ とねけてつみ にそちそのそ. ゅてそ くあおあねあ いあいとのさけ. 》そ すとくふさか てあさきか, さあさ 

け 〉けせあ, そいしあおあかて つしとにそす.
〉あてあのあ すせか せか おあうあしあ たけつあてへ. ╈そうそちけて, ねてそ み せかえちあすそてせふこ け いとおかて 

すせそえそ そのけいそさ. 〉そ み せあたけつあし. 》ちそうかちへてか け せあたけのけてか, つさそしへさそ そのけいそさ, すせか 
け 〉あてあのか.

╉かお ╅せてそせ***

* * *

8 すあちてあ 1959 え.
】うあきあかすあみ 〉けせあ ╅せてそせそうせあ!
』そそいはあかす, ねてそ ╇あのあ おそねへ 〉あてあのあ うつてちかねあかて たちあくおせけさ 8 〈あちてあ にそちそ-

のけすけ け そてしけねせふすけ とつたかにあすけ う とねかいか たちけ そてしけねせそす たそうかおかせけけ. ぃさそしあ 
いしあえそおあちけて ╇あつ くあ たちあうけしへせそか うそつたけてあせけか おそねかちけ. 》そくおちあうしみかす ╇あつ つ たちあくお-
せけさそす 8 〈あちてあ, きかしあかす くおそちそうへみ け おあしへせかこのけに とつたかにそう う おかしか うそつたけてあせけみ 
おかてかこ う おとにか いかくくあうかてせそこ たちかおあせせそつてけ せあのかこ 『そおけせか.

》けそせかちつさけこ あさてけう さしあつつあ****

* [あさ ときか とさあくふうあしそつへ う たちかおけつしそうけけ さ ほてそこ させけえか, う おあせせふこ ちあくおかし うさしまねかせふ しけのへ せかさそてそちふか 
けく たけつかす け つてあてかこ, あ けすかせせそ てか, さそてそちふか そつうかはあまて せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさとま け おけたしそすあてけ-
ねかつさとま おかみてかしへせそつてへ, おあまて そぬかせさと うせかのせそつてけ け おとのかうせふす さあねかつてうあす 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, 
つそおかちきあて けせてかちかつせふか け そちけえけせあしへせふか すふつしけ. 》けつへすあ ちそおつてうかせせけさそう (くあ ちかおさけす けつさしまねかせけかす) 
う ちあくおかし せか うさしまねかせふ.
** 》けつへすそ あおちかつそうあせそ ちそおけてかしみす 〉あてあのけ.
*** ╅せてそせ ‒かおそちそうけね [しかせそうつさけこ, おかおとのさあ 〉あてあのけ (╆あさと, ╅くかちいあこおきあせ, せあねあしそ 1950-に ええ.).
**** 》けそせかちつさけこ あさてけう 7 «╆» さしあつつあ のさそしふ づ 711 (〈そつさうあ, 』』』『).
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* * *

5 せそみいちみ 1959 え.
╉そちそえあみ つそうかてつさあみ たそおちとえあ 〉あてあのあ!
》とつてへ おちときいあ すかきおと 』そうかてつさけす 』そまくそす け [けてあかす いとおかて うかねせそこ!
╋おと そてうかてあ, さあさ つそしそうかこ しかてあ.

【うそみ さけてあこつさあみ たそおちとえあ ]け ]けせへ*

* * *

8 あたちかしみ 1960 え.
′おちあうつてうとこ, おそちそえあみ たそおちとえあ 〉あてあのあ!
』 ねけつてそつかちおかねせふす たちけうかてつてうけかす さ てかいか てうそみ たそおちとえあ をうかてあ. 〉あてあのあ, 

み てうそか たけつへすそ たそしとねけしあ 6.4.1960. ′あ たけつへすそ け くあ そてさちふてさけ み てかいか そねかせへ 
つたあつけいそ. 】 せあつ ときか 15° てかたしあ. 』かえそおせみ すふ たけつあしけ さそせてちそしへせとま ちあいそてと けく 
ちとつつさそえそ みくふさあ. 『とつつさけこ みくふさ と せあつ とねけて とねけてかしへ ╇あしかちけこ ╈あつさかうけね けく ╆かしそ-
ちとつつさそこ 『かつたといしけさけ.

っ いふしあ う えそちあに, えおか み (にそおけしあ) すそえしあ さあてあてへつみ せあ しふきあに. ′あ せかおかしま み いとおと 
けえちあてへ せあ さそせぬかちてと…

をうかてあ**

* * *

』うあおかいせふこ てそつて
21 えそお 2 すかつみぬあ 12 おせかこ 10 ねあつそう 32 すけせとてふ たちそのしそ つ てそえそ すそすかせてあ, さあさ 

すせか つてあしそ けくうかつてせそ, ねてそ すそみ すそしそおあみ, そいあみてかしへせあみ つとたちとえあ おそさあくあしあ せあのけ 
つたそつそいせそつてけ さそか-ねてそ つそくおあうあてへ け ちそおけしあ おそねへ, さそてそちとま すふ せあくうあしけ にそちそのけす 
ちとつつさけす けすかせかす 〉あてあのあ. ╇かつてへま そ てそす, ねてそ ちそおけしあつへ おそねへ, み, ねかつてせそ えそうそちま, 
そたかねあしかせ せか いふし. ¨ せけ う さあさけか そちえあせふ, せけ せあ さそえそ せか きあしそうあしつみ.

っ せけねかす せか せあたそすけせあし てそえそ あくかちいあこおきあせぬあ, さそてそちふこ たそくうそせけし う ちそおけしへ-
せふこ おそす け つたちそつけし, さあさ つあすそねとうつてうけか きかせふ. ╊すと そてうかてけしけ: «｠そちそのそ, せそねへま 
ちそおけしあ おかうそねさと». ╅くかちいあこおきあせかぬ う そてねあみせけけ さちけねけて: «[あさそこ おかうそねさあ?! ╇ふ 
ねてそ えそうそちけてか?! ╇あす ねてそ, けく を[ せか くうそせけしけ, ねてそ しけ?!»

っ せけさそえおあ せか つそきあしかし そ てそす, ねてそ と せあつ ちあつてかて おそねへ, け おあきか つかこねあつ せかすせそえそ 
えちとつてせそ, ねてそ たとてけ せあのけ ときか せあねあしけ ちあつにそおけてへつみ. 〉そ ねてそ たそおかしあかのへ?! 〈ふ 
たかちかきけうあかす そねかせへ いふつてちそ てかさとはけこ てかすた きけくせけ. ¨ かつしけ おあきか うかはけ ╆あにあ, 
〈そぬあちてあ け ]けつてあ つてあしけ けつたそしせみてへ せあ 15% いふつてちかか, ねかす ちあせへのか, てそ ねてそ とき 
えそうそちけてへ そ うそくちあつてか くあすときかつてうあ.

╇あす たそきかしあしけ つねあつてへみ, くおそちそうへみ, け おちとくへみすけ つさあくあせそ せかすあしそ にそちそのけに 
つしそう. ¨ ほてそ せか つしとねあこせそ. ╇ つかすかこせそこ きけくせけ いふうあまて け つそしせかねせふか おせけ, け にすと-
ちふか, け おそきおへ, け たそちそのあ. 》ちけねかす, さあさ け うそ うちかすかせあに えそおあ, たかちうふか にそしそおあ 

* ]け ]けせへ, さけてあこつさあみ のさそしへせけぬあ けく たちそうけせぬけけ ｠ほこしとせぬくみせ ([〉『).
** をうかてあ ぃてあつてせあ, ねかにそつしそうあぬさあみ のさそしへせけぬあ (′いちあつしあう, ぁかにそつしそうあさけみ).
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》けつへすあ, あおちかつそうあせせふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, け たちけきけくせかせせふか つてあてへけ そ せかこ

いふうあまて つあすふすけ そはとてけてかしへせふすけ. ¨ うそて くおかつへ いとおへてか そつてそちそきせふ う つしそうあに. 
』しそうそ すそきかて け うふしかねけてへ, け といけてへ. 【かたしそか つしそうそ おうか くけすふ えちかかて.

16 すあちてあ 1968 え.*

1973 えそお
22 すあみ 1973 え.

】うあきあかすふこ えそつたそおけせ ╆あきあせそう!
っ たちそおそしきあま せあにそおけてへつみ たそお うたかねあてしかせけかす せあのかこ せかおあうせかこ うつてちかねけ 

つ ╇あすけ け ╇あのかこ そねあちそうあてかしへせそこ きかせそこ 〉あてあのかこ. ╇ふ そいあ おあしけ えしといけせせふこ 
あせあしけく つけてとあぬけけ け う [けてあか, け せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか, さそてそちふこ くあつてあうけし 
すかせみ たそ せそうそすと うくえしみせとてへ せあ すせそえけか うそたちそつふ, う てそす ねけつしか せあ たそしけてけさと 
』』』『 う ╇そつてそねせそこ ╅くけけ.

《ねかせへ せあおかまつへ せあ おあしへせかこのかか ちあくうけてけか せあのかえそ せあとねせそえそ つそてちとおせけねか-
つてうあ け とえしといしかせけか おちときかつさけに そてせそのかせけこ すかきおと せあすけ.

╉きそせ 【. 〈あ**

* * *

28 けませみ 1973 え.
╉そちそえけか ╋かせみ け 〉あてあのあ!
《て けすかせけ すそかこ つとたちとえけ ╉きかこせ, せあのけに おかてかこ け つかいみ しけねせそ いしあえそおあちま うあつ 

くあ たそおあちかせせとま せあす うそくすそきせそつてへ たちそつすそてちかてへ なけしへすふ う ちあすさあに 』そうかてつさそえそ 
さけせそなかつてけうあしみ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. ‒けしへすふ せあす そねかせへ たそせちあうけしけつへ.

¨, さそせかねせそ, つたあつけいそ うあす くあ とねあつてけか う たちけかすか う せあのかす おそすか. ╇つか たちけつとて-
つてうとまはけか うそつにけはあしけつへ さちあつそてそこ 〉あてあのけ け かか ほしかえあせてせふす たしあてへかす…

『. 』てそとせ***

* * *

29 けませみ 1973 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
』たかのと つそそいはけてへ ╇あす, ねてそ み け すそけ おちとくへみ たそしとねけしけ けつてけせせそか とおそうそしへ-

つてうけか そて ╇あのかえそ いしかつてみはかえそ うふつてとたしかせけみ う ╉あしへせかうそつてそねせそす そいはかつてうか. ╇つか 
すふ — つたかぬけあしけつてふ たそ [けてあま け [そちかか つ いそしへのけす つてあきかす, け, てかす せか すかせかか, 
つしとのあしけ ╇あつ つ そてさちふてふすけ ちてあすけ, ╇ふ — せあつてそみはけこ ほさつたかちて う そいしあつてけ うそつてそ-
さそうかおかせけみ け, さ てそすと きか, そねあちそうあてかしへせあみ きかせはけせあ. 〉あおかかすつみ うせそうへ け うせそうへ 
けすかてへ ねかつてへ たちけせけすあてへ ╇あつ う ╉あしへせかうそつてそねせそす そいはかつてうか.

╈かせちけ ╅すつてちそせえ****

* 【そつて せあ 〉あてあのけせそこ つうあおへいか ╊うえかせけみ 》あうしそうけねあ [そちつあさそうあ, たあたふ 〉あてあのけ, 16 すあちてあ 1968 え.
** ╉きそせ 【. 〈あ, おけちかさてそち いけいしけそてかさけ ╈とうかちそうつさそえそ けせつてけてとてあ うそこせふ, ちかうそしまぬけけ け すけちあ (』てほせ-
なそちお, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** 『けねあちお 』てそとせ, いあせさけち, つそつかお たそ としけぬか, えおか せあにそおけしそつへ ╈かせかちあしへせそか さそせつとしへつてうそ 』』』『 
う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
**** ╈かせちけ ╅すつてちそせえ, あおすけちあし ╇〈』 』ぃ╅ う そてつてあうさか, たちかくけおかせて ╉あしへせかうそつてそねせそえそ そいはかつてうあ 
([けてあこつさそえそ さしといあ «【けななけせ») (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

23 けましみ 1973 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ,
╇ さあねかつてうか たちかおつかおあてかしみ つけすたそくけとすあ たそ たかちつたかさてけうあす てそちえそうしけ のてあてあ 

╇あのけせえてそせ つ えそつとおあちつてうあすけ 【けにそそさかあせつさそえそ いあつつかこせあ にそねと たそいしあえそおあちけてへ 
╇あつ くあ たちかさちあつせそか うふつてとたしかせけか, そてさちふうのかか せあす えしあくあ せあ のけちそさけか うそくすそき-
せそつてけ つそうかてつさそえそ ちふせさあ. 〉あおかかすつみ せあ せそうふか うつてちかねけ つ ╇あすけ け ╇あのけすけ さそし-
しかえあすけ…

]そとほし 〈けさかしうかこて*

* * *

3 あうえとつてあ 1973 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうふ!
｠そねと つそそいはけてへ うあす, ねてそ すふ たそしとねけしけ けつてけせせそか とおそうそしへつてうけか そて うあのかえそ 

うけくけてあ う をかせてち け そて うそくすそきせそつてけ そいすかせみてへつみ つ うあすけ すせかせけみすけ そ [けてあか け 
たかちつたかさてけうあに ちあくうけてけみ てそちえそうそ-ほさそせそすけねかつさけに つうみくかこ すかきおと 』』』『 け 』ぃ╅. 
〉あの をかせてち う うふつのかこ つてかたかせけ くあけせてかちかつそうあせ う てそす, ねてそいふ うせそつけてへ さそせつてちとさ-
てけうせふこ うさしあお う とえしといしかせけか つそうかてつさそ-あすかちけさあせつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ…

『けねあちお 』. [けせえ**

* * *

9 あうえとつてあ 1973 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
》ちけすけてか せあのと えしといそさとま いしあえそおあちせそつてへ くあ ╇あのか くあすかねあてかしへせそか うふつてと-

たしかせけか たかちかお ねしかせあすけ ╈とすあせけつてけねかつさそえそ そいはかつてうあ, う さそてそちそす ╇ふ ねかてさそ そいそ-
くせあねあしけ, ねてそ せかそいにそおけすそ おかしあてへ おしみ たちそおうけきかせけみ うたかちかお ほさそせそすけねかつさそえそ 
つそてちとおせけねかつてうあ け たそしけてけねかつさそえそ うくあけすそおかこつてうけみ すかきおと 』ぃ╅ け 』』』『… 
╇あのか うふつてとたしかせけか, せかつそすせかせせそ, いとおかて つたそつそいつてうそうあてへ ちそつてと うくあけすそたそせけすあ-
せけみ すかきおと せあのけすけ つてちあせあすけ…

╉きそちおあせ ]. 〈あちてけせかししけ-すしあおのけこ***

* ]そとほし 〈けさかしうかこて, たちかくけおかせて 【そちえそうそこ たあしあてふ え. 』けほてしあ (』けほてし, ╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
** 『けねあちお 』. [けせえ, けつたそしせけてかしへせふこ おけちかさてそち をかせてちあ すかきおとせあちそおせそえそ いけくせかつあ (]そつ-╅せおきかしかつ, 
[あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╉きそちおあせ ]. 〈あちてけせかししけ-すしあおのけこ, たちかくけおかせて ╈とすあせけつてけねかつさそえそ そいはかつてうあ そさちとえあ 〈あちけせ 
(』そつそしけてそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

12 あうえとつてあ 1973 え.
〈あおあす ╆あきあせそうあ!
╇ふ たそさそちけしけ つかちおぬあ ねしかせそう せあのかえそ さしといあ せか てそしへさそ つうそけすけ ちあくとすせふすけ 

け せそうあてそちつさけすけ けおかみすけ, せそ け つうそけす うせかのせけす うけおそす, すあせかちあすけ. 』そうかてつさそか 
たちあうけてかしへつてうそ うたちあうか えそちおけてへつみ てあさけす たちかおつてあうけてかしかす う 』ぃ╅, さあさ ╇ふ…

╉きそせ 〉. ╉きけしし*

* * *

22 あうえとつてあ 1973 え.
】うあきあかすふか えそつたそおけせ ╆あきあせそう け えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
｠そねと そて うつかこ おとのけ たそいしあえそおあちけてへ うあつ くあ とねあつてけか 20 あうえとつてあ つ.え. う せあとね-

せふに おけつさとつつけみに つそ つたかぬけあしけつてあすけ «『ゅ〉╉あ», くあせけすあまはけすけつみ たちそいしかすあすけ 
』』』『 け つてちあせ ╇そつてそねせそこ ╅くけけ. ╇つか そせけ う そおけせ えそしそつ うふちあきあまて うそつにけはかせけか 
うあのけすけ くせあせけみすけ け うあのけす とすかせけかす みつせそ け ねかてさそ ちあくひみつせけてへ つうそま てそねさと 
くちかせけみ つそいかつかおせけさあす, う てそす ねけつしか そたたそせかせてあす…

》そし 】けさつ**

* * *

24 あうえとつてあ 1973 え.
】うあきあかすふこ えそつたそおけせ ╆あきあせそう!
っ け すそみ きかせあ たそしとねけしけ けつてけせせそか とおそうそしへつてうけか そて うつてちかねけ つ ╇あすけ 

け ╇あのかこ いしけつてあてかしへせそこ きかせそこ. 》そお うあのけす うしけみせけかす すふ くあえそちかしけつへ けおかかこ 
ちあくうかちせとてへ う ょきせそこ [あしけなそちせけけ のけちそさとま せあとねせそ-たちそつうかてけてかしへつさとま 
ちあいそてと う ぬかしみに つてけすとしけちそうあせけみ つそてちとおせけねかつてうあ つ うあのかこ つてちあせそこ う てそちえそうそ-
ほさそせそすけねかつさそこ け せあとねせそ-そいちあくそうあてかしへせそこ そいしあつてみに.

〉あおかまつへ, くあおとすあせせそか せあすけ たそしとねけてつみ うそ いしあえそ せあちそおそう おうとに つてちあせ. 
¨, さそせかねせそ, にそてけす たちそおそしきけてへ しけねせとま おちときいと すかきおと せあのけすけ つかすへみすけ…

ゅしけあつ 』.╊.***

* ╉きそせ 〉. ╉きけしし, けつたそしせけてかしへせふこ おけちかさてそち さしといあ «『そてあちけ 【かちちあ ]けせおあ» (〉そうあてそ, [あしけなそち-
せけみ, 』ぃ╅).
** 》そし 】けさつ, ちとさそうそおけてかしへ そておかしあ つうみくかこ つ そいはかつてうかせせそつてへま さそちたそちあぬけけ «RAND», «すそくえそうそえそ 
ぬかせてちあ» 》かせてあえそせあ (』あせてあ-〈そせけさあ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ゅしけあつ 』.╊., おかさあせ のさそしふ いけくせかつあ ょきせそ-[あしけなそちせけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (]そつ-╅せおきかしかつ, 
[あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

1 つかせてみいちみ 1973 え.
】うあきあかすふか えそつたそおあ ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうふ!
╇あの そなけぬけあしへせふこ うけくけて う ]そつ-╅せおきかしかつ たそつしときけし おかしと とえしといしかせけみ 

ちあくちみおさけ け ちあつのけちかせけみ つそてちとおせけねかつてうあ う あすかちけさあせそ-つそうかてつさけに そてせそのか-
せけみに…

〉あおかかすつみ, け うあす たそせちあうけしそつへ たちかいふうあせけか う ょきせそこ [あしけなそちせけけ, う てそす 
ねけつしか たそつかはかせけか うあすけ たあちさあ ╉けつせかこしかせお け おちとえけに おそつてそたちけすかねあてかしへせそ-
つてかこ. 〈ふ つてあちあしけつへ おそつてあうけてへ うあす すあさつけすとす とおそうそしへつてうけみ…

ゅおうあちお 『あこつ*

* * *

12 そさてみいちみ 1973 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあのあ!
『あくちかのけてか けつさちかせせか たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ たちかさちあつせそか うふつてとたしかせけか 

う せあのかす 』そうかてか 10 そさてみいちみ つ.え. ╇ふ たそさそちけしけ あとおけてそちけま, つそつてそみはとま けく «つしけ-
うそさ» つあせ-なちあせぬけつつさそえそ そいはかつてうあ, つうそけすけ えしといそさけすけ たそくせあせけみすけ, とすかせけかす 
ねかてさそ なそちすとしけちそうあてへ つそいつてうかせせとま たそくけぬけま け, さそせかねせそ きか, ╇あのけすけ えちあぬけ-
そくせふすけ すあせかちあすけ. ╇ふ いふしけ たそおしけせせそこ たちけすそこ う てそて うかねかち. 〈せそえけか けく てかに, 
さてそ つしとのあし ╇あつ, たちけくせあまて, ねてそ うたかちうふか たそせみしけ, う ねかす くあさしまねあかてつみ うせかのせみみ 
たそしけてけさあ 』』』『.

『けねあちお ｠ほええけ**

* * *

30 そさてみいちみ 1973 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
『あくちかのけてか うふちあくけてへ ╇あす えしといそさとま いしあえそおあちせそつてへ くあ ╇あのか うふおあまはかかつみ 

うふつてとたしかせけか 24 そさてみいちみ たかちかお ねしかせあすけ せあのかえそ さしといあ, あ てあさきか ちとさそうそおけてか-
しみすけ えそちそおあ 《さしかせおあ, たちかおつてあうけてかしみすけ すかつてせそこ そいはかつてうかせせそつてけ け おかしそうふに 
さちとえそう.

╇ふ みちさそ たそさあくあしけ つうそか うけおかせけか おあしへせかこのかえそ たちそおうけきかせけみ うたかちかお そてせそ-
のかせけこ すかきおと 』ぃ╅ け 』』』『 け ちそしけ きかせはけせ う ほてそす たちそぬかつつか. 〈ふ てあさきか 
せあにそおけすつみ たそお うたかねあてしかせけかす ╇あのかえそ ちあつつさあくあ そ ちそしけ きかせはけせ う つそうかてつさそす 
そいはかつてうか. ╇ふ つあすけ, いかくとつしそうせそ, みうしみかてかつへ うふおあまはけすつみ たちかおつてあうけてかしかす きかせ-
はけせ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ, け すふ えそちおふ, ねてそ つてあしけ ╇あのけすけ おちとくへみすけ…

╉きけせ 』あこすあつ***

* ゅおうあちお 『あこつ, たちかくけおかせて をかせてちあ すけちそうそこ てそちえそうしけ え. ]そつ-╅せおきかしかつあ (]そつ-╅せおきかしかつ, [あしけなそち-
せけみ, 』ぃ╅).
** 『けねあちお ｠ほええけ, たちかくけおかせて 』そうかてあ すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす 』かうかちせそこ [あしけなそちせけけ (』あせ-
‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╉きけせ 』あこすあつ, たちかくけおかせて きかせつさそえそ さしといあ «』そちそたてけすけつて» え. 《さしかせおあ (《さしかせお, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

2 せそみいちみ 1973 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ,
〈せか おそうかしそつへ たちけつとてつてうそうあてへ せあ ╇あのかす せかおあうせかす うふつてとたしかせけけ う さしといか 

«』そちそたてけすけつて» え. 《さしかせおあ. 》そつさそしへさと ╇ふ たちそけくうかしけ せあ すかせみ うたかねあてしかせけか 
ねかしそうかさあ つたちあうかおしけうそえそ, ちあくとすせそえそ, けすかまはかえそ おそいちとま うそしま, み そいちあはあまつへ 
さ ╇あす そて けすかせけ つうそかこ たあちてけけ つ たちそつへいそこ: たそつたそつそいつてうとこてか, ねてそいふ ╇あのか 
たちあうけてかしへつてうそ, けつにそおみ けく つそそいちあきかせけこ えとすあせせそつてけ け ねかしそうかねかつさそえそ おそつてそ-
けせつてうあ, せかすかおしかせせそ そつうそいそおけしそ けく てまちへすふ ぃたあせおあと う ╆かちしけせか 『とおそしへなあ 
╈かつつあ, ねかしそうかさあ, さそてそちふこ, いとおとねけ つそちあてせけさそす ╈けてしかちあ, うふつてとたあし くあ すけち 
け おちときいと すかきおと うつかすけ せあちそおあすけ… ゅてそて しそくとせえ うふおうけえあかて け ╇あのか たちあうけ-
てかしへつてうそ…

╅ししかせ ]け ╇けせつかせて*

* * *

9 せそみいちみ 1973 え.
╉そちそえそこ ╊うえかせけこ!
¨くうけせけ, ねてそ せか せあたけつあし ちあせへのか (さあさ そいかはあし), つしけのさそす すせそえそ たちそいしかす 

そいちとのけしそつへ せあ せあのけ つ ╆あちいあちそこ えそしそうふ.
』ちあくと そてすかねと: すふ せか いとおかす きけてへ う 〉へま-‶そちさか. ╇ たけつへすか うつかえそ せか そいひ-

みつせけのへ, せそ すふ たちそつてそ せか う つそつてそみせけけ きけてへ う ほてそす えそちそおか. ¨てあさ てちとおせそ 
あおあたてけちそうあてへつみ さ ╅すかちけさか たそつしか つてそしへさけに しかて たちかいふうあせけみ くあ ちといかきそす, あ とき 
たちけつたそつそいけてへつみ さ 〉へま-‶そちさと! [そちそねか えそうそちみ, ほてそ せか せあの しまいけすふこ えそちそお.

っ つそそいはけし う ╈そつおかたあちてあすかせて そ つうそかす そてさあくか ちあいそてあてへ う 〉へま-‶そちさか. 
〉か くせあま, さあさ ほてそ つさあきかてつみ せあ すそかこ さあちへかちか, う いまちそさちあてけねかつさそこ つけつてかすか うそく-
すそきせふ しまいふか ほさつぬかつつふ. ╇ しまいそす つしとねあか, そねかせへ にそねかてつみ そつてあてへつみ せあ さけてあこ-
つさそす せあたちあうしかせけけ.

〈ふ つ ╆あちいあちそこ くあせみしけつへ つかこねあつ たそさとたさそこ おそすあ う ╇あのけせえてそせか. [あさ 
てそしへさそ さとたけす け とつてちそけすつみ せあ せそうそす すかつてか — きおかす うあつ つ 〉あてあのかこ う えそつてけ. 
《いかはあこてか, ねてそ たちけかおかてか!

ぁてそ さあつあかてつみ せあのかえそ つ ╆あちいあちそこ うけくけてあ う [あしけなそちせけま さ すそけす ちそおけ-
てかしみす, てそ たそ ちみおと たちけねけせ ほてそ うちみお しけ たそしとねけてつみ う せふせかのせかす えそおと. 〉そ すふ 
う しまいそす つしとねあか おそしきせふ うつてちかてけてへつみ つ てそいそこ け つ 〉あてあのかこ おそ てそえそ, さあさ せあつ 
つ ╆あちいあちそこ そたみてへ うふたけにせとて せあ ちあいそてと う さあさとま-せけいとおへ あくけあてつさとま つてちあせと…

〈あこさし ╆むちせつ**

* ╅ししかせ ]け ╇けせつかせて, ちとさそうそおけてかしへ つあせ-なちあせぬけつつさそえそ そておかしかせけみ 〉あぬけそせあしへせそこ つそぬけあしけつてけねか-
つさそこ たあちてけけ いかしふに しまおかこ (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** 〈あこさし ╆むちせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ (1968—
1970), つそてちとおせけさ ╈そつおかたあちてあすかせてあ 』ぃ╅ つ せあねあしあ 1970-に えそおそう (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
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1974 えそお
10 みせうあちみ 1974 え.

╉そちそえそこ ╊うえかせけこ!
╉そ つけに たそち つ とおそうそしへつてうけかす うつたそすけせあま たそかくおさと つ てそいそこ, 〉あてあのかこ 

け つそうかてつさけすけ すそちみさあすけ たそ すそけす ちそおせふす すかつてあす う ょきせそこ [あしけなそちせけけ. 
〉あおかまつへ, うあす たそせちあうけしそつへ.

〈ふ, せあさそせかぬ, うひかにあしけ う さとたしかせせふこ おそす う ╇けちおきけせけけ. 》ちかおつてそけて すせそえそ 
ちあいそてふ, せそ すふ うかちけす, ねてそ う さそせかねせそす つねかてか たそつてあうしかせせふに ぬかしかこ おそいへかすつみ. 
╉かてけ ときか おそうそしへせふ — けす せちあうみてつみ け おそす, け いそしへのそこ たあちさ, ちあつたそしそきかせせふこ 
たそ つそつかおつてうと.

╅ うそて み たそおさあねあし け たそおうかちえつみ さちけてけさか つそ つてそちそせふ ╆あちいあちふ: けえちあし 
う いあつさかていそし け たそてみせとし すふのぬと せあ せそえか…

《ねかせへ つさとねあかす たそ うあす つ 〉あてあのかこ, たちけかくきあこてか たちそうかおあてへ せあつ. ╆とおかす 
そねかせへ ちあおふ…

〈あこさし ╆むちせつ*

* * *
15 なかうちあしみ 1974 え.

】うあきあかすふか おそさてそち ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け おそさてそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ!
』たあつけいそ くあ うあのか つそうすかつてせそか うふつてとたしかせけか 14 なかうちあしみ たそ うそたちそつと 

たそしけてけさけ 』』』『, 』ぃ╅ け [けてあみ う ちあこそせか 【けにそえそ そさかあせあ. ゅてそ うふつてとたしかせけか 
たそくうそしけしそ せあのかこ たちそなかつつとちか しとねのか たそせみてへ しそえけさと おかこつてうけこ つそうかてつさそえそ 
たちあうけてかしへつてうあ せあ すけちそうそこ あちかせか, そいそえあてけしそ せあのけ くせあせけみ そ ╇そつてそさか. 
╉あきか うあの えしあうせふこ そたたそせかせて う つそつてそみうのかこつみ おけつさとつつけけ 〉かうけしし 〈あさ-
つうかしし たちけくせあかて, ねてそ うふ けくすかせけしけ かえそ うくえしみお せあ すせそえけか うそたちそつふ, う ねあつて-
せそつてけ, せあ つとてへ たそえちあせけねせそえそ つたそちあ すかきおと 』』』『 け [けてあかす…

╈かせちけ 』. 『そとほせ**

* * *
25 なかうちあしみ 1974 え.

】うあきあかすふか えそつたそおあ ╆あきあせそうふ!
っ け すそみ きかせあ そねかせへ たちけくせあてかしへせふ うあす くあ とねあつてけか う そいかおか う せあのかす 

おそすか. ╇あのか たちけつとてつてうけか とさちあつけしそ せあのと うつてちかねと, うふ うしまいけしけ う つかいみ うつかに 
せあのけに えそつてかこ, せか えそうそちみ ときか そ せあつ つあすけに. ╇ふ てあさ さちあつそねせそ ちあつつさあくふうあしけ そ 
つうそかこ つてちあせか, ねてそ すふ つ きかせそこ ちかのけしけ おそたそしせけてへ せあのと おかしそうとま たそかくおさと 
う 』さあせおけせあうけま たそつかはかせけかす ]かせけせえちあおあ, 〈そつさうふ け 』そねけ. 』たあつけいそ くあ 
うあのけ ちかさそすかせおあぬけけ…

『そいかちて ╈そすたかちてつ***

* 〈あこさし ╆むちせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ (1968—
1970), つそてちとおせけさ ╈そつおかたあちてあすかせてあ 』ぃ╅ つ せあねあしあ 1970-に えそおそう (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
** ╈かせちけ 』. 『そとほせ, ちとさそうそおけてかしへ たちそえちあすすふ たそ さそせてちそしま せあお うそそちときかせけみすけ 』てほせなそちおつさそえそ 
とせけうかちつけてかてあ (』てほせなそちお, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** 『そいかちて ╈そすたかちてつ, たちかくけおかせて 【そちえそうそこ たあしあてふ え. ╅てかちてそせあ (╅てかちてそせ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

3 けませみ 1974 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
〈ふ ちあくちあいそてあしけ せそうふこ さとちつ たちかたそおあうあせけみ あせえしけこつさそえそ みくふさあ てちかに 

とちそうせかこ. ′せあみ, ねてそ ╇ふ たちかたそおあかてか あせえしけこつさけこ みくふさ つそてちとおせけさあす ╈かせ-
さそせつとしへつてうあ 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, せあたちあうしみま ╇あす ほてそて さとちつ う いとすあき-
せそす うけおか け くあたけつあせせふこ せあ さあつつかてふ.

╇ふ, さそせかねせそ, け てあさ いしかつてみはか つたちあうしみかてかつへ つそ つうそけすけ たかおあえそえけねかつさけすけ 
そいみくあせせそつてみすけ, せそ, すそきかて いふてへ, せあの さとちつ うつか-てあさけ たちけえそおけてつみ ╇あす…

╉きかこすつ ╅. ╈あすけしへてそせ*

* * *

25 けませみ 1974 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
〈そけ つそてちとおせけさけ たちそけせなそちすけちそうあしけ すかせみ, ねてそ ╇ふ しまいかくせそ そさあくあしけ 

そえちそすせとま たそすそはへ う たかちかうそおか せあ ちとつつさけこ みくふさ すあてかちけあしそう さ せあのけす たちかお-
つてそみはけす おかしそうふす たかちかえそうそちあす う 〈そつさうか.

》そくうそしへてか つかちおかねせそ たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ いしあえそつさしそせせそか そてせそのかせけか 
さ せあのかこ たちそつへいか け ╇あの てちとお. 【あさそか せか くあいふうあかてつみ…

ゅおえあち ‒. [あこくかち**

* * *

26 けませみ 1974 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
』たあつけいそ くあ ╇あのか とねあつてけか う さそせなかちかせぬけけ たそ たかちつたかさてけうあす てそちえそうしけ 

う ちあこそせか いあつつかこせあ 【けにそえそ そさかあせあ. ╇あのか うふつてとたしかせけか うつかすけ たちけくせあかてつみ さあさ 
そおせそ けく しとねのけに: けせなそちすあてけうせそか, あせあしけてけねせそか け けくしそきかせせそか うふつそさけす 
つしそえそす. 〉と, あ ╇あの あせえしけこつさけこ たちそつてそ たそちあきあかて つうそけす いそえあてつてうそす け たちそけく-
せそのかせけかす.

》ちけすけてか すそけ とうかちかせけみ う たちかさしそせかせけけ たかちかお ╇あのけすけ てあしあせてあすけ け おそつてそ-
けせつてうあすけ…

╉かせせけつ ╅. 〈あてつそせ***

* ╉きかこすつ ╅. ╈あすけしへてそせ, ちとさそうそおけてかしへ すかおけぬけせつさそこ さしけせけさけ け さちとたせふこ たちかおたちけせけすあてかしへ 
(』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ゅおえあち ‒. [あこくかち, たちかおつかおあてかしへ つそうかてあ おけちかさてそちそう さちとたせかこのかこ つてちそけてかしへせそこ さそちたそちあぬけけ 
«[あこくかち けせおあつてちけく» (《さしかせお, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╉かせせけつ ╅. 〈あてつそせ, おけちかさてそち 】たちあうしかせけみ てそちえそうしけ のてあてあ ╇あのけせえてそせ (』けほてし, ╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
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* * *

9 あうえとつてあ 1974 え.
╉そちそえそこ ╊うえかせけこ!
〈ふ てそしへさそ ねてそ うかちせとしけつへ けく おしけてかしへせそこ さそすあせおけちそうさけ う [あてすあせおと, 

〉かたあし, け すかせみ にそてかしけ とたかねへ せあ ちあいそてと う ╇あのけせえてそせか. 〉そ み てあさ そちあし け つさあせ-
おあしけし, ねてそ せあねあしへつてうそ つきあしけしそつへ け つそえしあつけしそつへ そてたちあうけてへ すかせみ う せそうとま 
さそすあせおけちそうさと くあ ちといかき.

』かこねあつ と すかせみ そてたとつさ, け み つ ]けせおそこ け おかてけのさあすけ にそねと たちそさあてけてへつみ 
う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, あ くあてかす せあ ╈あうあこけ. 《ねかせへ せあおかかすつみ とうけおかてへつみ つ てそいそこ 
け 〉あてあのかこ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. ╆ふしそ いふ くおそちそうそ, かつしけ いふ うふ つすそえしけ たそつうみてけてへ 
せあす ぬかしふこ おかせかさ. 〈ふ うつか つ とおそうそしへつてうけかす うつたそすけせあかす せあのか たちそのしそか たちか-
いふうあせけか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, くあすかねあてかしへせふか うつてちかねけ つ うあすけ. 〈そけ おかてさけ たちそ-
つてそ うしまいけしけつへ う てかてま 〉あてあのと, てあさとま さちあつけうとま, おそいちとま, しあつさそうとま, とすせとま, 
うかつかしとま…

╉きそ 〈まちちかこ*

* * *

23 あうえとつてあ 1974 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
》そしとねけしけ うあのか たけつへすそ け つ つそきあしかせけかす とくせあしけ けく せかえそ, ねてそ うふ たちけいふうあ-

かてか う ╇あのけせえてそせ 5 つかせてみいちみ. 』 つそきあしかせけかす, たそてそすと ねてそ すふ ときか たかちかすかつてけ-
しけつへ けく ╇あのけせえてそせあ せあ 【あこうあせへ. 』 ╇あのけせえてそせそす ちあつつてあしけつへ たそ つそいつてうかせせそこ 
けせけぬけあてけうか, てあさ さあさ ちあいそてあ う ╈そつおかたあちてあすかせてか いふしあ ときあつせそこ. 〉あ 【あこうあせか 
けせてかちかつせかか.

《ねかせへ せあおかかすつみ, ねてそ そてひかくお せか ちあつつてちそけて せあのと おちときいと. [とおあ いふ うあつ けしけ 
せあつ せけ くあいちそつけしあ つとおへいあ, おあうあこてか つてあちあてへつみ そつてあうあてへつみ う さそせてあさてか.

╋かしあかす うあす うつかえそ せあけしとねのかえそ. ╇ふ — いしかつてみはけか おけたしそすあてふ け おそしきせふ 
おそこてけ おそ つあすふに うかちのけせ う さあちへかちか. ╅ 〉あてあのか にそちそのそ いふ つせみてへつみ う さけせそ. ╇かつへ 
すけち おそしきかせ くせあてへ てあさとま さちあつあうけぬと う しけぬそ!..

〈あこさし ╆むちせつ**

* * *

10 つかせてみいちみ 1974 え.
╉そちそえけか ╋かせみ け 〉あてあのあ,
』そいけちあしあつへ たそつしあてへ うあす そてさちふてさと [けかうあ けしけ ╇かせふ, せそ ちかのけしあ たそつしあてへ 

ほてと, えそちそおあ 』そねけ, さそてそちふこ たそせちあうけしつみ せあす いそしへのか うつかえそ. [そえおあ すふ とかくきあしけ 
けく 』そねけ, み おあきか たちそつしかくけしあつへ. 7 おせかこ う ほてそす くあすかねあてかしへせそす すかつてか そさあくあしけつへ 
つしけのさそす さそちそてさけす つちそさそす. 〈そちか いふしそ けおかあしへせふす, しまおけ そねあちそうあてかしへせふすけ, 
かおあ け ちあくうしかねかせけみ — うさとつせかこのけすけ. ╉あ くおちあうつてうとまて 』そねけ け «¨せてとちけつて»!

* ╉きそ 〈まちちかこ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ (1968—
1970), つそてちとおせけさ ╈そつおかたあちてあすかせてあ 』ぃ╅ つ せあねあしあ 1970-に えそおそう (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
** 〈あこさし ╆むちせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ (1968—
1970), つそてちとおせけさ ╈そつおかたあちてあすかせてあ 』ぃ╅ つ せあねあしあ 1970 えそおそう (【あこいほこ, 【あこうあせへ).
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〉かつさそしへさそ つしそう にそねかて おそいあうけてへ すそみ たそおちとえあ ｠とあせけてあ: «』』』『 — うかしけさあみ 
つてちあせあ つ うかしけさそしかたせふすけ しまおへすけ, つ さそてそちふすけ すそえとて つちあうせけうあてへつみ てそしへさそ 
╊うえかせけこ け 〉あてあのあ ╆あきあせそうふ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ».

《て つかいみ おそいあうしま, ねてそ すふ そいか, み け ｠とあせけてあ, そつてあうけしけ つうそけ つかちおぬあ う 』そねけ.

╆ほせかこ ╇とおしほせお*

* * *

21 つかせてみいちみ 1974 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╋かせみ,
》ちけうかてつてうとま うあつ そて けすかせけ うつかこ すそかこ つかすへけ けく ╈そせそしとしと. ╈あうあこけ — すかつてそ 

たそお つてあてへ 』そねけ: たちかさちあつせふか たしみきけ け くあすかねあてかしへせあみ たそえそおあ. ╋あしへ, うあつ せかて 
つ せあすけ…

╅しかさつ ╆そきけせそうけね**

* * *

30 つかせてみいちみ 1974 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ ╆あきあせそうふ!
╇ すあちてか ほてそえそ えそおあ み たそつかてけし 』そうかてつさそか ╈かせかちあしへせそか さそせつとしへつてうそ け たそくせあ-

さそすけしつみ つ うあすけ. 〉あたそすせま, み てそて ねかしそうかさ, さそてそちふこ たちそつけし たそすそはけ う たかちか-
うそおか せかさそてそちふに すあてかちけあしそう せあ あちすみせつさそす みくふさか. ¨ かはか み けせてかちかつそうあしつみ 
うそくすそきせそつてへま たとてかのかつてうそうあてへ たそ 』』』『.

っ そねかせへ いしあえそおあちかせ うあす くあ てかたしふこ たちけかす け たそおあちかせせふか すせか させけえけ 
そい ╅ちすかせけけ. ゅてけ させけえけ そねかせへ すせそえそ くせあねあて おしみ せあのかこ つかすへけ, うかおへ すそこ 
おかおとのさあ ちそおそす けく ╅ちすかせけけ. 》そすせけす すふ つ いしあえそおあちせそつてへま け てそ, さあさとま ちそしへ 
つふえちあしあ 『そつつけみ う つたあつかせけけ あちすみせ.

【かたかちへ せあのあ そねかちかおへ たちそみうけてへ えそつてかたちけけすつてうそ. 〈ふ つ きかせそこ そねかせへ 
にそてけす, ねてそいふ うふ うおうそかす たちけかにあしけ う 』あさちあすかせてそ う さあねかつてうか せあのけに えそつてかこ. 
[ちそすか てそえそ, み にそねと たちけうかくてけ うあす う たそおあちそさ たちそおとさてふ, さそてそちふか すふ うふちあ-
はけうあかす: たそ せかつさそしへさそ みはけさそう えちとの け さとさとちとくふ. 【あさ, ねてそいふ にうあてけしそ け うあす, 
け おちとえけす つそてちとおせけさあす ╈かせかちあしへせそえそ さそせつとしへつてうあ…

】けしへみす ╆そしし***

* * *

28 そさてみいちみ 1974 え.
╉そちそえけか ╋かせみ け 〉あてあのあ!
っ そねかせへ ぬかせま せあのと おちときいと け せあおかまつへ, うふ たそすそきかてか すせか う ちかあしけくあぬけけ 

たちそかさてあ, たそつうみはかせせそえそ ちかさしあすか つそうかてつさけに うけせ. っ せあすかちかせ とつてちそけてへ う [あしけ-
なそちせけこつさそす そいはかつてうか そていそちせふに うけせ たちかくかせてあぬけま しとねのけに つそうかてつさけに うけせ. 

* ╆ほせかこ ╇とおしほせお, まちけつて けく え. 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (╇かせあ, ╅うつてちけみ).
** ╅しかさつ ╆そきけせそうけね, たちかくけおかせて 【そちえそうそこ たあしあてふ おそしけせふ 』あせてあ-[しあちあ (』けしけさそせそうあみ おそしけせあ, 
[あしけなそちせけみ, 』ぃ╅) (╈そせそしとしと, ╈あうあこけ, 』ぃ╅).
*** 】けしへみす ╆そしし, なかちすかち (』あさちあすかせてそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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〈ふ にそてかしけ いふ たちかおつてあうけてへ せあ つとお ほさつたかちてそう 10—12 つそちてそう うあのかえそ うけせあ — 
さちあつせそえそ, いかしそえそ け のあすたあせつさそえそ. 》そつしか おかえとつてあぬけけ とつてちそけす そいかお け たそたちそ-
つけす うあつ そいそけに うふつてとたけてへ つ さちあてさそこ しかさぬけかこ そ うけせせそこ たちそすふのしかせせそつてけ 
』』』『. ╇ふ — うけちてとそくせふか おけたしそすあてふ け つすそきかてか ほてそ つおかしあてへ つ いしかつさそす!..

】けしへみす [かせて*

* * *

8 せそみいちみ 1974 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╋かせみ!
』たあつけいそ くあ たちけえしあのかせけか とねあつてうそうあてへ う たちけかすか たそ つしとねあま ╇かしけさそこ 

《さてみいちへつさそこ つそぬけあしけつてけねかつさそこ ちかうそしまぬけけ. ゅてそ いふし くあすかねあてかしへせふこ うかねかち 
うそ うつかに そてせそのかせけみに, け えそつてかたちけけすつてうそ しけねせそ うあつ け うつかに うあのけに さそししかえ いふしそ 
うふのか うつみねかつさけに たそにうあし. ╆かくとつしそうせそ, うあす かつてへ, ねかす えそちおけてへつみ, け み たそくおちあうしみま 
うつかに, さてそ そちえあせけくそうあし ほてそて たちけかす.

〉そ せあす つ ╉そててけ うつか-てあさけ せか にうあてけしそ そいはかせけみ つ うあすけ しけねせそ. ╉あうあこてか 
うふいかちかす すそすかせて け たちそうかおかす うかねかち うすかつてか, う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ けしけ う ]そつ-
╅せおきかしかつか…

｠へま ╉きかななちけつ**

1975 えそお
21 みせうあちみ 1975 え.

╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
╆しあえそおあちま ╇あつ くあ くあすかねあてかしへせそか うふつてとたしかせけか う 』そうかてか すかきおとせあちそお-

せふに たちそいしかす. ╇ふ いふしけ つてそしへ といかおけてかしへせふ, ねてそ せけさてそ けく たちけつとてつてうとまはけに 
せか ちかのけしつみ うつてとたけてへ つ ╇あすけ う たそしかすけさと. 〈せか そつそいかせせそ くあたそすせけしけつへ ╇あのけ 
てかくけつふ たそ [けてあま け 』かうかちせそこ [そちかか. ╈しといそさけこ あせあしけく け おそにそおねけうそか けくしそきか-
せけか すふつしかこ!..

╉きそせ ╆ちあこせて 』てあちち***

* * *

10 すあちてあ 1975 え.
】うあきあかすふこ えそつたそおけせ ╆あきあせそう!
』たあつけいそ くあ とねあつてけか う せあのけに うねかちあのせけに すかちそたちけみてけみに. 】おけうけてかしへせそ, 

すそみ きかせあ みたそせさあ, あ ╇あのあ — ちとつつさあみ, せそ そせけ てあさ いふつてちそ つそのしけつへ. 〈そみ きかせあ 
せか たかちかつてあかて うそつてそちえあてへつみ えそつたそきそこ ╆あきあせそうそこ, そてすかねあみ かか うふつそねあこのけこ 
けせてかししかさてとあしへせふこ とちそうかせへ う つそねかてあせけけ つ たちそつてそてそこ う そいはかせけけ, えちあぬけかこ, 
ますそちそす…

╉きそせ ゅすすかちつそせ****

* 】けしへみす [かせて III, さちとたせふこ さあしけなそちせけこつさけこ たちかおたちけせけすあてかしへ け すかぬかせあて.
** ｠へま ╉きかななちけつ, えそししけうとおつさけこ ちかきけつつかち け たちそおまつかち (╆かうかちしけ-｠けししく, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╉きそせ ╆ちあこせて 』てあちち, たちそなかつつそち-うそつてそさそうかお [あしけなそちせけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (╆かちさしけ, [あしけ-
なそちせけみ, 』ぃ╅).
**** ╉きそせ ゅすすかちつそせ, えしあうせふこ けつつしかおそうあてかしへ ╈とうかちそうつさそえそ けせつてけてとてあ うそこせふ, ちかうそしまぬけけ け すけちあ 
(』てほせなそちお, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

14 すあちてあ 1975 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
っ にそねと たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ いふつてちふこ け おちときかつさけこ そてうかて せあ すそか たけつへすそ 

つ さちけさそす そ たそすそはけ. ╆しあえそおあちみ ╇あす み たそしとねけし, せあさそせかぬ, たそしそきけてかしへせふこ 
そてうかて けく 〈そつさうふ, け すふ つすそきかす たそつかてけてへ ╇あのと つてちあせと う つそそてうかてつてうけけ つ くあちあ-
せかか そたちかおかしかせせふす えちあなけさそす. 『あつつねけてふうあかす すふ け せあ うつてちかねけ つ つそうかてつさけすけ 
さそししかえあすけ-とねかせふすけ, そ ねかす ╇ふ てあさきか しまいかくせそ たそくあいそてけしけつへ…

』けせおせかこ ｠あこてすあせ*

* * *

1 あたちかしみ 1975 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
¨すかま ねかつてへ たちけえしあつけてへ ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか う さそせなかちかせぬけけ, さそてそちあみ 

つそつてそけてつみ う ╈あうあこつさそす とせけうかちつけてかてか 19—21 けませみ 1975 え. ╆とおかす そつそいかせせそ 
たちけくせあてかしへせふ, かつしけ ╇ふ つそえしあつけてかつへ うふつてとたけてへ せあ さそせなかちかせぬけけ せあ てかすと: 
«』そうかてつさけこ うくえしみお せあ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ».

╇ふ — けくうかつてせふこ う すけちか つたかぬけあしけつて たそ ╇そつてそさと, け ╇あのか うふつてとたしかせけか 
みうけてつみ つとはかつてうかせせふす うさしあおそす う とつたかに たちかおつてそみはかこ さそせなかちかせぬけけ…

｠あちちけ ]ほすしけ**

* * *

』そうかてつさけか たそつしふ くあはけはあまて えしそいあしへせとま ちあくちみおさと
╇ふつそさそたそつてあうしかせせふか つそうかてつさけか おけたしそすあてふ つとたちとえけ ╆あきあせそうふ う てかねかせけか 

うつかえそ おせみ そていけうあしけつへ うねかちあ そて たちそうそさあぬけそせせふに たそたふてそさ きとちせあしけつてそう うふたみ-
てけてへ せあしけねけか つたそちせふに すそすかせてそう う つそうかてつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけみに. [あさ 
つさあくあしあ そねあちそうあてかしへせあみ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, «おしみ てそえそ け つとはかつてうとかて おけたしそすあ-
てけみ, ねてそいふ くあ つてそしそす たかちかえそうそちそう ちかのあてへ うそたちそつふ».

… 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ たそおねかちさせとしあ, ねてそ つそうかてつさけか えちあきおあせか にそてみて, ねてそいふ 
うそそちときかせせふか つけしふ つてちあせふ いふしけ すそはせふすけ, せそ そおせそうちかすかせせそ たそおおかちきけ-
うあまて しけせけま ちとさそうそおつてうあ 』』』『 せあ たかちかえそうそちふ つ 』ぃ╅ たそ つそさちあはかせけま 
うそそちときかせけこ…

25 あたちかしみ 1975 え.***

* 』けせおせかこ ｠あこてすあせ, くあうかおとまはけこ さあなかおちそこ たそしけてそしそえけけ [そしそちあおつさそえそ のてあてせそえそ とせけうかちつけてかてあ 
(╉かせうかち, [そしそちあおそ, 』ぃ╅).
** ｠あちちけ ]ほすしけ, たちかおつかおあてかしへ そちえさそすけてかてあ かきかえそおせそこ さそせなかちかせぬけけ ╅つつそぬけあぬけけ あくけあてつさけに 
けつつしかおそうあせけこ 』ぃ╅ (╈そせそしとしと, ╈あうあこけ, 』ぃ╅).
*** ╈あくかてあ «╆とししかてけせ» (╅せあにかこす, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

』そうかてつさけか そなけぬけあしへせふか しけぬあ つねけてあまて ちあくちみおさと うあきせそこ おしみ うつかえそ すけちあ
╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうふ, うふつそさそたそつてあうしかせせふか つそうかてつさけか おけたしそ-

すあてふ, ちあくひみつせけしけ うねかちあ なとししかちてそせぬあす, ねてそ さしまね さ としとねのかせけま つそうかて-
つさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ しかきけて う とうあきかせけけ けせてかちかつそう おちとえ おちとえあ, 
せかうすかのあてかしへつてうか うそ うせとてちかせせけか おかしあ おちとえ おちとえあ け そいそまおせふに とつけしけみに たそ 
たちかそおそしかせけま ちあくせそえしあつけこ くあ つてそしそす たかちかえそうそちそう…

… 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, つてあてせあみ, さちあつけうあみ すそしそおあみ きかせはけせあ つ ぬあちつて うかせ-
せふすけ すあせかちあすけ, うけちてとそくせそ そてうかねあしあ せあ うそたちそつふ そ さとしへてとちせふに たちかおたそ-
ねてかせけみに たそおちあつてあまはかえそ たそさそしかせけみ, そ ちそしけ ちかしけえけけ, そ せあぬすかせへのけせつてうあに 
う 』』』『…

25 あたちかしみ 1975 え.*

* * *

『とつつさけか おけたしそすあてふ: ちあくちみおさあ けすかかて つすふつし
╇かつへ ‒とししかちてそせ つしとのあし うねかちあ おうとに つてちかすけてかしへせそ おかしあまはけに さあちへかちと 

ませふに つそうかてつさけに おけたしそすあてそう — 29-しかてせけに つとたちとえそう ╊うえかせけみ け 〉あてあしへま ╆あきあ-
せそうふに.

《せけ くうとねあしけ そねかせへ といかおけてかしへせそ け みうせそ せちあうけしけつへ たといしけさか… ぁてそ さあつあ-
かてつみ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ, てそ そせあ, さそせかねせそ, つてあせかて くうかくおそこ つそうかてつさそこ おけたしそ-
すあてけけ, あ すそえしあ いふ つてあてへ えそししけうとおつさそこ くうかくおそこ. ¨せてかちかつせそ, すふ てそきか たそつふ-
しあかす う 『そつつけま てあさけに とすせふに け さちあつけうふに おけたしそすあてそう?..

25 あたちかしみ 1975 え.**

* * *

』そうかてつさけか おけたしそすあてふ そいつときおあまて そてせそのかせけみ すかきおと 』』』『 け 』ぃ╅
』てあちのけか つそうかてつさけか おけたしそすあてふ せあ ′あたあおせそす たそいかちかきへか, ╊うえかせけこ け 〉あてあ-

しへみ ╆あきあせそうふ, うねかちあ ぬかしふこ おかせへ くあはけはあしけ ちあくちみおさと う つそうかてつさそ-あすかちけさあせ-
つさけに そてせそのかせけみに. 》そつそし ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け かえそ つとたちとえあ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ 
おあうあしけ けせてかちうへま, ねけてあしけ しかさぬけけ, あ うかねかちそす うふつてとたけしけ う えそちそおつさそす てかあてちか 
たちけ そえちそすせそす つてかねかせけけ せあちそおあ. 《せけ ちあくひみつせみしけ, ねてそ ちあくせそえしあつけみ すかきおと 
』ぃ╅ け 』』』『 そつてあまてつみ, せそ つてそちそせふ せあつてちそかせふ たちかそおそしかうあてへ けに たとてかす さそせ-
つてちとさてけうせふに たかちかえそうそちそう, いかく さそせなちそせてあぬけけ.

… 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ とうしかさあてかしへせそ ちあつつさあくふうあしあ そ さとしへてとちせそこ け せあとねせそこ 
きけくせけ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ…

26 あたちかしみ 1975 え.***

* ╈あくかてあ «》ちかつつ-てかしかえちあす» (そさちとえ 《ちほせおき, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╈あくかてあ «〉へまつ てちけいませ» (‒とししかちてそせ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╈あくかてあ «』あせてあ-╅せあ ちかおきけつてかち» (』あせてあ-╅せあ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

30 あたちかしみ 1975 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ,
《て けすかせけ ‒とししかちてそせ-さそししかおきあ うふちあきあま せあおかきおと, ねてそ うあす たそせちあうけしつみ 

うけくけて さ せあす. ╇ さそししかおきか ちかえとしみちせそ うふつてとたあまて けすかせけてふか えそつてけ, せそ うあのけ 
うふつてとたしかせけみ うふくうあしけ せかいふうあしふこ けせてかちかつ と つてとおかせてそう け うつかに えそちそきあせ.

》そさあきけてか ほてそ たけつへすそ うあのかすと せあねあしへせけさと, けいそ み にそねと, ねてそいふ そせ くせあし, 
さあさそか いそしへのそか さそしけねかつてうそ なとししかちてそせぬかう うそつにけはあかてつみ うあのかこ つたそつそいせそつてへま 
ねかてさそ け みつせそ けくしあえあてへ つうそけ すふつしけ たそ のけちそねあこのかすと さちとえと すかきおとせあちそおせふに 
たちそいしかす, つ たそちあくけてかしへせそこ しかえさそつてへま たかちかにそおみ そて つそうかてつさそ-あすかちけさあせつさそこ 
ちあくちみおさけ さ つそうかてつさそ-さけてあこつさけす そてせそのかせけみす.

っ くあすかてけし てあさきか, ねてそ うあのけ ちあくひみつせかせけみ せまあせつそう きけくせけ う 』』』『, うさしまねあみ 
つたそちて, ちかしけえけま, そいちあくそうあせけか け て.お., うそつたそしせけしけ てか たちそいかしふ う たそせけすあせけけ 
うあのかこ つてちあせふ, さそてそちふか にあちあさてかちせふ おしみ あすかちけさあせぬかう, おあきか てかに, さそてそちふか 
けせてかちかつとまてつみ 』そうかてつさけす 』そまくそす.

╊はか ちあく いしあえそおあちま うあつ そいそけに くあ うかつそすふこ うさしあお う とえしといしかせけか うくあけすそたそ-
せけすあせけみ すかきおと おうとすみ せあのけすけ せあちそおあすけ.

╉きそせ [ほこつけ*

* * *

[そすすとせけつてけねかつさけか えそつとおあちつてうかせせふか おかみてかしけ えそうそちみて そ ちあくちみおさか
╉うあ すそしそおふに つそうかてつさけに えそつとおあちつてうかせせふに おかみてかしみ, ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け かえそ 

きかせあ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, うかつへ おかせへ 24 あたちかしみ ちあくひみつせみしけ なとししかちてそせぬあす 
け きけてかしみす そさちかつてせふに せあつかしかせせふに たとせさてそう つとてへ たそしけてけさけ ちあくちみおさけ う つそうかて-
つさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけみに…

… 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, たけつあせあみ ちとつつさあみ さちあつあうけぬあ, そおそいちけてかしへせそ そてそくうあ-
しあつへ そ うふうそおか あすかちけさあせつさけに うそこつさ けく ╇へかてせあすあ, たそおねかちさせとう, ねてそ うへかてせあすぬふ 
おそしきせふ つあすけ そたちかおかしみてへ つうそま つとおへいと, いかく うすかのあてかしへつてうあ けくうせか.

╈そつたそきあ ╆あきあせそうあ たちけくせあしあ てあさきか, ねてそ そてせそのかせけみ 』』』『 つ [けてあかす 
おあしかさけ そて けおかあしあ, せそ うふちあくけしあ とうかちかせせそつてへ, ねてそ «ちあせそ けしけ たそくおせそ おうあ つそつかお-
せけに えけえあせてつさけに えそつとおあちつてうあ うかちせとてつみ せあ ちかしへつふ つそてちとおせけねかつてうあ»…

2 すあみ 1975 え.**

* * *

7 すあみ 1975 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
[あなかおちあ けつてそちけけ せあのかえそ とせけうかちつけてかてあ ちあくちあいそてあしあ さとちつ おしみ たちそおうけ-

せとてふに つてとおかせてそう たそ てかすか «』』』『 つかえそおせみ». をかしへ — そくせあさそすけてへ すそしそおふに 
あすかちけさあせぬかう つ たそつしかおせけすけ つそいふてけみすけ う ╇あのかこ くあすかねあてかしへせそこ つてちあせか, さそてそ-
ちあみ みうしみかてつみ そおせそうちかすかせせそ つあすふす つかちへかくせふす さそせさとちかせてそす け つあすふす せそうふす 
おちとえそす ╅すかちけさけ.

* ╉きそせ [ほこつけ, たちかくけおかせて ‒とししかちてそせ-さそししかおきあ (‒とししかちてそせ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╈あくかてあ «｠そちせかて» (‒とししかちてそせ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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╉しみ たそしとねかせけみ そいひかさてけうせそこ け あおかさうあてせそこ さあちてけせふ たちそけつにそおみはかえそ すふ 
せときおあかすつみ う せあつてそみはけに ほさつたかちてあに, てあさけに, さあさ ╇ふ. 』 とねかてそす てそえそ, ねてそ ╇ふ 
せけさそえおあ ちあせかか せか いふしけ う 【かにあつか, み たちけくふうあま ╇あつ うふさちそけてへ にそてみ いふ せかおかしへさと 
おしみ ねてかせけみ しかさぬけこ う せあのかす 】せけうかちつけてかてか け くあそおせそ おしみ そくせあさそすしかせけみ 
つ せあのけす くあすかねあてかしへせふす のてあてそす…

╉きかこすつ ╉. 】けしへすかて*

* * *

10 すあみ 1975 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
╇ふつふしあま ╇あす せあいそち つてあてかこ そ 『かつたといしけさか [そちかみ, さそてそちふか すそえとて たちかおつてあ-

うけてへ おしみ ╇あつ そたちかおかしかせせふこ けせてかちかつ.
╊はか ちあく たそおてうかちきおあま たちけえしあのかせけか ╇あす すそかえそ たちあうけてかしへつてうあ たそつかてけてへ 

『かつたといしけさと [そちかみ う しまいそか とおそいせそか おしみ ╇あつ うちかすみ. ╇つか ちあつにそおふ たそ たそかくおさか 
いかちかて せあ つかいみ せあのか たちあうけてかしへつてうそ. 《てつとてつてうけか そなけぬけあしへせふに そてせそのかせけこ 
すかきおと おうとすみ せあのけすけ つてちあせあすけ せか みうしみかてつみ たそすかにそこ たそかくおさか…

[.╉き. をそこ**

* * *

22 すあみ 1975 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうふ,
╇ふつふしあま たそおいそちさと つてあてかこ けく えあくかて ょきせそこ [あしけなそちせけけ, そつうかはあまはけに 

うあのけ うふつてとたしかせけみ う ‒とししかちてそせか. ╈あくかてふ と せあつ うふにそおみて ちあくせふか たそ たそしけてけ-
ねかつさけす たちかおたそねてかせけみす, せそ, さあさ うふ とうけおけてか, うつか そせけ そねかせへ おそいちそきかしあてかしへせそ 
そてくふうあまてつみ そ うあのけに うふつてとたしかせけみに け そ うあつ しけねせそ. 》ちあうおあ, せかつさそしへさそ たかちか-
いそちはけしけ つ てけてとしあすけ: そおせあ えあくかてあ せあくうあしあ ╊うえかせけみ たそつしそす, うあつ そいそけに — 
つてあちのけすけ つそうかてつさけすけ おけたしそすあてあすけ せあ ′あたあおせそす たそいかちかきへか. 〉そ たとてあせけぬあ 
つ てけてとしあすけ — そいふねせそか おしみ せあのけに さちあかう みうしかせけか…

╊はか ちあく つたあつけいそ くあ けせなそちすあてけうせふか け けせてかちかつせふか ちあつつさあくふ そ 』そうかてつさそす 
』そまくか…

ぁあさ ｠ほししそちほせ***

* * *

30 すあみ 1975 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╋かせみ!
】てちそす み そてたちあうしみまつへ つそ つてとおかせてあすけ う ╇あのけせえてそせ け, いしあえそおあちみ うあのかすと 

つそおかこつてうけま, すふ たそつかてけす 》そつそしへつてうそ 』』』『. ╉しみ ちかいみて ほてそ いとおかて うかしけさけす 
つそいふてけかす!

* ╉きかこすつ ╉. 】けしへすかて, たちかくけおかせて 【かにあつつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (╅ちすけせえてそせ, 【かにあつ, 』ぃ╅).
** [.╉き. をそこ, えかせかちあしへせふこ さそせつとし ょきせそこ [そちかけ う え. 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそち-
せけみ, 』ぃ╅).
*** ぁあさ ｠ほししそちほせ, たちかつつ-あててあのか ‒とししかちてそせ-さそししかおきあ (‒とししかちてそせ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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》そつしか うそくうちあはかせけみ う [あしけなそちせけま たちかおしあえあま うねかてうかちそす (うふ そいあ, すそみ 
╆あちいあちあ け み) つそうかちのけてへ たそかくおさと せあ すあのけせか せあ そくかちそ 【あにそ けしけ う [あちすかし けしけ 
しまいそか おちとえそか すかつてそ, さそてそちそか うあつ たちけうしかさあかて. 》そすせけてか, さあさ くおそちそうそ すふ たちそ-
うかしけ うちかすみ う せあぬけそせあしへせそす くあたそうかおせけさか ょつかすけてけ?..

』さそて 〉そちうとお*

* * *

2 けませみ 1975 え.
】うあきあかすふこ ╈かせかちあしへせふこ さそせつとし ′けせねとさ!
〈そみ きかせあ け み けすかしけ とおそうそしへつてうけか とねあつてうそうあてへ うすかつてか つ おそさてそちそす ╊うえか-

せけかす ╆あきあせそうふす け おそさてそちそす 〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ う そいかおか おしみ つたかぬけあしへせふに 
えそつてかこ け とねあつてせけさそう さそせなかちかせぬけけ «╋かせはけせふ う 『そつつけけ». ╉そさてそち 〉あてあしへみ 
╆あきあせそうあ うふつてとたけしあ せあ そいかおか たそ てかすか せあのかこ さそせなかちかせぬけけ.

╉そしきかせ つさあくあてへ, ねてそ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ たちそけくうかしあ せあ うつかに たちけつとてつてうとま-
はけに せかけくえしあおけすそか うたかねあてしかせけか け えしといそさけす つそおかちきあせけかす つうそかえそ うふつてとたしか-
せけみ, け つうそけすけ けくふつさあせせふすけ すあせかちあすけ. 』そうかてつさけこ 』そまく すそきかて け おそしきかせ 
えそちおけてへつみ てあさけすけ おそつてそこせふすけ おけたしそすあてけねかつさけすけ たちかおつてあうけてかしみすけ!..

『けねあちお ]あこすあせ**

* * *

25 けませみ 1975 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╋かせみ!
〈ふ つ ╆あちいあちそこ そねかせへ きおかす うあつ せあ ╈あうあこつさけに そつてちそうあに. ╊つしけ うあす とおあつてつみ 

うふちうあてへつみ, すふ そちえあせけくとかす おしみ うあつ いそしへのとま たちそえちあすすと — うつか せあのけ たそしけ-
てそしそえけ け けつてそちけさけ うすかつてか つそ つうそけすけ つてとおかせてあすけ えそちみて きかしあせけかす とつしふのあてへ 
うあのけ しかさぬけけ そ [けてあか, [そちかか, ったそせけけ, ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, つそうかてつさそこ たそしけ-
てけさか う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか…

╉きそせ 』てかなあせ***

* * *

11 あうえとつてあ 1975 え.
╉そちそえあみ 〉あてあしへみ!
っ うつみ たそお うたかねあてしかせけかす てうそかえそ うふつてとたしかせけみ たかちかお ねしかせあすけ ‒そせおあ 

«╅くけみ». 》そ-にそちそのかすと くあうけおとま てうそかこ つたそつそいせそつてけ くあうそちあきけうあてへ あとおけてそちけま. 
╆しあえそおあちみ てかいか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ せか たそ おせみす, あ たそ ねあつあす ちあつてかて ねけつしそ おちとくかこ 
』そうかてつさそえそ 』そまくあ…

ゅおけて 』. [そしけうかち****

* 』さそて 〉そちうとお, たちそなかつつそち とせけうかちつけてかてあ 』あせ-｠そつか, ちとさそうそおけてかしへ たちそえちあすすふ けくとねかせけみ 』そうかて-
つさそえそ 』そまくあ (』あせ-｠そつか, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** 『けねあちお ]あこすあせ, たちかくけおかせて 』てほせなそちおつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (》あしそ-╅しへてそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╉きそせ 』てかなあせ, たちそなかつつそち けつてそちけけ ╈あうあこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (╈そせそしとしと, ╈あうあこけ, 』ぃ╅).
**** ゅおけて 』. [そしけうかち, おけちかさてそち ‒そせおあ «╅くけみ» (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

18 つかせてみいちみ 1975 え.
】うあきあかすふこ えそつたそおけせ ╆あきあせそう!
╆ふしそ そねかせへ たちけみてせそ たそそいはあてへつみ つ ╇あすけ け ╇あのかこ きかせそこ-さちあつあうけぬかこ 

う たちそのしふこ とけさかせお. ╇ふ そいあ くあすかねあてかしへせそ うふつてとたけしけ; いしあえそおあちみ うあす すふ 
たそしとねけしけ そいひかさてけうせそか たちかおつてあうしかせけか そい 』』』『, つそうかてつさそこ うせかのせかこ たそしけ-
てけさか.

っ け すそけ さそししかえけ せあおかかすつみ, ねてそ ╇ふ てかたかちへ いとおかてか ちかえとしみちせそ ちあおそうあてへ せあつ 
つうそけすけ うけくけてあすけ う ]そつ-╅せおきかしかつ…

ゅおすそせお ╅. ｠あおおあお*

* * *

6 そさてみいちみ 1975 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
〈せか おそうかしそつへ たちけつとてつてうそうあてへ せあ ちみおか ╇あのけに うふつてとたしかせけこ う [あしけなそち-

せけけ, えおか み せあにそおけしあつへ せあ えそおけねせそこ せあとねせそこ つてあきけちそうさか.
っ てあさ たそさそちかせあ ╇あのけすけ うふつてとたしかせけみすけ, ねてそ いかちと せあ つかいみ つすかしそつてへ たちけ-

えしあつけてへ ╇あつ たちそねかつてへ さちあてさけこ さとちつ しかさぬけこ たそ そてせそのかせけみす 』』』『 つ 』ぃ╅ 
け つてちあせあすけ ╇そつてそねせそこ ╅くけけ う たかちうそす つかすけせあちか つしかおとまはかえそ えそおあ. 〈せそま 
たそしとねかせふ くあうかちかせけみ せか てそしへさそ そて ちとさそうそおつてうあ 】せけうかちつけてかてあ, せそ け そて のてあてせふに 
うしあつてかこ, ねてそ ╇ふ いとおかてか くおかつへ きかしあせせふす け おそちそえけす えそつてかす…

╉かいそちあ ｠あちおけ**

1976 えそお
23 みせうあちみ 1976 え.

】うあきあかすふか さそせつとし ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ!
《て けすかせけ たちかたそおあうあてかしへつさそえそ つそつてあうあ け つてとおかせてそう せあのかえそ ¨せつてけてとてあ 

み つ そえちそすせふす とおそうそしへつてうけかす たちけえしあのあま うあつ せあせかつてけ せあす うけくけて け うふつてとたけてへ 
せあ てかすと たそしけてけさけ 』』』『 う そてせそのかせけけ [けてあみ け おうとに [そちかこ…

っ つ せかてかちたかせけかす きおと うあのかえそ たちけかくおあ. 【かすあ うあのかえそ うふつてとたしかせけみ けすかかて 
おしみ 』ぃ╅ きけくせかせせそ うあきせそか くせあねかせけか, たそつさそしへさと, せあ すそこ うくえしみお, いとおとはかか 
つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ そたちかおかしけて つとおへいと ねかしそうかねかつてうあ. ╆そしへのそか 
くせあねかせけか おしみ すけちあ うそ うつかす すけちか けすかかて け ちあぬけそせあしへせそか とちかえとしけちそうあせけか 
さそちかこつさそこ たちそいしかすふ…

』ほすつそせ 〉そしし***

* ゅおすそせお ╅. ｠あおおあお, けつたそしせけてかしへせふこ おけちかさてそち 』そうかてあ すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす え. ]そつ-╅せおきかしかつあ 
(]そつ-╅せおきかしかつ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╉かいそちあ ｠あちおけ, くあうかおとまはあみ さあなかおちそこ けつてそちけけ ╇あこそすけせえつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (]あちあすけ, ╇あこそ-
すけせえ, 』ぃ╅).
*** 』ほすつそせ 〉そしし, うけぬか-たちかくけおかせて 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ 
(〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

11 なかうちあしみ 1976 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
〈ふ つ 〉ほせつけ つけおかしけ け つすそてちかしけ なけえとちせそか さあてあせけか つ 《しけすたけこつさけに けえち 

け うつか うちかすみ うつたそすけせあしけ うあつ.
[あさ けせてかちかつせそ いふしそ たそそいはあてへつみ つ うあすけ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う たちそのしそか うそつ-

さちかつかせへか! 〉と, あ 〉あてあのけせふ たけちそきさけ いふしけ なあせてあつてけねかつさけ うさとつせふ. ¨ う ぬかしそす, 
さあさ 〉あてあのあ えそてそうけて! 》そたちそいとかす せかさそてそちふか けく かか ちかぬかたてそう, にそてみ, せあうかちせみさあ, 
てあさ せか たそしとねけてつみ! 』 とおそうそしへつてうけかす うつたそすけせあかす け 〉あてあのけせふ ちあつつさあくふ そい 
そいふねあみに うあのかえそ せあちそおあ...

】けしへみす ╆そしし*

* * *

》ちけかす け たへかつあ つ ちとつつさけす そててかせさそす

╇そしせあ ちとつつさそこ さとしへてとちふ たちそさあてけしあつへ たそ ′あたあおせそこ おそしけせか う うけおか たへかつふ 
ぁかにそうあ «【ちけ つかつてちふ», さそてそちとま たそつてあうけし てかあてち 』╅【 う てかあてちか 』てあちそえそ えそちそおあ 
う ]そつ-╈あてそつか.

〉あ つたかさてあさしか たそ つたかぬけあしへせそすと たちけえしあのかせけま たちけつとてつてうそうあしけ くあすかつてけ-
てかしへ えかせかちあしへせそえそ さそせつとしあ 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ ╊うえかせけこ ╆あきあせそう つ 
つとたちとえそこ 〉あてあのかこ. 》そ そさそせねあせけけ つたかさてあさしみ ╆あきあせそうふ うふのしけ せあ つぬかせと け 
たそくせあさそすけしけつへ つ あとおけてそちけかこ. [あちそしけせ 『けお, さそてそちあみ けえちあしあ 〈あのと, そおせと けく 
てちかに つかつてかち, うちとねけしあ 〉あてあのか ╆あきあせそうそこ すあしかせへさけこ いとさかてけさ ぬうかてそう. 〉あてあのあ 
たちそけくせかつしあ てかたしとま ちかねへ, うつてちかねかせせとま いとちせふすけ あたしそおけつすかせてあすけ け そおそいちけ-
てかしへせふすけ うそくえしあつあすけ. [てそ-てそ うふさちけさせとし けく くあしあ: «╋あしへ, ねてそ う ╈そししけうとおか せかて 
てあさけに とすせふに さちあつあうけぬ!»

》そくおせかか つそつてそみしつみ たちけかす おしみ けくいちあせせふに, せあ さそてそちそす うふみつせけしそつへ, ねてそ 
えそつたそおけせ ╆あきあせそう け えそつたそきあ ╆あきあせそうあ うすかつてか とねけしけつへ せあ おけたしそすあてそう, たちけ-
ねかす そせ とねけし さけてあこつさけこ みくふさ, あ 〉あてあのあ — さそちかこつさけこ…

╆あきあせそうふ いかつかおそうあしけ つ あさてかちあすけ, おかすそせつてちけちとみ えしといそさそか たそせけすあせけか 
てうそちねかつてうあ ぁかにそうあ け てかあてちあ う ぬかしそす. [あちかせ ｠かせくかし, さそてそちあみ けえちあしあ 〉あてあのと 
う つたかさてあさしか, いかつかおそうあしあ つ せあつてそみはかこ 〉あてあのかこ ╆あきあせそうそこ, けつたそしへくとみ てか 
せかつさそしへさそ ちとつつさけに なちあく け つしそう, さそてそちふか そせあ うふとねけしあ う にそおか たそかくおさけ う 』そうかて-
つさけこ 』そまく.

》そしとねけしあつへ うかねかちけせさあ, そさとてあせせあみ あてすそつなかちそこ つてあちそこ 『そつつけけ, さあさ いとおてそ 
たかちかせかつかせせそこ けく つたかさてあさしみ, にそてみ そねあちそうあてかしへせふか えそつてけ いふしけ せあ つあすそす おかしか 
おあしかさけ そて をあちつさそこ 『そつつけけ. ╅すかちけさあせぬふ せあたかちかいそこ えそうそちけしけ, ねてそ 〉あてあのあ 
╆あきあせそうあ そしけぬかてうそちみかて つそいそこ たそおしけせせそ ちとつつさとま さちあつあうけぬと…

15 なかうちあしみ 1976 え.**

* 】けしへみす ╆そしし, なかちすかち (』あさちあすかせてそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╈あくかてあ «』あせおけ すかちさとちけ せへまつ» (』あせ-｠そつか, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

》かちつたかさてけうふ さけてあこつさそ-つそうかてつさけに そてせそのかせけこ う てとすあせか,

つねけてあまて つそうかてつさけか おけたしそすあてふ

《つてあせとてつみ そてせそのかせけみ 』』』『 つ [〉『 てあさけすけ きか せかたちけみてせふすけ けしけ きか 
とおあつてつみ ちあつてそたけてへ しかお たちけ せそうそす さけてあこつさそす ちとさそうそおつてうか — ほてそ うつか かはか 
うそたちそつ, せか けすかまはけこ そてうかてあ. 【あさ たちけくせあしけ つそうかてつさけか おけたしそすあてふ, うふつてとたけう-
のけか う 〈そせてかちかか うねかちあ うかねかちそす.

╇ ちそしけ おそさしあおねけさそう いふしけ つとたちとえけ ╆あきあせそうふ — いしそせおけせ ╊うえかせけこ け かえそ 
きかせあ-さちあつあうけぬあ 〉あてあしへみ.

╆あきあせそうふ うつたそすせけしけ うつま けつてそちけま そてせそのかせけこ すかきおと 〈そつさうそこ け 》かさけ-
せそす, そにあちあさてかちけくそうあう けに せふせかのせかか つそつてそみせけか さあさ せか そねかせへ にそちそのかか. 〉あてあ-
しへみ てとて きか おそいあうけしあ, ねてそ, たそ つとてけ, ほてけ そてせそのかせけみ たしそにけか…

… ぁてそ さあつあかてつみ たかちつたかさてけう, てそ, さあさ そてすかてけしけ ╆あきあせそうふ, せあ つかこ つねかて 
つとはかつてうとまて おうあ すせかせけみ. 》かちうそか けつにそおけて けく てそえそ, ねてそ せふせかのせみみ いそちへいあ 
う 》かさけせか うふせかつかて せあ えちかいかせへ うしあつてけ せそうふに しけおかちそう, つうそいそおせふに そて つしそきけう-
のけにつみ ちあせかか つてかちかそてけたそう. 《せけ たそおてそしさせとて [けてあこ さ ついしけきかせけま つ 『そつつけかこ. 
》そ おちとえそすと すせかせけま, 》かさけせ たちかおたそねてかて け おあしへのか けくそしけちそうあてへつみ そて 』』』『 
け たふてあてへつみ つてちそけてへ とてそたけねかつさそか そいはかつてうそ…

╉けたしそすあてふ たそおねかちさせとしけ, ねてそ, せかつすそてちみ せあ しかうけくせと けに しそくとせえそう, さけてあこ-
つさけか しけおかちふ てかつせそ そいはあまてつみ つ つあすふすけ たちあうふすけ ちかきけすあすけ, てけたあ ちかきけすあ 
》けせそねかてあ う ぁけしけ…

》といしけさか うふつてとたしかせけか たそせちあうけしそつへ, う せかすあしそこ つてかたかせけ たそてそすと, ねてそ かこ 
たそせちあうけしけつへ うせかのせそつてへ け すあせかちふ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ…

21 なかうちあしみ 1976 え.*

* * *

2 あたちかしみ 1976 え.
╉そちそえけか えそつたそおけせ け えそつたそきあ ╆あきあせそうふ!
〈そこ すとき, 〈あこさし ╉まうかしし, け み つ とおそうそしへつてうけかす うつたそすけせあかす せあのけ 

うつてちかねけ つ うあすけ うそ うちかすみ ぬかちかすそせけけ せあえちあきおかせけみ たちかすけみすけ «《つさあち» 
う ]そつ-╅せおきかしかつか.

っ せあおかまつへ, ねてそ う せかおあしかさそす いとおとはかす せあす たそつねあつてしけうけてつみ つうけおかてへつみ 
つ うあすけ そたみてへ…

〉けせあ ‒その**

* ╈あくかてあ «〈そせてかちかこ えかちあしへお» (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** 〉けせあ ‒その, えそししけうとおつさあみ さけせそくうかくおあ (╆かうかちしけ-｠けししく, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).



 

521

》けつへすあ, あおちかつそうあせせふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, け たちけきけくせかせせふか つてあてへけ そ せかこ

* * *

21 あたちかしみ 1976 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
〈ふ たそおいけちあかす せそすけせあせてそう う たちかくけおけとす 』そうかてあ すかきおとせあちそおせふに たちそ-

いしかす 』かうかちせそこ [あしけなそちせけけ. 〈せそえけか しまおけ, つうみくあせせふか つ ほてけす たちそぬかつつそす, 
せあくふうあまて ╇あつ さあさ うふおあまはかえそ たちかおつてあうけてかしみ すそしそおそえそ たそさそしかせけみ.

╊つしけ ╇ふ たちけせけすあかてか せあのか たちかおしそきかせけか, たそきあしとこつてあ, おあこてか せあす くせあてへ…

╅せおきかしあ 〉けし*

* * *

『とつつさけこ うくえしみお せあ ちあくちみおさと そてせそのかせけこ つ 』ぃ╅
う さちあつけうそす けつたそしせかせけけ

╇ 』そうかてか すかきおとせあちそおせふに おかし 』かうかちせそこ [あしけなそちせけけ みいしそさと せかえおか いふしそ 
とたあつてへ うねかちあ うかねかちそす. 〉あちそお つそいちあしつみ たそつしとのあてへ たそくけぬけま 『そつつけけ たそ ちあく-
ちみおさか そてせそのかせけこ つ 』ぃ╅, つ さそてそちそこ うふつてとたけしあ たちかつつ-あててあのか つそうかてつさそえそ さそせ-
つとしへつてうあ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ. ╈そうそちけしあ そせあ せあ いかくとたちかねせそす 
あせえしけこつさそす け えそうそちけしあ そねかせへ たちそせけさせそうかせせそ け といかおけてかしへせそ. ╊か えしあうせふこ 
てかくけつ — つとはかつてうとかて のけちそさけこ さちとえ たそしけてけねかつさけに, ほさそせそすけねかつさけに け うそかせせふに 
うそたちそつそう, たそ さそてそちふす 』ぃ╅ け 』』』『 すそえとて け おそしきせふ つそてちとおせけねあてへ…

〉かしへくみ てあさきか せか そてすかてけてへ, ねてそ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ — そつしかたけてかしへせそ さちあ-
つけうあみ すそしそおあみ きかせはけせあ, たそほてそすと つしとのあてへ かか うそ うつかに そてせそのかせけみに いふしそ そおせそ 
つたしそのせそか とおそうそしへつてうけか…

5 すあみ 1976 え.**

* * *

11 すあみ 1976 え.
】うあきあかすふか えそつたそおけせ け えそつたそきあ ╆あきあせそうふ!
╊きかえそおせそ 【そちえそうあみ たあしあてあ ちあこそせあ ‒そちて-╆ちほええ 〈かせおそつけせそ たちそうそおけて 

なかつてけうあしへ つかすえけ, せあたちあうしかせせふこ せあ ちあくうけてけか うそつたちそけくうそおつてうあ ほてそこ くあすかねあ-
てかしへせそこ ちふいふ.

〈ふ たちけえしあのあかす うあつ たちけせみてへ とねあつてけか う ほてそす なかつてけうあしか け うふつてとたけてへ 
つ ちあつつさあくそす そ ちふいそしそうせそす たちそすふつしか う うあのかこ とうあきあかすそこ つてちあせか…

╈ちかえ 『かこ***

* ╅せおきかしあ 〉けし, たちかおつかおあてかしへ さそすけてかてあ たそ せそすけせあぬけみす, 』そうかて すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす 』かうかち-
せそこ [あしけなそちせけけ (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╈あくかてあ «』あせ-‒ちあせぬけつさそ さちそせけさし» (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╈ちかえ 『かこ, たちかおつかおあてかしへ ╅つつそぬけあぬけけ ちふいそしそうそう 』かうかちせそこ [あしけなそちせけけ (‒そちて-╆ちほええ, [あしけ-
なそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

14 すあみ 1976 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあのあ!
〉か すそえと きおあてへ け おせみ, ねてそいふ つそそいはけてへ ╇あす, さあさ すふ たちけくせあてかしへせふ くあ 

╇あのか ねとおかつせそか うふつてとたしかせけか たかちかお つたかぬけあしへせそこ えちとたたそこ, そてたちあうしみうのかこつみ 
つ ╉けたしそすあてけねかつさけす てとちそす う 』そうかてつさけこ 』そまく.

╇ふ いふしけ くうかくおそこ, ╇ふ つけみしけ け つうかちさあしけ うつかすけ さちあつさあすけ…
╉きとせ ¨つてそせ*

* * *

『そつつけみ たちかおつてあうしかせあ さちあつあうけぬかこ

》ちかつつ-あててあのか つそうかてつさそえそ ╈かせかちあしへせそえそ さそせつとしへつてうあ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ 
いかく かおけせそこ ちあさかてふ け おあきか いかく かおけせそえそ うふつてちかしあ けく たけつてそしかてあ たそさそちけしあ 
すけつつとしへぬかう. 〉あ たちそてみきかせけけ おうとに おせかこ そせあ ねけてあしあ しかさぬけけ け うかしあ つかすけせあちふ 
う 】せけうかちつけてかてか 〈そせてあせふ, おあうあしあ けせてかちうへま, とつてちあけうあしあ たちかつつ-さそせなかちかせぬけけ.

《 ねかす かか てそしへさそ せか つたちあのけうあしけ! 》ちかつしかおとまて しけ う 』』』『 かうちかかう, さあさ 
う 〈そつさうか そてせそつみてつみ さ さそすすとせけつてあす う 〈かさつけさか, たそねかすと 』そうかてつさけこ 』そまく せか 
すそきかて たそすけちけてへつみ つ [けてあかす, いそちまてつみ しけ う 』』』『 つ くあえちみくせかせけかす そさちときあ-
まはかこ つちかおふ, つそいけちあかてつみ しけ [ちかすしへ うすかのけうあてへつみ う たちかくけおかせてつさけか うふいそちふ 
う 』ぃ╅ け て.お. け て.た.

《てうかてふ そてしけねあしけつへ えしといけせそこ, ねかてさそつてへま け ますそちそす. 〉と, あ えしあうせそか, 
えそつたそきあ ╆あきあせそうあ たちけてみえけうあしあ さ つかいか たといしけさと つうそかこ さちあつそてそこ…

28 すあみ 1976 え.**

* * *

28 すあみ 1976 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
｠そねと たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ うふつてとたしかせけか たかちかお すそけすけ つてとおかせてあすけ. 《せけ 

たそしとねけしけ そえちそすせとま たそしへくと そて ╇あのかえそ うけくけてあ け えそてそうせそつてけ そてうかねあてへ せあ けに 
うそたちそつふ. ╇つか つ うそつにけはかせけかす そてくふうあしけつへ そ うつてちかねか つ ╇あすけ. 〉あおかかすつみ うせそうへ 
け うせそうへ うけおかてへ ╇あつ う せあのかす とせけうかちつけてかてか.

〈ふ いふ たちけうかてつてうそうあしけ しまいとま たそすそはへ け たそおおかちきさと, さそてそちとま ╇あのか さそせ-
つとしへつてうそ すそえしそ いふ そさあくあてへ せあのかこ たちそえちあすすか けくとねかせけみ 』』』『…

‒そちかつて ╈ちけうく***

* ╉きとせ ¨つてそせ, けつたそしせけてかしへせふこ つかさちかてあちへ 』そうかてあ すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす え. ]そつ-╅せおきかしかつあ 
(]そつ-╅せおきかしかつ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╈あくかてあ «〈そせてあせあ [あこすけせ» (〈けつつとしあ, 〈そせてあせあ, 』ぃ╅).
*** ‒そちかつて ╈ちけうく, たちそなかつつそち たそしけてけねかつさけに せあとさ 】せけうかちつけてかてあ 〈そせてあせふ (〈けつつとしあ, 〈そせてあせあ, 』ぃ╅).
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* * *

30 すあみ 1976 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
〈そけ つてとおかせてふ たちそつてそ う うそつてそちえか そて ╇あのけに うふつてとたしかせけこ う せあのかす 】せけ-

うかちつけてかてか. 〉かさそてそちふか けく せけに いふしけ たそてちみつかせふ てかす, ねてそ つそうかてつさけこ おけたしそすあて 
せか たちそつてそ せか けすかかて てちかに えそしそう け ちそえそう, あ たちかおつてあうしみかて つそいそこ そつしかたけてかしへせとま 
け そねあちそうあてかしへせとま さちあつあうけぬと!..

… 〈ふ くおかつへ せかつさそしへさそ そてそちうあせふ そて ぬけうけしけくあぬけけ け いふしけ いふ たちけくせあ-
てかしへせふ くあ しまいふか すあてかちけあしふ そい 』』』『, さそてそちふか すそきかて たちかおそつてあうけてへ ╇あのか 
さそせつとしへつてうそ. ｠そてかしそつへ いふ けすかてへ けすかせせそ たそおしけせせふか すあてかちけあしふ, あ せか てか, ねてそ 
えそてそうみてつみ たちあうけてかしへつてうそす 』ぃ╅ け ちとつつさけすけ ほすけえちあせてあすけ…

‒けしけた 〈あしそせけ*

* * *

2 けませみ 1976 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
｠そねと そたみてへ け そたみてへ いしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ つそえしあつけか たちけかにあてへ う 〈そせてあせと 

け くあ ╇あのけ くあすかねあてかしへせふか うふつてとたしかせけみ, さそてそちふか たそさそちけしけ せか てそしへさそ とせけ-
うかちつけてかてつさとま たといしけさと, せそ け うかつへ せあの えそちそお. ╇つか てそしへさそ け えそうそちみて そ ╇あのけに 
うふつてとたしかせけみに け う あとおけてそちけみに, け たそ てかしかうけおかせけま, け たそ ちあおけそ. ╇あの たちけかくお — 
そえちそすせそか つそいふてけか. ╇かおへ ╇ふ つてあしけ たかちうふす つそうかてつさけす えちあきおあせけせそす, さそてそちそえそ 
すせそえけか すけつつとしへぬふ うつてちかてけしけ う きけくせけ け さそえおあ-しけいそ うつてちかてみて う いとおとはかす…

╅しけせ 〈そついけ**

* * *

30 けませみ 1976 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
╇ふつふしあま うあす つてあてへま あせあしけてけさあ を『】 ╆ちあとせあ そ [けてあか. 』てあてへみ せあおかしあしあ 

すせそえそ のとすあ, せそ み, ねかつてせそ えそうそちみ, せか せあにそきと かか そねかせへ てそしさそうそこ. ぁけてあみ てあさそえそ 
ちそおあ つてあてへけ, み けつたふてふうあま ねとうつてうそ つてふおあ くあ を『】 — たそ さちあこせかこ すかちか, くあ さうあ-
しけなけさあぬけま けに しまおかこ, つたかぬけあしけくけちとまはけにつみ たそ ╅くけけ…

]かそ 『そとく***

* ‒けしけた 〈あしそせけ, くあうかおとまはけこ さあなかおちそこ たそしけてそしそえけけ 】せけうかちつけてかてあ 〈そせてあせふ (〈けつつとしあ, 
〈そせてあせあ, 』ぃ╅).
** ╅しけせ 〈そついけ, たちそなかつつそち きとちせあしけつてけさけ 】せけうかちつけてかてあ 〈そせてあせふ, さそちちかつたそせおかせて ょ》¨ 
う 》あちけきか (〈けつつとしあ, 〈そせてあせあ, 』ぃ╅).
*** ]かそ 『そとく, えしあうせふこ ちかおあさてそち せあとねせそえそ きとちせあしあ «ゅこのあせ つかちうかこ», そおけせ けく うかおとはけに けせおそしそえそう 
』ぃ╅ (╆かちさしけ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

524

* * *

28 けましみ 1976 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╋かせみ!
【そ, ねてそ と せあつ せか たそしとねあかてつみ おそえそうそちけてへつみ そ つひかすさあに なけしへすあ う 『そつつけけ, 

せか そくせあねあかて, ねてそ すふ おそしきせふ たかちかつてあてへ うつてちかねあてへつみ おちとえ つ おちとえそす.
〉かつそすせかせせそ, み さあたけてあしけつてけねかつさあみ くすかみ, さそてそちあみ すかねてあかて しけのへ そ てそす, さあさ 

いふ たそおうかちえせとてへ うあつ おうそけに ほさつたしとあてあぬけけ け うふたそてちそのけてへ たそいそしへのか おかせかえ 
と うあのかえそ たちあうけてかしへつてうあ さちあつせふに さそすすとせみえ う そいすかせ せあ たあちのけうふこ なけしへす, 
たそさあくふうあまはけこ うあのと つけつてかすと さあさ たちそうあしへせとま, あ あすかちけさあせつさとま さあさ うかおそすとま 
╆そえそす (さつてあてけ, さてそ みうしみかてつみ ╆そえそす?).

〈ふ いふ にそてかしけ うつてちかてけてへつみ つ うあすけ う ]そつ-╅せおきかしかつか けしけ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ 
け たそつたそちけてへ, と さあさそこ つてちあせふ しとねのけか つたそちてつすかせふ. 》そ すそかすと すせかせけま, うたか-
ちかおけ うつかに たそ ほてそすと たそさあくあてかしま ¨つしあせおけみ.

╊つしけ うふ えそてそうふ たちけかにあてへ う ]そつ-╅せおきかしかつ, すふ つ ╉そててけ えそてそうふ たそてちあてけてへつみ 
おそ さそたかこさけ, ねてそいふ ちあくうしかねへ うあつ う つてけしか けすたかちけあしけつてけねかつさけに さちふつ, さそてそちふすけ 
すふ みうしみかすつみ. ╇ たちそてけうせそす つしとねあか, すふ たちけすねけすつみ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, け うふ 
すそきかてか せあつ たそいあしそうあてへ. ╇ しまいそす つしとねあか, ╉そててけ け み そねかせへ つさとねあかす たそ つてあちふす, 
おそいちふす うちかすかせあす, さそえおあ すふ うつてちかねあしけつへ つ うあすけ, け にそてけす うかちせとてへつみ さ たちかき-
せかこ たちあさてけさか. ¨ ほてそ せかうくけちあみ せあ すせかせけか 『そせあしへおあ 『かこえあせあ*. 『かこえあせ — けおけそて, 
たそ-すそかすと, せかて たそしけてけさあ えしとたかか かえそ…

｠へま ╉きかななちけつ**

* * *

16 あうえとつてあ 1976 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうふ!
｠そてかしけ いふ たちけえしあつけてへ うあつ そいそけに うふつてとたけてへ う せあのかす ¨せつてけてとてか たそ ちみおと 

うそたちそつそう, さあつあまはけにつみ うせとてちかせせかこ きけくせけ う 』』』『, あ けすかせせそ:
1) おかみてかしへせそつてへ そいはかつてうあ «′せあせけか»;
2) うそかせせそ-つたそちてけうせふか けえちふ おしみ おかてかこ «′あちせけぬあ» け «《ちしかせそさ»;
3) のさそしへせふか つたそちてけうせふか たちそえちあすすふ.
╆ふしけ いふ そねかせへ たちけくせあてかしへせふ くあ たちかおそつてあうしかせけか てあさきか けせなそちすあぬけそせ-

せふに すあてかちけあしそう, さそそちおけせあて そなけぬけあしへせふに しけぬ う 』』』『, つ さかす すそきせそ いふしそ 
いふ うつてとたけてへ う さそせてあさて たそ とたそすみせとてふす てかすあす…

]そこお 『そおきかちつ***

* ╇ てか えそおふ 『. 『かこえあせ いふし えといかちせあてそちそす [あしけなそちせけけ.— 》ちけすかね. ちかお.
** ｠へま ╉きかななちけつ, えそししけうとおつさけこ ちかきけつつかち け たちそおまつかち (╆かうかちしけ-｠けししく, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ]そこお 『そおきかちつ, おけちかさてそち ╇そかせせそえそ けせつてけてとてあ けせそつてちあせせふに みくふさそう (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 
』ぃ╅).
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* * *

31 あうえとつてあ 1976 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
っ うかちせとしあつへ けく そてしけねせそこ たそかくおさけ う うあのと つてちあせと. ╆しあえそおあちみ うあのかすと とねあ-

つてけま すせか とおあしそつへ たそうけおあてへつみ け たそいかつかおそうあてへ つそ すせそえけすけ うかおとはけすけ さけてあけ-
つてあすけ, け とねかせふすけ け たちあうけてかしへつてうかせせふすけ ねけせそうせけさあすけ. 〉あのけ うくえしみおふ せあ 
[けてあこ せか うつかえおあ つそうたあおあしけ, せそ いかつかおふ そさあくあしけつへ う うふつのかこ つてかたかせけ たそしかくせふすけ.

【あさきか いしあえそおあちみ うあのけす つそうかてあす み たそつすそてちかしあ おそつてそたちけすかねあてかしへせそつてけ 
う 〈そつさうか け ]かせけせえちあおか. ¨ てかたかちへ すかせみ そたみてへ てみせかて う 』』』『. 〉あおかまつへ せあ つさそ-
ちそか うそくうちあはかせけか てとおあ ときか う さあねかつてうか たそしせそぬかせせそえそ てとちけつてあ, つ つかすへかこ.

ゅお け み そねかせへ にそてかしけ いふ つ うあすけ とうけおかてへつみ, うすかつてか たそときけせあてへ…

╉きそこつ [あししえちかせ*

* * *

8 そさてみいちみ 1976 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
》そ けせけぬけあてけうか せあのかこ ╅つつそぬけあぬけけ う ╆かちさしけ ちあくちあいそてあせ せそうふこ とねかいせふこ 

さとちつ «〈かきおとせあちそおせふか たちそいしかすふ 1970-に えそおそう». ╇ ちあすさあに ほてそえそ さとちつあ すふ 
くあたけつふうあかす せあ うけおかそたしかせさと けせてかちうへま つ うしけみてかしへせふすけ たかちつそせあすけ うそ うつかに 
つなかちあに きけくせけ.

》そ せあのかすと すせかせけま, つそうかちのかせせそ せかそいにそおけすそ, ねてそいふ せあ うけおかそさあつつかてあに 
いふしあ そてちあきかせあ け てそねさあ くちかせけみ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ. 〈ふ たちそつけす ╇あつ さあさ うけお-
せそえそ ほさつたかちてあ う つなかちか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ おあてへ てあさそか けせてかちうへま. 〉あつ 
そつそいそ けせてかちかつとまて てかすふ おうけきかせけこ せあぬけそせあしへせそえそ そつうそいそきおかせけみ け ちあくちみおさけ 
すかきおと ╇そつてそさそす け ′あたあおそす…

]ほちちけ ╅おかしすあせ**

* * *

27 おかさあいちみ 1976 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ!
〈ふ つ きかせそこ う うふつのかこ つてかたかせけ たそしへはかせふ てかす, ねてそ うふ たちけせみしけ とねあつてけか 

う たちあくおせそうあせけけ う せあのかす おそすか う 』てけせつそせ-╆けね 『そきおかつてうあ. ╇ふ つうかちさあしけ さあさ 
くうかくおふ, うつかす せあのけす すせそえそねけつしかせせふす えそつてみす にそてかしそつへ たそきあてへ うあす ちとさと 
け にそてへ せかすせそきさそ つ うあすけ たそそいはあてへつみ. 【かたかちへ せあす うつか くうそせみて け せあにうあしけうあまて 
うあつ: さあさけか, すそし, くあすかねあてかしへせふか と 『そつつけけ おけたしそすあてふ!..

╉きかさ 《しおちけおき***

* ╉きそこつ [あししえちかせ, おけちかさてそち をかせてちあ さけてあこつさけに けつつしかおそうあせけこ [あしけなそちせけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ 
(╆かちさしけ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ]ほちちけ ╅おかしすあせ, たちかくけおかせて ╅つつそぬけあぬけけ つてとおかせてそう [あしけなそちせけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (╆かちさしけ, 
[あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╉きかさ 《しおちけおき, たちかくけおかせて ╈そちそおつさそえそ さそししかおきあ え. 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけ-
なそちせけみ, 』ぃ╅).
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1977 えそお

5 すあちてあ 1977 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
《えちそすせそか つたあつけいそ くあ たちけえしあのかせけか たちけせみてへ とねあつてけか う なかつてけうあしか けつさとつつてう 

せあ いそちてと つそうかてつさそえそ しあこせかちあ «]かちすそせてそう». ╇つか いふしそ くあすかねあてかしへせそ — たちそ-
えちあすすあ, とえそはかせけみ, ほさつさとちつけみ たそ つとおせと, てかたしそか そてせそのかせけか つそ つてそちそせふ ほさけ-
たあきあ け つそてちとおせけさそう ╈かせさそせつとしへつてうあ…

╇けちおきけせけみ 〈あさしほせ*

* * *

6 すあちてあ 1977 え.
╉そちそえけか せあのけ 〉あてあのあ け ╋かせみ,
〈ふ そてしけねせそ たちそうかしけ うちかすみ せあ そさかあせつさそす しあこせかちか «]かちすそせてそう». ╆ふしそ, 

おかこつてうけてかしへせそ, くおそちそうそ, つたあつけいそ うあす. 【そしへさそ うそて うあつ すふ せあ たちけかすか せか とうけ-
おかしけ, け ほてそ ちあつつてちそけしそ. 《ねかせへ せあおかかすつみ せあ つさそちそか つ うあすけ つうけおあせけか…

╆そい ¨つてそせ**

* * *

7 すあちてあ 1977 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╊うえかせけこ!
』かえそおせみ う ╇あのけせえてそせか くあさちふしけ のさそしふ. 》ちそのかし たかちうふこ う ほてそす えそおと つせかえ, 

け うふ いとおかてか つすかみてへつみ, せそ ほてけ たちそさしみてふか まきあせか たあせけさとまて おあきか たちけ うけおか 
せかきせふに つせかきけせそさ. ╉かてけ, たちあうおあ, ちあおとまてつみ, あ うそて 〈あこさしと せか おそ ちあおそつてかこ. 
╇ねかちあ そせ そてちあうけしつみ ねけくいとちえかちそす う さあなかてかちけけ ╈そつおかたあちてあすかせてあ, せか つたあし うつま 
せそねへ, けくいあうしみしつみ そて たけはけ. 〉あうかちせそか, さてそ-てそ ちかのけし, ねてそ さけてあけつてそう たちそのけ-
いあかて せそつてあしへえけみ たそ つてあちふす おそいちふす うちかすかせあす せあ ╉あしへせかす ╇そつてそさか, さそえおあ せあす 
たちけにそおけしそつへ たちそうそおけてへ おせけ せあたちそしかて う てとあしかてか…

╇つてちかねあかす たかちけそおけねかつさけ せあのけに そおせそさあのせけさそう たそ 』けせえあたとちと, ╆そい 
╆ちあとせ たそつてあちかし…

╆あちいあちあ ╆むちせつ***

* ╇けちおきけせけみ 〈あさしほせ, おかさあせ 】せけうかちつけてかてあ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╆そい ̈ つてそせ, «おそさてそち ｠けええけせく» ╈そししけうとおあ, つてあうけうのけこ あさてかちあす ちあくしけねせふか けせそつてちあせせふか あさぬかせてふ 
う あせえしけこつさそす みくふさか, つあす あさてかち, ちかきけつつかち, たちそおまつかち, そおせあ けく さしまねかうふに なけえとち う そたちかおかしかせけけ 
しあとちかあてそう たちかすけけ «《つさあち» (》あつあおかせあ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╆あちいあちあ ╆むちせつ, きかせあ 〈あこさしあ ╆むちせつあ (そおせそさあのせけさあ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけ-
うかちつけてかてか 』けせえあたとちあ (1968—1970), つそてちとおせけさあ ╈そつおかたあちてあすかせてあ 』ぃ╅ つ せあねあしあ 1970-に ええ.) (╇あ-
のけせえてそせ, 』ぃ╅).
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* * *
18 すあちてあ 1977 え.

╉そちそえあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
… ╇あの すとき ちあつつさあくあし すせか そ ╇あのかこ ほさつたかちてけくか う さそちかこつさけに おかしあに 

け そ ╇あのかす けせてかちかつか さ さそちかこつさそこ たちそいしかすあてけさか.
╇ ほてそこ つうみくけ み ちかのけしあ たちけえしあつけてへ ╇あつ せあ うふつてとたしかせけか えかせかちあし-しかこてか-

せあせてあ ゅおうあちおあ ‒しほせあえあせあ せあ てかすと: «[そちかみ — つけてとあぬけみ う そいしあつてけ そいそちそせふ 
つかこねあつ». 〉あおかまつへ, ╇ふ たそきかしあかてか とねあつてうそうあてへ け う おけつさとつつけけ たそ けてそえあす うふつてと-
たしかせけみ えかせかちあしあ. 〈ふ くせあかす, ねてそ つそうかてつさそか さそちかかうかおかせけか — そおせそ けく しとねのけに 
う すけちか, あ ╇ふ, さそせかねせそ きか, そおけせ けく くせあさそうふに たちかおつてあうけてかしかこ ほてそこ のさそしふ 
さそちかかうかおかせけみ…

╇けちおきけせけみ 〈あさしほせ*

* * *
25 すあちてあ 1977 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
╆しあえそおあちま くあ いそしへのとま たそすそはへ, さそてそちとま ╇ふ せあす そさあくふうあかてか う けくとねかせけけ 

つそうかてつさそこ おちあすあてとちえけけ, う ねあつてせそつてけ てうそちねかつてうあ 〈.〈. 『そはけせあ. 》ちけつふしあかすふか 
╇あすけ すあてかちけあしふ たそしへくとまてつみ うふつそさけす つたちそつそす つちかおけ せあのけに つてとおかせてそう…

』かこすとち ‒あちいかち**

* * *
20 あたちかしみ 1977 え.

】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
』 てかたしそてそこ うつたそすけせあま せあのと うつてちかねと. 】くせあし そて ╇あつ すあつつと けせてかちかつせそえそ 

そ さとしへてとちせふに おそつてけきかせけみに ╇あのかこ つてちあせふ. 〉あおかまつへ たそしとねあてへ そて ╇あつ たかねあて-
せとま けせなそちすあぬけま そ さとしへてとちせそこ きけくせけ 』』』『…

╉きかこすつ ╉ほうけお ′かししかちいあに***

* * *
23 すあみ 1977 え. 

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
〈ふ う 』そうかてか すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす つ せかてかちたかせけかす そきけおあかす ╇あのか 

うふつてとたしかせけか 28 すあみ つ.え. っ そてねかてしけうそ たそすせま, さあさ ╇ふ ちあせかか うふつてとたけしけ たかちかお 
とねあつてせけさあすけ ╉けたしそすあてけねかつさそえそ てとちあ. ╇つか いふしけ う うそつてそちえか.

╇ そきけおあせけけ ╇あのかこ みちさそこ ちかねけ け ╇あのかえそ けつさちそすかてせそえそ ますそちあ…

ゅおすそせお ╅. ｠あおおあお****

* ╇けちおきけせけみ 〈あさしほせ, おかさあせ 】せけうかちつけてかてあ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** 』かこすとち ‒あちいかち, おかさあせ [あしけなそちせけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ, そておかしかせけか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (』あせ-
‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╉きかこすつ ╉ほうけお ′かししかちいあに III, すけししけあちおかち, すかぬかせあて (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
**** ゅおすそせお ╅. ｠あおおあお, けつたそしせけてかしへせふこ おけちかさてそち 』そうかてあ すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす ]そつ-╅せおきか-
しかつあ (]そつ-╅せおきかしかつ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅). 
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* * *

14 けましみ 1977 え.
】うあきあかすふこ ╈かせかちあしへせふこ さそせつとし ′けせねとさ!
『あせかか と せあつ うそくせけさしけ たちそいしかすふ つ たそしとねかせけかす ほさつたそせあてそう けく 』』』『 

おしみ うふつてあうさけ たそしけせかくけこつさそこ さとしへてとちふ. 〉そ せあす たそうかくしそ, すふ うつてちかてけしけつへ 
う ╇あのかす ╈かせさそせつとしへつてうか つ えそつたそきそこ ╆あきあせそうそこ. 《せあ つちあくと うそのしあ う せあのか 
たそしそきかせけか け いふつてちそ ちあくちかのけしあ うつか てちとおせそつてけ.

』かこねあつ すふ えそてそうけすつみ さ そてさちふてけま うふつてあうさけ け そねかせへ せあおかかすつみ, ねてそ ╇ふ 
つ つとたちとえそこ け ねかてあ ╆あきあせそうふに たちけいとおかてか せあ ほてと うあきせとま ぬかちかすそせけま…

╉きそせ [そててそせ 『あこて*

* * *

18 けましみ 1977 え.
】うあきあかすふか さそせつとし ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ!
╇ふ くせあかてか, さあさ すふ, ねしかせふ «〉あちそおせそえそ にちあすあ», しまいけす 』そうかてつさけこ 』そまく. 

╇あの えけすせ おしみ せあつ — せあの えけすせ. ╇あのけ ちとさそうそおけてかしけ (ねしかせふ 》そしけていまちそ を[ 
[》』』) — せあのけ つうみてふか. 〈ふ すかねてあかす さそえおあ-せけいとおへ たかちかつかしけてへつみ う 』』』『 
け とねあつてうそうあてへ てあす う つてちそけてかしへつてうか さそすすとせけつてけねかつさそえそ そいはかつてうあ.

》そさあ きか すふ つてちそけす てあさそか そいはかつてうそ う ╈あこあせか, ねへけ うしあつてけ ちあくちかのけしけ せあす 
そつせそうあてへ う おきとせえしみに さそすすとせと (かか そなけぬけあしへせそか せあくうあせけか 』かしへつさそにそくみこ-
つてうかせせそ-すかおけぬけせつさけこ たちそかさて).

〈ふ いふしけ いふ つねあつてしけうふ, かつしけ いふ うふ, うすかつてか つ うあのけすけ さそししかえあすけ, つすそえしけ 
たそきあしそうあてへ せあ いとなかてせふこ ときけせ け たちそつすそてち つしあこおそう そ きけくせけ せあのかこ さそす-
すとせふ う ╈あこあせか う しまいそか とおそいせそか おしみ うあつ うちかすみ…

╇かちあ っせえ**

* * *

2 おかさあいちみ 1977 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ,
』たあつけいそ うあす くあ せかおあうせけこ うけくけて う せあの えそちそお. ╅せせあ け み たそしとねけしけ けつてけせ-

せそか とおそうそしへつてうけか そて そいはかせけみ つ うあすけ. 》ちけしあえあま さ ほてそすと たけつへすと なそてそえちあ-
なけけ, せあ さそてそちふに くあたかねあてしかせふ せかくあいふうあかすふか すそすかせてふ てそえそ くあすかねあてかしへせそえそ 
うかねかちあ, さそてそちふこ すふ つ うあすけ たちそうかしけ せあ そくかちか 【あにそ…

╆ちとせそ 〈かせけさとねねけ***

* ╉きそせ [そててそせ 『あこて, おけちかさてそち すとくかみ ╆かちせけつ ╆けのそた (╈そせそしとしと, ╈あうあこけ, 』ぃ╅).
** ╇かちあ っせえ, さとちあてそち そておかしかせけみ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ そちえあせけくあぬけけ «〉あちそおせふこ にちあす» (』あせ-
‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╆ちとせそ 〈かせけさとねねけ, すほち え. 『けせそ, 〉かうあおあ (『けせそ, 〉かうあおあ, 』ぃ╅).
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11 すあちてあ 1978 え.
╉そちそえけか ╋かせみ け 〉あてあのあ,
〈ふ たちそかくおそす けく 》かさけせあ う ╈そせさそせえか. 〉あ そてさちふてさか, さあさ うふ すそきかてか うけおかてへ, 

けくそいちあきかせ すけせけあてまちせふこ け にちとたさけこ おかおとのさあ-さけてあかぬ. 〉かときかしけ うふ う 』』』『 
いそけてかつへ てあさけに ちかいみて?! 〈そつさうあ うつか うちかすみ えそうそちけて そ さけてあこつさそこ とえちそくか!

╅しかさつ ╆そきけせそうけね*

* * *

15 すあちてあ 1978 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ,
《いちあはあまつへ さ ╇あす つ たちそつへいそこ たちけせみてへ う ╈かせさそせつとしへつてうか えちとたたと せあのけに 

つてとおかせてそう け たちそうかつてけ つ せけすけ いかつかおと そい 』』』『 — けつてそちけねかつさそす ちあくうけてけけ, 
けおかそしそえけけ, たそしけてけねかつさそす ちとさそうそおつてうか, うせかのせかこ たそしけてけさか け そいはかつてうかせ-
せそこ きけくせけ. 》ちそつけし いふ てあさきか たそさあくあてへ ちかいみてあす なけしへす そ ╇あのかこ とうあきあかすそこ 
つてちあせか…

╉ほこし 『ほせ**

* * *

15 すあちてあ 1978 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
》そつさそしへさと うふ きあしそうあしけつへ, ねてそ み せか おあし うあす つうそま つてあてへま う «《ちいけつか» 

そ たそしけてけさか 』ぃ╅ け 』』』『 う ょきせそこ ╅くけけ, うふつふしあま うあす さそたけま ほてそこ つてあてへけ. 
【かたかちへ うあす たちけおかてつみ かか たちそねかつてへ け, いそしかか てそえそ, たちそさそすすかせてけちそうあてへ.

っ う そてうかて そいかはあま たちけえそてそうけてへ うあす かはか そおけせ ときけせ. [あさ うふみつせみかてつみ, 
うふ しまいけてか そつてちとま たけはと, たそほてそすと すせか そつてあかてつみ おそいあうけてへ うそ うつか いしまおあ たそ-
いそしへのか つたかぬけこ. ╅ すせか たそちあ とみつせけてへ, ねてそ せか つしかおとかて つたかのけてへ つ うふうそおあすけ 
そ たちかおたそねてかせけみに う かおか しまおかこ ちあくせふに せあぬけそせあしへせそつてかこ.

]かそ 『そとく***

* * *

24 すあちてあ 1978 え.
】うあきあかすふか えそつたそおけせ ╆あきあせそう け えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
8—9 あたちかしみ つ.え. すふ たちそうそおけす «‒かつてけうあしへ ったそせけけ», たそつうみはかせせふこ さとしへ-

てとちか, けつさとつつてうと け せあちそおと ったそせけけ.

* ╅しかさつ ╆そきけせそうけね, たちかくけおかせて 【そちえそうそこ たあしあてふ おそしけせふ 』あせてあ-[しあちあ (』けしけさそせそうそこ おそしけせふ) 
(╈そせさそせえ).
** ╉ほこし 『ほせ, たちかくけおかせて さそししかおきあ ‒けくかち-『けうかち ([うけせつけ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ]かそ 『そとく, えしあうせふこ ちかおあさてそち せあとねせそえそ きとちせあしあ «ゅこのあせ つかちうかこ», そおけせ けく うかおとはけに けせおそしそえそう 
』ぃ╅ (╆かちさしけ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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《て けすかせけ ╉けつせかこしかせおあ け さけせそさそすたあせけけ «】そして ╉けつせかこ たちそおあさのせつ» 
すふ つかちおかねせそ たちけえしあのあかす うあつ せあ なかつてけうあしへ う さあねかつてうか たそねかてせふに えそつてかこ, さあさ 
うふおあまはけにつみ つたかぬけあしけつてそう-うそつてそさそうかおそう…

〈ほちけ ╆そせけてそ ╉きそとせつ*

* * *

30 すあちてあ 1978 え.
】うあきあかすふこ えそつたそおけせ ╆あきあせそう,
《ねかせへ たちけみてせそ いふしそ うつてちかてけてへつみ つ ╇あすけ け ╇あのかこ そいうそちそきけてかしへせそこ 

つとたちとえそこ 〉あてあのかこ. 〈ふ そねかせへ にそてけす とつてちそけてへ えあつてちそしけ う ╇あのかこ つてちあせか. 
╅ たそさあ たちけすけてか くあうかちかせけみ う おちときかつさけに ねとうつてうあに さ ╇あす, 〉あてあのか け うあのかこ 
くあすかねあてかしへせそこ つてちあせか…

ゅしあせ 《くすそせお**

* * *

4 あたちかしみ 1978 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╋かせみ,
╇ たちかおうさとのかせけけ うあのかえそ うけくけてあ う ょてと にそねと そてすかてけてへ, ねてそ くおかつへ きけうとて 

しまおけ, えそちおふか くあ つうそこ のてあて, くあ せあのと すそちすそせつさとま ぬかちさそうへ, くあ せあのと うかしけさとま 
つてちあせと. 【そねせそ てあさ きか, さあさ と うあつ かつてへ うつか そつせそうあせけみ えそちおけてへつみ うかしけさけす せあちそ-
おそす け うかしけさけす えそつとおあちつてうそす, さそてそちふか うふ たちかおつてあうしみかてか.

〈かきおと 』ぃ╅ け 』』』『 つとはかつてうとまて ちあくせそえしあつけみ, せそ きけてかしけ ょてふ けつにそおみて 
けく てそえそ, ねてそ うつか ちあくせそえしあつけみ おそしきせふ たちかそおそしかうあてへつみ つたちあうかおしけうそ, すけちせふす 
たとてかす, う おとにか おそいちそこ うそしけ け うくあけすせそえそ とうあきかせけみ.

╇そ うちかすみ せかおあうせかえそ うけくけてあ つまおあ えかせさそせつとしあ ′けせねとさあ け ╊うえかせけみ そおけせ 
すかつてせふこ きとちせあしけつて そたといしけさそうあし えせとつせとま つてあてへま そい 』』』『. ╇ おあせせそこ つうみくけ 
み せあたちあうけし たけつへすそ ちかおあさてそちと えあくかてふ, えおか たそみうけしあつへ とたそすみせとてあみ つてあてへみ. 
╇ たけつへすか み せあくうあし あうてそちあ つてあてへけ たちそうけせぬけあしへせふす そつてそしそたそす け そしとにそす, 
せけねかえそ せか くせあまはけす け せけ せあ ねてそ せか つたそつそいせふす. 『かおあさてそち う そてうかてせそす たけつへすか 
たちそつけし けくうけせけてへつみ たかちかお えそつたそおけせそす ′けせねとさそす け ╊うえかせけかす. ぁてそ み け おかしあま…

╅ うあつ つ 〉あてあのかこ きけてかしけ ょてふ きおとて つ せかてかちたかせけかす…

『そせあしへお ╉きそとせつ***

* 〈ほちけ ╆そせけてそ ╉きそとせつ, すかせかおきかち たそ つうみくみす つ そいはかつてうかせせそつてへま たあちさあ ╉けつせかこしかせお (╅せあにかこす, 
[あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ゅしあせ 《くすそせお, たかちうふこ うけぬか-たちかくけおかせて さそちたそちあぬけけ のそと-いけくせかつあ «《くすそせお たちそおあさのせつ» 
(》ちそうそ, ょてあ, 』ぃ╅).
*** 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (』そして-]かこさ-』けてけ, ょてあ, 』ぃ╅).
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* * *

24 あたちかしみ 1978 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
』たあつけいそ くあ ちかさそすかせおあぬけけ け つそうかてふ, さそてそちふか ╇ふ おあしけ すせか うねかちあ たかちかお 

たそかくおさそこ う 』そうかてつさけこ 』そまく. ╇ ちかくとしへてあてか ╇あのあ つてちあせあ たかちかつてあしあ いふてへ おしみ 
すかせみ てかちちあ けせさそえせけてあ…

】けしへみす ぁけせせ*

* * *

24 あたちかしみ 1978 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
〈ふ うつか うつたそすけせあかす せかおあうせけこ うけくけて ╊うえかせけみ つ かえそ せあねあしへせけさそす えかせさそせ-

つとしそす ╅しかさつあせおちそす ′けせねとさそす う ょてと. ╇つか たちそのしそ くおそちそうそ, てそしへさそ うそて きあしへ, 
ねてそ つ うあすけ せか いふしそ 〉あてあのけ.

¨ えといかちせあてそち ょてふ, け ちとさそうそおつてうそ すそちすそせつさそこ ぬかちさうけ, け とせけうかちつけてかて-
つさけか さちとえけ そねかせへ せあおかまてつみ, ねてそ しかてそす ほてそえそ えそおあ いとおとて けすかてへ ねかつてへ たちけ-
せけすあてへ ねかてと ╆あきあせそうふに け つすそえとて せあつしあおけてへつみ そいはかつてうそす いしけつてあてかしへせそこ 
け そねあちそうあてかしへせそこ 〉あてあのけ…

『そせあしへお ╉きそとせつ**

* * *

3 けませみ 1978 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
〉あたちあうしみま うあす そいひみうしかせけか そい そねかちかおせそこ つにそおさか すあそけつてそう [あしけなそちせけこ-

つさそえそ とせけうかちつけてかてあ せあ てかすと «』』』『 — さあたけてあしけつてけねかつさそか えそつとおあちつてうそ».
》そくおちあうしみま うあつ つ うにそきおかせけかす う さあたけてあしけつてけねかつさそ-けすたかちけあしけつてけねかつさけこ 

しあえかちへ. ゅてそ うにそきおかせけか けすかかて つうそけ たちかけすとはかつてうあ, せそ, とうふ, け すけせとつふ…

]かそ 『そとく***

* * *

12 けませみ 1978 え.
╉そちそえけか 〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ!
っ たそつてそみせせそ すふつしかせせそ うそくうちあはあまつへ さ うあのかすと せかおあうせかすと たちかいふうあせけま 

せあ ╈あうあこつさけに そつてちそうあに. ╇ふ おそつてあうけしけ すせか けつてけせせそか とおそうそしへつてうけか つうそけすけ 
けせてかししかさてそす, とてそせねかせせそつてへま, しまいそくせあてかしへせそつてへま, せあとねせふす いあえあきそす…

* 】けしへみす ぁけせせ, うしあおかしかぬ つかてけ たちそおそうそしへつてうかせせふに すあえあくけせそう (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (』そして-]かこさ-』けてけ, ょてあ, 』ぃ╅).
*** ]かそ 『そとく, えしあうせふこ ちかおあさてそち せあとねせそえそ きとちせあしあ «ゅこのあせ つかちうかこ», そおけせ けく うかおとはけに けせおそしそえそう 
』ぃ╅ (╆かちさしけ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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っ せあつしあきおあまつへ け うあのけすけ たそおあちさあすけ. ぁあこさそうつさそえそ み しまいけし うつかえおあ, あ つかこ-
ねあつ うそつにけはあまつへ けえちそこ うけちてとそくあ 』とのさそうあ せあ いあしあしあこさか. ╊えそ すとくふさあ たかちかおあかて 
えそちおふこ おとに け つしあうと すあてとのさけ-『そつつけけ…

〉そかし 〈あさえちかうけ*

* * *

15 けませみ 1978 え.
】うあきあかすふか えそつたそおけせ け えそつたそきあ ╆あきあせそうふ,
｠そねと そて うつかこ おとのけ たそいしあえそおあちけてへ うあつ くあ てそ, ねてそ うふ, せかつすそてちみ せあ つうそま 

くあせみてそつてへ, せあのしけ うちかすみ たちけせみてへ とねあつてけか うそ うねかちあのせかこ たちかつつ-さそせなかちかせぬけけ, 
たそつうみはかせせそこ たちけいしけきあまはかすとつみ けつてそちけねかつさそすと つそいふてけま — たかちうそすと ちそさ-
さそせぬかちてと あすかちけさあせつさけに «くうかくお» う ]かせけせえちあおか 4 けましみ つ.え. ╊つしけ いふ うふ くせあしけ, 
さあさ うあのか とねあつてけか う たちかつつ-さそせなかちかせぬけけ すせそえそ くせあねけしそ おしみ せあつ! 《せそ おそさあ-
くあしそ う そねかちかおせそこ ちあく, ねてそ えしあうせあみ ぬかしへ と うつかに せあちそおそう すけちあ そおせあ け てあ きか: 
おそつてけきかせけか かおけせつてうあ け てそうあちけはかつてうあ.

╊はか ちあく つたあつけいそ. 》そきあしとこつてあ, せか つてかつせみこてかつへ そいちあはあてへつみ さそ すせか け すそけす 
さそししかえあす, かつしけ いとおかてか せときおあてへつみ う せあのけに とつしとえあに. ¨つたそしへくとこてか すそけ うそくすそき-
せそつてけ う つなかちか ちあくうしかねかせけこ う [あしけなそちせけけ.

｠そねと そつそいそ たそおねかちさせとてへ, ねてそ とねあつてけか 〉あてあのけ う たちかつつ-さそせなかちかせぬけけ 
とさちあつけしそ ほてそ すかちそたちけみてけか きかせつさけす そねあちそうあせけかす…

╆けしし ╈ちほす**

* * *

14 けませみ う えそちそおか つそつてそみしあつへ えちあせおけそくせあみ たちかつつ-さそせなかちかせぬけみ, たそつうみ-
はかせせあみ たちかおつてそみはかすと たかちうそすと う けつてそちけけ あすかちけさあせつさそすと ちそさ-さそせぬかちてと せあ 
╉うそちぬそうそこ たしそはあおけ う ]かせけせえちあおか. 250 てふつみね えちあきおあせ 』』』『 いとおとて たちけつとて-
つてうそうあてへ せあ うふつてとたしかせけみに えちとたた «╆けね いそこく», «』あせてあせあ», たかうけぬふ ╉きそあせ ╆あかく. 
╇つか そせけ とねあつてうそうあしけ うそ うねかちあのせかこ たちかつつ-さそせなかちかせぬけけ, せそ いしけつてあしけ せあ せかこ 
せか ほてけ «くうかくおふ», あ «くうかくおあ» ╈かせさそせつとしへつてうあ 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ 〉あてあしへみ 
╆あきあせそうあ. 《せあ うふおかしみしあつへ せか てそしへさそ とおけうけてかしへせふすけ さちあつそてそこ け けくみはか-
つてうそす, せそ け おそさあくあしあ, ねてそ け と ちとつつさけに うつか う たそしせそす たそちみおさか つ ますそちそす.

╈そつたそきと ╆あきあせそうと つたちそつけしけ, いとおかて しけ ほてそ くあさそせせふす, かつしけ あすかちけさあせつさけこ 
けつたそしせけてかしへ たそおあちけて さそすと-てそ う 〈そつさうか おきけせつふ «]けうあこく»? 〉あてあしへみ ╆あきあ-
せそうあ, けつさちけつてそ としふいあみつへ, そてうかてけしあ: «╊つしけ と ╇あつ う 〈そつさうか かつてへ おちとえ, け ╇ふ 
おあちけてか かすと いちまさけ «]けうあこく», あ そせ ╇あす ねてそ-てそ おあちけて う そてうかて — ほてそ, さそせかねせそ, 
くあさそせせそ. 〉そ かつしけ ╇ふ たちけうかくかてか う 〈そつさうと 300 たあち «]けうあこく» け たそおあちけてか けに うつか 
そおせそすと おちとえと, てそえおあ… てそえおあ すそえとて うそくせけさせとてへ うそたちそつふ…»

15 けませみ 1978 え.***

* 〉そかし 〈あさえちかうけ, えしあうせふこ つたかぬけあしけつて 》そしけせかくけこつさそえそ さとしへてとちせそえそ ぬかせてちあ (《あにと, ╈あうあこけ, 』ぃ╅).
** ╆けしし ╈ちほす, すとくふさあしへせふこ たちそすそとてかち, さそてそちふこ つおかしあし くせあすかせけてふすけ う 』ぃ╅ しかえかせおあちせふか 
あせえしけこつさけか えちとたたふ «╆けてしく» け «『そししけせえ 』てそとせく» (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╈あくかてあ «』あせ-‒ちあせぬけつさそ ほさくかすけせかち» (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

5 けましみ 1978 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
》ちけうかてつてうとま うあつ けく ╋かせかうふ. 】きか せかすあしそ うちかすかせけ たちそのしそ つ すそすかせてあ 

せあのかこ たそつしかおせかこ うつてちかねけ, け み ちかのけし ねけちさせとてへ たけつへすかぬそ け たそけせてかちかつそ-
うあてへつみ, さあさ あすかちけさあせぬふ そてせそつみてつみ さ うあす う ほてけ おせけ. っ せあおかまつへ, ねてそ うつか と うあつ 
にそちそのそ, せかつすそてちみ せあ にけてちそつたしかてかせけみ け さそしかいあせけみ う すかきおとせあちそおせふに そてせそ-
のかせけみに.

っ いあくけちとまつへ てかたかちへ う ╋かせかうか, たちかおつてあうしみみ てあす «‒かちつて せほのせし いほせさ そな 
ぁけさあえそ». ╈そちそお すけしふこ, せそ おそちそえそこ. ゅてそ, うたちそねかす, せか たちそいしかすあ — くあ うつか 
たしあてけて すそこ いあせさ. ╈しあうせあみ おしみ すかせみ たちそいしかすあ — せかつたそつそいせそつてへ けくひみつせみてへつみ 
たそ-なちあせぬとくつさけ. [そえおあ-てそ とねけし なちあせぬとくつさけこ みくふさ, せそ…

… 〉か くあいふうあま み け そ てそす, ねてそ う せあのかす さあたちけくせそす さあたけてあしけつてけねかつさそす 
すけちか せけねてそ せか みうしみかてつみ てかす, ねかす たちかおつてあうしみかてつみ. ¨ かおけせつてうかせせそ, う ねかす 
すそきせそ いふてへ とうかちかせせふす, てあさ ほてそ う てそす, ねてそ せけ う ねかす せかしへくみ いふてへ とうかちかせせふす…

『そせあしへお ╉きそとせつ*

* * *

28 つかせてみいちみ 1978 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
《えちそすせそか つたあつけいそ くあ おそいちそてと け おちときいと, さそてそちふか み そはとはあし, いとおとねけ 

う えそつてみに と うあつ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 〈せか さあくあしそつへ, ねてそ せあにそきとつへ う さそすたあせけけ つてあ-
ちふに け せあおかきせふに おちとくかこ. っ うかちせとしつみ おそすそこ つ そはとはかせけかす, ねてそ せあのあ おちときいあ 
いとおかて たちそねせそこ け うかねせそこ.

〈せか そねかせへ にそてかしそつへ いふ, ねてそいふ うふ う つうそま そねかちかおへ せあせかつしけ うけくけて う すそこ 
ちそおせそこ えそちそお. 』かうかちそ-╇そつてそさ 』ぃ╅ — そおせそ けく つあすふに さちあつけうふに すかつて せあ 
′かすしか…

『そいかちて [けす**

* * *

17 おかさあいちみ 1978 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
』かこねあつ う ╈そせさそせえか てけにけこ, たちそにしあおせふこ うそつさちかつせふこ うかねかち. ╉せかす み たかちか-

おかしあし うつか おかしあ, つうみくあせせふか つ すそかこ すそちすそせつさそこ ぬかちさそうへま, くあたかちつみ う せそすかちか 
そてかしみ け えそてそう うふたそしせけてへ そいかはあせけか せあたけつあてへ うあす たけつへすそ.

』ねけてあみ せあ たあしへぬあに, たちけにそきと さ うふうそおと, ねてそ ときか たちそのしそ おかうみてへ すかつみぬかう 
つ すそすかせてあ, さそえおあ えかせさそせつとし ′けせねとさ け ╊うえかせけこ せあせかつしけ けつてそちけねかつさけこ うけくけて 
う 』そして-]かこさ-』けてけ. 』 てかに たそち すそみ きけくせへ たそしせそつてへま けくすかせけしあつへ, み つてあし にちそ-

* 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (╋かせかうあ, ぃうかこぬあちけみ).
** 『そいかちて [けす, たちそなかつつそち のてあてせそえそ さそししかおきあ ╇かつてかちせ ╇あのけせえてそせ (╆かししけせえかす, ╇あのけせえてそせ, 
』ぃ╅).
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せけねかつさけす たとてかのかつてうかせせけさそす, しかてあま たそ くあおあせけま すそかえそ いあせさあ たそ うつかすと すけちと. 
╋けうと せあ ねかすそおあせあに, そて ねかえそ せあねけせあま とつてあうあてへ.

〉あ ちあいそてか うつか けおかて せそちすあしへせそ. 》そつさそしへさと すそこ いそつつ せあにそおけてつみ う 10 てふつみ-
ねあに すけしへ そて すかせみ, み せあつしあきおあまつへ せかくあうけつけすそつてへま. ¨ たそつさそしへさと すそみ ちあいそてあ 
けすかかて ほさくそてけねかつさけこ にあちあさてかち (たちそおあきあ すかきおとせあちそおせふに けせうかつてけぬけそせせふに 
とつしとえ きけちせふす さそてあす), み せか とねあつてうとま う さそちたそちあてけうせふに けせてちけえあに. 【あさ ねてそ 
み たそしへくとまつへ たちかけすとはかつてうあすけ ちあいそてふ う さちとたせそこ さそちたそちあぬけけ け せか そねかせへ 
つてちあおあま そて すけせとつそう ほてそこ ちあいそてふ.

╅ さあさ, ちかいみてあ, おかしあ と うあつ? 〉あおかまつへ, ねてそ うあつ たそさあ せか たかちかうそおみて けく 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ せあ おちとえとま ちあいそてと. 《ねかせへ いそまつへ たそてかちみてへ つ うあすけ つうみくへ.

《ねかせへ にそねかてつみ たそつかてけてへ, せあさそせかぬ, 』そうかてつさけこ 』そまく. 〉けねてそ いふ せか おそつてあ-
うけしそ すせか つてそしへさそ とおそうそしへつてうけみ, さあさ うつてちかねけ つ せあのけすけ つそうかてつさけすけ そおせそさあの-
せけさあすけ たそ 』けせえあたとちと…

『そせあしへお ╉きそとせつ*

* * *

23 おかさあいちみ 1978 え.
╉そちそえけか えそつたそおけせ け えそつたそきあ ╆あきあせそうふ,
』たあつけいそ くあ させけえと たそ けつてそちけけ 『そつつけけ, さそてそちとま うふ すせか たそおあちけしけ. 

っ, さ つそきあしかせけま, せか そねかせへ ちあくいけちあまつへ う うあのかこ けつてそちけけ. ぁてかせけか ほてそこ させけえけ 
せあうかうあかて せあ すかせみ うそつたそすけせあせけみ そ たちかさちあつせふに たそかくおさあに, さそてそちふか み つそうかち-
のけしあ たそ 』そうかてつさそえそ 』そまくと — そて ]かせけせえちあおあ おそ 〉あにそおさけ, そて 〈そつさうふ おそ 
ぁかちせそえそ すそちみ.

《ねかせへ たちけみてせそ いふしそ つうけおかてへつみ つ うあすけ うねかちあ うかねかちそす. ╊つしけ み すそえと う ねかす-てそ 
いふてへ うあす たそしかくせそこ, たそきあしとこつてあ, たちかおそつてあうへてか すせか てあさとま うそくすそきせそつてへ.

╇つかえそ うあす せあけしとねのかえそ う せそうそす えそおと け いしあえそおあちま うあつ くあ てそ, ねてそ うふ すかせみ 
せか くあいふうあかてか, あ てあさきか くあ させけえけ たそ [けてあま. っ つてあせそうしまつへ そいちあくそうあせせふす ねかしそ-
うかさそす.

╇つかえおあ つ しまいそうへま さ うあす.
╆あちいあちあ ╆ちほさかてて**

24 おかさあいちみ 1978 え.

╉そちそえあみ 〉けせあ!
》そくおちあうしみま つ せそうそえそおせけすけ たちあくおせけさあすけ.
っ せあおかまつへ, ねてそ ╇あす たそせちあうけてつみ ほてそて たそおあちそさ – ちそくあ みうしみかてつみ つけすうそしそす 

╈かせとけ, け み にそねと, ねてそいふ ╇ふ うつたそすけせあしけ そいそ すせか うつみさけこ ちあく, さそえおあ いちそつあしけ 
うくえしみお せあ ほてと ちそくと. 【あさそか と すかせみ てはかつしあうけか!

〉と け つかこねあつ つあすそか うちかすみ とつたそさそけてへ ╇あつ け たちかおつてあうけてへ ╇あす えそおそうそこ 
そてねかて: ╇あのあ さちあつあうけぬあ 〉あてあのあ そつてあかてつみ そねかせへ つねあつてしけうそこ すそしそおそこ しかおけ, 

* 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (╈そせさそせえ).
** ╆あちいあちあ ╆ちほさかてて, たちかおつてあうけてかしへせけぬあ ほしけてせふに さちとえそう 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, たちかたそおあうあてかしへせけぬあ あせ-
えしけこつさそえそ みくふさあ う ╈かせさそせつとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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せけさあさけに つけすたてそすそう とつてあしそつてけ そて ちあいそてふ せあ てかしかなそせあに ╈かせさそせつとしへつてうあ. 
〉あてあのあ ちあつぬうかてあかて, さあさ せあのあ ちそくあ. 〈ふ せあつしあきおあかすつみ せあのけすけ うつてちかねあすけ 
け たそつてそみせせそ にそにそねかす. 》ちかおつてあうしみま, さあさ ╇ふ つさとねあかてか たそ かか つねあつてしけうそすと 
ちあつたそしそきかせけま おとにあ. ╋かせみ, さあさ そいふねせそ, つしけのさそす すせそえそ ちあいそてあかて, せそ そせ 
せか てかちみかて たちけつとてつてうけみ おとにあ.

〉あのあ つかすへみ つそいけちあかてつみ せあ 『そきおかつてうそ 25 おかさあいちみ, け すふ うふたへかす くあ ╇あのか 
くおそちそうへか け たそきかしあかす ╇あす うつかえそ せあけしとねのかえそ う せそうそす えそおと…

〈ほちけ 〈あおきけそしけ*

1979 えそお

3 みせうあちみ 1979 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
』たかのと たそいしあえそおあちけてへ うあつ くあ にしかいそつそしへせそか えそつてかたちけけすつてうそ, たちそみうしかせ-

せそか さそ すせか う たちそのしとま たみてせけぬと, け うあの つうかちにはかおちふこ たそおあちそさ う うけおか おうとに 
いけしかてそう せあ たあちあお 【とちせけちあ ちそく け なけせあしへせふこ すあてね くあ そいしあおあせけか [といさそす ちそく 
う 》あつあおかせか. ゅてそ いふし うかしけさそしかたせふこ, うそつにけてけてかしへせふこ おかせへ, さそえおあ み うそたしそてけし 
う ちかあしへせそつてへ つうそま おあうせまま-おあうせまま すかねてと — うそそねけま しけぬかくちかてへ つてそしへ えちあせ-
おけそくせそか のそと.

〉けさそえおあ せか くあいとおと うあのと はかおちそつてへ!
╉そせあしへお ╇けおそせ**

* * *

21 みせうあちみ 1979 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
》ちけえしあのあま うあつ そいそけに たちけせみてへ とねあつてけか う おけつさとつつけけ つ くあすかつてけてかしかす 

おけちかさてそちあ をかせてちあ 』てほせなそちおつさそえそ しけせかこせそえそ とつさそちけてかしみ, たちそなかつつそちそす
』けおせかかす ╉ちかししそす たそ たちそいしかすか そえちあせけねかせけみ えそせさけ つてちあてかえけねかつさけに うそそちと-
きかせけこ. っ おとすあま, ねてそ けすかせせそ うふ つたそつそいせふ おそにそおねけうそ ちあくひみつせけてへ つそうかてつさとま 
たそくけぬけま あすかちけさあせつさそこ たといしけさか…

》そし [そさつ***

* * *

14 なかうちあしみ 1979 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
｠そねと たちけえしあつけてへ てかいみ う さあねかつてうか えしあうせそえそ おそさしあおねけさあ せあ うつかあすかちけさあせ-

つさとま さそせなかちかせぬけま たそ たちそいしかすあす 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ.

* 〈ほちけ 〈あおきけそしけ, たちかおつてあうけてかしへせけぬあ さそつすかてけねかつさそこ さそすたあせけけ «Avon»  (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あ-
しけなそちせけみ, 』ぃ╅). 》けつへすそ あおちかつそうあせそ すあすか 〉あてあのけ. — 》ちけすかね. ちかお.
** ╉そせあしへお ╇けおそせ-すしあおのけこ, うけおせふこ あすかちけさあせつさけこ あおうそさあて, たちかおたちけせけすあてかしへ, いちそさかち (』あせ-
‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** 》そし [そさつ, おけちかさてそち たちそえちあすすふ たそ さそせてちそしま せあお うそそちときかせけみすけ け ちあくそちときかせけま 』てほせなそちお-
つさそえそ とせけうかちつけてかてあ (』てほせなそちお, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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』さそちそ うふ つ ╊うえかせけかす たそさけせかてか 』ぃ╅, け み にそねと, ねてそいふ くおかのせけか ほさつたかちてふ 
かはか ちあく とつたかしけ せあつしあおけてへつみ うあのけす あせあしけくそす つけてとあぬけけ う [けてあか, [そちかか, 
ったそせけけ…

》あせ ぁあせ ょせ*

* * *

23 なかうちあしみ 1979 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╊うえかせけこ!
〉あおかまつへ, ねてそ ほてそ たけつへすそ くあつてあせかて うあつ う にそちそのかす せあつてちそかせけけ け たそしせふすけ 

つけし.
〉あ ╈あうあこみに たちそおそしきあまて てかたしそ そてくふうあてへつみ そ うあのかす うけくけてか つまおあ, いしかつてみ-

はけに うふつてとたしかせけみに う とせけうかちつけてかてか け けつつしかおそうあてかしへつさけに ぬかせてちあに. ¨つたふてふうあみ 
えしといそさそか とうあきかせけか さ うあのけす たそくせあせけみす, にそねと たちけしかてかてへ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ 
け うくみてへ と うあつ けせてかちうへま そ つそうかてつさそこ たそしけてけさか う ╅くけけ. ╉かしそ う てそす, ねてそ せへま-
こそちさつさけこ 』そうかて たそ すかきおとせあちそおせふす そてせそのかせけみす えそてそうけて なとせおあすかせてあしへ-
せふこ てちとお せあ ほてと てかすと け たそたちそつけし すかせみ つてあてへ とねあつてせけさそす たちそかさてあ. っ おそしきかせ 
せあたけつあてへ えしあうと そ うそつたちけみてけけ ╅くけけ う 』』』『.

╆かく うあのかこ たそすそはけ すせか せか そいそこてけつへ, せあおかまつへ, うふ つそえしあつけてかつへ せあ けせてかち-
うへま…

╉きそせ 』てかなあせ**

* * *

9 あたちかしみ 1979 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ!
っ そたかねあしかせ てかす, ねてそ うふ たそさけおあかてか 』ぃ╅. ¨ そおせそうちかすかせせそ つねあつてしけう, 

ねてそ たそくせあさそすけしつみ け たそおちときけしつみ つ うあすけ. ╊つしけ さそえおあ-せけいとおへ ねてそ-せけいとおへ 
うあす たそせあおそいけてつみ う 』ぃ╅, み つおかしあま うつか, ねてそいふ そさあくあてへ うあす せかそいにそおけすとま 
たそすそはへ…

╉きそせ ╆かこさかち***

* * *

16 あたちかしみ 1979 え.
╉そちそえけか ╋かせみ け 〉あてあのあ,
》ちかきおか うつかえそ, たちそつてけてか くあ てそ, ねてそ たかねあてあま たけつへすそ せあ すあのけせさか. 》そ つとてけ, 

み うつかえそ しけのへ おかちかうかせつさけこ たあちかせへ, おあしかさけこ そて うつみさけに なそちすあしへせそつてかこ, け 
けつたそしへくとま たかねあてせとま すあのけせさと てそしへさそ たそ たちけねけせあす たちあさてけねかつさそえそ にあちあさ-
てかちあ. ╆そちへいあ つ ちとねさそこ け いとすあえそこ うつかえおあ すえせそうかせせそ つきけえあかて すそこ ほせてとくけあくす う 
そてせそのかせけけ せあたけつあせけみ たけつかす…

* 》あせ ぁあせ ょせ (おそさてそち ╆ほせえ), おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ あくけあてつさそ-てけにそそさかあせつさけに けつつしかおそうあせけこ 
】せけうかちつけてかてあ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╉きそせ 』てかなあせ, たちそなかつつそち けつてそちけけ ╈あうあこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (╈そせそしとしと, ╈あうあこけ, 』ぃ╅).
*** ╉きそせ ╆かこさかち, くあうかおとまはけこ すかおけぬけせつさけす ぬかせてちそす [あしけなそちせけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (╆かちさしけ, 
[あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).



 

537

》けつへすあ, あおちかつそうあせせふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, け たちけきけくせかせせふか つてあてへけ そ せかこ

╆しあえそおあちま うあつ くあ せかおあうせかか たけつへすそ. 】ねけてふうあみ, ねてそ ╊うえかせけこ しまいけて たけつあてへ 
たけつへすあ かはか すかせへのか, ねかす せかすぬふ しまいみて すふてへつみ, うふ せか たちかおつてあうしみかてか, さあさ 
み いふし ちあお たそしとねけてへ そて うあつ うかつてそねさと. ̈  み せか ちあつつてちそけしつみ けく-くあ てそえそ, ねてそ たけつへすそ 
せあたけつあせそ ╊うえかせけかす せあ てかてちあおせそす しけつてか. ╇ さそせぬか さそせぬそう, えしあうせそか せか なそちすあ, 
あ つそおかちきあせけか たけつへすあ, せか たちあうおあ しけ? 〉あおかまつへ, ねてそ せかにうあてさあ つそそてうかてつてうとまはかこ 
いとすあえけ せか そつてあせそうけて ╋かせま そて せあたけつあせけみ すせか たけつかす う いとおとはかす. ╊つしけ とき 
つそうつかす つてあせかて てみきかしそ つ いとすあえそこ, てふ うつかえおあ すそきかのへ せあこてけ たけつねけこ すあてかちけあし う 
いしけきあこのかす てとあしかてか. ¨ み せか いとおと うそくちあきあてへ!

ぁてそ さあつあかてつみ すそかこ きけくせけ, てそ み, せあさそせかぬ, そいとつてちそけし さうあちてけちと う ╈そせ-
さそせえか… 】さちあつけし かか つとうかせけちあすけ けく つてちあせ ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ. 〈かせみ たそつてか-
たかせせそ そにうあてふうあかて すあせけみ さそししかさぬけそせけちそうあせけみ. 】おそうそしへつてうけか そて うしあおかせけみ 
うつかすけ ほてけすけ うかはけぬあすけ ちかあしへせそ, け そせそ とつけしけうあかてつみ そて つそくせあせけみ てそえそ, ねてそ 
そせけ みうしみまてつみ さ てそすと きか にそちそのけすけ けせうかつてけぬけみすけ.

… っ たちそおそしきあま たそつてそみせせそ ちあくひかくきあてへ たそ ちあいそねけす おかしあす. 〈そけ せあねあしへ-
せけさけ (あ つとはかつてうとまて しけ そせけ?) すせそこ おそうそしへせふ, ねてそ おそしきせそ いふてへ そてちあきかせそ せあ 
いとすあえか う けに えそおそうそす そてねかてか そ すそかこ ちあいそてか.

╋かせはけせふ… 〉か たそすせま, さそえおあ み すそえ いかく せけに そいにそおけてへつみ. ¨に うちそおか いふ 
うつかえおあ たそしせそ うそさちとえ. 〉そ いかおあ う てそす, ねてそ せけさてそ けく せけに せか てちそえあかて すそま おとのと, 
せけさてそ せか うふおかちきけうあかて う すそかす つかちおぬか けつたふてあせけか うちかすかせかす. ｠そてみ すせそえけか けく 
せけに, せあうかちせそか, つてあしけ いふ おしみ すかせみ にそちそのかこ きかせそこ… ╊つてへ さあせおけおあてさけ う てあさそ-
うふか う 』ぃ╅, せそ ちあつつてそみせけか すかきおと せあすけ つしけのさそす うかしけさそ.

╇ つかせてみいちか み いとおと たちそかくきあてへ ねかちかく 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. っ そねかせへ ちあつつてちそまつへ, 
かつしけ さ てそすと うちかすかせけ ╆そしへのそこ 『とつつさけこ 〈かおうかおへ たかちかうかおかて うあつ う さあさとま-
せけいとおへ おあしかさとま えしとにそすあせへ, う さそてそちとま すせか け せか おそいちあてへつみ…

〉と, あ かつしけ うふ つすそきかてか たそつかてけてへ ╈そせさそせえ, いとおと つねあつてしけう ちあくすかつてけてへ うあつ 
と つかいみ おそすあ…

『そせあしへお ╉きそとせつ*

* * *

16 あたちかしみ 1979 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
╇ つとすあてそにか すそけに たかちかおうけきかせけこ たそ いかしと つうかてと み てあさ け せか たそいしあえそおあちけしあ 

うあつ, さあさ つしかおとかて, くあ くあすかねあてかしへせふか たそおあちさけ. 】さちあけせつさあみ たそうあちかせせあみ させけえあ 
つてそしへ そねあちそうあてかしへせそ けししまつてちけちそうあせあ, け ちかぬかたてふ う せかこ さあきとてつみ つてそしへ たちけ-
うしかさあてかしへせふすけ! っ そいみくあてかしへせそ たそたふてあまつへ ねてそ-せけいとおへ つそつてちみたあてへ せあ そつせそうか 
ほてけに ちかぬかたてそう.

〉と, あ いとてふしさと «』てそしけねせそこ» み たちけたちみねと おしみ つあすそえそ てそちきかつてうかせせそえそ つしと-
ねあみ. 〉あたちけすかち, さそえおあ うふ うせそうへ せあうかつてけてか すそこ おそす…

╅えせかつ ╆ちまつてかち**

* 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (╈そせさそせえ).
** ╅えせかつ ╆ちまつてかち, にとおそきせけさ け つさとしへたてそち (〈あとせてけせ-╇へま, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

30 あたちかしみ 1979 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
》ちそつけす ╇あつ うふつてとたけてへ せあ たちかつつ-さそせなかちかせぬけけ う つうみくけ つ たちかおつてそみはけすけ 

えあつてちそしみすけ う 』』』『 «さそちそしみ いしまくあ» ╆.╆. [けせえあ. 〈ふ にそてかしけ いふ とつしふのあてへ そて 
╇あつ そいはとま そぬかせさと つそつてそみせけみ さとしへてとちせふに さそせてあさてそう すかきおと せあのけすけ おうとすみ 
つてちあせあすけ. ╇つしかお くあ ╇あすけ うふつてとたけて つあす ╆.╆. [けせえ.

ゅしあこせ [とたかち*

* * *

14 けませみ 1979 え.
】うあきあかすふか えそつたそおけせ け えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
[あさ すせか つてあしそ けくうかつてせそ, うふ つさそちそ くあさあせねけうあかてか つうそま つしときいと う さあねかつてうか 

つそうかてつさけに おけたしそすあてそう う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ.
╇ ほてそこ つうみくけ み にそてかし いふ たそいしあえそおあちけてへ うあつ くあ てと たそすそはへ, さそてそちとま うふ 

そさあくふうあしけ すせか せあ たちそてみきかせけけ すせそえけに しかて う せあしあきけうあせけけ け ちあくうけてけけ 
さそせてあさてそう つ つそうかてつさけす けつてかいしけのすかせてそす. ╇ くせあさ いしあえそおあちせそつてけ み せあすかちかせ 
そちえあせけくそうあてへ う うあのと ねかつてへ たちけかす う ╈そししけうとおか. 》そきあしとこつてあ, せあくそうけてか とおそい-
せとま おしみ うあつ おあてと, け すふ つ とおそうそしへつてうけかす いとおかす たちけうかてつてうそうあてへ うあつ う ょきせそこ 
[あしけなそちせけけ…

ぁあさ [そせせそちつ**

* * *

9 けましみ 1979 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
《つすかしけうあまつへ そいちあてけてへつみ さ ╇あす つ ぬかしふす ちみおそす たちそつへい. っ せあたちあうしみまつへ 

う たそかくおさと う 』』』『 け う ほてそこ つうみくけ せときおあまつへ う ╇あのかこ たそすそはけ う つしかおとまはけに 
うそたちそつあに:

1. 》ちそのと たそすそねへ すせか うつてちかてけてへつみ つ うかおとはけすけ うそつてそさそうかおあすけ う 〈そつさうか.
2. 》ちそのと たそすそねへ すせか たちそうかつてけ そたちそつ つちかおけ さそちかこぬかう, たちそきけうあまはけに 

う ｠あいあちそうつさそす さちあか.
3. ╊つしけ み くあおかちきとつへ う ｠あいあちそうつさそす さちあか, たちそのと たそすそねへ くあすかせけてへ すそこ 

あうけあいけしかて ｠あいあちそうつさ—〉けけえあてあ せあ いけしかて せあ たそかくお けしけ てかたしそにそお.
4. ╇ あうえとつてか 1980 えそおあ み うかくと せあ 〈そつさそうつさとま 《しけすたけあおと 200 あすかちけさあせ-

ぬかう さそちかこつさそえそ たちそけつにそきおかせけみ. 〉か すそえしけ いふ ╇ふ たそすそねへ そちえあせけくそ-
うあてへ けす たそかくおさけ う をかせてちあしへせとま ╅くけま け せあ ╉あしへせけこ ╇そつてそさ 』』』『 おしみ 
うつてちかね つ つそうかてつさけすけ さそちかこぬあすけ?

* ゅしあこせ [とたかち, くあうかおとまはあみ ちかさしあすせふす そておかしそす さそすたあせけけ くうとさそくあたけつけ «MCA Records» 
(ょせけうかちつあし-』けてけ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ぁあさ [そせせそちつ, えそししけうとおつさあみ さけせそくうかくおあ, う 1970-に えそおあに たそおちときけしつみ つ えかせつかさそす ].¨. ╆ちかきせかうふす, 
たそ かえそ たちけえしあのかせけま たそつかてけし 』』』『 (╆かしへ-ゅこち, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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5. ╇ 〈そつさうか うそ うちかすみ 《しけすたけあおふ にそちそのそ いふ そちえあせけくそうあてへ さそせなかちかせ-
ぬけま たそ うそたちそつと そ せあぬすかせへのけせつてうあに つ とねあつてけかす つそうかてつさけに そなけぬけあしへ-
せふに しけぬ.

〈そけ たちそつへいふ, すそきかて いふてへ, うふえしみおみて せあえしふすけ, せそ み くせあま, ねてそ ╇ふ にそちそのそ 
そてせそつけてかつへ さ さそちかこぬあす け うつかえおあ けす たそすそえあかてか. 》そほてそすと せあおかまつへ せあ ╇あのと 
たそすそはへ け すせか…

╉きそ ょせ ｠うあせ*

* * *

10 つかせてみいちみ 1979 え.
〈けしふか 〉あてあのあ け ╋かせみ!
】くせあう うあの あおちかつ, すそきかす たそくおちあうけてへ うあつ つ せあねあしそす たそしせそぬかせせそこ すそつさそう-

つさそこ きけくせけ, たそきかしあてへ とつたかにそう け つねあつてへみ う せそうそこ さうあちてけちか. ′おかつへ うつか たそねてけ 
せか けくすかせけしそつへ つ うあのかえそ そてひかくおあ; そねかせへ きあしへ, すふ せかすせそえそ ちあくすけせとしけつへ 
う ╇あのけせえてそせか. 〈ふ ねあつてそ うつたそすけせあかす せあのと つそうすかつてせとま うふしあくさと う せそねせそこ 
』-‒. [あさ うつかえおあ たかちかお くあさちふてけかす たそねてふ すふつしかこ すせそえそ, あ うちかすかせけ すあしそ. 
〉あてあのあ, いふしそ いふ くおそちそうそ, かつしけ いふ てふ せかすせそえそ せあたけつあしあ そ つうそけに ねとうつてうあに 
う せあねあしか たとてけ せあたけつあせけみ おけつつかちてあぬけけ, すせか ほてそ うつかえおあ たそすそえあしそ け つてけすとしけ-
ちそうあしそ.

╆そちけつ け ¨ちけせあ ╉そちそにそうふ**

1983 えそお

15 けましみ 1983 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
〉あおかまつへ, うふ たそすせけてか すかせみ つそ うちかすかせけ, さそえおあ うふ ちあいそてあしけ う ╈かせさそせつとしへ-

つてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. っ あさてけうせそ とねあつてうそうあし う おかみてかしへせそつてけ 』そうかてあ 
すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, け すふ ねあつてそ うつてちかねあしけつへ つ うあすけ, 
うすかつてか そいかおあしけ, たそつかはあしけ ちあくしけねせふか すかちそたちけみてけみ.

╇そくすそきせそ, うふ うつたそすせけてか, ねてそ み くあせけすあしつみ うそたちそつあすけ おそいふねけ せかなてけ け えあくあ. 
╇ つかちかおけせか 1970-に み たかちかかにあし けく 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う ｠へまつてそせ け 【としつと. 』かこねあつ 
み うそくえしあうしみま おうか さちとたせふか せかなてみせふか さそすたあせけけ. 》ちけ ほてそす み たそ-たちかきせかすと 
けせてかちかつとまつへ すかきおとせあちそおせふすけ そてせそのかせけみすけ, みうしみまつへ ねしかせそす ちあくしけねせふに 
そいはかつてう け さしといそう.

〉かおあうせそ すかせみ たちけえしあつけしけ うそこてけ う つそつてあう おかしかえあぬけけ うかおとはけに あすかちけ-
さあせつさけに せかなてかたちそすふのしかせせけさそう, さそてそちあみ そてたちあうしみかてつみ つ おかしそうふすけ ぬかしみすけ 
う 』』』『 け [けてあこ.

* ╉きそ ょせ ｠うあせ, おけちかさてそち をかせてちあ あくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ ╅ちけくそせつさそえそ のてあてせそえそ とせけうかちつけてかてあ 
(【かすたか, ╅ちけくそせあ, 』ぃ╅).
** ╆そちけつ け ¨ちけせあ ╉そちそにそうふ, つそうかてつさけか/ちそつつけこつさけか おけたしそすあてふ, さそししかえけ たそ ちあいそてか う ╈かせかちあしへせそす 
さそせつとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ (』あせ-‒ちあせぬけつさそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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っ とくせあし, ねてそ うふ つかこねあつ ちあいそてあかてか う つそうかてつさそす たそつそしへつてうか う 》かさけせか, 
け そねかせへ くあにそてかしそつへ うつてちかてけてへつみ つ うあすけ たそつしか つてそしへさけに しかて ちあくしとさけ! 〈ふ すそえしけ 
いふ すせそえそか うつたそすせけてへ け すせそえそか そいつとおけてへ…

╅しあせ ]けうけせえつてそせ*

* * *

13 せそみいちみ 1983 え.
】うあきあかすふか えそつたそおあ ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうふ,
っ つたかぬけあしけくけちとまつへ たそ おあしへせかうそつてそねせそこ てかすあてけさか, つ あさぬかせてそす せあ [けてあこ. 

╇ せあつてそみはかか うちかすみ つそうかちのあま ちあいそねかか てとちせか たそ つてちあせあす ちかえけそせあ. 】きか たそつか-
てけし 【あこいほこ け 【そさけそ, てかたかちへ たちけいふし う 》かさけせ.

》そつさそしへさと うふ そいあ — けくうかつてせふか うそ うつかす すけちか つたかぬけあしけつてふ たそ ╉あしへせかすと 
╇そつてそさと, み ちかのけし そいちあてけてへつみ さ うあす つ たちそつへいそこ たそおかしけてへつみ すふつしみすけ そ つけてとあ-
ぬけけ う ちかえけそせか, うせかのせかこ たそしけてけさか [けてあみ. 〉と, け たそつさそしへさと うふ せふせか ちあいそてあかてか 
せあ おけたしそすあてけねかつさけに たそつてあに う 》そつそしへつてうか 』』』『 う 》かさけせか, すせか けせてかちかつせそ 
いふしそ いふ うふつしとのあてへ うあのか すせかせけか そ たかちつたかさてけうあに つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそ-
のかせけこ…

╉きそせ ╈けててけせく**

* * *

21 せそみいちみ 1983 え.
】うあきあかすふか えそつたそおあ ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうふ,
《えちそすせそか つたあつけいそ くあ なあせてあつてけねかつさけ けせてかちかつせそか けせてかちうへま せあ たちそのしそこ 

せかおかしか. ╇ いしけきあこのけか おせけ そせそ いとおかて そたといしけさそうあせそ う えあくかてか «╈あちおけあせ».
】 すかせみ たちそつへいあ さ うあす. っ うつてちかてけし くおかつへ いちけてあせつさそえそ つてとおかせてあ, さそてそちふこ 

ちあせかか けくとねあし ちとつつさけこ みくふさ う 〈そつさそうつさそす とせけうかちつけてかてか, あ つかこねあつ とねけて さけてあこ-
つさけこ みくふさ う 〉あちそおせそす とせけうかちつけてかてか 》かさけせあ. ′そうとて かえそ ╉きそせ ｠あちちけつそせ. 
《せ そねかせへ つたそつそいせふこ け にそちそのけこ たあちかせへ け にそてかし いふ たそつかはあてへ さけせそつかあせつふ 
う うあのかす 》そつそしへつてうか. ╇そくすそきせそ しけ ほてそ?..

╉きそせ ╈けててけせく***

1984 えそお

25 すあちてあ 1984 え.
′おちあうつてうとこてか, おそちそえけか 〉あてあのあ け ╋かせみ!
╇ふせときおかせ いふてへ たちかおかしへせそ さちあてそさ, て.さ. そつてあかてつみ 5 すけせとて おそ たかちかおあねけ 

たけつへすあ つ そさあくけかこ.

* ╅しあせ ]けうけせえつてそせ, たちかくけおかせて さそちたそちあぬけけ «]けうけせえつてそせ ほさつたしそちかこのせ» (｠へまつてそせ, 【かにあつ, 』ぃ╅)
** ╉きそせ ╈けててけせく, ちかおあさてそち えあくかてふ «╈あちおけあせ», ]そせおそせ (》かさけせ, [〉『).
*** 《せ きか.
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』かこねあつ いかえあま せあ さそせなかちかせぬけけ AAS, さそてそちあみ たちそにそおけて う ╇あのけせえてそせか. 
╇つてちかねあま そねかせへ すせそえそ けせてかちかつせふに しまおかこ, さそてそちふか つ とおそうそしへつてうけかす うつたそ-
すけせあまて うあつ, つしとのあま けせてかちかつせふか おそさしあおふ. 》ふしへ としみきかてつみ — そたけのと うつか 
たそおちそいせかか.

【かたかちへ そ えしあうせそす. 】くせあし うつか そい けくおあせけけ ╇あのかこ させけえけ «╉うけきとはけか つけしふ 
たそしけてけさけ 』ぃ╅ う そてせそのかせけけ [けてあみ». ¨くおあせけか たしあせけちとかてつみ せあ せあねあしそ 
いとおとはかえそ えそおあ. ′あ ほてそ うくみしあつへ さそすたあせけみ «M.E. Sharpe inc.» (てあさ うふえしみおけて 
けに ちかさしあすせふこ いとさしかて). [ちあてさとま あせせそてあぬけま せあ させけえと つおかしあかて Leo Orleans 
(╆けいしけそてかさあ [そせえちかつつあ), つ せけす み せあにそきとつへ う さそせてあさてか. [てそ いとおかて たかちかうそ-
おけてへ, かはか せかけくうかつてせそ. ‒けちすあ たちみすそ そいちあてけてつみ う ╇╅╅》 つ くあたちそつそす そ たちあうか 
せあ たかちかうそお. 』 うあすけ, さあさ とてうかちきおあまて あすかちけさあせぬふ, おかしそ いとおかて けすかてへ ╇╅╅》. 
》かちかうそお たしあせけちとかてつみ そつとはかつてうけてへ うつかこ させけえけ ぬかしけさそす.

╇しあおけすけち 『あにすあせけせ*

1985 えそお
17 すあみ 1985 え.

╉そちそえそこ てそうあちけは ╆あきあせそう,
[ つそきあしかせけま, み せか すそえと たちけせみてへ とねあつてけか う たちけかすか う 》そつそしへつてうか 』』』『 

たそ つしとねあま そてひかくおあ せあ 『そおけせと ╇あつ け ╇あのかこ そねあちそうあてかしへせそこ つとたちとえけ 〉あてあのけ.
╆とおと つさとねあてへ たそ ╇あす そいそけす, とすせふす, くせあまはけす, てあしあせてしけうふす おけたしそすあ-

てあす, せあつてちそかせせふす せあ たちそおうけきかせけか うたかちかお さけてあこつさそ-つそうかてつさけに そてせそのかせけこ.
〉あおかまつへ, ねてそ さそえおあ-せけいとおへ えおか-せけいとおへ み うつてちかねとつへ つ うあのかこ いしけつてあてかしへ-

せそこ たあちそこ…
』まか 〈そとにとせ**

1990 えそお
22 つかせてみいちみ 1990 え.

╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ,
《てうかねあま せあ うあのか たけつへすそ そて 23 あうえとつてあ そてせそつけてかしへせそ ちあいそてふ う [あしけ-

なそちせけけ. [ つそきあしかせけま, うふ つそうかちのけしけ なとせおあすかせてあしへせとま そのけいさと, うふいちあう 
う さあねかつてうか つうそかこ つたかぬけあしけくあぬけけ [けてあこ け [そちかま. っ さあさ つたかぬけあしけつて たそ 
ょきせそこ ╅くけけ せか そねかせへ うしあおかま けせなそちすあぬけかこ. 》そほてそすと み そいちあてけしつみ さ せあのけす 
おあしへせかうそつてそねせけさあす — ╆そいと 』さあしあたけせそ, ╉きそこつ [あししえちかせ, ‒ちかおと ╇ほこさすあせと, 
『けさと ╆あとすと, ]そとほししと ╉けててすかちと け おちとえけす.

╇つか そせけ そねかせへ くあけせてかちかつそうあせふ う てそす, ねてそいふ たちかおそつてあうけてへ うあす せあとね-
せふか たそつてふ う ¨せつてけてとてか うそつてそねせそあくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ [あしけなそちせけこつさそえそ 
とせけうかちつけてかてあ. ¨せてかちかつ たちそみうけしけ てあさきか う ‒そせおか ╅くけけ, う [しかあちすそせてつさそす 
けせつてけてとてか おしみ あつたけちあせてそう う ちあこそせか ]そつ-╅せおきかしかつあ. 》そしとねけし み たちけえしあのか-
せけか おしみ うあつ けく をかせてちあ ╇とおちそ ╇けしへつそせあ う ╇あのけせえてそせか. ╇ いしけきあこのかか うちかすみ 

* ╇しあおけすけち 『あにすあせけせ, おけたしそすあてけねかつさけこ つそてちとおせけさ 》そつそしへつてうあ 』』』『 う 』ぃ╅ (╇あのけせえてそせ, 
』ぃ╅).
** 』まか 〈そとにとせ, おけちかさてそち おかたあちてあすかせてあ 〈¨╉ [〉『, たちそなかつつそち 》かさけせつさそえそ とせけうかちつけてかてあ 
け ╇そかせせそこ あさあおかすけけ 《つうそいそおけてかしへせそこ あちすけけ [けてあみ (》かさけせ, [〉『).
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せあたちあうしま うつか せかそいにそおけすふか すあてかちけあしふ, け うあす たちかおつてそけて うふいちあてへ すかつてそ 
ちあいそてふ たそ おとのか. 》そうてそちまつへ: すふ うつか そねかせへ にそてかしけ いふ うけおかてへ うあつ う せあのけに 
せあとねせふに ちみおあに.

』 せあけしとねのけすけ たそきかしあせけみすけ そて いかちさしけこつさそこ すあなけけ, すかつてせそか そておかしかせけか.
]かそ 『そとく*

1991 えそお
10 あうえとつてあ 1991 え.

╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ!
》ちそのしそ ときか てあさ すせそえそ しかて たそつしか てそえそ, さあさ うふ うかちせとしけつへ せあ 『そおけせと けく 

おそしえそつちそねせそこ さそすあせおけちそうさけ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ.
』 てかに たそち そねかせへ すせそえそか けくすかせけしそつへ, そてさちふしけつへ すせそえそそいかはあまはけか さあせあしふ 

おしみ ちあくうけてけみ ほさそせそすけねかつさけに け さとしへてとちせふに つうみくかこ すかきおと 』』』『 け 』ぃ╅. ╇ つうそか 
うちかすみ すふ つ うあすけ てそしへさそ すかねてあしけ そ たそおそいせふに たかちつたかさてけうあに.

》ちけえしあのあま うあつ たちけかにあてへ さそ すせか う えそつてけ う 『けせそ け そいつとおけてへ うそくすそきせそつてけ 
せあのかえそ つ うあすけ しけねせそえそ とねあつてけみ う つそうかてつさそ-あすかちけさあせつさそす つそてちとおせけねかつてうか…

╅ちてとち 【そすあつ**

* * *

18 つかせてみいちみ 1991 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
』たあつけいそ くあ ちそつさそのせふこ ときけせ, さそてそちふこ うふ とつてちそけしけ おしみ せあのかこ おかしかえあ-

ぬけけ う つうそかこ すそつさそうつさそこ さうあちてけちか. 』たあつけいそ け くあ ねちかくうふねあこせそ うあきせふか おしみ せあつ 
ちあくひみつせかせけみ そてせそつけてかしへせそ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ…

｠あせつ-╇けさてそち ぃけちうあてかち***

* * *

17 そさてみいちみ 1991 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
》そしとねけう うあのか たけつへすそ, み さちあこせか うそくすとてけしつみ. ¨おけそてふ かつてへ う さあきおそす 

そいはかつてうか, せそ せかきかしあせけか あすかちけさあせつさそえそ さそせつとしへつてうあ うふおあてへ うあす うひかくおせふか 
うけくふ うふえしみおけて さあさ そおけせ けく つあすふに いかくとすせふに たそつてとたさそう せあ すそかこ たあすみてけ. 〉あす 
うつかす せか にうあてあしそ うあつ せあ さそせなかちかせぬけけ, うかおへ うふ すそえしけ いふ うせかつてけ うかつそすふこ たそくけ-
てけうせふこ うさしあお う せあのけ おけつさとつつけけ…

〈そみ つとたちとえあ ╉け たちけつそかおけせみかてつみ さそ すせか う うふちあきかせけけ うあす そいそけす おちときか-
つさけに ねとうつてう. 〉あおかかすつみ うつてちかてけてへつみ つ うあすけ ときか う せかおあしかさそす いとおとはかす…

『そいかちて 』さあしあたけせそ****

* ]かそ 『そとく, えしあうせふこ ちかおあさてそち せあとねせそえそ きとちせあしあ «ゅこのあせ つかちうかこ», そおけせ けく うかおとはけに けせおそしそえそう 
』ぃ╅ (╆かちさしけ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╅ちてとち 【そすあつ, うけぬか-すほち え. 『けせそ (『けせそ, 〉かうあおあ, 』ぃ╅).
*** ｠あせつ-╇けさてそち ぃけちうあてかち, おけちかさてそち けせつてけてとてあ «｠あとつ 『けつつかせ» (╈あすいとちえ, ╈かちすあせけみ).
**** 『そいかちて 』さあしあたけせそ, おけちかさてそち ̈ せつてけてとてあ うそつてそねせそあくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ [あしけなそちせけこつさそえそ 
とせけうかちつけてかてあ (╆かちさしけ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

30 おかさあいちみ 1991 え.
╈しといそさそとうあきあかすふこ えそつたそおけせ ╆あきあせそう!
》ちかきおか うつかえそ, にそねと けつさちかせせか たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ け ╇あのと つとたちとえと くあ つかち-

おかねせふこ たちけかす. ╇あのか たちかさちあつせそか とえそはかせけか たちそけくうかしそ せあ すかせみ そえちそすせそか 
うたかねあてしかせけか. 『とつつさそか えそつてかたちけけすつてうそ けすかかて そねかせへ すせそえそ そいはかえそ つ てちあおけぬけ-
みすけ さけてあこつさそえそ そいはかつてうあ.

╇ つうみくけ つ てかす, ねてそ すせか せときせそ いふしそ つおかしあてへ すせそえそ せかそてしそきせふに おかし たそ うそく-
うちあはかせけけ せあ 【あこうあせへ, み せか つすそえ せあたけつあてへ ╇あす つちあくと きか, たちそのと すかせみ けくうけ-
せけてへ. 』かこねあつ み にそてかし いふ そつてあせそうけてへつみ せあ てちかに うそたちそつあに.

╇そ-たかちうふに, てあこいほこつさあみ えあくかてあ «ぁきとせ’みせ きけいあそ» たちかおしあえあかて 〉.╊. ╆あきあせそ-
うそこ つてあてへ かか うせかのてあてせふす さそしとすせけつてそす け つさそちそ うふのしかて かこ てかさつて つそそてうかてつてうと-
まはかえそ つそえしあのかせけみ. 》ちかおたそしあえあかてつみ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ すそえしあ いふ かきか-
すかつみねせそ たけつあてへ 1—2 つてあてへけ けせなそちすあぬけそせせそえそ にあちあさてかちあ そ たそしけてけねかつさそこ 
つけてとあぬけけ う 『そつつけけ, あ てあさきか そい そてせそのかせけみに 『そつつけけ つ さそすすとせけつてけねかつさけす 
[けてあかす. 》ちそつみて たけつあてへ たそ-ちとつつさけ, あ たかちかうそおそす せあ さけてあこつさけこ いとおかて くあせけ-
すあてへつみ ちかおあさぬけみ.

╇そ-うてそちふに, ねてそ さあつあかてつみ たちけえしあのかせけみ たそつかてけてへ 【あこいほこ ╇あす け ╇あのかこ 
つとたちとえか, てそ う せあつてそみはかか うちかすみ そいつときおあかてつみ うそたちそつ そ てそす, さあさそこ そちえあせけくあぬけけ 
しとねのか うつかえそ せあたちあうけてへ てあさそか たちけえしあのかせけか. 》そつしか ちかのかせけみ おあせせそえそ うそたちそつあ 
け せか たそくおせかか さそせぬあ なかうちあしみ 1992 え. たちけえしあのかせけか いとおかて せあたちあうしかせそ.

╇-てちかてへけに, せあのか たちあうけてかしへつてうそ あさてけうせそ つてちかすけてつみ さ とつてあせそうしかせけま さとしへ-
てとちせふに, ほさそせそすけねかつさけに, てそちえそうふに け けせふに そてせそのかせけこ つ 『そつつけこつさそこ ‒かおか-
ちあぬけかこ け さ そてさちふてけま う 〈そつさうか てあこうあせへつさそえそ たちかおつてあうけてかしへつてうあ. 》ちそのと ╇あつ 
うつかすかちせそ ほてそすと つそおかこつてうそうあてへ. 〉あのか たちあうけてかしへつてうそ てあさきか きかしあかて たちかおそつてあ-
うけてへ 『そつつけけ えとすあせけてあちせとま たそすそはへ う うけおか たちそおそうそしへつてうけみ, すかおけさあすかせてそう 
け おち. 》ちそのと ╇あつ たそすそねへ せあす う つうみくけ つ ほてけす うつてとたけてへ う たちかおうあちけてかしへせふこ 
さそせてあさて つ つそそてうかてつてうとまはけすけ うかおそすつてうあすけ たちあうけてかしへつてうあ 『そつつけけ け そいつとおけてへ 
うそくすそきせふか たとてけ そさあくあせけみ ほてそこ たそすそはけ. 》ちそのと ╇あつ せかくあすかおしけてかしへせそ つそそい-
はけてへ すせか そ てそす, さあさ ちかのあかてつみ ほてそて うそたちそつ, つ てかす ねてそいふ すそきせそ いふしそ たちけつてと-
たけてへ さ さそせさちかてせそこ ちあいそてか.

』 たそきかしあせけみすけ とつたかにそう う おかしあに け つ けつさちかせせけす とうあきかせけかす.

〈けせ をくけ*

1992 えそお

11 なかうちあしみ 1992 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
『あお つそそいはけてへ, ねてそ ╇ふ とてうかちきおかせふ せあ おそしきせそつてへ たちけえしあのかせせそえそ たちそ-

なかつつそちあ う そておかしかせけけ たそしけてけさけ せあ たかちけそお つ 2 たそ 31 すあみ 1992 え. ╇あす たちかおしあえあ-
かてつみ たちそねかつてへ ちみお しかさぬけこ け たちそうかつてけ せかつさそしへさそ つかすけせあちそう.

* 〈けせ をくけ, たちそなかつつそち, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ ちとつつさそえそ みくふさあ け しけてかちあてとちふ 】せけうかちつけてかてあ さとしへ-
てとちふ (【あこいほこ, 【あこうあせへ).
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╇あのけ たそくせあせけみ たそ さそちかこつさそすと うそたちそつと, あ てあさきか たそ ちあくしけねせふす あつたかさ-
てあす すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか おかしあまて 
╇あのと ちあいそてと う せあのかこ ╅さあおかすけけ そつそいかせせそ うそつてちかいそうあせせそこ…

╉きそちおき ╇けしへつそせ*

* * *

12 なかうちあしみ 1992 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
っ う うふつのかこ つてかたかせけ いしあえそおあちかせ ╇あす くあ せあとねせそか ちとさそうそおつてうそ すそかこ おそさ-

てそちつさそこ おけつつかちてあぬけかこ. ′あはけてけてへ おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま つ ませふに しかて いふしそ 
すそかこ すかねてそこ, け うつさそちか そせあ, たそ うつかこ うけおけすそつてけ, ついとおかてつみ いしあえそおあちみ ╇あのかこ 
たそすそはけ け たそおおかちきさか…

っ にそねと うそつたそしへくそうあてへつみ うそくすそきせそつてへま け たちけえしあつけてへ ╇あつ け ╇あのかえそ つとたちとえあ 
たちそなかつつそちあ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ たそつかてけてへ 『かつたといしけさと [そちかみ. ╇ にそおか うあのかえそ 
たちかいふうあせけみ う [そちかか すふ つすそえしけ いふ つそうすかつてけてへ そておふに つ さそせつとしへてあぬけみすけ たそ 
すそかこ おけつつかちてあぬけけ…

[けす ╉ほ ぁきとせ**

* * *

25 すあみ 1992 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ,
《ねかせへ たちけみてせそ いふしそ うつてちかてけてへつみ つ ╇あすけ け つ ╊うえかせけかす うねかちあ うかねかちそす. 

〉あおかまつへ, ねてそ すふ いとおかす そつてあうあてへつみ う さそせてあさてか, あ かつしけ たちかおしそきかせせそか つそてちとお-
せけねかつてうそ すかきおと すそけす をかせてちそす け ╇あのけす けせつてけてとてそす すあてかちけあしけくとかてつみ, てそ 
せあす, すそきかて いふてへ, おあきか おそうかおかてつみ たそちあいそてあてへ うすかつてか.

》ちけしあえあま さ ほてそすと たけつへすと せかさそてそちふか すあてかちけあしふ, う そつせそうせそす たそ [そちかか.
〈そか たちかおしそきかせけか たそすそねへ つ たかちかうそおそす ╇あのけに てちとおそう せあ あせえしけこつさけこ みくふさ 

うたそしせか つかちへかくせそ. ╊つしけ ほてそ たちかおしそきかせけか ╇あつ くあけせてかちかつとかて, つそそいはけてか すせか.
〉あけしとねのけか たそきかしあせけみ ちとさそうそおつてうと ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ…

╉きかこすつ [そててそせ***

* * *

26 すあみ 1992 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
〉あつてそみはけす とうかおそすしかせけかす たそおてうかちきおあま, ねてそ ちかのかせけかす 〉あぬけそせあしへせそえそ 

せあとねせそえそ つそうかてあ ╇あす たちけつうそかせ つてあてとつ たちけえしあのかせせそえそ つたかぬけあしけつてあ う 【あすさあせ-

* ╉きそちおき ╇けしへつそせ, ちかさてそち 】せけうかちつけてかてつさそえそ さそししかおきあ, ╅うつてちあしけこつさあみ あさあおかすけみ うそそちときかせせふに 
つけし ([あせいかちちあ, ╅うつてちあしけみ).
** [けす ╉ほ ぁきとせ, たちかおつかおあてかしへ ╉かすそさちあてけねかつさそこ たあちてけけ, いとおとはけこ たちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ 
(1997—2003) (』かとし, ょきせあみ [そちかみ).
*** ╉きかこすつ [そててそせ, おけちかさてそち をかせてちあ けつつしかおそうあせけこ てけにそそさかあせつさけに たちそいしかす ╅うつてちあしけこつさそえそ 
せあぬけそせあしへせそえそ とせけうかちつけてかてあ ([あせいかちちあ, ╅うつてちあしけみ).
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つさそす とせけうかちつけてかてか. ¨すかかてつみ う うけおと, ねてそ ╇ふ たちそねてかてか ねかてふちか さとちつあ しかさぬけこ せあ 
てかすふ: «╈かそえちあなけみ 『そつつけけ», «》ちあうけてかしへつてうそ け たそしけてけねかつさあみ きけくせへ 『そつつけけ», 
«¨つてそちけみ 』』』『», «¨つてそちけみ つしあうみせつさけに せあちそおそう». 』ちそさけ ╇あのかえそ たちかいふうあ-
せけみ う 【あすさあせつさそす とせけうかちつけてかてか う さあねかつてうか たちけえしあのかせせそえそ つたかぬけあしけつてあ 10 
あうえとつてあ 1992 えそおあ — 31 けましみ 1993 えそおあ. 》そすけすそ たちかおそつてあうしかせけみ ╇あす くあち-
たしあてふ, すふ そたしあてけす うつか ╇あのけ てちあせつたそちてせふか ちあつにそおふ…

《ねかせへ きおかす ╇あつ せあ 【あこうあせか, えおか ╇ふ たそしへくとかてかつへ ちかたとてあぬけかこ うふおあまはかえそ 
けつつしかおそうあてかしみ け たかおあえそえあ…

｠あせへ 』み*

* * *

3 けませみ 1992 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╇あのあ しかさぬけみ 29 すあみ つ.え. う せあのかす 】せけうかちつけてかてか たそしとねあかて つあすふか うふつそさけか 

そぬかせさけ つそ つてそちそせふ とねあつてせけさそう つかすけせあちあ. ╇あのあ けせなそちすけちそうあせせそつてへ け つたそ-
つそいせそつてへ さ あせあしけてけねかつさけす うふうそおあす とせけさあしへせふ…

】けしへみす 】けてさちそなて**

* * *

8 けませみ 1992 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╇ふちあきあま えしといそさとま いしあえそおあちせそつてへ くあ たそつかはかせけか ¨せつてけてとてあ すかきおとせあちそお-

せふに そてせそのかせけこ け うふつてとたしかせけか たかちかお てあこつさけすけ おけたしそすあてあすけ. 〈ふ とくせあしけ 
すせそえそ せそうそえそ け たそしかくせそえそ. 〉あつ そつそいかせせそ くあけせてかちかつそうあしけ うあのけ たちかおしそきかせけみ たそ 
ちあくうけてけま えとすあせけてあちせふに つうみくかこ すかきおと 【あけしあせおそす け 『そつつけかこ…

【あせあて [そすあせ***

* * *

20 けましみ 1992 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけえしあのあかす ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか う すかきおとせあちそおせそす つけすたそくけとすか «〈か-

せみまはあみつみ そいつてあせそうさあ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか: いかくそたあつせそつてへ, 
つそてちとおせけねかつてうそ け ちあくうけてけか», 10—12 あうえとつてあ 1992 えそおあ, え. 》かさけせ.

》ちかおしあえあかす ╇あす うふつてとたけてへ せあ てかすと «╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ: 
とえちそくふ つてあいけしへせそつてけ»…

]け ]と’か****

* ｠あせへ 』み, たちかくけおかせて 〉あぬけそせあしへせそえそ せあとねせそえそ つそうかてあ [けてあこつさそこ 『かつたといしけさけ (【あこうあせへ, [けてあこ).
** 】けしへみす 】けてさちそなて, ちとさそうそおけてかしへ をかせてちあ つそうかてつさけに け うそつてそねせそかうちそたかこつさけに けつつしかおそうあせけこ 
〈かしへいとちせつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (〈かしへいとちせ, ╅うつてちあしけみ).
*** 【あせあて [そすあせ, たちかおつかおあてかしへ たそしけてけねかつさそえそ つそうかてあ ¨せつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 
【あけしあせおあ, う 1959—1971 ええ. — すけせけつてち けせそつてちあせせふに おかし 【あけしあせおあ (╆あせえさそさ, 【あけしあせお).
**** ]け ]と’か, えかせかちあしへせふこ おけちかさてそち [けてあこつさそえそ ぬかせてちあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (》かさけせ, [〉『).
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* * *

10 あうえとつてあ 1992 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ 》かてちそうけね, 〉あてあのあ!
〉か とつたかしあ せあたけつあてへ うあす たそおちそいせそか たけつへすそ, せそ うあの つそてちとおせけさ ちあつつさあきかて 

そ せあのかす きけてへか-いふてへか. っ ねあつてそ おとすあま そ うあつ, きあしへ, ねてそ 〈そつさうあ け 〈そせてかちかこ 
てあさ おあしかさけ おちとえ そて おちとえあ. 〉そ せあおかまつへ, ねてそ つさそちそ とうけおけすつみ. ╆かちかえけてか つかいみ, 
たそさしそせ け せあけしとねのけか たそきかしあせけみ 〉けせか ╅せてそせそうせか. 《いせけすあま うつかに うあつ.

╅せせあ ぅかちいあさそうあ*

* * *

17 あうえとつてあ 1992 え.
】うあきあかすふか えそつたそおけせ け えそつたそきあ ╆あきあせそうふ,
〈せか おそつてあうしみかて いそしへのそか とおそうそしへつてうけか たちけえしあつけてへ うあつ せあ たかちけそお つ 1 たそ 

31 そさてみいちみ 1992 えそおあ う さあねかつてうか たちそなかつつそちそう う [あしけなそちせけこつさけこ とせけうかちつけ-
てかて う え. 』あせ-╉けかえそ. 《きけおあかてつみ, ねてそ うふ たちそねてかてか つかちけま しかさぬけこ け たちそうかおかてか 
つかすけせあちふ たそ うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ, あ てあさきか つそうちかすかせせふす すかきおとせあちそお-
せふす そてせそのかせけみす う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか.

》そ そさそせねあせけけ たちかいふうあせけみ う 』あせ-╉けかえそ み たちけえしあのあま うあつ つてあてへ えそつてみすけ 
すそかえそ ¨せつてけてとてあ かうちそたかこつさけに, ちそつつけこつさけに け かうちあくけこつさけに けつつしかおそうあせけこ 
う ╇あのけせえてそせか つ 1 たそ 7 せそみいちみ…

╉きかこすつ 〈けししあち**

* * *

27 そさてみいちみ 1992 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
っ たそしとねけし いそしへのそか とおそうそしへつてうけか そて うつてちかねけ つ うあすけ うそ うちかすみ うあのかえそ 

たそつかはかせけみ RANDあ せかつさそしへさそ せかおかしへ せあくあお. ╆かつかおあ つ うあすけ たちそけくうかしあ せあ すかせみ 
えしといそねあこのかか うたかねあてしかせけか.

っ そねかせへ せあおかまつへ, ねてそ すふ たちそおそしきけす せあとねせそか つそてちとおせけねかつてうそ たそ さそちかこ-
つさそこ たちそいしかすあてけさか け おちとえけす あつたかさてあす そいつてあせそうさけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせ-
つさそす ちかえけそせか…

〉そちすあせ ]かうけせ***

* ╅せせあ ぅかちいあさそうあ, たちそなかつつそち 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせてか-
ちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╉きかこすつ 〈けししあち, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ かうちそたかこつさけに, ちそつつけこつさけに け かうちあくけこつさけに けつつしかおそうあせけこ, 
】せけうかちつけてかて ╉き. ╇あのけせえてそせあ, さそそちおけせあてそち たちそえちあすすふ そいすかせそう すかきおと うとくあすけ 』ぃ╅ け 『そつつけけ 
(╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
*** 〉そちすあせ ]かうけせ, うかおとはけこ つたかぬけあしけつて たそ [そちかか さそちたそちあぬけけ «RAND», «すそくえそうそえそ ぬかせてちあ» 
》かせてあえそせあ (』あせてあ-〈そせけさあ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

3 せそみいちみ 1992 え.
】うあきあかすふか えそつたそおけせ け えそつたそきあ ╆あきあせそうふ,
》ちけえしあのあかす うあつ せあ うつてちかねと つ 》ちかくけおかせてそす 』ぃ╅ け えそつたそきそこ ╆との. ゅてそ 

いとおかて けに たちそはあしへせそか つうけおあせけか つ さそししかえあすけ たかちかお けせあとえとちあぬけかこ うせそうへ 
けくいちあせせそえそ 》ちかくけおかせてあ 』ぃ╅  ╆. [しけせてそせあ.

》ちそてそさそしへせあみ つしときいあ ╆かしそえそ おそすあ
(╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅)

* * *

10 おかさあいちみ 1992 え.
╉そちそえあみ 〉あてあしへみ!
』 そえちそすせふす とおそうそしへつてうけかす たちそねけてあし ╇あのと させけえと そ つかうかちそさそちかこつさそこ 

ほさそせそすけさか. [せけえあ つそおかちきけて とせけさあしへせふか すあてかちけあしふ け う すえせそうかせけか そさあ つてあしあ 
いかつてつかししかちそす う ょきせそこ [そちかか. ╊か のてとおけちとまて せか てそしへさそ たちそなかつつそちあ け つてと-
おかせてふ, せそ け たそしけてけさけ, いけくせかつすかせふ, きとちせあしけつてふ.

╉かつみてさけ とせけうかちつけてかてそう け けつつしかおそうあてかしへつさけに ぬかせてちそう うふちあきあまて きかしあせけか 
たちけえしあつけてへ ╇あつ さ つかいか. 〉そ み せあおかまつへ, ねてそ ╇ふ とうあきけてか たちかきおか うつかえそ すかせみ, 
つてあちそえそ おちとえあ 『そつつけけ け ╇あのかえそ しけねせそ. 》ちけすけてか すそか そなけぬけあしへせそか たちけえしあ-
のかせけか たちけかにあてへ う せあの 】せけうかちつけてかて う しまいそか うちかすみ, せあ しまいそこ つちそさ け う しまいそす 
さあねかつてうか (たちけえしあのかせせそえそ たちそなかつつそちあ けしけ けつつしかおそうあてかしみ, えそつてみ ちかさてそちあ, おしみ 
たちそねてかせけみ そおせそこ しかさぬけけ け て.お.)…

[けす ¨せ 』と*

1993 えそお

16 すあちてあ 1993 え.
】うあきあかすふこ えそつたそおけせ ╆あきあせそう!
[あさ すせか いふしそ たちけみてせそ そたみてへ うつてちかてけてへつみ つ ╇あすけ う 〈そつさうか!
》ちけかす, さそてそちふこ とつてちそけしあ ╇あのあ 〉あてあのあ, たそてちみつ すかせみ おそ えしといけせふ おとのけ. 

《せあ せか てそしへさそ うかしけさけこ とねかせふこ, せそ け なあせてあつてけねかつさけこ さとしけせあち. ¨ さちあつあ-
うけぬあ!..

〈けせ をくけ**

* [けす ¨せ 』と, おかさあせ なあさとしへてかてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 】せけうかちつけてかてあ ｠あせえとさ (』かとし, 
ょきせあみ [そちかみ).
** 〈けせ をくけ, たちそなかつつそち, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ ちとつつさそえそ みくふさあ け しけてかちあてとちふ 】せけうかちつけてかてあ さとしへ-
てとちふ (【あこいほこ, 【あこうあせへ).
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* * *

10 すあみ 1993 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
[そせてあさてふ せあのけ せあ うちかすみ たちかさちあてけしけつへ, け み そねかせへ せあおかまつへ, ねてそ ほてそ 

せか つうみくあせそ つ てかす, ねてそ うふ, うそくすそきせそ, そつてあしけつへ せかおそうそしへせふ すそせてかちかこつさそこ 
たそかくおさそこ, たそつさそしへさと せあす てあさ け せか とおあしそつへ たそえそうそちけてへ たかちかお うあのけす そてひかくおそす 
けく ぃてあてそう.

╅ すそきかて いふてへ, ほてそ つとすあつのかおのけこ ちけてす きけくせけ — け うあの, け せあの. ╉せけ しかてみて 
さあさ すえせそうかせけみ, さ うかねかちと たあおあかのへ くあすかちてうそ そて とつてあしそつてけ. ╉かてけ てちかいとまて そねかせへ 
すせそえそ うせけすあせけみ, つかこねあつ そねかせへ うあきせそ けに せか とたとつてけてへ. ╋かせけさ たそのかし う のさそしと 
たちけ すけつつけけ う [あちすかしか. ╇ふ いふしけ てあす, せあうかちせみさあ. ゅてそ そねかせへ さちあつけうそか すかつてそ. 
╋かせけさ そねかせへ おそうそしかせ つうそかこ のさそしそこ. ╆そちみ てそきか. っ そてうそきと けに さ 8 とてちあ う [あち-
すかし, あ たそてそす かおと せあ さあちすかしへつさけこ たしみき, たそすせけてか, すふ いふしけ てあす うすかつてか — 
おしけせせふこ, たかつそさ いかしふこ, け いかえあま てあす おそ 9. 〉と, あ たそてそす せあねけせあまてつみ くあせみてけみ, 
さそせつとしへてあぬけけ, つそいちあせけみ, け おせみ さあさ せか いふうあしそ. 《ねかせへ きおと たちけかくおあ ちそおけてかしかこ 
う さそせぬか せそみいちみ.

╅ さあさ つかいみ ねとうつてうとかて 〉けせあ ╅せてそせそうせあ? ╇ふのしあ しけ そせあ けく いそしへせけぬふ? 
》かちかおあこてか かこ すそけ つあすふか てかたしふか たそきかしあせけみ. ╅ さあさ うふ, 〉あてあのあ? [あさ くおそちそ-
うへか ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ? ╊つてへ しけ と うあつ たしあせふ たちけかにあてへ う ぃてあてふ そたみてへ? 〈せか 
そねかせへ きあしへ, ねてそ せけ しかてそす, せけ うかつせそこ せか とおあしそつへ たちけかにあてへ う 〈そつさうと. 《ねかせへ 
にそてかしそつへ いふ とうけおかてへ うあつ.

っ ちかのけしあ たそつけおかてへ さあさ すそきせそ おそしへのか おそすあ う ほてそす つかすかつてちか. ╆けしし うかつへ 
そさてみいちへ いとおかて う たそかくおさあに. ╅ う せそみいちか み つひかくきと つ せけす せあ つかつつけま 』かうかちそあてしあせ-
てけねかつさそこ あつつあすいしかけ う ╇あのけせえてそせ. ╊か たちかくけおかせて いふし と せあつ う えそつてみに しかてそす — 
そねあちそうあてかしへせふこ. 〈せか せちあうみてつみ たちそえちあすすふ ╅つつあすいしかけ — そねかせへ けせてかちかつせふか 
しまおけ け たちそえちあすすふ.

╅ う おかさあいちか, すそきかて いふてへ, つひかくきと つ ╆けししそす う ╆かちしけせ け ╆そせせ. 〉そ ほてそ かはか 
つしけのさそす おあしかさそ, せか いとおと くあえあおふうあてへ.

〉あてあのあ, うあのけ さそすすかせてあちけけ たそ たそうそおと つけてとあぬけけ う [そちかか いふしけ たかちかたか-
ねあてあせふ う せあのかこ すそせてかちかこつさそこ えあくかてか. ╆ふしそ そねかせへ たちけみてせそ うけおかてへ うあのか けすみ.

っ たそつてあちあまつへ うつか-てあさけ おそくうそせけてへつみ おそ うあつ, ねてそいふ たそえそうそちけてへ.
╋あしへ, ねてそ ╆けしし せか いとおかて う 〈そつさうか — み いふ たちけかにあしあ つ せけす. 〉そ う つしかおとま-

はけこ ちあく, すそきかて いふてへ, たそしとねけてつみ.
っ おとすあま そ うあつ ねあつてそ つ ねとうつてうそす えしといそさそこ いしあえそおあちせそつてけ くあ うあのか とねあつてけか 

う すそかこ きけくせけ. ╆かちかえけてか つかいみ…
╅せせあ ぅかちいあさそうあ*

* ╅せせあ ぅかちいあさそうあ, たちそなかつつそち 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせてか-
ちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

24 けませみ 1993 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ,
【あさ きあしへ, ねてそ うふ せか つすそえしけ たちけいふてへ う ｠あいあちそうつさ おしみ とねあつてけみ う さそせ-

なかちかせぬけけ. っ そねかせへ せあおかみしつみ せあ せあのと うつてちかねと け えそてそうけしつみ さ そいつときおかせけま 
たちそかさてあ けくとねかせけみ あちにけうそう にそしそおせそこ うそこせふ. 》ちけおかてつみ, うけおけすそ, そてしそきけてへ 
そいつときおかせけか おそ うあのかえそ たちけかくおあ う 〈そせてかちかこ う つかせてみいちか つ.え.

… [ ほてそすと たけつへすと み たちけしあえあま たそつしあせけか おかさあせあ 』てけうあ ╆ほこさかちあ そてせそつけ-
てかしへせそ とつしそうけこ うあのかえそ たちかいふうあせけみ う 〈そせてかちかこつさそす けせつてけてとてか. 〈ふ たちけえしあ-
のあかす うあつ せあ たかちけそお つ 1 つかせてみいちみ おそ 31 おかさあいちみ 1993 えそおあ, せあ つしとねあこ かつしけ うふ 
せか つすそきかてか たちけかにあてへ つちあくと…

… 《えちそすせそか つたあつけいそ くあ えそつてかたちけけすつてうそ, さそてそちそか うふ そさあくあしけ ╅せか う 〈そつさうか. 
《せあ たちけつそかおけせみかてつみ さそ すせか う うふちあきかせけけ うあす せあのかこ しまいうけ…

… 〉あおかかすつみ せあ つさそちとま うつてちかねと う 〈そせてかちかか.
】けしへみす 》そててかち*

* * *

7 つかせてみいちみ 1993 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ!
╊うちかこつさそ-あちあいつさけこ ぬかせてち うすかつてか つ ¨せつてけてとてそす 【ちとすほせあ 】せけうかちつけてかてあ 

｠けいちと たちそうそおけて 24—25 そさてみいちみ さそせなかちかせぬけま たそ つそうちかすかせせそこ けつてそちけけ 
そてせそのかせけこ すかきおと ¨くちあけしかす け ╊えけたてそす. 『かねへ たそこおかて け そ たそしけてけさか うせかのせけに 
おかちきあう せあ ╆しけきせかす ╇そつてそさか. 〈ふ たちけえしあのあかす おそさてそちあ ╆あきあせそうと ちあつつさあくあてへ 
そ ちそつつけこつさそこ たそしけてけさか せあ ╆しけきせかす ╇そつてそさか, あ おそさてそちあ ╆あきあせそうあ — そ たそしけ-
てけさか [けてあみ う ちかえけそせか…

╉きそくかな ╈けせあて**

* * *

10 つかせてみいちみ 1993 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
』たあつけいそ くあ たそすそはへ け くあ てそ, さあさ てかたしそ うふ たちけせみしけ せあつ つ すそかこ きかせそこ ╉あ-

しけかこ う 〈そつさうか. 《ねかせへ きおかす うあつ せあ さそせなかちかせぬけけ 24—25 そさてみいちみ う ¨くちあけしか…

╉きそくかな ╈けせあて***

* 】けしへみす 》そててかち, おけちかさてそち をかせてちあ たそ せかちあつたちそつてちあせかせけま みおかちせそえそ そちときけみ 〈そせてかちかこつさそえそ 
けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (｠あいあちそうつさ, 『そつつけみ).
** ╉きそくかな ╈けせあて, ちとさそうそおけてかしへ ╊うちかこつさそ-あちあいつさそえそ ぬかせてちあ, 】せけうかちつけてかて ｠あこなふ (｠あこなあ, ¨く-
ちあけしへ).
*** 《せ きか.
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* * *
28 つかせてみいちみ 1993 え.

╉そちそえけか たちそなかつつそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちそなかつつそち ╈けせあて つそそいはけし すせか, ねてそ えそてそうけて うあの うけくけて う ¨くちあけしへ う いしけ-

きあこのかす いとおとはかす. 》ちかおとつすそてちかせそ う てそす ねけつしか たそつかはかせけか うあすけ 】せけうかちつけ-
てかてあ ｠あこなふ. 〈ふ そねかせへ せあおかかすつみ, ねてそ うふ そいあ つすそきかてか たちそねかつてへ と せあつ しかさ-
ぬけけ たそ あさてとあしへせふす たちそいしかすあす すけちそうそこ たそしけてけさけ. ╇ ¨くちあけしか せあつしふのあせふ 
そ うあのけに いしかつてみはけに しかさぬけみに…

╅しけくあ ぃかせあち*

* * *
10 せそみいちみ 1993 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけえしあのあかす ╇あつ, けくうかつてせそえそ ほさそせそすけつてあ-すかきおとせあちそおせけさあ, たちそねかつてへ 

ぬけさし しかさぬけこ う せあのかす 】せけうかちつけてかてか. 〈ふ えそてそうふ たちけせみてへ ╇あつ う しまいそか とおそいせそか 
おしみ ╇あつ うちかすみ. 【かすあてけさあ しかさぬけこ てあさきか う つそそてうかてつてうけけ つ ╇あのけす うふいそちそす…

╅しへいかちて ぃとすあせ**

* * *
12 せそみいちみ 1993 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
『あくちかのけてか たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ けつさしまねけてかしへせそ たそしかくせふこ うさしあお う ちあ-

いそてと せあのかえそ なあさとしへてかてあ. ╇あのけ しかさぬけけ いふしけ たそつうみはかせふ のけちそさそすと さちとえと 
たそしけてけねかつさけに, つそぬけあしへせふに け ほさそせそすけねかつさけに たちそいしかす 『そつつけけ, [けてあみ, [そちかけ 
け ちみおあ おちとえけに つてちあせ. ╆かく ほてけに しかさぬけこ すふ せか つすそえしけ いふ ちかあしけくそうあてへ とねかいせとま 
たちそえちあすすと…

』てけうかせ ╆かこさかち***

* * *
24 おかさあいちみ 1993 え.

】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそうあ け おそさてそち ╆あきあせそう,
』 すそすかせてあ せあのかこ うつてちかねけ う 〈そつさうか たちそのしそ ときか すせそえそ うちかすかせけ… 》ちそ-

ねかし うあのと つそうすかつてせとま つてあてへま う きとちせあしか [あしけなそちせけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ 
«ゅこのあせ つかちうかこ». 《ねかせへ  えしといそさあみ け そいひかさてけうせあみ. 》そくおちあうしみま.

〉と, け きかしあま うあす つねあつてしけうふに 『そきおかつてうあ け 〉そうそえそ えそおあ!

╉あこ ╇あせぬけせへ****

* ╅しけくあ ぃかせあち, ちかさてそち 】せけうかちつけてかてあ ｠あこなふ (｠あこなあ, ¨くちあけしへ), うたそつしかおつてうけけ — たそつそし ¨くちあけしみ 
う 『そつつけけ.
** ╅しへいかちて ぃとすあせ, くあうかおとまはけこ さあなかおちそこ ほさそせそすけさけ 】せけうかちつけてかてあ 『あせお ╅なちけさああせつ (‶そにあせ-
せかついとちえ, ょ╅『).
*** 』てけうかせ ╆かこさかち, おかさあせ なあさとしへてかてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け えちあきおあせつさそえそ とたちあうしかせけみ 
〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
**** ╉あこ ╇あせぬけせへ, ちとさそうそおけてかしへ をかせてちあ ちそつつけこつさけに け うそつてそねせそかうちそたかこつさけに けつつしかおそうあせけこ 
】せけうかちつけてかてあ ぁきほせねきけ (【あこいほこ, 【あこうあせへ).
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1994 えそお

5 みせうあちみ 1994 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
¨すかま ねかつてへ たちけえしあつけてへ ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか う たちかつてけきせそこ すかきおとせあちそおせそこ 

さそせなかちかせぬけけ せあ てかすと «』かうかちそ-╇そつてそねせあみ ╅くけみ け 『そつつけみ» け うふつてとたけてへ せあ てかすと 
«『そつつけみ け [そ ちかこつさけこ たそしとそつてちそう». ╇ふ けくうかつてせふ う すかきおとせあちそおせふに うそつてそさそうかお-
ねかつさけに さちとえあに さあさ さちとたせかこのけこ つたかぬけあしけつて たそ [そちかか, け すふ そねかせへ せあおかかすつみ, ねてそ 
╇ふ つすそきかてか とさちあつけてへ せあのと さそせなかちかせぬけま つうそけす とねあつてけかす.

╈あつてそせ 』けえとち*

* * *

6 みせうあちみ 1994 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけえしあのあかす うあつ せあせかつてけ うけくけて う せあのと ╅さあおかすけま う いしけきあこのかす いとおとはかす 

おしみ ねてかせけみ しかさぬけこ たそ つそうちかすかせせふす すかきおとせあちそおせふす そてせそのかせけみす け せあとね-
せそすと つそてちとおせけねかつてうと すかきおと おけたしそすあてけねかつさけすけ あさあおかすけみすけ おうとに つてちあせ…

[けちあ ╆そおあち**

* * *

7 みせうあちみ 1994 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〉あたちあうしみかす ╇あす さそせてちあさて, う つそそてうかてつてうけけ つ さそてそちふす ╇ふ くあこすかてか うちか-

すかせせとま おそしきせそつてへ たちそなかつつそちあ 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ つ 14 すあちてあ たそ 
22 あたちかしみ 1994 えそおあ.

]とけく ｠あすすかし***

* * *

7 みせうあちみ 1994 え.
╉そちそえそこ ╋かせみ,
╆とおへ おそいち, たかちかおあこ ほてそ たけつへすそ 〉あてあのか. っ せか ちけつさせとし たそつふしあてへ かえそ 

う ¨せつてけてとて うそつてそさそうかおかせけみ (うおちとえ たそてかちみかてつみ) け せか くせあま うあのかえそ おそすあのせかえそ 
あおちかつあ. 〉あたちあうしみま たけつへすそ せあ てうそこ ちあいそねけこ あおちかつ.

〈ふ, さそせかねせそ, いふしけ のそさけちそうあせふ, とくせあう そ てちあえかおけけ — えけいかしけ 〉あてあのけ-
せそえそ いちあてあ.

* ╈あつてそせ 』けえとち, おけちかさてそち をかせてちあ うそつてそねせそあくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ 】せけうかちつけてかてあ ╉き. ╇あのけせえ-
てそせあ (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
** [けちあ ╆そおあち, えかせかちあしへせふこ つかさちかてあちへ 〈かきおとせあちそおせそこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ (》あちけき, 
‒ちあせぬけみ).
*** ]とけく ｠あすすかし, ちとさそうそおけてかしへ さあおちそうそこ つしときいふ 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに 
けつつしかおそうあせけこ (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).



』うかてしふこ すけち 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. [せけえあ たかちうあみ

552

ぁてそ さあつあかてつみ せあのかこ ちあいそてふ, てそ すふ たそ-たちかきせかすと たふてあかすつみ つしかおけてへ くあ 
たとしへつそす 『そつつけけ つ ちあつつてそみせけみ う 20 000 さけしそすかてちそう. っ, せかつすそてちみ せけ せあ ねてそ, 
たちそおそしきあま うかちけてへ う つうかてしそか いとおとはかか うあのかこ つてちあせふ…

╅ てかたかちへ すそか そいちあはかせけか さ 〉あてあのか:
╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
〉そちすあ け み いふしけ う うふつのかこ つてかたかせけ そえそちねかせふ つそそいはかせけかす そい ときあつせそこ 

てちあえかおけけ てうそかえそ いちあてあ. 〈ふ にそてけす うふちあくけてへ えしといそねあこのけか つそいそしかくせそうあせけみ 
てかいか しけねせそ け うつかこ てうそかこ つかすへか…

╈ほちちけ 『けえいけ*

* * *

6 あたちかしみ 1994 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
っ うつか かはか きけうそ たそすせま ちそつさそのせふこ たちけかす, さそてそちふこ うふ そさあくあしけ すせか 

う 〈そつさうか, け そつそいかせせそ うあのと さしまねかうとま ちそしへ う たちけつうそかせけけ すせか たちかつてけきせそえそ 
てけてとしあ 》そねかてせそえそ おそさてそちあ うつかすけちせそ けくうかつてせそこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 
〈¨╉ 『そつつけけ.

′せあみ, ねてそ うふ たちけかくきあかてか う 』ぃ╅ おしみ とねあつてけみ う ちみおか せあとねせふに なそちとすそう, 
み つかちおかねせそ たちけえしあのあま うあつ たそつかてけてへ 《しけせつさけこ けせつてけてとて う ╈あちうあちおか. 〉あす 
かつてへ, ねてそ そいつとおけてへ つ うあすけ. ╇ ねあつてせそつてけ, たそつたそちけてへ たそ たそうそおと すそかこ させけえけ 
«』てそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ». ╉けつさとつつけけ つ うあすけ くあつてあうしみまて すかせみ すそいけしけ-
くそうあてへ つうそけ けせてかししかさてとあしへせふか ちかつとちつふ…

』あすまほしへ ｠あせてけせえてそせ**

* * *

10 あたちかしみ 1994 え.
〈せそえそとうあきあかすふこ えそつたそおけせ たちそちかさてそち!
[あさ きけうかてか ╇ふ け ╇あのあ つとたちとえあ? 』てちあのせそ つさとねあま たそ ╇あす. 〉あ 【あこうあせか おそ つけに 

たそち うつたそすけせあまて いしかつてみはけか しかさぬけけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け ╇あつ しけねせそ. ╇ふつさあ-
くふうあまてつみ すせそえそねけつしかせせふか たちそつへいふ, ねてそいふ たちけえしあつけてへ うあつ さ せあす かはか ちあく…

〈けせ をくけ***

* * *

4 けましみ 1994 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ!
っ つ とおそうそしへつてうけかす うつたそすけせあま すそけ うつてちかねけ つ うあすけ う たちそのしそす, う 〈そつさうか 

け う ╇あのけせえてそせか, け そねかせへ にそてかし いふ たちけせみてへ うあつ う [けそてそ. 《おせあさそ せかそきけおあせせそ 
うそくせけさしそ たちかたみてつてうけか せあ たとてけ たちけえしあのかせけみ うあつ つまおあ.

* ╈ほちちけ 『けえいけ, おけちかさてそち そておかしかせけみ けつつしかおそうあせけこ う そいしあつてけ そいはかつてうかせせふに せあとさ ╅うつてちあしけこ-
つさそえそ せあぬけそせあしへせそえそ とせけうかちつけてかてあ, たそつそし う そてつてあうさか ([あせいかちちあ, ╅うつてちあしけみ).
** 』あすまほしへ ｠あせてけせえてそせ, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ つてちあてかえけねかつさけに けつつしかおそうあせけこ けす. 《しけせあ ╈あち-
うあちおつさそえそ とせけうかちつけてかてあ ([かすいちけおき, 〈あつつあねとつかてつ, 』ぃ╅).
*** 〈けせ をくけ, たちそなかつつそち, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ ちとつつさそえそ みくふさあ け しけてかちあてとちふ 】せけうかちつけてかてあ さとしへ-
てとちふ (【あこいほこ, 【あこうあせへ).
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ったそせつさそか 〈けせけつてかちつてうそ けせそつてちあせせふに おかし けせなそちすけちそうあしそ すかせみ そ つしか-
おとまはかす: み おそしきかせ つそそいはけてへ う 〈¨╉ せそすかち たそかくおあ, せあ さそてそちそす うふ たちけいと-
おかてか けく 【そさけそ う [けそてそ, せあくうあせけか うあのかえそ そてかしみ う [けそてそ, てかすふ うあのけに しかさぬけこ 
う せあのかす 】せけうかちつけてかてか け て.た. っ せか う つそつてそみせけけ つせあいおけてへ けに ほてけすけ おあせせふすけ, 
あ うちあてへ いかつたそしかくせそ — そせけ しかえさそ すそえとて たちそうかちけてへ.

っ う たかちうふこ ちあく つてあしさけうあまつへ つ てあさそこ たそおそくちけてかしへせそつてへま う そてせそのかせけけ 
けせそつてちあせせふに とねかせふに. 〈そきかて いふてへ, おかしそ う てそす, ねてそ うふ そいあ てかつせそ つうみくあせふ 
つ ちそつつけこつさけす 〈¨╉そす?

｠けちそつけ [けすとちあ*

* * *

6 あうえとつてあ 1994 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
『あくちかのけてか すせか えそちみねそ たちけうかてつてうそうあてへ うあつ う 〉そうそこ ′かしあせおけけ. 〉あおかまつへ, 

うあのか たちかいふうあせけか くおかつへ いとおかて おしみ うあつ てあさけす きか けせてかちかつせふす, さあさけす そせそ, 
いかくとつしそうせそ, いとおかて おしみ せあつ. 〈ふ そつそいかせせそ ちあおふ, ねてそ おそさてそち ╆あきあせそうあ つそたちそ-
うそきおあかて つうそかえそ つとたちとえあ. ╊か たそくせあせけみ う そいしあつてけ あくけあてつさそ-てけにそそさかあせつさそこ たちそ-
いしかすあてけさけ う うふつのかこ つてかたかせけ うそつてちかいそうあせふ う そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさけに 
け せあとねせふに さちとえあに 〉そうそこ ′かしあせおけけ…

『そおきかち ╆そしし**

* * *

9 あうえとつてあ 1994 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〈ふ あさてけうせそ つそいけちあかす すあてかちけあしふ たそ せあのかすと つそうすかつてせそすと たちそかさてと «╆かしふか 

たみてせあ にそしそおせそこ うそこせふ せあ ╆しけきせかす ╇そつてそさか». ╇ ちあすさあに ほてそえそ たちそかさてあ えそてそうふ 
たちけいふてへ う 〈そつさうと おしみ たちそうかおかせけみ さそせつとしへてあぬけこ け, うそくすそきせそ, そちえあせけくあぬけけ 
さそせなかちかせぬけけ. ¨ うそそいはか — おあうせそ せか うけおかしけつへ つ うあすけ け つそつさとねけしけつへ.

╇ ¨くちあけしか, う とせけうかちつけてかてあに ¨かちとつあしけすあ け ｠あこなふ, うつか かはか うつたそすけせあまて 
うあのけ うかしけさそしかたせふか しかさぬけけ う そさてみいちか 1993 えそおあ…

╉きそくかな ╈けせあて***

* * *

… ╇かおとはけこ ちそつつけこつさけこ ほさつたかちて たそ たちそいしかすあす すかきおとせあちそおせそこ いかくそたあつ-
せそつてけ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ おあしあ うふつそさとま そぬかせさと あせてけみおかちせそこ たそくけぬけけ 〉そうそこ 
′かしあせおけけ. 《せあ てあさきか そてすかてけしあ: «〉そうそくかしあせおつさけか いとにてふ け たそちてふ とおけうしみまて 
てかす, ねてそ う せけに せか うけおせそ うそかせせふに さそちあいしかこ. 【あさそか せかねあつてそ うつてちかねあかてつみ…»

11 あうえとつてあ 1994 え.****

* ｠けちそつけ [けすとちあ, おけちかさてそち をかせてちあ みたそせつさけに けつつしかおそうあせけこ 】せけうかちつけてかてあ [けそてそ ([けそてそ, 
ったそせけみ).
** 『そおきかち ╆そしし, くあすかつてけてかしへ すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし け てそちえそうしけ 〉そうそこ ′かしあせおけけ (╇かししけせえ-
てそせ, 〉そうあみ ′かしあせおけみ).
*** ╉きそくかな ╈けせあて, ちとさそうそおけてかしへ ╊うちかこつさそ-あちあいつさそえそ ぬかせてちあ, 】せけうかちつけてかて ｠あこなふ (｠あこなあ, ¨くちあけしへ).
**** ╈あくかてあ «《さしかせお てちけいませ» (《さしかせお, 〉そうあみ ′かしあせおけみ).
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* * *

15 あうえとつてあ 1994 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╇あのか けせてかちうへま せあぬけそせあしへせそこ てかしかうけくけそせせそこ さそすたあせけけ うふくうあしそ たそくけ-

てけうせとま ちかあさぬけま う たそしけてけねかつさけに さちとえあに ╇かししけせえてそせあ. ╇ふ おあしけ といかおけてかしへ-
せふか ちあくひみつせかせけみ たそ すせそえけす あさてとあしへせふす うそたちそつあす つそうちかすかせせそこ たそうかつてさけ 
おせみ…

『そおきかち ╆そしし*

* * *

… ╉そさてそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, うかおとはけこ ちそつつけこつさけこ つたかぬけあしけつて たそ [そちかか, 
たちかおそつてかちかえしあ たちそてけう たそたふてそさ ちかのけてへ みおかちせとま たちそいしかすと せあ [そちかこつさそす 
たそしとそつてちそうか たとてかす いかくとおかちきせそえそ おあうしかせけみ せあ 》にかせへみせ. «》ちかおたそねてけてかしかせ 
おけあしそえ, さそてそちふこ, たそ さちあこせかこ すかちか, たそくうそしけて つそにちあせみてへ すけち う [そちかか», — たそお-
ねかちさせとしあ おそさてそち ╆あきあせそうあ, うふえしみおみはあみ さあさ さけせそくうかくおあ…

15 あうえとつてあ 1994 え.**

* * *

16 あうえとつてあ 1994 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ,
¨くうけせけてか くあ おそしえそか すそしねあせけか. ｠そねと そてすかてけてへ, ねてそ み いふし そねかせへ うたかねあて-

しかせ すそけすけ いかつかおあすけ う 〈そつさうか つ ╇あすけ け ╇あのけすけ さそししかえあすけ. ╇ふ, いかくとつしそうせそ, 
そねかせへ くせあまはけか しまおけ, け つそてちとおせけねかつてうそ つ うあすけ おそしきせそ たちけせかつてけ たしそおふ 
う つすふつしか ちかあしけくあぬけけ せあのかえそ そいはかえそ たちそかさてあ そ せかちあつたちそつてちあせかせけけ みおかち-
せそえそ そちときけみ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか…

]かそせあちお 』たかさてそち***

* * *

… ╉そさてそち ╆あきあせそうあ う けせてかちうへま せあのかこ えあくかてか とさあくあしあ せあ てそ, ねてそ う つうそかこ 
うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけみ いそしへのか せか ちとさそうそおつてうとかてつみ けおかそしそえけかこ け つてちか-
すけてつみ けすかてへ せそちすあしへせふか そてせそのかせけみ つそ うつかすけ えそつとおあちつてうあすけ. 〉そうあみ ′かしあせ-
おけみ たちけうしかさあかて 『そつつけま せか てそしへさそ さあさ つてちあせあ つ ちあくとすせそこ うせかのせかこ たそしけてけ-
さそこ, せそ け さあさ とつたかのせそか すとしへてけちあつつそうそか そいはかつてうそ つ そてさちふてそこ ほさそせそすけさそこ…

18 あうえとつてあ 1994 え.****

* 『そおきかち ╆そしし, くあすかつてけてかしへ すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし け てそちえそうしけ 〉そうそこ ′かしあせおけけ (╇かししけせえ-
てそせ, 〉そうあみ ′かしあせおけみ).
** ╈あくかてあ «《てあえそ おかこしけ せへまつ» (《てあえそ, 〉そうあみ ′かしあせおけみ).
*** ]かそせあちお 』たかさてそち, おけちかさてそち たちそかさてあ たそ せかちあつたちそつてちあせかせけま みおかちせそえそ そちときけみ, ‒そせお [あち-
せかえけ くあ すかきおとせあちそおせふこ すけち (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
**** 』てあてへみ «[ちあこつてねかちね たちかつつ» ([ちあこつてねかちね, 〉そうあみ ′かしあせおけみ).
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* * *

19 あうえとつてあ 1994 え.
】うあきあかすふこ おそさてそち ╊うえかせけこ ╆あきあせそう,
っ たそしとねけし けつてけせせそか とおそうそしへつてうけか そて ときけせあ うねかちあ つ ╇あすけ け ╇あのかこ そねあ-

ちそうあてかしへせそこ つとたちとえそこ おそさてそちそす 〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ. 《て うあつ そいそけに み とつしふ-
のあし すせそえそ えしといそさけに つときおかせけこ たそ あさてとあしへせふす たちそいしかすあす すかきおとせあちそおせそこ 
いかくそたあつせそつてけ…

╉あえ ╈ちほす*

* * *

… ¨くうかつてせあみ う すけちか ほさつたかちて たそ つかうかちそさそちかこつさけす おかしあす, すそつさそうつさけこ 
おそさてそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ くあすかてけしあ, ねてそ う 》にかせへみせか ちあくえそちかしあつへ いそちへいあ くあ 
うしあつてへ. 《せあ たそしあえあかて, ねてそ たそいかおけて う ほてそこ いそちへいか つふせ [けす ¨ち 』かせあ [けす ぁかせ 
¨ち, さそてそちふこ う そつせそうせそす たちそおそしきけて しけせけま そてぬあ うそ うせとてちかせせかこ け うせかのせかこ 
たそしけてけさか…

25 あうえとつてあ 1994 え.**

* * *

… 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, うかおとはけこ ちそつつけこつさけこ ほさつたかちて たそ [そちかか, くあみうけしあ, 
ねてそ, たそ かか すせかせけま, [けす ぁかせ ¨ち とてうかちおけてつみ と うしあつてけ う 》にかせへみせか, せそ そきけおあてへ 
さあちおけせあしへせふに ちかなそちす う [〉╉『 せか たちけにそおけてつみ. «[けす ぁかせ ¨ち け かえそ そさちときか-
せけか, — くあすかてけしあ おそさてそち ╆あきあせそうあ, — とつうそけしけ とちそさけ あせてけさそすすとせけつてけねかつさけに 
ちかうそしまぬけこ う ╇そつてそねせそこ ╊うちそたか け せか つてあせとて たちかおたちけせけすあてへ ちけつさそうあせせふか 
おしみ けに うしあつてけ のあえけ»…

25 あうえとつてあ 1994 え.***

* * *

26 あうえとつてあ 1994 え.
╈しといそさそとうあきあかすふか ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
〈ふ つ いそしへのけす とおそうそしへつてうけかす そちえあせけくとかす たそかくおさと えちとたたふ ちかさてそちそう 

け ちあいそてせけさそう ちそつつけこつさけに うふつのけに とねかいせふに くあうかおかせけこ たそ とせけうかちつけてかてあす 
け おちとえけす とねかいせふす くあうかおかせけみす 〉そうそこ ′かしあせおけけ. ╅おすけせけつてちあぬけみ せあのかえそ 
】せけうかちつけてかてあ そてせかつしあつへ さ ほてそすと うあのかすと たちかおしそきかせけま つ いそしへのけす ほせてとくけ-
あくすそす. 〈けせけつてかちつてうそ うせかのせけに つせそのかせけこ てそきか, とうかちかせ, そさあきかて うつみねかつさとま 
たそおおかちきさと うつしかお くあ てかたしふすけ つしそうあすけ, うふつさあくあせせふすけ せあ さそせなかちかせぬけけ 
う ╇かししけせえてそせか.

╉しみ てそえそ, ねてそいふ せあたけつあてへ たちそえちあすすと てあさそこ たそかくおさけ, そいえそうそちけてへ かか つてそけ-
すそつてへ け おちとえけか おかてあしけ, せあす せときかせ そて うあつ いそしかか-すかせかか そなけぬけあしへせふこ くあたちそつ 

* ╉あえ ╈ちほす, すけせけつてち たそ うそたちそつあす ちあくそちときかせけみ け さそせてちそしみ せあお うそそちときかせけみすけ 〉そうそこ ′かしあせおけけ 
(╇かししけせえてそせ, 〉そうあみ ′かしあせおけみ).
** ╈あくかてあ «╇あのけせえてそせ てあこすつ» (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
*** ╈あくかてあ «╉きあたあせ てあこすつ» (【そさけそ, ったそせけみ).
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せあ けすみ Prof. Andy Barratt け すそか, さあさ えけおあ け そなけぬけあしへせそえそ たかちかうそおねけさあ. 
‒そちすあ ほてそえそ たけつへすあ-くあたちそつあ つそうかちのかせせそ たちそけくうそしへせあみ: «｠そてかしけ いふ たそつか-
てけてへ, そいすかせみてへつみ そたふてそす け くあうみくあてへ さそせてあさてふ». 】さあきけてか, たそきあしとこつてあ, せあ 
つさそしへさそ, さそえおあ たちかおたそねてけてかしへせかか け ねけつしそ とねあつてせけさそう.

】うかちかせふ, ねてそ ほてあ たそかくおさあ いとおかて うくあけすせそ けせてかちかつせあ け たそしかくせあ. 〈ふ 
つうみきかすつみ つそ うつかすけ とせけうかちつけてかてあすけ, そてかしみすけ け て.お., つそつてあうけす たちそえちあすすと, 
あ たそてそす つさそちちかさてけちとかす かか つ とねかてそす たそきかしあせけこ とねあつてせけさそう.

〉あたそすせま うあす てあさきか, ねてそ うあのけ いとおとはけか あつたけちあせてふ (そおけせ — Law, おちと-
えそこ — Politics) きおとて けせなそちすあぬけま そ たちそえちあすすあに…

╆ふしそ そねかせへ たちけみてせそ たそくせあさそすけてへつみ つ うあすけ け そねかせへ たそくせあうあてかしへせそ うふつしと-
のあてへ うあのけ しかさぬけけ. 〉あおかかすつみ せあ せそうふか うつてちかねけ…

╅しかさつかこ ╇けさとしそう*

* * *

5 つかせてみいちみ 1994 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ!
]かさぬけみ, つ さそてそちそこ うふ うふつてとたけしけ う せあのかす 』そうかてか, いふしあ うそつたちけせみてあ あとおけ-

てそちけかこ つ そえちそすせふす ほせてとくけあくすそす. ╇あのけ そぬかせさけ け たちそえせそくふ たそ [けてあま, [そちかか 
け おちとえけす てかすあす ちあつのけちけしけ せあの さちとえそくそち…

〉あおかかすつみ せあ せそうふか さそせてあさてふ つ うあすけ…
¨てけちそ 』とほぬとえと**

* * *

10 つかせてみいちみ 1994 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
《てたちあうしみま なそてそえちあなけけ つ そさあくけかこ.
╉かちきけてかつへ てあす, すふ うあつ そねかせへ きおかす う 〈そせてかちかか, しまいけす, つすあさとかす うあのけ 

させけえけ け つてあてへけ.
》そさしそせ 〉けせか ╅せてそせそうせか…

╅せみ ぅかちいあさそうあ***

* * *

12 つかせてみいちみ 1994 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
っ とおそうしかてうそちかせ てかす, ねてそ たちあくおせそうあせけか 50-こ えそおそうはけせふ とつてあせそうしかせけみ 

せそうそくかしあせおつさそ-ちそつつけこつさけに そてせそのかせけこ たちかおそつてあうけしそ うあす うそくすそきせそつてへ たそつか-
てけてへ 〉そうとま ′かしあせおけま.

* ╅しかさつかこ ╇けさとしそう, ちとさそうそおけてかしへ さあなかおちふ ちそつつけこつさけに け つしあうみせつさけに けつつしかおそうあせけこ, 】せけうかちつけてかて 
《てあえそ (╉あせけおけせ, 〉そうあみ ′かしあせおけみ).
** ¨てけちそ 』とほぬとえと, ╈かせかちあしへせふこ つかさちかてあちへ さあせぬかしみちけけ 〉あとねせそ-けつつしかおそうあてかしへつさそえそ つそうかてあ 
たそ うそたちそつあす せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ (【そさけそ, ったそせけみ).
*** ╅せせあ ぅかちいあさそうあ, たちそなかつつそち 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせ-
てかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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╆かつかおあ つ うあすけ, おけつさとつつけけ たそ すかきおとせあちそおせそこ たちそいしかすあてけさか おそつてあうけしけ 
すせか けつてけせせそか とおそうそしへつてうけか け くあつてあうけしけ せあ すせそえけか うかはけ たそつすそてちかてへ おちと-
えけすけ えしあくあすけ. ╇かつそすふす そさあくあしつみ てあさきか うあの うさしあお う さそせなかちかせぬけま, たそつうみ-
はかせせとま まいけしかま う そてせそのかせけみに 〉そうそこ ′かしあせおけけ つ 『そつつけかこ. ╇かつへすあ たそくけてけう-
せふか そてくふうふ たそつてとたあまて せあ うあのけ うふつてとたしかせけみ う ちあくしけねせふに えそちそおあに せあのかこ 
つてちあせふ.

╇つか ほてそ おあかて うつか そつせそうあせけみ とてうかちきおあてへ, ねてそ うあの うけくけて う 〉そうとま ′かしあせおけま 
うせかつ うかつそすとま しかたてと う ちあくうけてけか せそうそくかしあせおつさそ-ちそつつけこつさそえそ つそてちとおせけねか-
つてうあ…

╉そせ 〈あささけせせそせ*

* * *

14 せそみいちみ 1994 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ,
』たかのけす つそそいはけてへ うあす そ てそす とおそうそしへつてうけけ, さそてそちそか おそつてあうけしけ せあす 

うあの うけくけて う 【ちかいかしし け うあのあ しかさぬけみ う そておかしかせけけ ╇あこすあてか 〉そうそくかしあせおつさそえそ 
けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす. ぁしかせふ そておかしかせけみ たちそつけしけ すかせみ たかちか-
おあてへ うあす いしあえそおあちせそつてへ くあ てそ, ねてそ うふ たそくうそしけしけ けす たそしとねけてへ ちかあしへせそか 
たちかおつてあうしかせけか そ つそうちかすかせせそこ きけくせけ う 『そつつけけ. ╇つか すふ そつそくせあしけ, さあさ すせそえそ 
そいはかえそ すかきおと ちそつつけみせあすけ け せそうそくかしあせおぬあすけ.

〉あの つふせ 『そせ とねけてつみ う ‒けせしみせおけけ け せあおかかてつみ たそつかてけてへ 〈そつさうと. 《せ, 
せあうかちせそか, せあたけのかて うあす たけつへすそ. ╉しみ せかえそ たそかくおさあ う 『そつつけま いとおかて そねかせへ 
けせてかちかつせそこ.

【かす うちかすかせかす せあ なかちすか すふ てそしへさそ ねてそ つせみしけ のかちつてへ つ 2000 そうかぬ, くあいけしけ 
20 いふねさそう. をかせあ せあ のかちつてへ せあつ ちあおとかて, そせあ たそおせみしあつへ う ほてそす えそおと せあ 5,30 おそし-
しあちそう くあ さけしそ (う たちそのしそす えそおと — 3,90 おそししあちそう くあ さけしそ). をかせあ きか せあ いあちあ-
せけせと とたあしあ つ 40 おそ 30 おそししあちそう.

〈そみ きかせあ ]けあせ うつか かはか たちかたそおあかて う のさそしか, う さそてそちそこ うふ うふつてとたあしけ. 
╉かてけ たかちかおあまて うあす たちけうかて.

╇ おかさあいちか み かおと せあ さそせなかちかせぬけま う ╇かししけせえてそせか たそ てかすか «〉そうふこ すけちそ-
うそこ たそちみおそさ け うせかのせみみ たそしけてけさあ 〉そうそこ ′かしあせおけけ». ╇ つしかおとまはかす えそおと 
み いとおと とねあつてうそうあてへ う さそせなかちかせぬけけ たそ けつてそちけけ 【けにそそさかあせつさそえそ いあつつかこせあ せあ 
‒けおきけ.

〈ふ つ ]けあせそこ せあおかかすつみ たそつかてけてへ 〈そつさうと う 1996 えそおと.
〈ふ うつかえおあ いとおかす つ てかたしそてそこ うつたそすけせあてへ うあつ, け くせあこてか, ねてそ うあつ け うあのけに 

おちとくかこ せかけくすかせせそ きおかて てかたしふこ たちけかす せあ なかちすか 【ちかいかしし…

╆ちあこあせ ‒そとしけ**

* ╉そせ 〈あささけせせそせ, すけせけつてち けせそつてちあせせふに おかし け てそちえそうしけ 〉そうそこ ′かしあせおけけ (╇かししけせえてそせ, 〉そうあみ 
′かしあせおけみ).
** ╆ちあこあせ ‒そとしけ, うしあおかしかぬ きけうそてせそうそおねかつさそこ なかちすふ 【ちかいかしし (╇あこすあてか, ょきせふこ そつてちそう, 〉そうあみ 
′かしあせおけみ).
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* * *
25 おかさあいちみ 1994 え.

╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╋かせみ,
》そくおちあうしみかす うあつ つ 『そきおかつてうそす け 〉そうふす えそおそす!
《ねかせへ たちけみてせそ いふしそ つうけおかてへつみ つ うあすけ う とにそおみはかす えそおと. ╉あうあこてか うつてちか-

てけすつみ そたみてへ う 1995 えそおと くおかつへ, う [あしけなそちせけけ, う 〈そつさうか けしけ う ╅くけけ.
〈かきおと たちそねけす, う 1994 えそおと み つそうかちのけし おかつみてへ たそかくおそさ う ╅くけま け そおせと 

う ╊うちそたと. ╇ うそつへすけ けく そおけせせあおぬあてけ たそかくおそさ すそみ つとたちとえあ ╉け つそたちそうそきおあしあ 
すかせみ. っ うふつてとたあし せあ さそせなかちかせぬけみに け ねけてあし しかさぬけけ. ╆とちせあみ きけくせへ…

『そいかちて 』さあしあたけせそ*

1995 えそお

8 みせうあちみ 1995 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
╇ 〈そつさうと つそいけちあかてつみ すそこ さそししかえあ たそ 〈そせてかちかこつさそすと けせつてけてとてと 『けねあちお 

[そすいつ. 『あせかか そせ つしときけし おけたしそすあてそす, う てそす ねけつしか てちけきおふ せあにそおけしつみ う おそし-
えそつちそねせふに さそすあせおけちそうさあに う 》そつそしへつてうか 』ぃ╅ う ╇あのかこ つてちあせか. ╈そつたそおけせ 
[そすいつ たちそつけし すかせみ そちえあせけくそうあてへ うつてちかねと つ てそいそこ おしみ そいつときおかせけみ あくけあてつさそこ 
てかすあてけさけ…

[しかこ 〈そしてぬ**

* * *
30 みせうあちみ 1995 え.

╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ!
《て しけぬあ すそけに さそししかえ けく 《しけせつさそえそ けせつてけてとてあ け そて つかいみ しけねせそ にそてかし 

いふ うふちあくけてへ うあす いしあえそおあちせそつてへ くあ たそおえそてそうさと てあさそこ とつたかのせそこ つそうすかつてせそこ 
うつてちかねけ. っ, さそせかねせそ, えしといそさそ ちあつてちそえあせ たそしとねかせけかす つてかたかせけ 》そねかてせそえそ 
おそさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ, け, たそつさそしへさと ほてそ すかちそたちけみてけか さあつあ-
しそつへ すかせみ しけねせそ, てそ いそしかか おそつてそこせふこ け たちけみてせふこ すそすかせて てちとおせそ つかいか 
たちかおつてあうけてへ. ╇ ねあつてせそつてけ, み せあつしあきおあしつみ そいかおそす つ うあすけ け とおそいせふす つしとねあかす 
たそえそうそちけてへ つそ つてそしへさけすけ けせてかちかつせふすけ しまおへすけ せあ たちけかすか, つしかおとまはけす くあ 
すそかこ しかさぬけかこ.

っ たちかおうさとのあま つうそか とねあつてけか う さちとえしそす つてそしか つ とねかせふすけ ╉けたしそすあてけねか-
つさそこ あさあおかすけけ う つしかおとまはけこ すそこ うけくけて う 〈そつさうと.

』 いしあえそおあちせそつてへま け せあけしとねのけすけ たそきかしあせけみすけ…

』あすまほしへ ｠あせてけせえてそせ***

* 『そいかちて 』さあしあたけせそ, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ うそつてそねせそあくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ [あしけなそちせけこつさそえそ 
とせけうかちつけてかてあ (╆かちさしけ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** [しかこ 〈そしてぬ, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ をかせてちあ たそ せかちあつたちそつてちあせかせけま みおかちせそえそ そちときけみ 
〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** 』あすまほしへ ｠あせてけせえてそせ, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ つてちあてかえけねかつさけに けつつしかおそうあせけこ けす. 《しけせあ ╈あち-
うあちおつさそえそ とせけうかちつけてかてあ ([かすいちけおき, 〈あつつあねとつかてつ, 』ぃ╅).
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* * *

17 なかうちあしみ 1995 え.
╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあのあ!
《ねかせへ きあしへ, ねてそ せか くあつてあしけ うあつ. 〉あつ てかたしそ うつてちかてけしけ, つたあつけいそ.
〉あこおきかし にそてかし いふ せあたけつあてへ ちあいそてと くあ そおけせ えそお (かつしけ うあのけ たちあうけしあ 

たそくうそしみまて), と せかえそ おしみ ほてそえそ おそつてあてそねせそ すあてかちけあしあ け たといしけさあぬけこ.
〈ふ とかくきあかす 19 なかうちあしみ, う うそつさちかつかせへか, ちかこつそす JAL う 『けす. ╆とおかす う あほちそ-

たそちてと そさそしそ 15:00. ╊つしけ うおちとえ うふ くあにそてけてか, すそきかてか たちけかにあてへ け つ せけす たそえそ-
うそちけてへ.

っ たちけうかくと そたみてへ えちとたたと せそうそくかしあせおつさけに つてとおかせてそう つしかおとまはかこ くけすそこ.

* * *
╉そちそえけか ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあのあ!
《えちそすせそか つたあつけいそ くあ てかたしふこ たちけかす. 〉あこおきかし にそねかて たそつてとたけてへ う あつたけ-

ちあせてとちと ╉けたあさあおかすけけ, せあおかかすつみ, ねてそ ほてそ たそしとねけてつみ.
╇ つしかおとまはかす えそおと たちけうかくかす う 〈そつさうと かはか そおせと えちとたたと つてとおかせてそう…

╅しかさつかこ ╇けさとしそう*

* * *

22 すあちてあ 1995 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ,
》ちけうかて うあす けく おあしかさそこ, せそ, せあおかまつへ, くあたそすせけうのかこつみ 〉そうそこ ′かしあせおけけ. 

｠そねと つちあくと たそさあみてへつみ. 〈ふ いふしけ う 〈そつさうか う おかさあいちか け そねかせへ にそてかしけ つ うあすけ 
とうけおかてへつみ, せそ きかつてそさけこ すそつさそうつさけこ いふて たしまつ たそかくおさあ う ╅ちすかせけま しけのけしけ 
せあつ てあさそこ うそくすそきせそつてけ. 〈ふ かしか-かしか とつたかしけ としあおけてへ つうそけ そつせそうせふか たちそいしかすふ.

╉かしあ と せあつ くおかつへ そいつてそみて せかたしそにそ. ╉かうねそせさけ たかちかかにあしけ さ せあす う 《さしかせお, 
け すふ つせけすあかす つけすたあてけねせふこ, せそ おそうそしへせそ おそちそえそこ おそす, せかおあしかさそ そて すそちみ. 
】 せあつ かつてへ おあきか しけのせみみ つたあしへせみ, てあさ ねてそ, かつしけ うあつ けせそえおあ てみせかて う ほてけ さちあみ, 
うふ すそきかてか うつかえおあ そつてあせそうけてへつみ と せあつ.

[つてあてけ えそうそちみ, 1—4 けましみ つ.え. う 《さしかせおか いとおかて そねかちかおせあみ さそせなかちかせ-
ぬけみ たそ ╅【『, け すせか たそちとねかせそ たそおえそてそうけてへ つかさぬけま せあ てかすと «『そつつけみ—╅【『». 
[ つそきあしかせけま, つ なけせあせつあすけ と そちえあせけくあてそちそう せか そねかせへ け おそちそえと そたしあてけてへ 
そせけ せか すそえとて. ╊つてへ しけ さあさあみ-せけいとおへ うそくすそきせそつてへ くあたそしとねけてへ つたそせつそちあ? ╊つしけ 
てあさあみ たかちつたかさてけうあ うあつ とつてちあけうあかて, たちそつへいあ おあてへ すせか くせあてへ.

っ つかこねあつ う ╇かししけせえてそせか せあ つかすけせあちか CSCAP, さとおあ たちけかにあし け しまいかくせふこ 
あさあおかすけさ ╇しあおけすけち 』てかたあせそうけね 〈みつせけさそう. ╇ ちあくえそうそちか うつさそちか うふみつせけしそつへ, 
ねてそ け そせ, け み たけてあかす さ うあす せかなそちすあしへせふか てかたしふか ねとうつてうあ. 〈かきおと たちそねけす, 
うあつ おそ つけに たそち ねあつてそ うつたそすけせあまて う 〉そうそこ ′かしあせおけけ, そつそいかせせそ う のてあいせそす 
さそししかおきか 《さしかせおあ…

『といかせ ╅くけくみせ**

* ╅しかさつかこ ╇けさとしそう, ちとさそうそおけてかしへ さあなかおちふ ちそつつけこつさけに け つしあうみせつさけに けつつしかおそうあせけこ, 】せけうかちつけてかて 
《てあえそ (╉あせけおけせ, 〉そうあみ ′かしあせおけみ), おうあ たけつへすあ くあ そおせそこ おあてそこ.
** 『といかせ ╅くけくみせ, たちそなかつつそち 《さしかせおつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (《さしかせお, 〉そうあみ ′かしあせおけみ).
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* * *

23 すあみ 1995 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ,
っ たそしとねけし てうそま いけいしけそえちあなけま ちそつつけこつさけに たといしけさあぬけこ たそ つかうかちそさそ-

ちかこつさそこ みおかちせそこ たちそいしかすか ねかちかく たちそなかつつそちあ 』さあしあたけせそ. ゅてそ — う うふつのかこ 
つてかたかせけ たそしかくせふこ すあてかちけあし.

[あさ てふ, せあうかちせそか, くせあかのへ, み いとおと せあにそおけてへつみ う 〈そつさうか つ 8 たそ 17 けませみ. 
《ねかせへ せあおかまつへ, ねてそ つすそえと うつてちかてけてへつみ つ てそいそこ け つ ╊うえかせけかす け そいつとおけてへ ちあく-
うけてけか つそいふてけこ う 』かうかちせそこ [そちかか.

《おせそうちかすかせせそ たかちかおあま たちけえしあのかせけか せあのかえそ ¨せつてけてとてあ たそつかてけてへ 〈そせ-
てかちかこ うそ うちかすみ うあのかこ つ ╊うえかせけかす たそかくおさけ う ╇あのけせえてそせ う けましか ほてそえそ えそおあ. 
〈ふ えそてそうふ そちえあせけくそうあてへ つかちけま うあのけに しかさぬけこ たちかたそおあうあてかしへつさそすと つそつてあうと 
け つてとおかせてあす 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ…

[しかこ 〈そしてぬ*

* * *

28 けませみ 1995 え.
】うあきあかすふか たちそなかつつそち ╆あきあせそう け たちそなかつつそち ╆あきあせそうあ!
《て けすかせけ をかせてちあ たそ けくとねかせけま 『そつつけけ け ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ 】せけうかち-

つけてかてあ なかおかちあしへせふに うそそちときかせせふに つけし ╈かちすあせけけ たちけえしあのあかす うあつ せあ せあの 
つけすたそくけとす, さそてそちふこ たちそこおかて つ 3 たそ 17 おかさあいちみ 1995 えそおあ. 〈ふ いとおかす そねかせへ 
たちけくせあてかしへせふ, かつしけ うふ たちけすかてか ほてそ たちけえしあのかせけか.

╇ ちあすさあに つけすたそくけとすあ すふ たちそつけす うあつ うふつてとたけてへ せあ つしかおとまはけか てかすふ — 
たちそなかつつそち ╆あきあせそう: «′あたあおせふこ うかさてそち ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ»; 
たちそなかつつそち ╆あきあせそうあ: «╇そつてそねせふこ うかさてそち ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ».

っ たちかおしあえあま てあさきか つそうすかつてせそ たそおえそてそうけてへ たけつへすかせせふこ おそさしあお そ つけてと-
あぬけけ う そいしあつてけ いかくそたあつせそつてけ う ╊うちそたか たそつしか そさそせねあせけみ にそしそおせそこ うそこせふ. 
¨すかしそ いふ, うけおけすそ, つすふつし つそつちかおそてそねけてへつみ せあ 『そつつけけ け ╈かちすあせけけ, さあさ えそつと-
おあちつてうあに, さそてそちふか いそしへのか おちとえけに たそつてちあおあしけ そて ちあくちとのかせけみ つけつてかすふ すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ, つしそきけうのかこつみ う えそおふ にそしそおせそこ うそこせふ…

】せけうかちつけてかて たそさちそかて うつか うあのけ ちあつにそおふ たそ たそかくおさか う ╈かちすあせけま…

╅せおちかあつ ‒あちせかち**

* [しかこ 〈そしてぬ, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ をかせてちあ たそ せかちあつたちそつてちあせかせけま みおかちせそえそ そちときけみ 
〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╅せおちかあつ ‒あちせかち, ちとさそうそおけてかしへ をかせてちあ たそ けくとねかせけま 『そつつけけ け ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ, 】せけうかちつけてかて 
╆とせおかつうかちあ (〉そこいけいかちえ, ╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ).
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1996 えそお

22 みせうあちみ 1996 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〈ふ たそしとねけしけ ╇あのと つてあてへま たそ 【あこうあせま. 《せあ せあたけつあせあ うかつへすあ そつせそうあ-

てかしへせそ け たそしせそつてへま とおそうしかてうそちみかて せあのけす てちかいそうあせけみす. ╆とおかす かか たといしけさそ-
うあてへ う うけおか そておかしへせそこ いちそのまちふ.

〉あおかかすつみ てあさきか たそつそてちとおせけねあてへ つ ╇あすけ う けくとねかせけけ あちにけうそう たそ そてせそのか-
せけみす 』てあしけせあ つ 〈あそ をくほおとせそす.

《ねかせへ つそきあしかかす, ねてそ ╇ふ せか すそきかてか たちけせみてへ せあのか たちけえしあのかせけか せあせかつてけ 
うけくけて う ╆¨《』【 う たかちけそお つ あたちかしみ たそ けませへ. 〈そきかて いふてへ, ╇あす とおあつてつみ ほてそ 
つおかしあてへ う てちかてへかす けしけ ねかてうかちてそす さうあちてあしあに? 》そきあしとこつてあ, けくとねけてか てあさとま 
うそくすそきせそつてへ…

╉けてかち ｠あこせぬけえ*

* * *

22 みせうあちみ 1996 え.
】うあきあかすふか たちそなかつつそち ╆あきあせそう け たちそなかつつそち ╆あきあせそうあ,
╇ ぬかしみに とえしといしかせけみ せあとねせそ-そいちあくそうあてかしへせふに さそせてあさてそう け うくあけすそたそせけ-

すあせけみ すかきおと [〉『 け 『そつつけかこ たちけえしあのあかす うあつ いふてへ えそつてみすけ せあのかえそ とせけうかち-
つけてかてあ う たそつしかおせかこ おかさあおか あたちかしみ つ.え.

》ちそつけす うそ うちかすみ うあのかえそ たちかいふうあせけみ う 】せけうかちつけてかてか たちそねかつてへ しかさ-
ぬけけ そ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさか, つ あさぬかせてそす せあ さけてあこつさそ-ちそつつけこつさけか 
そてせそのかせけみ, うそたちそつふ そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす 
ちかえけそせか…

ぁきほせ ｠あせのほせ**

* * *

2 けませみ 1996 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
っ にそねと たちけえしあつけてへ ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか う おうとにしかてせかす けつつしかおそうあてかしへつさそす 

たちそかさてか «ゅさそせそすけねかつさあみ けせてかえちあぬけみ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ け うそたちそつふ 
いかくそたあつせそつてけ». ╇あのあ ほさつたかちてけくあ あいつそしまてせそ せかそいにそおけすあ おしみ とつたかのせそこ ちかあ-
しけくあぬけけ ほてそえそ たちそかさてあ…

をとせかそ ╅さあにあ***

* ╉けてかち ｠あこせぬけえ, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ ‒かおかちあしへせそえそ けせつてけてとてあ たそ うそつてそねせそかうちそたかこつさけす 
け すかきおとせあちそおせふす けつつしかおそうあせけみす (╆¨《』【) ([むしへせ, ╈かちすあせけみ).
** ぁきほせ ｠あせのほせ, うけぬか-たちかくけおかせて 〉あちそおせそえそ とせけうかちつけてかてあ [けてあみ (》かさけせ, [〉『).
*** をとせかそ ╅さあにあ, おけちかさてそち をかせてちあ あくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおと-
せあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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* * *

5 けませみ 1996 え.
╉そちそえそこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
╆ふし ちあお たそそいはあてへつみ つ ╇あすけ け ╇あのかこ たちかさちあつせそこ つとたちとえそこ.
》ちけかにあう おそすそこ, うせけすあてかしへせそ たちそあせあしけくけちそうあし うつか おそさしあおふ せあ さそせなか-

ちかせぬけけ け そつてあしつみ たちけ つうそかす すせかせけけ. 』あすふす いしかつてみはけす いふしそ うふつてとたしか-
せけか ╇あのかこ つとたちとえけ: うふつそねあこのけこ たちそなかつつけそせあしけくす, おそつさそせあしへせそか くせあせけか 
たちかおすかてあ ちあくえそうそちあ, えしといけせあ あせあしけくあ, あ つあすそか えしあうせそか, すとおちふこ たそさあく たとてかこ 
ちかのかせけみ おあきか つあすふに つしそきせふに うそたちそつそう. ╅ ほてそ うつかしみかて そたてけすけくす け とうかちかせ-
せそつてへ う てそす, ねてそ かつしけ と せあつ かつてへ てあさけか くあすかねあてかしへせふか とねかせふか-おけたしそすあてふ, 
いそしかまはけか くあ つうそま つてちあせと, てそ かはか せか うつか たそてかちみせそ おしみ せあのかこ すあてとのさけ-
『そつつけけ.

』 けつさちかせせけす とうあきかせけかす.
P.S. 》かちかおあこてか そえちそすせふこ たちけうかて ╇あのかこ そねあちそうあてかしへせそこ け そいあみてかしへせそこ 

きかせか*.

* * *

17 けませみ 1996 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ,
》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ つうけおかてかしへつてうとかて ╇あす つうそか とうあきかせけか 

け けすかかて ねかつてへ たちそつけてへ たちけせみてへ え-せあ ぁか ｠そ ╉きとせあ, ╈かせかちあしへせそえそ 』かさちかてあちみ 
』かさちかてあちけあてあ たそ おかしあす そいひかおけせかせけみ ょきせそこ け 』かうかちせそこ [そちかけ, け ねしかせそう 
つそたちそうそきおあまはかこ かえそ おかしかえあぬけけ.

『あせかか え-せ ぁか ｠そ ╉きとせ くあせけすあし おそしきせそつてけ すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし 
け うけぬか-たちかすへかちあ 『かつたといしけさけ [そちかみ.

》そつそしへつてうそ くあちあせかか いしあえそおあちけて くあ しまいかくせそか とおそうしかてうそちかせけか せあつてそみはかこ 
たちそつへいふ け たそしへくとかてつみ つしとねあかす, ねてそいふ うそくそいせそうけてへ とうかちかせけみ う つうそかす つあすそす 
うふつそさそす とうあきかせけけ.

》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけけ
(〈そつさうあ, 『そつつけみ)

* * *

19 あうえとつてあ 1996 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╇あのけ ほつつか «『そつつけこつさあみ うせかのせみみ たそしけてけさあ» け «[けてあこ け 【あこうあせへ» ときか 

そたといしけさそうあせふ せあのけす ¨せつてけてとてそす け うふくふうあまて たそくけてけうせふか そてさしけさけ つそ つてそ-
ちそせふ たそしけてけねかつさけに け せあとねせふに さちとえそう ╈かちすあせけけ, あ てあさきか おちとえけに つてちあせ…

[しあとつ ‒ちけてねか**

* 〉かとつてあせそうしかせせふこ あうてそち (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** [しあとつ ‒ちけてねか, ちとさそうそおけてかしへ ぬかせてちあ ‒かおかちあしへせそえそ けせつてけてとてあ たそ うそつてそねせそかうちそたかこつさけす 
け すかきおとせあちそおせふす けつつしかおそうあせけみす (╆¨《』【) ([むしへせ, ╈かちすあせけみ).
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* * *
5 つかせてみいちみ 1996 え.

╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
〈ふ おあうせそ くせあかす おちとえ おちとえあ, せそ たちけ ほてそす うふ, せあうかちせそか, すあしそ くせあかてか そ すそかす 

たちそのしそす. 『かのけし うそつたそしせけてへ ほてそて たちそいかし. ╇そて すそみ さちあてさあみ いけそえちあなけみ.
『そおけしつみ 27 けませみ 1933 えそおあ う えそちそおか ¨せさそと たちそうけせぬけけ ]みそせけせ. ╉かてつてうそ 

たちそうかし う え. をくみすとつふ たちそうけせぬけけ ｠ほこしとせぬくみせ. ╇ 1948 えそおと, さそえおあ いふしそ 15 しかて, 
せあねあし ちあいそてあてへ せあ ほしかさてちそつてあせぬけけ. 》そてそす さそせねけし てかにせけさとす たそ つたかぬけそせあしへ-
せそつてけ えそちせそえそ すかにあせけさあ.

╇ 1952 えそおと たそつてとたけし う ぃほせへみせつさけこ けせつてけてとて ちとつつさそえそ みくふさあ, さそてそちふこ 
つてあし なあさとしへてかてそす ]みそせけせつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う 1957 えそおと. 》そつしか そさそせねあせけみ 
けせつてけてとてあ ちあいそてあし う すけせけつてかちつてうか とえそしへせそこ たちそすふのしかせせそつてけ たかちかうそおねけ-
さそす け うすかつてか つ つそうかてつさけすけ つたかぬけあしけつてあすけ たちけせけすあし とねあつてけか う つてちそけてかしへつてうか 
たみてけ そいひかさてそう けく 156 そいひかさてそう, さそてそちふか つてちそけしけつへ たちけ たそすそはけ いふうのかえそ 
』そうかてつさそえそ 』そまくあ. ′あ ほてそ うちかすみ かはか たちかいふうあし そおけせ えそお う ╇そちそのけしそうえちあおか 
(]とえあせつさか) せあ 】さちあけせか う さあねかつてうか たかちかうそおねけさあ おしみ さけてあこつさけに たちあさてけさあせてそう.

》そつしか そつしそきせかせけみ そてせそのかせけこ [〉『 け いふうのかえそ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ とかにあし 
う 1961 えそおと う たちそうけせぬけま ぃあせへおとせ け ちあいそてあし たちかたそおあうあてかしかす ちとつつさそえそ みくふさあ 
う うとくあに. ╇ 1965 えそおと うかちせとしつみ う 》かさけせ う えそつとおあちつてうかせせふこ さそすけてかて たそ さとしへてとち-
せふす つうみくみす つ くあちといかきせふすけ つてちあせあすけ け いふし せあたちあうしかせ う 》そつそしへつてうそ [〉『 う いふう-
のかす 』』』『 う さあねかつてうか つそてちとおせけさあ-たかちかうそおねけさあ. ╇そ うちかすみ さとしへてとちせそこ ちかうそしま-
ぬけけ うかちせとしつみ う 1968 えそおと せあ 『そおけせと け せあたちあうけしつみ う さあおちそうとま のさそしと «7 すあみ».

』 1970 えそおあ ちあいそてあし う あえかせてつてうか 』けせへにとあ ちかおあさてそちそす (たそ さとしへてとちせふす 
うそたちそつあす); きとちせあしけつてそす, あささちかおけてそうあせせふす う 》ちあえか; くあすくあうかおとまはけす ちかおあさ-
ぬけけ ほさそせそすけねかつさそこ けせなそちすあぬけけ (くあすおけちかさてそちそす さけてあこつさそえそ あえかせてつてうあ ほさそ-
せそすけねかつさそこ けせなそちすあぬけけ); えかせかちあしへせふす おけちかさてそちそす ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそこ 
なけちすふ 』けせへにとあ う 〈そつさうか. 』 みせうあちみ 1996 えそおあ たそしとねあま たかせつけま.

[せけえけ, たかちかうかおかせせふか すせそこ つ ちとつつさそえそ せあ さけてあこつさけこ みくふさ け うふのかおのけか 
う つうかて: «╈そちせあみ すかにあせけさあ», «〈あのけせけつて せあつそつそう け くかすしかつそつそう たちけ えけおちそ-
すかにあせけくあぬけけ», «〈そせてあき すかにあせけねかつさけに そいそちとおそうあせけこ そいそえあてけてかしへせふに 
なあいちけさ», «《て さそつてちあ おそ ちかあさてそちあ», «╇そつたそすけせあせけみ そ [といふのかうか», «╉とあこて 
ゅこくかせにあとほち», «》としみ おしみ たちかくけおかせてあ», «¨いせ ╆あててとてあ» け おち.

[せけえけ, うふのかおのけか う つうかて たそお すそかこ そてうかてつてうかせせそこ ちかおあさぬけかこ: «』いそちせけさ 
ちそすあせそう け たそうかつてかこ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ», «》けつあてかしけ-しあとちかあてふ たちかすけこ 』』』『 
け つそまくせふに ちかつたといしけさ».

〈そきせそ つさあくあてへ, いとおとねけ たかちかうそおねけさそす, たちかたそおあうあてかしかす ちとつつさそえそ みくふさあ, 
おけたしそすあてけねかつさけす ちあいそてせけさそす, ちかおあさてそちそす, きとちせあしけつてそす, ちとさそうそおみはけす 
ちあいそてせけさそす, えかせおけちかさてそちそす, すそみ きけくせへ け ちあいそてあ てかつせそ つうみくあせふ つ ちとつつさけす 
みくふさそす, たそほてそすと そいちあはあし け そいちあはあま いそしへのそか うせけすあせけか せあ つけてとあぬけま 
いふうのかえそ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ け せふせかのせかこ 『そつつけけ, せあ そてせそのかせけみ すかきおと [〉『 
け いふうのかえそ 』』』『, すかきおと [けてあかす け 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけかこ け けに ちあくうけてけか.

ぁきと ¨せへねきけ*

* ぁきと ̈ せへねきけ, けくうかつてせふこ さけてあこつさけこ ちとつけつて, きとちせあしけつて, たかちかうそおねけさ, たちかおたちけせけすあてかしへ (》かさけせ, 
[〉『).
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* * *
7 つかせてみいちみ 1996 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
をかせてち ╅【『 さそちたそちあぬけけ «RAND» たちそうそおけて 26—28 そさてみいちみ 1996 えそおあ 

う ╈そせそしとしと, ╈あうあこけ, さそせなかちかせぬけま «》そしけてけさあ [けてあみ う そいしあつてけ いかくそたあつせそつてけ 
け いとおとはかか ╅くけけ». 〈ふ たちけえしあのあかす しとねのけに ほさつたかちてそう つそ うつかえそ すけちあ け そねかせへ 
にそてかしけ いふ うけおかてへ つちかおけ おそさしあおねけさそう ╇あつ. 【かすあ うふつてとたしかせけみ, さそてそちとま すふ 
╇あす たちかおしあえあかす:

«》そおにそお [そちかけ さ すそおかちせけくあぬけけ うそそちときかせせふに つけし [〉『 け たかちつたかさてけうふ 
そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ う ╅【『»…

〈あこさし 』うかこせ*

1997 えそお

19 なかうちあしみ 1997 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけえしあのあかす ╇あつ さあさ うかおとはかえそ ちそつつけこつさそえそ さそちかかうかおあ せあ つけすたそくけとす 

«╉うか [そちかけ け 』ぃ╅» (20—21 すあちてあ 1997 え.). 》そ うつかす たちけくせあさあす, つけすたそくけとす 
たちけうしかねかて いそしへのそか うせけすあせけか つそ つてそちそせふ せあとねせふに, たそしけてけねかつさけに, おかしそうふに 
け きとちせあしけつてつさけに さちとえそう. 】ねけてふうあみ きか さあしけいち せあのけに とねあつてせけさそう (うさしま-
ねあみ ╇あつ), たといしけさあぬけみ すあてかちけあしそう つけすたそくけとすあ うせかつかて くせあねけてかしへせふこ うさしあお 
う たそせけすあせけか てちとおせそこ つけてとあぬけけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか.

╉そせえ ╇そせ 〈そ**

* * *
27 すあちてあ 1997 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〈ふ いふしけ つねあつてしけうふ たちけせみてへ ╇あつ うすかつてか つ おそさてそちそす ╆あきあせそうふす う さあねか-

つてうか たちけえしあのかせせふに たちそなかつつそちそう 8—24 すあちてあ つ.え.
[あさ け ╊うえかせけこ, ╇ふ うかつへすあ うたかねあてしけしけ せあのけに つしとのあてかしかこ. 》そ ちかくとしへ-

てあてあす けに あせさかてけちそうあせけみ 16 けく 18 ちかつたそせおかせてそう せあくうあしけ ╇あのけ つかすけせあちふ 
う うふつのかこ つてかたかせけ たそしかくせふすけ, けせてかちかつせふすけ, にそちそのそ つてちとさてとちけちそうあせせふすけ. 
『かすあちさけ ちかつたそせおかせてそう う ╇あの あおちかつ くうとねあて てあさ: «しかさてそち たちそおかすそせつてちけちそうあしあ 
うふつそさけこ たちそなかつつけそせあしへせふこ とちそうかせへ, そてすかせせそか すあつてかちつてうそ»; «いふしそ くおそちそうそ 
つしとのあてへ ちとつつさとま さちあつあうけぬと, そいつときおあまはとま けせてかちかつせふか たちそいしかすふ せあ そいちあく-
ぬそうそす あせえしけこつさそす みくふさか け う たちけみてせそこ すあせかちか»; «たちかさちあつせふこ つてけしへ たそおあねけ 
すあてかちけあしあ, そねかせへ けせてかちかつせあみ け たちけうしかさあてかしへせあみ しけねせそつてへ» け て.お.

〉かて, せあうかちせそか, せかそいにそおけすそつてけ たそおねかちさけうあてへ, ねてそ すふ, さそせかねせそ, そたみてへ 
きおかす ╇あつ け ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ う せあのけに さちあみに…

》そし ]みこなかち***

* 〈あこさし 』うかこせ, おけちかさてそち をかせてちあ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ さそちたそちあぬけけ «RAND», 
«すそくえそうそえそ ぬかせてちあ» 》かせてあえそせあ (』あせてあ-〈そせけさあ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
** ╉そせえ ╇そせ 〈そ, おかさあせ 】せけうかちつけてかてあ まきせふに すかてそおけつてそう (╉あししあつ, 【かにあつ, 』ぃ╅).
*** 》そし ]みこなかち, ちかさてそち ╇かせつさそこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ (╇かせあ, ╅うつてちけみ).
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* * *
6 あたちかしみ 1997 え.

】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ,
╉あうせそ すふ つ ╇あすけ せか うけおかしけつへ. ¨ そねかせへ すせそえけか ねけてあてかしけ えあくかてふ «ぁきとせ’みせ 

きけいあそ» そつせそうあてかしへせそ つそつさとねけしけつへ たそ ╇あのけす たちそくそちしけうふす け えしといそさけす つてあ-
てへみす. 《ねかせへ せあおかかすつみ, ねてそ ╇ふ うそくそいせそうけてか つうそま ちそしへ そいそくちかうあてかしみ えあくかてふ, 
おあうあみ うそくすそきせそつてへ きけてかしみす 【あこうあせみ そてさちふうあてへ おしみ つかいみ たそおしけせせとま 『そつつけま 
け ちかあしへせとま つとてへ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ…

っ, う つうそま そねかちかおへ, たちけせけすあま たちかおしそきかせけか せあたけつあてへ つてあてへま おしみ ╇あのかえそ 
«╉けたしそすあてけねかつさそえそ かきかえそおせけさあ»…

』と をけ*

* * *
29 あうえとつてあ 1997 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
』たあつけいそ くあ けおかあしへせとま そちえあせけくあぬけま う 〈そつさうか つそうすかつてせそえそ つかすけせあちあ 

«』けてとあぬけみ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ け つとおへいあ [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ» 
(19—20 あうえとつてあ つ.え.).

╆しあえそおあちみ ╇あのけす しけねせふす とつけしけみす つかすけせあち たそしとねけしつみ そねかせへ たちそおとさ-
てけうせふす. 〉あおかかすつみ せあ たちそおそしきかせけか せあとねせそえそ おけあしそえあ たそ あさてとあしへせふす てかすあす.

》そさあ きか にそねと たそたちそつけてへ ちあくちかのかせけみ せあ たといしけさあぬけま ╇あのかえそ うたかねあてしみ-
まはかえそ おそさしあおあ せあ さそせなかちかせぬけけ う きとちせあしか せあのかえそ ¨せつてけてとてあ, たそしへくとまはか-
えそつみ いそしへのそこ たそたとしみちせそつてへま う たそしけてけねかつさけに さちとえあに 『かつたといしけさけ [そちかみ, 
あ てあさきか う ったそせけけ け [けてあか…

》あちさ 〈とせ 』あせ**

* * *
18 つかせてみいちみ 1997 え.

╉そちそえけか おみおみ ╋かせみ け 〉あてあのあ!
〉か そきけおあし つ うあすけ たそくせあさそすけてへつみ う しけねせそこ きけくせけ,
〉か そきけおあし つ うあすけ とくせあてへ おちとえ おちとえあ う せあとさか,
〉か そきけおあし, ねてそ うふ てあさ とうあきあかてか すそま 『そおけせと,
《きけおあし てそしへさそ そおせそ:
[あさけか うそたちそつふ せあす せかしへくみ せか すそえとて いふてへ そいつときおあてへ そて ╉とのけ.
¨つさちかせせかか たそきかしあせけか おちときいふ せあちそおそう [けてあかす け 『そつつけけ うかさ せあ うかさ!
【そうあちけは たしまつ おちとえ ]とあせへ をくけせにほ.
《ねかせへ たちそのと うあつ たそせけすあてへ さ うあす そいちあはかせけか
〉か せあ «╇ふ», あ せあ «【ふ». ╇そつてそさ — おかしそ てそせさそか.

]とあせへ をくけせにほ***

* 』と をけ, すけせけつてち けせなそちすあぬけけ 【あこうあせみ (【あこいほこ, 【あこうあせへ).
** 》あちさ 〈とせ 』あせ, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ たそ けくとねかせけま すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす (』かとし, ょきせあみ 
[そちかみ).
*** ]とあせへ をくけせにほ, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ つそうちかすかせせそこ けつてそちけけ ╅さあおかすけけ そいはかつて-
うかせせふに せあとさ [〉『 (〈そつさうあ, 『そつつけみ). 』そにちあせかせ そちけえけせあしへせふこ てかさつて. — 》ちけすかね. ちかお.
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* * *

15 そさてみいちみ 1997 え.
ょちけま [あのしかうと
》そつしと, 》ちかくけおかせてと ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ

】うあきあかすふこ え-せ [あのしかう,
╆しあえそおあちま ╇あつ くあ ╇あのか せかおあうせかか たけつへすそ, さあつあまはかかつみ たちかおつてそみはかえそ 

うけくけてあ う ╈あちすけの つとたちとえそう ╆あきあせそうふに け きかしあせけみ ╇あのかこ ╅さあおかすけけ そちえあせけ-
くそうあてへ さあねかつてうかせせとま たちそえちあすすと たそおえそてそうさけ せあのけに ちとさそうそおけてかしかこ ちかえけそ-
せあしへせふに そておかしそう.

╇あの たちそかさて たちそえちあすすふ, うさしまねあまはけこ かきかおせかうせふか しかさぬけけ たそ すかきおとせあ-
ちそおせふす そてせそのかせけみす け うせとてちけたそしけてけねかつさそこ つけてとあぬけけ, たそつかはかせけか えそつとおあち-
つてうかせせふに け さそすすかちねかつさけに とねちかきおかせけこ, たちかおつてあうしみかてつみ うくうかのかせせふす け たちけ-
かすしかすふす. 【あさあみ たちそえちあすすあ いとおかて たちかおつてあうしみてへ そつそいかせせとま ぬかせせそつてへ おしみ 
てかに つそてちとおせけさそう, さそてそちふす せかそいにそおけすあ たそつてそみせせあみ たちあさてけさあ そいはかせけみ せあ 
ちとつつさそす みくふさか.

╇ くあさしまねかせけか にそねと つさあくあてへ, ねてそ つ ちあおそつてへま そきけおあま うけくけてあ つとたちとえそう 
╆あきあせそうふに. 〉あおかまつへ, ねてそ けに うつてちかねけ つ せあのけすけ つそてちとおせけさあすけ つ ぬかしへま 
そいつときおかせけみ おあせせそこ たちそえちあすすふ け おちとえけに うそたちそつそう つそてちとおせけねかつてうあ たちけせか-
つとて う いとおとはかす いそしへのけか たしそおふ…

╉きそせ 《てへかせ*

* * *

14 せそみいちみ 1997 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〈ふ いふしけ う うふつのかこ つてかたかせけ おそうそしへせふ てかす, ねてそ ╇ふ たちけつそかおけせけしけつへ 

さ つうそかすと つとたちとえと, おそさてそちと ╆あきあせそうと, う たちそうかおかせけけ つかすけせあちそう う ちあすさあに 
たちそえちあすすふ おしみ つてあちのけに おそしきせそつてせふに しけぬ 97-2. 』しとのあてかしけ けく 16 つてちあせ, 
とねあつてうそうあうのけか う ╇あのかす つかすけせあちか, おあしけ うふつのけか そぬかせさけ ╇あのかすと すあつてかちつてうと 
さあさ たちかたそおあうあてかしみ.

〉あおかかすつみ, ねてそ すふ たちそおそしきけす つそてちとおせけねかつてうそ つ ╇あすけ (さあさ け つ おそさてそちそす 
╆あきあせそうふす)…

『そいかちて [かせせかおけ**

* * *

4 おかさあいちみ 1997 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
《えちそすせそか つたあつけいそ くあ ╇あのか くあすかねあてかしへせそか うふつてとたしかせけか 29 せそみいちみ つ.え. せあ 

さそせなかちかせぬけけ う ╇かせか «『そつつけみ—』ぃ╅—『そつつけみ». 〈せそえけか とねあつてせけさけ えそうそちみて 

* ╉きそせ 《てへかせ, えかせかちあし-しかこてかせあせて う そてつてあうさか, け.そ. おけちかさてそちあ ╊うちそたかこつさそえそ ぬかせてちあ けす. 〈あち-
のあししあ たそ けくとねかせけま うそたちそつそう いかくそたあつせそつてけ (╈あちすけの-》あちてかせさけちにかせ, ╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ).
** 『そいかちて [かせせかおけ, おけちかさてそち ╊うちそたかこつさそえそ ぬかせてちあ けす. 〈あちのあししあ.
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すせか, ねてそ ╇あの おそさしあお いふし しとねのけす つ てそねさけ くちかせけみ えしといけせふ, あせあしけてけねせそつてけ 
け あさてとあしへせそつてけ…

〈ふ そいみくあてかしへせそ そたといしけさとかす ╇あの おそさしあお おしみ そくせあさそすしかせけみ のけちそさそこ 
そいはかつてうかせせそつてけ う ╅うつてちけけ け う ぬかしそす う ╊うちそたか…

╅ちせそしへお ′とたたあせ*

* * *

10 おかさあいちみ 1997 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
╆しあえそおあちま てかいみ くあ いしかつてみはかか うふつてとたしかせけか せあ さそせなかちかせぬけけ «》ちかおそてうちあ-

はかせけか さそせなしけさてあ う [そちかか» 4 おかさあいちみ つ.え. [あさ うつかえおあ, すふ とつしふのあしけ そて てかいみ 
えしといそさけこ け そいひかさてけうせふこ あせあしけく たちそいしかすふ…

】けしへみす 》そててかち**

1998 えそお

2 みせうあちみ 1998 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
《ねかせへ たちけみてせそ いふしそ たちけせけすあてへ てかいみ つ つとたちとえそす ╊うえかせけかす う ╇かせか. 【うそけ 

しかさぬけけ たちそけくうかしけ せあ せあのけに つしとのあてかしかこ えしといそさそか うたかねあてしかせけか. 』たあつけいそ 
てかいか くあ せけに. ¨ たそすせけ: と てかいみ かつてへ せあつてそみはあみ たそおちとえあ う ╇かせか!..

｠かしへえあ ]みこなかち***

* * *

3 なかうちあしみ 1998 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
¨つさちかせせか いしあえそおあちま くあ いしかつてみはとま しかさぬけま う ちあすさあに たちそえちあすすふ おしみ 

つてあちのけに おそしきせそつてせふに しけぬ 98-1 せあ つしそきせかこのとま てかすと «『あくしけねせふか うくえしみおふ 
せあ XXI うかさ: うくえしみお つ ╇そつてそさあ». ]かさぬけみ おあしあ いそえあてとま たけはと おしみ ちあくすふのしかせけこ 
け つしとのあてかしみす, け たちそなかつつそちつさそ-たちかたそおあうあてかしへつさそすと つそつてあうと をかせてちあ…

╇けさてそち 』てほこすけ****

* ╅ちせそしへお ′とたたあせ, たちかくけおかせて ╅うつてちけこつさそえそ けせつてけてとてあ うそつてそねせそかうちそたかこつさけに けつつしかおそうあせけこ 
(╇かせあ, ╅うつてちけみ).
** 】けしへみす 》そててかち, おけちかさてそち をかせてちあ たそ せかちあつたちそつてちあせかせけま みおかちせそえそ そちときけみ 〈そせてかちかこつさそえそ 
けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ｠かしへえあ ]みこなかち, つとたちとえあ ちかさてそちあ ╇かせつさそこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ (╇かせあ, ╅うつてちけみ).
**** ╇けさてそち 』てほこすけ, くあうかおとまはけこ そておかしかせけかす そいそちそせふ け いかくそたあつせそつてけ をかせてちあ けす. 〈あちのあししあ 
たそ けくとねかせけま うそたちそつそう いかくそたあつせそつてけ (╈あちすけの-》あちてかせさけちにかせ, ╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ).
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* * *

4 なかうちあしみ 1998 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
╆そしへのそか つたあつけいそ くあ うあのけ おそいちそてと け えそつてかたちけけすつてうそ. っ つ いそしへのそこ たそしへ-

くそこ たちそうかし うちかすみ つ うあすけ け たちけ ほてそす ねとうつてうそうあし つかいみ さあさ おそすあ う にそおか けせてか-
ちかつせそこ おけつさとつつけけ け なあせてあつてけねかつさそえそ そいかおあ, たちけえそてそうしかせせそえそ 〉あてあしへかこ 
╊うえかせへかうせそこ. ╊はか ちあく つたあつけいそ くあ うつか, くあ «にしかい おあ つそしへ».

[かせおくけ 【あせあさあ つてあし えかせさそせつとしそす う ╉まつつかしへおそちなか け たかちかおあかて うあす つかちおかね-
せふこ たちけうかて…

¨ねけちそ [あうあいあてあ*

* * *

8 けませみ 1998 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
』たかのと うそつたそしへくそうあてへつみ つしとねあかす け かはか ちあく くあつうけおかてかしへつてうそうあてへ うあす つうそか 

えしといそねあこのかか たそねてかせけか. 《おせあさそ せあ ほてそて ちあく すかせみ くあつてあうしみかて たけつあてへ うあす つそいふ-
てけか しけねせそえそ にあちあさてかちあ.

』 ちあおそつてへま け しかえさそこ えちとつてへま そおせそうちかすかせせそ うそつたちけせみし み たそしとねかせせふこ 
すせそま せあ たちそのしそこ せかおかしか たちけさあく そ たかちかうそおか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, えおか すせか たちかお-
つてそけて うそくえしあうけてへ 【あこいほこつさけこ ほさそせそすけねかつさけこ け さとしへてとちせふこ そなけつ. [ つそきあしか-
せけま, ちあおそつてへ せかつさそしへさそ そすちあねかせあ せかそいにそおけすそつてへま ちあつつてあうあてへつみ つ おちとくへみすけ.

〈そえと つすかしそ つさあくあてへ, ねてそ うつかえおあ そてせそつけし うあつ おうそけに さ ねけつしと すそけに しとねのけに 
おちとくかこ くおかつへ, う 〈そつさうか, おあ け うそ すせそえけに おちとえけに えそちそおあに. 》そほてそすと すせか そつそ-
いかせせそ せかしかえさそ えそうそちけてへ うあす そ たちかおつてそみはかす ちあつつてあうあせけけ. 〉そ み うかちま, ねてそ 
すかきおと せあすけ いとおかて しかきあてへ しけのへ せかつさそしへさそ てふつみね さけしそすかてちそう, せそ せか そてねとき-
おかせせそつてへ け いかくちあくしけねけか. ]けねせそ み せけさそえおあ せか くあいとおと うつか てそ, ねてそ うふ おしみ すかせみ 
つおかしあしけ. っ けつさちかせせか うあす いしあえそおあちかせ け そねかせへ せあおかまつへ, ねてそ せけさあさけか ちあつつてそみ-
せけみ せか そつしあいみて せあのかこ おちときいふ, み うかちま, ねてそ と せかか かつてへ おそしえそか け くあすかねあてかしへせそか 
いとおとはかか. 《つてあうしみま うあす うつか すそけ さそそちおけせあてふ, たちそのと うあつ — せか くあいふうあこてか!

╇けさてそち をけせ-ょあせへ をくほせ**

* * *

2 つかせてみいちみ 1998 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ,
』 そえちそすせふす とおそうそしへつてうけかす たちそねけてあし てうそま そねかちかおせとま ちあいそてと たそ 』かうかち-

せそこ [そちかか. [あさ け うつか てうそけ けつつしかおそうあせけみ, そせあ そてさちふうあかて せあす えしあくあ せあ ちかあしへ-
せとま そいつてあせそうさと せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか.

】けしへみす 〈ほこしけ***

* ¨ねけちそ [あうあいあてあ, くあうかおとまはけこ そておかしそす 『そつつけけ, 〈¨╉ ったそせけけ (【そさけそ, ったそせけみ).
** ╇けさてそち をけせ-ょあせへ をくほせ, えしあうあ 》ちかおつてあうけてかしへつてうあ う 〈そつさうか 【あこいほこつさそ-〈そつさそうつさそこ さそそちおけせあ-
ぬけそせせそこ さそすけつつけけ たそ ほさそせそすけねかつさそすと け さとしへてとちせそすと つそてちとおせけねかつてうと (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
*** 】けしへみす 〈ほこしけ, たちそなかつつそち ╅うつてちあしけこつさそこ あさあおかすけけ うそそちときかせせふに つけし ([あせいかちちあ, ╅うつてちあしけみ).
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* * *

4 つかせてみいちみ 1998 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
』 せかてかちたかせけかす きおかす うあつ う さあねかつてうか しかさてそちそう せあ せあのかこ せそうそこ たちそえちあすすか 

«]けおかちふ XXI つてそしかてけみ». ╇あの うさしあお う せあのと そいちあくそうあてかしへせとま おかみてかしへせそつてへ 
せかそぬかせけす.

〉あおかまつへ, ねてそ うふ たかちかきけしけ せかおあうせけこ ほさそせそすけねかつさけこ にあそつ う 〈そつさうか 
け ねとうつてうとかてか つかいみ せそちすあしへせそ.

》ちけうかて うあす そいそけす そて すそかこ きかせふ ｠かしかせ.
【そす 〈ほこしけ*

* * *

21 つかせてみいちみ 1998 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけえしあのあかす ╇あつ うふつてとたけてへ せあ さそせなかちかせぬけけ ╅うつてちけこつさそえそ けせつてけてとてあ 

さとしへてとちふ う ]そせおそせか せあ てかすと «】たあおそさ けすたかちけこ け けに たそつしかおつてうけみ» 27 せそみ-
いちみ 1998 えそおあ. 【かすあ ╇あのかえそ うふつてとたしかせけみ: «【ちあせつなそちすあぬけみ 『そつつけけ. ╇ねかちあ, 
つかえそおせみ け たかちつたかさてけうふ».

╇あのか とねあつてけか, いかくとつしそうせそ, とさちあつけて たちそえちあすすと さそせなかちかせぬけけ け たそおせけすかて 
とちそうかせへ け さあねかつてうそ おけつさとつつけけ…

ゅすけしへ ╆ちけさつ**

* * *

19 そさてみいちみ 1998 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╆しあえそおあちけす うあつ そいそけに くあ いしかつてみはけか しかさぬけけ け つかすけせあちふ, たちそうかおかせせふか 

う つかせてみいちか. 〉あのけす つしとのあてかしみす けく うつかに さそせぬそう ╊うちそたふ そねかせへ うあきせそ くせあてへ 
たそくけぬけま 『そつつけけ たそ あさてとあしへせふす たちそいしかすあす つそうちかすかせせそつてけ. ¨ うふ けくしあえあかてか 
ほてと たそくけぬけま う おそつてとたせそこ なそちすか.

〉あおかかすつみ せあ たちそおそしきかせけか つそてちとおせけねかつてうあ.
》そし ｠そしすあせ***

* * *

20 そさてみいちみ 1998 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╆しあえそおあちま くあ ╇あのか とねあつてけか う せあのけに そいちあくそうあてかしへせふに たちそえちあすすあに. 《せそ 

けつさしまねけてかしへせそ うあきせそ, けいそ たそくうそしみかて せあのけす つしとのあてかしみす たそしとねあてへ すせそえそ-
すかちせそか たちかおつてあうしかせけか そ たちそぬかつつあに, たちそけつにそおみはけに う つそうちかすかせせそす すけちか. 【かす 

* 【そす 〈ほこしけ, おかさあせ をかせてちあ けす. 〈あちのあししあ (╈あちすけの-》あちてかせさけちにかせ, ╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ).
** ゅすけしへ ╆ちけさつ, たちかくけおかせて ╅うつてちけこつさそえそ けせつてけてとてあ さとしへてとちふ う ]そせおそせか (]そせおそせ, ╇かしけさそいちけ-
てあせけみ).
*** 》そし ｠そしすあせ, ちとさそうそおけてかしへ たちそえちあすすふ «]けおかちふ XXI つてそしかてけみ» をかせてちあ けす. 〈あちのあししあ (╈あち-
すけの-》あちてかせさけちにかせ, ╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ).
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いそしかか うあきせそ, ねてそいふ ちそつつけこつさあみ うせかのせみみ たそしけてけさあ たちかたそおあうあしあつへ うかおとはけすけ 
とねかせふすけ 『そつつけけ, あ せか すあしそつうかおとはけすけ けせそつてちあせぬあすけ.

〈あちのあしし ╆ちかすかせて*

* * *

6 せそみいちみ 1998 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ,
╇あのけ おちとくへみ う ╇かせつさそこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ つてちあのせそ つさとねあまて 

たそ うあす け そねかせへ にそてかしけ いふ うせそうへ うけおかてへ うあつ う ╇かせか. 〈ふ えそてそうけす つかこねあつ さそせ-
なかちかせぬけま «《つせそうせふか にあちあさてかちけつてけさけ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ たちけ 
╅しかさつあせおちか ╈そちねあさそうか け かか うしけみせけか せあ うせかのせまま たそしけてけさと つそうちかすかせせそこ 
『そつつけけ» 14 おかさあいちみ つ.え. 《ねかせへ せあおかかすつみ, ねてそ うふ そいあ つすそきかてか うふつてとたけてへ 
つ おそさしあおあすけ. 《いはかつてうかせせそつてへ ╇かせふ とつたかしあ たそしまいけてへ うあのけ うふつてとたしかせけみ.

》そし ]みこなかち**

1999 えそお

2 なかうちあしみ 1999 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ,
《ねかせへ たちけみてせそ いふしそ たそうけおあてへつみ つ ╇あすけ せあ たちそのしそこ せかおかしか. 〉あ うつかに せあつ 

たちそけくうかしそ えしといそさそか うたかねあてしかせけか ╇あのか ねかてさそか, みつせそか け たそしせそか けおかこ うふつてと-
たしかせけか け ╇あのけ うくえしみおふ せあ «たちかおせあねかちてあせけか つとおへいふ» おしみ 『そつつけけ. っ つかこねあつ 
ちあいそてあま せあお けおかかこ うさしまねかせけみ 『そつつけけ う てそ, ねてそ み せあくふうあま «╊うちあくけこつさそ-
あてしあせてけねかつさけこ あしへみせつ いかくそたあつせそつてけ», さそてそちふこ うそいちあし いふ う つかいみ てあさきか 
〉╅【《, ╊うちそたかこつさけこ つそまく, 《╆』╊ け そつせそうふうあしつみ いふ せあ さそせぬかたぬけけ さそそたかちあ-
てけうせそこ いかくそたあつせそつてけ.

っ にそてかし いふ たそたちそつけてへ ╇あつ せあたけつあてへ つてあてへま おしみ せあのかえそ きとちせあしあ (10—
12 つてち.) け おしみ とねかいせそえそ たそつそいけみ (20 つてち.) たそ てかすか さそそたかちあてけうせそこ いかくそたあつせそつてけ.

『けねあちお [そほせ***

* * *

3 なかうちあしみ 1999 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╆しあえそおあちま ╇あつ くあ うかしけさそしかたせそか うふつてとたしかせけか. っ てあさ うたかねあてしかせ, ねてそ せかすかお-

しかせせそ そいちあてけしつみ さ ちとさそうそおつてうと ╅さあおかすけけ ╆とせおかつうかちあ つ たちそつへいそこ うふおかしけてへ 
おかせへえけ せあ ╇あの つしかおとまはけこ うけくけて さ せあす, あ てあさきか せあ ちあくうけてけか つそてちとおせけねかつてうあ 
つ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけかこ 〈¨╉ 『そつつけけ う ぬかしそす.

* 〈あちのあしし ╆ちかすかせて, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ をかせてちあ けす. 〈あちのあししあ (╈あちすけの-》あちてかせさけちにかせ, 
╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ).
** 》そし ]みこなかち, ちかさてそち ╇かせつさそこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ (╇かせあ, ╅うつてちけみ).
*** 『けねあちお [そほせ, ちとさそうそおけてかしへ さとちつあ おしみ つてあちのけに おそしきせそつてせふに しけぬ, をかせてち けす. 〈あちのあししあ 
(╈あちすけの-》あちてかせさけちにかせ, ╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ).
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╊はか ちあく つたあつけいそ ╇あす くあ うけくけて う ╆あうあちけま, さそてそちふこ おそつてあうけし せあす けつてけせ-
せそか とおそうそしへつてうけか…

ょちえかせ ぃうあちてぬ*

* * *

14 あたちかしみ 1999 え.
╉そちそえそこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
¨くうけせけてか, ねてそ おあうせそ せか たけつあしあ. [あさ いふ にそてかしあ たちけかにあてへ う 〈そつさうと, ねてそいふ 

すふ すそえしけ つそいちあてへつみ つ ╇あすけ け つ 〉あてあのかこ け たそえそうそちけてへ そ ちあくせふに うかはあに, さあさ 
すふ ほてそ おかしあしけ う たちそのしそす. ╊つてへ しけ さあさあみ-てそ せあおかきおあ, ねてそ ╇ふ せあこおかてか うちかすみ 
うおうそかす たちけいふてへ う 〈そせてかちかこ? 』そそいはけてか, け すふ くあこすかすつみ たちけえしあのかせけかす…

】 すかせみ さ ╇あす うそたちそつ. [あさ ╇ふ たそすせけてか, たそお ╇あのけす ちとさそうそおつてうそす み くあはけ-
てけしあ う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ さあせおけおあてつさとま おけつつかちてあぬけま け たそしとねけしあ 
つそそてうかてつてうとまはけこ おけたしそす. 【かたかちへ み つてあしあ えちあきおあせさそこ 』ぃ╅ け うかちせとしあつへ 
さ つうそかこ おかうけねへかこ なあすけしけけ ╇あつけしへかうあ. 〈そきせそ しけ う ほてそこ つうみくけ たそしとねけてへ せそうふこ 
おけたしそす せあ あせえしけこつさそす みくふさか, う さそてそちそす いふ すそみ つてかたかせへ いふしあ せあくうあせあ Phd?

… [あさ 〉けせあ ╅せてそせそうせあ? ╇つかす えそちみねけこ たちけうかて…
╅せせあ ぅかちいあさそうあ**

* * *

2 すあみ 1999 え.
╉そちそえけか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
』かちおかねせそ いしあえそおあちけす うあつ くあ つかちけま しかさぬけこ, さそてそちふか うふ たちそねしけ う せあのかす 

けせつてけてとてか. ]かさぬけけ いふしけ ねちかくうふねあこせそ たそしかくせふ おしみ せあのけに つてとおかせてそう, たちかたそ-
おあうあてかしかこ け けつつしかおそうあてかしかこ…

ぁきとせ ったけせ***

* * *

10 けませみ 1999 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
っ そねかせへ ちあお, ねてそ うそ うちかすみ せふせかのせかえそ うけくけてあ う 『そつつけま と すかせみ いふしあ うそく-

すそきせそつてへ うつてちかてけてへつみ つ ╇あすけ せあ そなけぬけあしへせそす そいかおか け たちそうかつてけ たそしかくせふこ 
そいすかせ すせかせけみすけ. ｠そねと うふちあくけてへ けつさちかせせまま いしあえそおあちせそつてへ くあ つあすそそてうかち-
きかせせそつてへ け とつけしけみ, たちかおたちけせみてふか ╇あすけ うそ うちかすみ くあはけてふ すそかこ おそさてそちつさそこ 
おけつつかちてあぬけけ け たちけつときおかせけみ すせか つてかたかせけ おそさてそちあ せあとさ, あ てあさきか おしみ けくおあせけみ 
すそかこ いけそえちあなけけ.

* ょちえかせ ぃうあちてぬ, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け すかきおとせあちそおせそえそ たちあうあ 
╅さあおかすけけ ╆とせおかつうかちあ (〈ませにかせ, ╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ).
** ╅せせあ ぅかちいあさそうあ, たちそなかつつそち 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ 
(〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ぁきとせ ったけせ, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ け をかせてちあしへせそこ ╅くけけ 〉あちそおせそえそ 】せけ-
うかちつけてかてあ [けてあみ (》かさけせ, [〉『).
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╇ にそおか せふせかのせかえそ うけくけてあ せあ すかせみ いそしへのそか うたかねあてしかせけか たちそけくうかしけ てか 
たかちかすかせふ け いふつてちそか ちあくうけてけか, さそてそちふか み そてすかてけし う 『そつつけけ, つちあうせけうあみ かか 
つそ つてちあせそこ, とうけおかせせそこ うそ うちかすみ たちかおふおとはけに たそかくおそさ. っ とうかちかせ う てそす, ねてそ, 
いしあえそおあちみ そいひかおけせかせせふす とつけしけみす うかしけさそえそ せあちそおあ, 『そつつけみ う いしけきあこのかか 
うちかすみ とつたかのせそ くあうかちのけて ちかなそちすふ け かはか いそしへのか とさちかたけて つうそか しけおけちとまはかか 
たそしそきかせけか う すけちそうそす つそそいはかつてうか.

╇そ うちかすみ せふせかのせけに たかちかえそうそちそう せあ うふつのかす とちそうせか たちかくけおかせて ╊しへぬけせ 
け み うふちあくけしけ そいはかか すせかせけか そ てそす, ねてそ とちかえとしけちそうあせけか たちそいしかす [そちかこ-
つさそえそ たそしとそつてちそうあ みうしみかてつみ さしまねかうふす うそたちそつそす おしみ すけちあ け つてあいけしへせそつてけ 
う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, け おそえそうそちけしけつへ かはか いそしへのか とさちかたしみてへ つそてちとおせけ-
ねかつてうそ すかきおと せあのけすけ おうとすみ つてちあせあすけ おしみ ちかのかせけみ ほてけに たちそいしかす. 〉あおかまつへ, 
ねてそ け う おあしへせかこのかす ╇ふ いとおかてか たちそみうしみてへ うせけすあせけか け そさあくふうあてへ つそおかこつてうけか 
う ちあくうけてけけ つそてちとおせけねかつてうあ おしみ てそえそ, ねてそいふ ほてけ とつけしけみ たちけせかつしけ さそせさちかて-
せふか ちかくとしへてあてふ.

》そくうそしへてか うふちあくけてへ いしあえそおあちせそつてへ くあ ╇あのか うせけすあせけか け いそしへのそこ うさしあお 
う ちあくうけてけか そてせそのかせけこ すかきおと 『かつたといしけさそこ [そちかみ け 『そつつけかこ. ╋かしあま ╇あす 
さちかたさそえそ くおそちそうへみ.

[けす ╉ほ ぁきとせ*

* * *
27 けましみ 1999 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》けのと ╇あす, ねてそいふ とくせあてへ, くあけせてかちかつそうあせふ しけ ╇ふ くあせみてへ う ╆ちとさけせえつさそす 

けせつてけてとてか, そおせそす けく うかおとはけに けつつしかおそうあてかしへつさけに ぬかせてちそう う そいしあつてけ すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ う 』ぃ╅, おそしきせそつてへ たちけえしあのかせせそえそ とねかせそえそ つちそさそす 
せあ そおけせ えそお.

〈ふ たちけえしあのあかす せあ てあさけか おそしきせそつてけ せあけいそしかか うけおせふに たちかおつてあうけてかしかこ 
たそしけてけねかつさそこ せあとさけ うつかえそ すけちあ…

╆とおかす たそしへはかせふ, かつしけ ╇ふ おあおけてか つうそか つそえしあつけか…
╆ほこてつ ╈けしし**

* * *
4 あうえとつてあ 1999 え.

╉そちそえけか 〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ,
っ そねかせへ ちあつつてちそかせ, ねてそ うふ せか つすそきかてか う ほてそす えそおと たちけいふてへ う 』てほせなそちお-

つさけこ とせけうかちつけてかて おしみ けつつしかおそうあせけこ け たちかたそおあうあせけみ…
ぁてそ さあつあかてつみ ╅せけ 〉かつてかちとさ, ちあく うふ ちかさそすかせおとかてか かか, うふつそさそ そてくふうあかてかつへ 

そ かか せあとねせふに おそつてけきかせけみに け うしあおかせけけ あせえしけこつさけす みくふさそす, てそ 』てほせなそちお 
たちけすかて おかうとのさと せあ つてあきけちそうさと. 〉あ つかこ つねかて せか いかつたそさそこてかつへ…

ゅせおけ [あねけせく***

* [けす ╉ほ ぁきとせ, たちかくけおかせて 『かつたといしけさけ [そちかみ (』かとし, ょきせあみ [そちかみ).
** ╆ほこてつ ╈けしし, おけちかさてそち たちそえちあすすふ うせかのせかたそしけてけねかつさけに けつつしかおそうあせけこ ╆ちとさけせえつさそえそ けせ-
つてけてとてあ, ╇あのけせえてそせ (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
*** ゅせおけ [あねけせく, つてあちのけこ けつつしかおそうあてかしへ ¨せつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 』てほせなそちお-
つさそえそ とせけうかちつけてかてあ (》あしそ-╅しへてそ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).



 

573

》けつへすあ, あおちかつそうあせせふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, け たちけきけくせかせせふか つてあてへけ そ せかこ

* * *

16 つかせてみいちみ 1999 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〈せか おそつてあうしみかて いそしへのそか とおそうそしへつてうけか たちけえしあつけてへ ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか 

うそ うてそちそす つけすたそくけとすか «╇ たそけつさあに すけちあ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ», さそてそちふこ 
たちそこおかて くおかつへ う [けそてそ, う せあのかす 】せけうかちつけてかてか, つ 15 たそ 17 おかさあいちみ 1999 え.

〈ふ にそてかしけ いふ とつしふのあてへ ╇あのけ うくえしみおふ せあ そいつてあせそうさと せあ [そちかこつさそす 
たそしとそつてちそうか け ╇あのけ ちかさそすかせおあぬけけ そてせそつけてかしへせそ つせけきかせけみ せあたちみきかせせそつてけ 
け とつてあせそうしかせけみ たちそねせそえそ すけちあ う [そちかか.

【そこそ 《すけ 〉あえあてあ*

* * *

23 せそみいちみ 1999 え.
╉そちそえそこ ╊うえかせけこ!
〉あのあ そいはあみ させけえあ たそ みおかちせそこ たちそいしかすか せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか 

うふのしあ, け み うふつふしあま うあす おうあ ほさくかすたしみちあ… 》そしとねけしそつへ うちそおか いふ せかたしそにそ…
《いちあてけてか そつそいそか うせけすあせけか せあ たちかおけつしそうけか, う さそてそちそす てあさそこ うふつそさそたそつてあう-
しかせせふこ ほさつたかちて, さあさ 〈けてねかしし 『かこつ, せあくふうあかて えしあうふ, せあたけつあせせふか 〉あてあのかこ 
け てそいそこ, しとねのけすけ う ほてそこ さそししかさてけうせそこ ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさそこ すそせそ-
えちあなけけ…

[しかこ 〈そしてぬ**

* * *

23 おかさあいちみ 1999 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
』たあつけいそ くあ てうそか たけつへすそ たそ ほしかさてちそせせそこ たそねてか. っ いふしあ う そてねあみせけけ そて 

てそえそ, ねてそ すふ せか つすそえしけ とうけおかてへつみ たかちかお うあのけす そてひかくおそす けく 〈そせてかちかみ… 
っ けくうけせみまつへ け くあ ほてそ, け くあ てそ, ねてそ せか つとすかしあ たかちかおあてへ のそさそしあおせふか さそせなかてふ 
«See’s» おしみ てかいみ け 〉けせふ ╅せてそせそうせふ. 》かちかのしま さそせなかてふ つ そさあくけかこ…

』そそいはけてか すせか, さあさ つうみくあてへつみ つ うあのかこ ╅せかこ 〉かつてかちとさ う 』てほせなそちおか. ぁかす 
み すそえしあ いふ いふてへ かこ たそしかくせあ?

… 〈そけ ちそおけてかしけ いふしけ つねあつてしけうふ うつてちかてけてへつみ つ うあすけ, け すせか おそつてあうけしそ 
とおそうそしへつてうけか たちけせけすあてへ うあつ う 〈そせてかちかか, うさしまねあみ せあの おそす.

╇ そきけおあせけけ せそうふに うつてちかね つ うあすけ う せそうそす えそおと…
╅せみ ぅかちいあさそうあ***

* 【そこそ 《すけ 〉あえあてあ, たちかくけおかせて 】せけうかちつけてかてあ 『けてつとすかこさあせ ([けそてそ, ったそせけみ).
** [しかこ 〈そしてぬ, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ をかせてちあ たそ せかちあつたちそつてちあせかせけま みおかちせそえそ そちときけみ 
〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** ╅せせあ ぅかちいあさそうあ, たちそなかつつそち 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせ-
てかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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2000 えそお

10 みせうあちみ 2000 え.
╉そさてそちと 〉あてあしへか ╆あきあせそうそこ,
╇あのあ つてあてへみ おしみ とねあつてけみ う つかすけせあちか «》かちつけおつさけこ くあしけう う たちかおおうかちけけ 

21-えそ うかさあ», さそてそちふこ つそつてそけてつみ 24—25 みせうあちみ つ.え. う 【かえかちあせか う ¨せつてけてとてか 
すかきおとせあちそおせふに け たそしけてけねかつさけに けつつしかおそうあせけこ 〈けせけつてかちつてうあ けせそつてちあせせふに 
おかし ¨つしあすつさそこ 『かつたといしけさけ ¨ちあせ, たちけせみてあ. 〉あつてそみはけす たちけえしあのあかす ╇あつ 
たちけいふてへ う 【かえかちあせ おしみ とねあつてけみ う つかすけせあちか つ 20 たそ 27 みせうあちみ つ.え.

〉かそいにそおけすそ とさあくあてへ, ねてそ うつか つそそてうかてつてうとまはけか ちあつにそおふ たそ ╇あのかすと たちか-
いふうあせけま, うさしまねあみ いけしかてふ う そいあ さそせぬあ, いとおとて そたしあねかせふ けちあせつさそこ つてそちそせそこ.

》そつそしへつてうそ ¨ちあせあ う 『そつつけけ
(〈そつさうあ, 『そつつけみ)

* * *

12 みせうあちみ 2000 え.
′おちあうつてうとこてか, とうあきあかすふこ たちそなかつつそち ╆あきあせそう!
¨つさちかせせか たそくおちあうしみま ╇あつ, ╇あのと つとたちとえと け うつま つかすへま つ せあつてとたけうのけす 

せそうふす えそおそす! ╋かしあま けつたそしせかせけみ うつかに うあのけに きかしあせけこ!
╆ふしあ いふ けつさしまねけてかしへせそ いしあえそおあちせあ ╇あす くあ たかちかうそお すそかこ せかおそつてあてそねせそ 

そてちあいそてあせせそこ つてあてへけ せあ ちとつつさけこ みくふさ. 》そつふしあま かか ╇あす, ねてそいふ ╇ふ うせかつしけ 
う せかか せかそいにそおけすとま たちあうさと.

《ねかせへ せあおかまつへ, ねてそ ╇ふ け ╇あのあ つとたちとえあ う ほてそす えそおと うせそうへ たそつかてけてか せあの 
】せけうかちつけてかて つ おそさしあおそす そ うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ たそつしか うつてとたしかせけみ 
う おそしきせそつてへ せそうそえそ 》ちかくけおかせてあ.

╆とおと ちあおあ たちけうかてつてうそうあてへ うあつ おうそけに う 》かさけせか.
》ちそつけしあ いふ ╇あつ とおかしけてへ うせけすあせけか け そさあくあてへ たそすそはへ すそかこ さそししかえか 

えそつたそきか をくけせへ ]けたあせへ, さそえおあ そせあ たそつかてけて 『そつつけま.
╊はか ちあく — せあけしとねのけか たちけうかてふ ╇あす け ╇あのけす おそすそねあおぬあす!

ぁきとせ ったけせ*

* * *

2 なかうちあしみ 2000 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
『あくちかのけてか たちけえしあつけてへ ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか う さちとたせそこ すかきおとせあちそおせそこ 

さそせなかちかせぬけけ せあ てかすと «『そつつけみ おかつみてへ しかて つたとつてみ». [そせなかちかせぬけみ たちそこおかて 
う えそちそおか ╇あのけせえてそせか 7—9 けませみ 2001 え.

╇つさそちか けつたそしせけてつみ おかつみてへ しかて つ すそすかせてあ ちあつたあおあ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ. ゅてあ 
おあてあ たちあさてけねかつさけ つそうたあおあかて つ とにそおそす けく うしあつてけ あおすけせけつてちあぬけけ ╊しへぬけせあ 
け つ そさそせねあせけかす せあにそきおかせけみ う ╆かしそす おそすか あおすけせけつてちあぬけけ [しけせてそせあ, さそてそ-

* ぁきとせ ったけせ, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ け をかせてちあしへせそこ ╅くけけ 〉あちそおせそえそ とせけうかち-
つけてかてあ [けてあみ (》かさけせ, [〉『).
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ちあみ うそくえしあうけしあ たちそぬかつつ うふちあいそてさけ たそしけてけさけ ′あたあおあ う そてせそのかせけけ せそうそこ 
『そつつけけ. 〈ふ にそてけす うつてちかてけてへ ほてそて けつてそちけねかつさけこ ちといかき さそせなかちかせぬけかこ, さそてそ-
ちあみ つそいかちかて うかおとはけに すふつしけてかしかこ け たそしけてけさそう けく 『そつつけけ, つそつかおせけに かこ ちかえけ-
そせそう け けく 』ぃ╅ つ てかす, ねてそいふ そつすふつしけてへ つそぬけあしへせふか, ほさそせそすけねかつさけか たかちか-
すかせふ う 『そつつけけ け かか すかせみまはとまつみ ちそしへ う すけちか.

╇あのか とねあつてけか うせかつかて うかつそすふこ うさしあお う たそおせみてけか とちそうせみ おけつさとつつけこ け うそくおかこ-
つてうけか さそせなかちかせぬけけ せあ そさちときあまはけこ すけち, たそくうそしけて あすかちけさあせつさけす たそしけてけさあす 
しとねのか たそせみてへ 『そつつけま. 〈ふ たちそつけす ╇あつ うふつてとたけてへ せあ さそせなかちかせ ぬけけ せあ てかすと 
«[あさそうあ 『そつつけみ さあさ つそつかお おちとえけに ちかえけそせあしへせふに おかちきあう»…

╉きかつつけさあ 【. 〈ほてへまつ*

* * *

19 あたちかしみ 2000 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け おそさてそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ!
っ そねかせへ ちあお, ねてそ うふ たちけせみしけ たちけえしあのかせけか うふつてとたけてへ う さあねかつてうか しかさてそ-

ちそう せあ さとちつあに «¨つそおあちさそ», さそてそちふか たちそこおとて つ 8 たそ 18 あうえとつてあ つ.え. う え. 『そうかちかてそ 
(【ちかせてけせそ ╅しへてそ-╅おけおきか)…

〈ふ つ そつそいふす けせてかちかつそす そきけおあかす しかさぬけま おそさてそちあ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ 
たそ 』かうかちせそこ [そちかか. ｠そてかしけ いふ とつしふのあてへ うあのけ けおかけ そてせそつけてかしへせそ てそえそ, さあさ 
しとねのか たちそてけうそおかこつてうそうあてへ ちあつたちそつてちあせかせけま みおかちせそえそ そちときけみ, さあさそうあ ちそしへ 
«つてあちふに» みおかちせふに おかちきあう う ちあつたちそつてちあせかせけけ ほてそえそ そちときけみ. 』ちかおけ うあのけに 
つしとのあてかしかこ いとおとて せか てそしへさそ あつたけちあせてふ け つてとおかせてふ つそ うつかえそ すけちあ, せそ け うけお-
せふか とねかせふか (けつてそちけさけ, なけくけさけ, たそしけてそしそえけ), うそかせせふか け たそしけてけさけ…

[あちしそ ぃあかちな**

* * *

21 あたちかしみ 2000 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〈ふ つねあつてしけうふ, ねてそ ╇ふ つそえしあつけしけつへ うふつてとたけてへ 24 すあみ つ.え. せあ せあのけに うふつ-

のけに たそしけてけねかつさけに さとちつあに せあ てかすと «『そつつけみ さあさ たそしけほてせけねかつさそか えそつとおあちつてうそ». 
╇あつ いとおとて つしとのあてへ たちけすかちせそ 65 つてあちのけに おそしきせそつてせふに しけぬ けく 35 つてちあせ. 
》そつしか しかさぬけけ すふ たちそつけす ╇あつ たちそうかつてけ てちけ つかすけせあちあ せあ あせあしそえけねせとま てかすと.

′せあみ ╇あつ さあさ さちとたせそえそ とねかせそえそ, つ せかてかちたかせけかす きおかす ╇あのけに うふつてとたしかせけこ 
う をかせてちか けす. 〈あちのあししあ…

『けねあちお [そほせ***

* ╉きかつつけさあ 【. 〈ほてへまつ, たちかくけおかせて ‒そせおあ [あちせかえけ くあ すかきおとせあちそおせふこ すけち (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
** [あちしそ ぃあかちな, たちかくけおかせて け おけちかさてそち すかきおとせあちそおせふに たそしけてけねかつさけに さとちつそう «¨つそおあちさそ» (『けす, 
¨てあしけみ).
*** 『けねあちお [そほせ, おけちかさてそち うふつのけに たそしけてけねかつさけに さとちつそう をかせてちあ けす. 〈あちのあししあ (╈あちすけの-》あちてかせ-
さけちにかせ, ╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ).
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* * *

1 すあみ 2000 え.
╉そちそえけか ╋かせみ け 〉あてあのあ!
『かのけし たそおかしけてへつみ つ うあすけ せかさそてそちふすけ すふつしみすけ. 〉あ おせみに つすそてちかし てかしか-

うけくけそせせとま たちそえちあすすと そ 』そしせぬか. ╇ せかこ とてうかちきおあしそつへ, ねてそ ほてそすと つうかてけしか 
そつてあしそつへ きけてへ そて おうとに おそ てちかに すけししけあちおそう しかて, くあてかす, とすけちあみ, そせそ とせけねてそ-
きけて ′かすしま つそ うつかす きけうふす せあ せかこ — うつかに しまおかこ, うつかに ねかちうかこ, うつかに いあさてかちけこ.

『あつつときおあみ う ほてそこ つうみくけ け いとおとねけ う ときあつせそす ちあつたそしそきかせけけ おとにあ けく-くあ 
つすかちてけ すそけに そてぬあ け いちあてあ, み たそおとすあし: あ さあさそこ うそそいはか つすふつし きけてへ? ｠そてみ 
きけくせへ かはか たちそおしけてつみ すけししけそせふ たそさそしかせけこ, てかす せか すかせかか, う さそせぬか さそせぬそう, 
そて せかか せか そつてあせかてつみ け つしかおあ. ╋けくせへ けすかかて つすふつし てそしへさそ, たそさあ そせあ たちそおそしきあ-
かてつみ, けせおけうけおとあしへせそ けしけ さそししかさてけうせそ. ╊つしけ そせあ くあさあせねけうあかてつみ, てそ う せかこ せかて 
せけ すあしかこのかえそ つすふつしあ.

╊つしけ, う さそせぬか さそせぬそう, しまいそか ねとうつてうそ ねかしそうかねかつさそえそ つかちおぬあ, しまいあみ すふつしへ 
くあすかねあてかしへせそえそ ねかしそうかねかつさそえそ とすあ, しまいそこ たそつてとたそさ, にそちそのけこ けしけ たしそにそこ, 
つてけちあかてつみ たそしせそつてへま け せか つそにちあせみかてつみ せけ そおせそえそ あてそすあ, さそてそちふこ たそすせけて 
けしけ にちあせけて つしかおふ たちそけつのかおのかえそ, てそ うつか ほてそ いかつつすふつしかせせそ け せか けすかかて せけさあ-
さそえそ くせあねかせけみ. 】きか つかこねあつ, う ほてと つあすとま すけせとてと.

【あさけす そいちあくそす, すそみ きけくせへ, きけくせへ すそけに しまいけすふに け おちとくかこ, け うつか, ねてそ すふ 
つおかしあしけ け かはか つおかしあかす う つうそかこ きけくせけ, う そおけせあさそうそこ つてかたかせけ いかつつすふつしかせせそ, 
さあさ け きけくせへ たそつしかおせかえそ せあつかさそすそえそ けしけ すそししまつさあ, さそてそちふか けつたあちみてつみ, さそえおあ 
つそしせかねせあみ すけせあ くあすかおしかせせそえそ おかこつてうけみ うくそちうかてつみ ねかちかく すけししけそせふ しかて. ̈  うつみ 
けつてそちけみ ′かすしけ たそてかちみかて うつみさけこ つすふつし, かつしけ そて せかか せか そつてあせかてつみ け つしかおあ.

ゅてあ ときあつせあみ たかちつたかさてけうあ すそきかて たかちかつてあてへ てかちくあてへ せあのけ おとのけ, てそしへさそ 
かつしけ すふ たそしとねけす ちあぬけそせあしへせとま, うせとのあまはとま おそうかちけか そつせそうと たそうかちけてへ, 
ねてそ きけくせへ たちそおそしきけてつみ くあ たちかおかしあすけ うちかすかせせふに け すあてかちけあしへせふに そえちあせけ-
ねかせけこ さそつすそつあ.

〈そきかす しけ すふ たそしあえあてへつみ せあ ちかしけえけま? 〉あ てちあおけぬけそせせとま, さそてそちとま [あちし 
〈あちさつ せあくふうあし «そたけとすそす おしみ せあちそおあ», そたかちかてへつみ せかしへくみ. 《せあ せかつかて う つかいか 
そつさそちいけてかしへせふか おしみ けせてかししかさてあ なあせてあつてけねかつさけか つとかうかちけみ, しけのかせせふか うつみ-
さそこ しそえけさけ.

╊おけせつてうかせせそか ちあぬけそせあしへせそか そいひみつせかせけか つとはかつてうそうあせけま うかはかこ うせか 
せあのかえそ なけくけねかつさそえそ すけちあ おあかて 〈そちすそせつさそか とねかせけか. 』 てそえそ すそすかせてあ, さそえおあ 
み そはとてけし, ねてそ ╆そえ かつてへ, け そせ ちみおそす つそ すせそこ, きけくせへ たちけそいちかしあ おしみ すかせみ たちか-
さちあつせふこ つすふつし け ぬかしへ.

¨ にそてみ すそけ そてかぬ け いちあて け おちとえけか しまいけすふか しまおけ とのしけ, み けすかま うつか そつせそうあせけみ 
せあおかみてへつみ け うかちけてへ, ねてそ そせけ, たそしへくとみつへ しまいそうへま け たそさちそうけてかしへつてうそす せあつてそみ-
はかえそ きけうそえそ ╆そえあ, せか たかちかつてあしけ つとはかつてうそうあてへ, あ うそのしけ う すけち, せか そえちあせけねけうあ-
かすふこ うちかすかせかす, たちそつてちあせつてうそす け とすけちあまはかこ くうかくおそこ, すけち, う さそてそちそす きけくせへ 
せけさそえおあ せか さそせねあかてつみ, あ せあうかねせそ つけみかて う つうそかこ さちあつそてか…

『そせあしへお ╉きそとせつ*

* 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (╈そせさそせえ).
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* * *

16 すあみ 2000 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
『あくちかのけてか たちけえしあつけてへ ╇あつ う をかせてち けす. 〈あちのあししあ おしみ ねてかせけみ しかさぬけこ け たちそ-

うかおかせけみ つかすけせあちつさけに くあせみてけこ う つかせてみいちか—おかさあいちか 2000 えそおあ. 〈ふ つねけてあかす そねかせへ 
うあきせふす, ねてそいふ たちけ そいとねかせけけ つしとのあてかしかこ をかせてちあ, たちかおつてあうしみまはけに いそしへのけせ-
つてうそ つてちあせ ╊うちそたふ, うかつそすそ くうとねあしあ てそねさあ くちかせけみ さうあしけなけぬけちそうあせせそえそ け うしけみ-
てかしへせそえそ ちそつつけこつさそえそ とねかせそえそ, さあさそうふす ╇ふ け みうしみかてかつへ…

╇けさてそち ╉きほさそうけね*

* * *

17 けませみ 2000 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ,
[あさ うふ てあす, すそけ おちとくへみ? ╇ちかすみ いかきけて, せか たちあうおあ しけ? ╇ふ う すあてとのさか-

『そつつけけ うふつてとたあかてか う うあきせふに け くあすかてせふに おけたしそすあてけねかつさけに ちそしみに, あ み, ときか, 
せあうかちせそか, いかくせあおかきせそ つそうちあはかせせふこ ほさくそてけねかつさけす ╇そつてそさそす, てちときとつへ う たそし-
せそす くあいふてへか う いかてそせせふに おきとせえしみに ╈そせさそせえあ うおあしけ そて すそかえそ すそちすそせつさそえそ 
おそすあ う えそちあに ょてふ, えおか いふ たちかおたそねけてあし せあにそおけてへつみ. [ つそきあしかせけま, つそかおけせか-
せけか うあのかえそ すそえとねかえそ たそてそさあ すけちそうそえそ さしあつつあ け すそかこ すかしさそこ ちかねとのさけ たちそ-
けつにそおけて そねかせへ け そねかせへ ちかおさそ.

》そすせま, さあさ すせそえけか えそおふ せあくあお み つけおかし つ うあすけ う うあのかこ さうあちてけちか う 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ, け すふ つそえしあのあしけつへ, ねてそ, かつしけ さそえおあ-せけいとおへ すふ つてあせかす しけおかちあすけ 
つうそけに つてちあせ, てそ せあうかちせみさあ つすそきかす といちあてへ けく つそうかてつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそ-
のかせけこ うつみさとま えしとたそつてへ. ╇ふ たそすせけてか ほてそ? ╉そしきかせ たちけくせあてへ, ねてそ うふ, ╋かせみ 
け 〉あてあのあ, たそおせみしけつへ せあ すせそえそ たそちみおさそう いしけきか さ ぬかせてちと うしあつてけ, ねかす み. 
〉あ つあすそす おかしか, と うあつ かはか かつてへ のあせつ くあせみてへ さしまねかうふか たそつてふ う えそつとおあちつてうか. 
】 すかせみ けに, とうふ, せかて. ╉かしそ うふえしみおけて てあさ, ねてそ かおけせつてうかせせあみ そてさちふてあみ おしみ すかせみ 
たかちつたかさてけうあ おそ てそえそ, さあさ 《てかぬ-うちかすみ そてたちあうけて すかせみ たそお くかすしま, くあさしまねあかてつみ 
う たちそおそしきけてかしへせそこ いそちへいか くあ てそ, ねてそいふ たそつてあうけてへ せあ せそえけ おうとに すそけに つそちうあせ-
ぬそう け たちけ ほてそす つそにちあせけてへ せあおかきおと, ねてそ さそか-ねてそ そつてあせかてつみ と せあつ つ きかせそこ おしみ 
そたしあてふ すかつてかねさあ おしみ せあのけに さちかつかし-さあねあしそさ せあ つそしせかねせそこ うかちあせおか つてあちねか-
つさそえそ おそすあ.

╇ふ きけうかてか う けせてかちかつせとま ほたそにと う 『そつつけけ. 〈ふ つしかおけす くあ つそいふてけみすけ 
う うあのかこ つてちあせか つ いかつたそさそこつてうそす け けせてかちかつそす, つそにちあせみみ せあおかきおと, ねてそ つけしふ 
ちあくとすあ, つうそいそおふ け おかすそさちあてけけ うそくそいしあおあまて う うあのかす せあちそおか. [ つそきあしかせけま, 
うつか うふえしみおけて てあさ, ねてそ つてあちふか おそいちふか うちかすかせあ にそしそおせそこ うそこせふ, さそえおあ そたたそ-
せかせてふ いふしけ すあしそねけつしかせせふ, ねかてさそ そいそくせあねかせふ け にそちそのそ おけつぬけたしけせけちそ-
うあせふ, さあせとしけ う しかてと, け けす せあ つすかせと たちけのかし すちあねせふこ, せかたそせみてせふこ すけち, 
たそしせふこ とはかちいせふに てけちあせねけさそう, なあせあてけさそう け てかちちそちけつてそう, けすかまはけに おそつてとた 
さ ときあつせそすと ちあくちとのけてかしへせそすと そちときけま, さそてそちふす つそおかこつてうとまて ほてけ さしそとせふ 

* ╇けさてそち ╉きほさそうけね, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ たそ すかきおとせあちそおせふす つうみくみす をかせてちあ けす. 〈あちのあししあ 
(╈あちすけの-》あちてかせさけちにかせ, ╆あうあちけみ, ╈かちすあせけみ).
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う ]そつ-╅しあすそつか, うふつてとたあまはけか, さあさ ほてそ さあきかてつみ, う ちそしけ たそつてあうはけさそう う すけち 
てかにせそしそえけこ みおかちせふに いそかえそしそうそさ. 』さそしへさそ かはか そつてあしそつへ うちかすかせけ, たちかきおか ねかす 
えおか-てそ つしとねけてつみ ねてそ-せけいとおへ おかこつてうけてかしへせそ ときあつせそか?

っ うつか かはか ちあいそてあま う TVB, さちとたせかこのかこ てかしかうけくけそせせそこ さそすたあせけけ ╈そせ-
さそせえあ. 》そおそいせそ ╅しけつか, たちそせけさあまはかこ う さちそしけねへま せそちと, すそみ たちそなかつつけそ-
せあしへせあみ きけくせへ つてあせそうけてつみ うつか いそしかか け いそしかか しまいそたふてせそこ. 〈せか にそちそのそ たしあ-
てみて, せそ み せか けすかま たそねてけ せけさあさけに そいみくあせせそつてかこ. ¨に てあさ すあしそ, ねてそ, かつしけ み いふし 
いふ つうそけす つそいつてうかせせふす せあねあしへせけさそす, てそ たそつてあうけし いふ うそたちそつ ちかいちそす: «′あ 
ねてそ すふ たしあてけす おかせへえけ ほてそすと たあちせま?». 〈そきかて いふてへ, すそけ せあねあしへせけさけ くせあまて 
ねてそ-てそ, そ ねかす せか つそそいはあまて すせか?..

《ねかせへ にそてけす とうけおかてへつみ. 〈そきかて いふてへ, うふ そたみてへ たちけかおかてか う ╈そせさそせえ?..

『そせあしへお ╉きそとせつ*

* * *

3 あうえとつてあ 2000 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
〉あ たちそのしそこ せかおかしか み け すそけ さそししかえけ けすかしけ けせてかちかつせとま いかつかおと つ おそさてそちそす 

╆.[. [けすそす, おけちかさてそちそす てかにせそしそえけねかつさそえそ ぬかせてちあ たそ みおかちせそすと さそせてちそしま 
う えそちそおか 【ほねきそせか, ょきせあみ [そちかみ. をかせてち いふし つそくおあせ う せあねあしか 1990-に えそおそう 
つ ぬかしへま さそそちおけせあぬけけ つ 』かうかちせそこ [そちかかこ おうそこせそえそ けせつたかさぬけそせせそえそ ちかきけすあ 
せあ そつせそうか つそえしあのかせけみ そ おかせとさしかあちけくあぬけけ すかきおと 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかかこ. 
をかせてちと たそちとねかせそ えそてそうけてへ つかうかちそさそちかこつさけに つたかぬけあしけつてそう たそ そいつしときけうあせけま 
おうとに あてそすせふに ちかあさてそちそう う 』けせたそ.

〉そ たちそいしかすあ くあさしまねあかてつみ う てそす, ねてそ けす てあさ け せか とおあしそつへ とつてあせそうけてへ 
さあさけに-しけいそ さそせてあさてそう つ 』かうかちそす. ¨ うそて と おそさてそちあ [けすあ うそくせけさしあ けおかみ たちそ-
うかつてけ さそせなかちかせぬけま せあ いあくか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ つ たちけ-
うしかねかせけかす せあ せかか たちかおつてあうけてかしかこ [〉╉『. ╊はか おそ うつてちかねけ つ せあすけ おそさてそち たちそ-
ねかし てうそけ てちとおふ たそ みおかちせそこ たちそいしかすか せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか け せあくうあし けに 
«う うふつのかこ つてかたかせけ たそしかくせふすけ».

╉そさてそち [けす にそてかし いふ たちそうかつてけ さそせなかちかせぬけま う せあねあしか 2001 え. 〉あおかまつへ, 
ねてそ うふ つ ╊うえかせけかす たそくけてけうせそ そてさしけさせかてかつへ せあ ほてと けおかま…

[しかこ 〈そしてぬ**

* * *

29 あうえとつてあ 2000 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ:
《えちそすせそか つたあつけいそ くあ うあのか とねあつてけか う さとちつあに «¨つそおあちさそ». ╇あのけ しかさぬけけ 

たそ うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ, さそちかこつさそこ け さけてあこつさそこ たちそいしかすあてけさか いふしけ 

* 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (╈そせさそせえ).
** [しかこ 〈そしてぬ, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ をかせてちあ たそ せかちあつたちそつてちあせかせけま みおかちせそえそ そちときけみ 〈そせてか-
ちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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うかしけさそしかたせふ け たそしとねけしけ うふつのけか たそにうあしふ つそ つてそちそせふ てかに, さてそ けに つしとのあし. 
《いみくあてかしへせそ けに そたといしけさとかす.

¨ せあおかまつへ せあ たちそおそしきかせけか つそてちとおせけねかつてうあ つ うあすけ…

[あちしそ ぃあかちな*

* * *

28 せそみいちみ 2000 え.
╉そちそえけか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけのしそ うちかすみ たちそはあてへつみ. [あさ うふ ときか くせあかてか, せあの ¨せつてけてとて いとおかて 

ちあつたとはかせ 31 おかさあいちみ 2000 え. ╆そしへのけせつてうそ せあのけに けつつしかおそうあてかしかこ うそしへかてつみ 
う せそうふこ けせつてけてとて, そてさちふうあかすふこ う ╆かちしけせか…

っ にそねと うそつたそしへくそうあてへつみ つしとねあかす, ねてそいふ たそいしあえそおあちけてへ うあつ そいそけに くあ 
つそてちとおせけねかつてうそ う たちそのしそす, さそてそちそか いふしそ ねちかくうふねあこせそ たそしかくせふす おしみ すそけに 
さそししかえ け すかせみ. 〉あおかかすつみ せあ たちそおそしきかせけか つそてちとおせけねかつてうあ ときか う けせそす なそち-
すあてか…

╈かせちけに ‒そえかしへ**

* * *

29 みせうあちみ 2000 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
╅さあおかすけみ ╇かつて-》そこせて けすかかて とおそうそしへつてうけか たちけえしあつけてへ ╇あつ たちけせみてへ とねあ-

つてけか う さそせなかちかせぬけけ たそ いかくそたあつせそつてけ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ 15—17 すあちてあ 
2001 え. 【かすあ さそせなかちかせぬけけ — «《いひかおけせかせけか [そちかけ: たそつしかおつてうけみ おしみ そいか-
つたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ». ╇つか ちあつにそおふ たそ ╇あのかすと 
とねあつてけま う ほてそす うあきせそす なそちとすか ╅さあおかすけみ いかちかて せあ つかいみ.

〉あおかかすつみ, ねてそ ╇ふ たちけすかてか たちけえしあのかせけか け うふつてとたけてか せあ さそせなかちかせぬけけ 
つ おそさしあおそす, さそてそちふこ つそおかちきあし いふ ╇あの しけねせふこ あせあしけく たちそいしかすふ. ╇ふ — そおけせ 
けく うかおとはけに さそちかかうかおそう う すけちか, け ╇あのか すせかせけか おしみ せあつ うつかに うかつへすあ ぬかせせそ…

【そすあつ ぃかちしそさ***

2001 えそお

30 みせうあちみ 2001 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけえしあのあかす ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか う せあのかこ たちそえちあすすか たちけえしあのかせせふに 

けつつしかおそうあてかしかこ つちそさそす せあ 10 すかつみぬかう う 2002 え. 〈ふ くせあかす ╇あつ さあさ けつさしまねけ-
てかしへせそ てあしあせてしけうそえそ とねかせそえそ つ のけちそさけす おけあたあくそせそす けせてかちかつそう, いそしへのけす 
さそしけねかつてうそす さあねかつてうかせせふに たといしけさあぬけこ, そてしけねせそこ すかきおとせあちそおせそこ ちかたと-

* [あちしそ ぃあかちな, たちかくけおかせて け おけちかさてそち すかきおとせあちそおせふに たそしけてけねかつさけに さとちつそう «¨つそおあちさそ» (『けす, 
¨てあしけみ).
** ╈かせちけに ‒そえかしへ, おけちかさてそち ‒かおかちあしへせそえそ けせつてけてとてあ たそ うそつてそねせそかうちそたかこつさけす け すかきおとせあちそお-
せふす けつつしかおそうあせけみす (BIOST) ([むしへせ, ╈かちすあせけみ).
*** 【そすあつ ぃかちしそさ, せあねあしへせけさ ╇そかせせそこ あさあおかすけけ ╇かつて-》そこせて (╇かつて-》そこせて, 〉へま-‶そちさ, 』ぃ╅).
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てあぬけかこ け いかくとさそちけくせかせせふす うしあおかせけかす とつてせふす け たけつへすかせせふす あせえしけこつさけす 
みくふさそす… ╇あのか おそつさそせあしへせそか くせあせけか たちそいしかす 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, いかく-
とつしそうせそ, うかつへすあ そいそえあてけて けせてかししかさてとあしへせとま きけくせへ ╆ちとさけせえつさそえそ けせつてけてとてあ 
け うつかこ せあとねせそ-たそしけてけねかつさそこ ほしけてふ ╇あのけせえてそせあ.

╆ほこてつ ╈けしし*

* * *

31 みせうあちみ 2001 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ,
っ いとおと う 〈そつさうか つ 12 たそ 16 なかうちあしみ け そねかせへ にそねと つ うあすけ うつてちかてけてへつみ, 

ねてそいふ そいつとおけてへ けおかま たちそうかおかせけみ つそうすかつてせそこ さそせなかちかせぬけけ ╆ちとさけせえつさそえそ 
けせつてけてとてあ け ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ せあ てかすと «〉そうふこ 
すけちそうそこ たそちみおそさ». ゅてあ てかすあ, たちかおしそきかせせあみ うあすけ, うふくふうあかて う ╇あのけせえてそせか 
きけうそこ けせてかちかつ…

‒けそせあ ｠けしし**

* * *

22 なかうちあしみ 2001 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╊うえかせけこ,
っ おあうせそ そいかはあし うあす ちあつつさあくあてへ, さあさ すせそえそ しかて せあくあお み たそうかちけし う ╆そえあ, 

う かえそ あさてけうせそか とねあつてけか う せあのけに きけくせみに, け さあさ ほてあ うかちあ さあちおけせあしへせそ けくすか-
せけしあ すそこ きけくせかせせふこ たとてへ.

〉あねせと つ てそえそ, ねてそ み うふちそつ う すあしかせへさそす, たそねてけ たそしせそつてへま すそちすそせつさそす 
えそちそおさか う てそえおあ かはか あえちあちせそこ ょてか. 』 つあすふに ませふに しかて み たそたあし たそお ちかしけえけ-
そくせそか うそくおかこつてうけか つうそかこ そねかせへ うかちとまはかこ すあすふ, け う 8 しかて, さあさ ほてそ たちけせみてそ 
と すそちすそせそう, いふし さちかはかせ け とてうかちきおかせ う さあねかつてうか ねしかせあ 〈そちすそせつさそこ ぬかちさうけ 
(かか そなけぬけあしへせそか せあくうあせけか をかちさそうへ ¨けつとつあ ｠ちけつてあ 』うみてふに たそくおせけに おせかこ). 
╉あしかか, うたしそてへ おそ おそつてけきかせけみ 18-しかてせかえそ ちといかきあ う すそかこ きけくせけ, み ちそつ, さあさ 
そいふねせそ ちあつてとて おかてけ う てそこ けしけ けせそこ ちかしけえけそくせそこ つちかおか. 】 すかせみ つしそきけしあつへ 
たあつつけうせあみ け せかさちけてけねせあみ うかちあ う つとはかつてうそうあせけか ╆そえあ, せそ せけねてそ う きけくせけ 
せか つしとねあしそつへ つそ すせそこ つうかちにひかつてかつてうかせせそえそ, ねてそ いふ ほてと うかちと たそおさちかたしみしそ.

》そお うしけみせけかす いとのとまはけに えそちすそせそう け としけぬふ み たそつてかたかせせそ たちかうちあはあしつみ 
う てちとおせそえそ たそおちそつてさあ. 〉か つそうかちのあし たちかつてとたしかせけこ, せそ うかし つかいみ せか てあさ, さあさ 
すかせみ とねけしけ ちそおけてかしけ け ぬかちさそうへ. っ たちそおそしきあし たそつかはあてへ ぬかちさそうへ, せそ すかせみ 
うしかさしそ せあ としけぬと, う ませそのかつさとま つちかおと, たそしせとま きけくせけ, ねとうつてう, そてさちふてけこ 
け いちあてつてうあ. ╈おか-てそ う えしといけせか おとのけ み つてふおけしつみ つうそかえそ たそうかおかせけみ, たそせけすあみ, ねてそ 
うかおと つかいみ せかたちあうけしへせそ, せそ せけねかえそ せか すかせみし. [ 18 えそおあす み いふし ときか たそねてけ くあさそせ-
ねかせせふす せかえそおみかす, さそてそちそえそ そきけおあしけ う きけくせけ いそしへのけか せかたちけみてせそつてけ. っ いふし 
しかせけうふす, せかおけつぬけたしけせけちそうあせせふす, いかつねかつてせふす, せあえしふす, くしふす, えしとたふす, すあしそ-

* ╆ほこてつ ╈けしし, おけちかさてそち たちそえちあすすふ うせかのせかたそしけてけねかつさけに けつつしかおそうあせけこ ╆ちとさけせえつさそえそ けせつてけ-
てとてあ, ╇あのけせえてそせ (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
** ‒けそせあ ｠けしし, ちとさそうそおけてかしへ たちそえちあすすふ けくとねかせけみ うせかのせかこ たそしけてけさけ ╆ちとさけせえつさそえそ けせつてけ-
てとてあ (てあす きか).
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》けつへすあ, あおちかつそうあせせふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, け たちけきけくせかせせふか つてあてへけ そ せかこ

そいちあくそうあせせふす, きとしけさそうあてふす け つそ うつか いそしへのけす たちかくちかせけかす そてせそつけしつみ さ てかす, 
さてそ うそつたちけせけすあし ちかしけえけま うつかちへかく.

〉かつすそてちみ, そおせあさそ, せあ うつか ほてそ, み ちかのけし くあ せかつさそしへさそ すかつみぬかう おそ そさそせねあ-
せけみ つちかおせかこ のさそしふ たそしとねけてへ たちけせみてふか と すそちすそせそう «たあてちけあちのけか いしあえそつしそ-
うかせけみ». 《いちあてけしつみ さ せあのかすと つそつかおと, たそきけしそすと すときねけせか [あちてかちと ╈ちあせてと, 
さそてそちふこ うふたそしせみし なとせさぬけけ «たあてちけあちにあ» 〈そちすそせつさそこ ぬかちさうけ う せあのかこ 
そいはけせか.

《せ せあくせあねけし すせか うつてちかねと ねかちかく せかおかしま け うかしかし う さあねかつてうか たそおえそてそうさけ 
さ いしあえそつしそうかせけみす すそしけてへつみ さあきおふこ うかねかち, とすそしみみ ╆そえあ つたとつてけてへ 』うみてそこ ╉とに 
せあ «たあてちけあちにあ», ねてそいふ そせ そいちかし つけしふ おしみ いしあえそつしそうかせけみ すかせみ. っ うふたそしせけし 
とさあくあせけみ.

╇ せあくせあねかせせふこ おかせへ, 8 すあちてあ 1962 え., み みうけしつみ う おそす «たあてちけあちにあ» う つそたちそ-
うそきおかせけけ すあすふ け おちとえけに ねしかせそう せあのかこ つかすへけ. 》そつしか さそちそてさそこ つうかてつさそこ 
いかつかおふ «たあてちけあちに» たちかおしそきけし すそかこ すあすか たそすそしけてへつみ, あ くあてかす とつあおけし すかせみ 
せあ つてとし う ぬかせてちか さそすせあてふ. 』かし すせか くあ つたけせと, たそしそきけし ちとさけ せあ すそま えそしそうと 
け せあねあし えそうそちけてへ. 《せ そてすかてけし, ねてそ ╆そきけこ ╉とに つたとつてけしつみ, け み たそしとねと いしあえそ-
つしそうかせけか そて ╆そえあ, くあてかす せあねあし ねけてあてへ すそしけてうふ.

》そさあ そせ うつか ほてそ たちそけくせそつけし, み つけおかし け つ てそつさそこ つたちあのけうあし つかいみ, ちあおけ 
ねかえそ み たちけたかちつみ う ほてそて おそす, け つ うそきおかしかせけかす たちかおうさとのあし うかねかちけせさと, さそてそ-
ちとま すふ つ すそけすけ にとしけえあせけつてふすけ おちときさあすけ くあたしあせけちそうあしけ せあ つしかおとまはけか 
うふにそおせふか.

¨ うおちとえ, つそうかちのかせせそ せかそきけおあせせそ, み たそねとうつてうそうあし, ねてそ う さそすせあてか ねてそ-てそ 
たそみうけしそつへ, ねてそ-てそ あいつそしまてせそ せそうそか, せかたそせみてせそか け ねとおかつせそか. 〉けさそえおあ おそ 
ほてそえそ み せか いふし つうけおかてかしかす さあさけに-しけいそ ねとおかつ, せそ つかこねあつ すかせみ うつかえそ そにうあてけしそ 
そはとはかせけか てあさそえそ ねとおあ. っ そはとはあし たちけつとてつてうけか ねかえそ-てそ せかくかすせそえそ, つうみはかせ-
せそえそ け たちけ ほてそす みつせそ そつそくせあうあし, ねてそ ほてそ せか つそせ, せか えけたせそく. ゅてそ — ちかあしへせそつてへ. 
〈かせみ そにうあてけしそ たそせけすあせけか, ねてそ ╆そえ くせあかて すかせみ, しまいけて すかせみ け とさあくふうあかて ぬかしへ 
う すそかこ きけくせけ. っ たそねとうつてうそうあし せかくかすせとま しまいそうへ, つしあおさとま, てそせさとま, けくみはせとま 
け うつかそにうあてふうあまはとま. 』かこねあつ, うつみさけこ ちあく, さそえおあ み うつたそすけせあま ほてそて すそすかせて, 
つしかくふ いちふくきとて けく すそけに えしあく.

』 てそえそ すそすかせてあ, さあさ み たそおせみしつみ つそ つてとしあ け うふのかし けく おそすあ [あちてかちあ 
╈ちあせてあ, み つてあし つそうかちのかせせそ おちとえけす ねかしそうかさそす, たそしせふす そおとにそてうそちかせせそつてけ 
け おけせあすけくすあ. っ くせあし, ねてそ たそしとねけし うかしけさけこ たそおあちそさ. ¨ み ちあく くあ ちあくそす つたちあ-
のけうあし つかいみ: «》そねかすと み? ′あ ねてそ?» ╇かおへ み せけねかす せか くあつしときけし てあさそえそ そてせそのか-
せけみ さ つかいか. ¨, てかす せか すかせかか, ╆そえ そいしあえそおかてかしへつてうそうあし すかせみ け つおかしあし すかせみ 
おちとえけす ねかしそうかさそす.

』てあちふか おちときさけ, いとおとねけ せか う つそつてそみせけけ うかちせとてへ すかせみ う そちいけてと つうそかえそ 
てしかてうそちせそえそ うしけみせけみ, たちけのしけ さ うふうそおと, ねてそ み しけのけしつみ ちあつつとおさあ. 〉あのけ 
おそちそえけ う きけくせけ ちあくそのしけつへ さあちおけせあしへせふす そいちあくそす.

¨ うつか たそつしかおとまはけか 40 しかて すそかこ きけくせけ み たちそおそしきあま けおてけ ほてけす せそうふす 
たとてかす, け すかせみ せか たそさけおあかて つてちかすしかせけか とくせあてへ, さとおあ そせ うかおかて. ゅてそて たとてへ たちけ-
うそおけし け たちけうそおけて すかせみ そて そおせそこ にそちそのかこ うかはけ さ おちとえそこ, け うつか たそくけてけうせそか, 
ねてそ つしとねけしそつへ う すそかこ たそつしかおとまはかこ きけくせけ, てあさ けしけ けせあねか, みうしみかてつみ ちかくとしへ-
てあてそす てそこ うつてちかねけ う おそすか いちあてあ ╈ちあせてあ すせそえそ しかて せあくあお.
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【そしへさそ たそつしか てそえそ, さあさ み たそしとねけし すそはせそか, といかおけてかしへせそか たそおてうかちきおかせけか 
てそえそ, ねてそ ╆そえ おかこつてうけてかしへせそ つとはかつてうとかて け ねてそ み すそえと いふてへ つ せけす う さそせてあさてか, 
たそせみてけか «ちかしけえけみ» せあねあしそ たちけそいちかてあてへ おしみ すかせみ ちかあしへせふこ つすふつし.

╇ すけちか, たそしせそす てちあおけぬけそせせふに, たちけおとすあせせふに ねかしそうかさそす さそせなかつつけこ, たそ 
すそかすと てうかちおそすと といかきおかせけま, てそしへさそ たちみすそか, しけねせそか つそたちけさそつせそうかせけか, たそおそい-
せそか すそかすと, みうしみかてつみ かおけせつてうかせせふす たとてかす たそくせあせけみ たちあうおふ そ ╆そえか.

╇ さそせてあさてか つ ╆そえそす け かつてへ かおけせつてうかせせふこ つすふつし せあのかこ きけくせけ…

『そせあしへお ╉きそとせつ*

* * *

25 すあみ 2001 え.
】うあきあかすふか えそつたそおけせ け えそつたそきあ ╆あきあせそうふ,
〈せか おそつてあうけしあ いそしへのそか とおそうそしへつてうけか いかつかおあ つ うあすけ 24 すあみ つ.え. ╇あの あせあしけく 

すかきおとせあちそおせそこ そいつてあせそうさけ, う てそす ねけつしか せあ ╆しけきせかす け 』ちかおせかす ╇そつてそさか, 
たそくうそしけし すせか とてそねせけてへ たそくけぬけけ たそ すせそえけす あさてとあしへせふす うそたちそつあす…

╆しあえそおあちま うあつ てあさきか くあ たちけえしあのかせけか すせか たそしとねけてへ くうあせけか 》そねかてせそえそ 
おそさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ. ゅてそ いそしへのあみ ねかつてへ…

‒あちとさ あしへ-ぃあちああ**

* * *

3 つかせてみいちみ 2001 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〈せか おそつてあうしみかて そえちそすせそか とおそうそしへつてうけか そて けすかせけ 】せけうかちつけてかてあ 『けて-

つとすかこさあせ たちけえしあつけてへ ╇あつ せあ ぁかてうかちてふこ すかきおとせあちそおせふこ つけすたそくけとす たそ 
[そちかか け たそけつさと すけちあ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, さそてそちふこ つそつてそけてつみ う [けそてそ 
18—19 せそみいちみ つ.え. 』けすたそくけとす そちえあせけくとかてつみ 】せけうかちつけてかてそす う つそてちとおせけねかつてうか 
つ 【けにそそさかあせつさけす なそちとすそす け 』そうかてそす たそ いかくそたあつせそつてけ う ╅【『.

〈ふ たしあせけちとかす つなそさとつけちそうあてへ うせけすあせけか とねあつてせけさそう つけすたそくけとすあ せあ 
たそつしかおせけに つそいふてけみに う [〉╉『, たかちつたかさてけうあに つかうかちそさそちかこつさそこ うせかのせかこ たそしけ-
てけさけ, う ねあつてせそつてけ, う そてせそのかせけけ つそつかおせけに つてちあせ.

╉しみ そいかつたかねかせけみ おそつてそこせふに ちかくとしへてあてそう すふ たちけえしあのあかす しとねのけに ほさつ-
たかちてそう たそ [そちかか つそ うつかに さそせぬそう くかすせそえそ のあちあ. ╇ふ, せかつそすせかせせそ, たちけせあおしか-
きけてか さ けに ねけつしと…

っつとのけ ╅さあのけ***

* 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (╈そせさそせえ).
** ‒あちとさ あしへ-ぃあちああ, すけせけつてち けせそつてちあせせふに おかし 』けちけけ (╉あすあつさ, 』けちけみ).
*** っつとのけ ╅さあのけ, たちかおつかおあてかしへ すかきおとせあちそおせそえそ つけすたそくけとすあ, う たちそのしそす くあすかつてけてかしへ ╈かせかちあしへ-
せそえそ つかさちかてあちみ 《《〉 ([けそてそ, ったそせけみ).
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* * *

6 おかさあいちみ 2001 え.
】うあきあかすあみ たちそなかつつそち ╆あきあせそうあ,
〈せか おそつてあうけしあ そえちそすせそか とおそうそしへつてうけか うつてちかねあ つ ╇あすけ くあ しあせねかす. ╇あのけ 

たちかおしそきかせけみ そてせそつけてかしへせそ とえしといしかせけみ そてせそのかせけこ すかきおと 『そつつけかこ け 『かつたと-
いしけさそこ [そちかみ, うせとてちけさそちかこつさそえそ おけあしそえあ くあつしときけうあまて つあすそえそ たちけつてあしへ-
せそえそ うせけすあせけみ. ╆しあえそおあちま ╇あつ くあ そてさちそうかせせそか けくしそきかせけか ╇あのかこ てそねさけ 
くちかせけみ, あ てあさきか くあ てかたしそか えそつてかたちけけすつてうそ…

]け ｠そこ ぁあせ*

* * *

24 おかさあいちみ 2001 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
』たあつけいそ ╇あす くあ たそすそはへ け たそおおかちきさと せあのかこ つかすへけ う とにそおみはかす えそおと.
╋かしあかす ╇あす け ╇あのけす いしけくさけす うかつかしそ たちそうかつてけ たちあくおせけさけ け たちそぬうかてあてへ 

う せそうそす えそおと…

]け ｠け ｠そ**

2002 えそお

23 すあみ 2002 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけえしあのあかす うあつ たちけせみてへ とねあつてけか う 》あちけきか う すかきおとせあちそおせそこ さそせなか-

ちかせぬけけ «[ つてちあてかえけねかつさそすと つそそいはかつてうと ねかちかく そいちあくそうあせけか け けつつしかおそうあせけみ» 
(17—19 けませみ 2002 え.). 〈ふ そきけおあかす, ねてそ うふ そいあ うふつてとたけてか つそ つうそけすけ ちあくすふの-
しかせけみすけ せあ つかこ つねかて…

[むちさ 〈まちちかこ***

* * *

25 おかさあいちみ 2002 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
》ちけすけてか たそきかしあせけみ うつかえそ せあけしとねのかえそ たそ つしとねあま 『そきおかつてうあ け 〉そうそえそ 

えそおあ. 〉あのあ たしあせかてあ せときおあかてつみ う いそしへのかす すけちか, せそ そせあ せか てあさ とき たしそにあ, ちあく 
う せかこ きけうとて てあさけか しまおけ, さあさ うふ.

『そせあしへお ╉きそとせつ****

* ]け ｠そこ ぁあせ, たちかくけおかせて ╇かしけさそこ せあぬけそせあしへせそこ たあちてけけ (』かとし, ょきせあみ [そちかみ).
** ]け ｠け ｠そ, つとたちとえあ たちかくけおかせてあ 『かつたといしけさけ [そちかみ [けす ╉ほ ぁきとせあ (』かとし, ょきせあみ [そちかみ).
*** [むちさ 〈まちちかこ, けつたそしせけてかしへせふこ おけちかさてそち さそせなかちかせぬけけ さそせつそちぬけとすあ うそかせせふに あさあおかすけこ 
け けせつてけてとてそう たそ けくとねかせけま たちそいしかす いかくそたあつせそつてけ (》あちけき, ‒ちあせぬけみ).
**** 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (╈そせさそせえ).
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2003 えそお

4 すあちてあ 2003 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╊うえかせけこ!
〈ふ ねあつてそ おとすあかす そ うあつ け つかてとかす せあ てそ, ねてそ せあの すけち せか とつてちそかせ てあさ, 

ねてそいふ すふ すそえしけ ねあはか うけおかてへ せあのけに おちとくかこ. [ちそすか つかすへけ け おちとくかこ, すあしそ ねてそ 
う せあのかこ きけくせけ けすかかて くせあねかせけか…

〈せか せちあうけてつみ すそみ ちあいそてあ う ╈そせさそせえか. ゅてそ えそちそお, さそてそちふこ つ かえそ いかのかせふす 
ちけてすそす すそきかて とてそすしみてへ, せそ せけさそえおあ せか いふうあかて つさとねせふす. ╉かしそ うふえしみおけて てあさ, 
ねてそ み せあ つてあちそつてけ しかて, せあさそせかぬ, せあのかし つうそま せけのと. 〉そ さてそ いふ すそえ たそおとすあてへ, 
ねてそ ほてあ せけのあ せあにそおけてつみ てあさ おあしかさそ そて すそかえそ おそすあ, せあ たちそてけうそたそしそきせそこ つてそ-
ちそせか ′かすしけ, け そせあ たそしせあ さけてあこぬかう (せか えそうそちみ ときか そ てそす, ねてそ け きかせあ と すかせみ 
さけてあみせさあ!), け ねてそ う ほてそこ せけのか すせか たちけにそおけてつみ ぬかしふすけ つとてさあすけ えそうそちけてへ せあ 
つあすそす つてちあせせそす みくふさか くかすしけ け たちけ ほてそす おあきか せか せあたちみえあてへつみ う おあせせそこ つうみくけ…

》ちけかくきあこてか う ╈そせさそせえ! 【あさ にそねかてつみ うあつ そいそけに とうけおかてへ…
『そせあしへお ╉きそとせつ*

* * *

16 あたちかしみ 2003 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
『あくちかのけてか たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ てかたしふこ たちけかす け そねかせへ たそしかくせとま おしみ 

すかせみ いかつかおと たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすあてけさか. ｠そてみ み くあせけすあまつへ [そちかかこ ときか 
いそしかか 30 しかて, とつしふのあし そて ╇あつ すせそえそ せそうそえそ, けせてかちかつせそえそ, たそしかくせそえそ. ╇あの 
あせあしけく たかちつたかさてけう ちあくうけてけみ つけてとあぬけけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか たそちあきあかて 
えしといけせそこ すふつしけ…

╉ほうけお ╇そしな**

* * *

24 あうえとつてあ 2003 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〈ふ つうみくあしけつへ つ 】せけうかちつけてかてそす 〉けにそせ け とつしそうけしけつへ, ねてそ うふ そいあ たちそねてかてか 

と せあつ しかさぬけけ 15 そさてみいちみ (13:30—16:30). 〉あつ そつそいかせせそ けせてかちかつとかて さそちかこつさあみ 
たちそいしかすあ, たそほてそすと すふ うかつへすあ ちあおふ, ねてそ おそさてそち ╆あきあせそうあ えそてそうあ かか おそつさそ-
せあしへせそ そつうかてけてへ…

〈けてつそ 〈けけ***

* 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (╈そせさそせえ).
** ╉ほうけお ╇そしな, たちそなかつつそち ╈あちうあちおつさそえそ とせけうかちつけてかてあ, 』ぃ╅ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
*** 〈けてつそ 〈けけ, おけちかさてそち 〉あぬけそせあしへせそえそ けせつてけてとてあ そいそちそせせふに けつつしかおそうあせけこ (【そさけそ, ったそせけみ).
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* * *

25 つかせてみいちみ 2003 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
』かちおかねせそ いしあえそおあちま くあ ╇あのか とねあつてけか う «XIII-しかてせけに さとちつあに すそしそおふに 

おけたしそすあてそう けすかせけ 〉けさそしあほ 【けてとしかつさと».
｠そねと つそそいはけてへ, ねてそ たそ けてそえあす あせさかてけちそうあせけみ 62 つしとのあてかしかこ ╇あのあ しかさ-

ぬけみ くあせみしあ つちかおけ 34 しかさてそちそう 2-か すかつてそ う さあてかえそちけけ «しとねのかか つそおかちきあせけか» 
け 1-か すかつてそ — う さあてかえそちけけ «しとねのあみ なそちすあ たそおあねけ すあてかちけあしあ». 》そくおちあう-
しみま つ てあさそこ うふつそさそこ そぬかせさそこ ╇あのかこ しかさぬけけ つそ つてそちそせふ たちかおつてあうけてかしかこ 
14 つてちあせ.

〈けちねか ╉きかそあせあ*

* * *

28 つかせてみいちみ 2003 え.
】うあきあかすふか おそさてそちあ ╆あきあせそうふ,
〉あさあせとせか うあのかえそ たちけいふてけみ う ったそせけま み にそてかし いふ とてそねせけてへ つしかおとまはけか 

すそすかせてふ.
1. [あさけか と うあつ たちかおたそねてかせけみ う かおか, ねてそ しまいけてか, あ ねてそ せかて? 〉あたちけすかち, 

しまいけてか しけ つふちとま ちふいと?
2. [あさけか せあたけてさけ しまいけてか け つさそしへさそ すそきかてか うふたけてへ? 〉あたちけすかち, おそさてそち 

╆あきあせそう すそきかて うふたけてへ てちけ つてあさあせあ たけうあ, あ おそさてそち ╆あきあせそうあ うふたけ-
うあかて 200 すし さちあつせそえそ うけせあ.

3. ぁてそ かはか そ つかいか うふ にそてかしけ いふ ちあつつさあくあてへ?
ぁてそ さあつあかてつみ うあのけに しかさぬけこ, てそ せあつ いそしへのか うつかえそ けせてかちかつとまて うあのけ しけね-

せふか たかちかきけうあせけみ うそ うちかすみ たかちかにそおあ 『そつつけけ そて さそすすとせけくすあ さ さあたけてあしけくすと. 
╇ふ — けせてかししけえかせてふ, たそほてそすと うあす たかちかにそお せあうかちせみさあ おあしつみ せかたちそつてそ.

〉あす けせてかちかつせそ とくせあてへ てあさきか うあのけ うくえしみおふ せあ ちそつつけこつさとま うせかのせまま 
たそしけてけさと. ╇あのけ たといしけさあぬけけ つうけおかてかしへつてうとまて そ てそす, ねてそ うふ そいあ — うふおあま-
はけかつみ とねかせふか つ そねかせへ うふつそさそこ すかきおとせあちそおせそこ ちかたとてあぬけかこ.

｠そてみ 『そつつけみ せあにそおけてつみ う ╊うちそたか, かこ せか たそくうそしみまて うそこてけ う たそおしけせせとま 
╊うちそたと. 『そつつけみせか, つそくおあうのけか とせけさあしへせとま さとしへてとちと, てみせとてつみ さ かうちそたかこつさそこ 
さとしへてとちか け にそてみて うしけてへつみ う ╊うちそたと. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, ちそつつけみせか そおせそうちか-
すかせせそ つねけてあまて, ねてそ けに つてちあせあ おそしきせあ いふてへ そつそいかせせそこ.

╊はか う 1830-に えそおあに なけしそつそな 【そさうけしへ たちかおつさあくふうあし, ねてそ つとおへいと ねかしそうかねか-
つてうあ いとおとて そたちかおかしみてへ おうか うかしけさけか せあぬけけ — 』ぃ╅ け 『そつつけみ.

〉あす そねかせへ にそねかてつみ うつてちかてけてへつみ つ うあすけ, ちとつつさけすけ けせてかししけえかせてあすけ, さそてそ-
ちふか せか あすかちけさあせぬふ, せか かうちそたかこぬふ け せか さけてあこぬふ…

¨ねと ¨せとけ**

* 〈けちねか ╉きかそあせあ, すけせけつてち けせそつてちあせせふに おかし 『とすふせけけ (╆とにあちかつて, 『とすふせけみ).
** ¨ねと ¨せとけ, たちそちかさてそち 】せけうかちつけてかてあ 〉けにそせ, 【そさけそ (【そさけそ, ったそせけみ).
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* * *

9 そさてみいちみ 2003 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╋かせみ,
… ╇つか いそしへのか てみせかて おそすそこ けく ほさくそてけねかつさそえそ ╇そつてそさあ さ なちとさてそうふす おかちかうへみす 

け えちみおさあす う すそかす つあおけさか う ょてか. 〉そ せときせそ たちそおそしきあてへ くあちあいあてふうあてへ おかせへえけ — 
せあ そいとねかせけか おかてかこ, そたしあてと ちかしけえけそくせふに ちあつにそおそう, つてあちそつてへ. ╉かせかえ かはか すあしそ, 
たそほてそすと たちけおかてつみ そつてあうあてへつみ う ╈そせさそせえか, たそさあ にうあてあかて つけし…

『そせあしへお ╉きそとせつ*

* * *

19 そさてみいちみ 2003 え.
╉そちそえけか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
』たあつけいそ くあ うあの うけくけて う せあの ¨せつてけてとて け うあのと そねかせへ けせてかちかつせとま しかさ-

ぬけま!..
╋かしあま うあす おあしへせかこのけに とつたかにそう う けつつしかおそうあてかしへつさそこ ちあいそてか け つねあつてへみ 

う きけくせけ!
〈けてつそ 〈けけ**

* * *

20 そさてみいちみ 2003 え.
╉そちそえあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〈ふ にそてかしけ いふ くあなけさつけちそうあてへ つうそま えしといそねあこのとま いしあえそおあちせそつてへ くあ たちそ-

うかおかせせふか ╇あすけ うふおあまはけかつみ つかすけせあちふ. ╆しあえそおあちみ ╇あのけす てあしあせてあす, くせあ-
せけみす け てあさてと, つかすけせあちふ たそくうそしけしけ たちそうかつてけ そてさちそうかせせふこ け きけうそこ そいすかせ 
すせかせけみすけ. 】ねあつてせけさけ つかすけせあちそう おちときせそ うそつにけはあまてつみ ╇あすけ.

〉あす いふしそ いふ そねかせへ たちけみてせそ, かつしけ ╇あす け ╇あのかすと つとたちとえと たそせちあうけしそつへ 
たちかいふうあせけか う ったそせけけ. ╊はか ちあく つたあつけいそ くあ てそ, ねてそ ╇ふ たそすそえしけ せあす しとねのか 
ちあくそいちあてへつみ う つしそきせふに たちそいしかすあに…

』あせかてそ 】ねけみすあ***

* * *

23 そさてみいちみ 2003 え.
╊うえかせけこ 》かてちそうけね, くおちあうつてうとこてか!
』たあつけいそ いそしへのそか ╇あす くあ ╇あのか たけつへすそ. 〈せか, う つうそま そねかちかおへ, いふしそ そねかせへ 

け そねかせへ たちけみてせそ たそくせあさそすけてへつみ け たそそいはあてへつみ つ ╇あすけ け 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかう-
せそこ. 【かす いそしかか, ねてそ み ときか いふし くせあさそす つ ╇あのけすけ ちあいそてあすけ け いふしそ そねかせへ けせてか-
ちかつせそ たそそいはあてへつみ, ねてそ せあくふうあかてつみ, う «うきけうとま». ╋あしへ てそしへさそ, ねてそ せか いふしそ うそく-
すそきせそつてけ つおかしあてへ ほてそ たそおそしへのか. 〉あおかまつへ とうけおかてへ ╇あつ, さそえおあ み いとおと う 〈そつさうか 

* 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (╈そせさそせえ).
** 〈けてつそ 〈けけ, おけちかさてそち 〉あぬけそせあしへせそえそ けせつてけてとてあ そいそちそせせふに けつつしかおそうあせけこ (【そさけそ, ったそせけみ).
*** 』あせかてそ 】ねけみすあ, たちかくけおかせて ¨せつてけてとてあ すけちそうそこ たそしけてけさけ け ほさそせそすけさけ たちけ [あいけせかてか すけせけ-
つてちそう ったそせけけ, 【そさけそ (【そさけそ, ったそせけみ).
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う つしかおとまはけこ ちあく. ╊つしけ うおちとえ と ╇あつ いとおかて うそくすそきせそつてへ たちけかにあてへ つせそうあ, そいみ-
くあてかしへせそ つそそいはけてか — くおかつへ かはか すせそえそ けせてかちかつせそえそ, ねてそ つてそけて たそつすそてちかてへ.

』たあつけいそ ╇あす くあ たちかおしそきかせせとま たそすそはへ, かつしけ すそきせそ, にそてかし いふ つちあくと 
そいちあてけてへつみ さ ╇あす つそ つしかおとまはけす うそたちそつそす.

╇ せあつてそみはけこ すそすかせて み たけのと せかいそしへのとま そてねかてせそ-たちそすかきとてそねせとま 
ちあいそてと (せあ みたそせつさそす). 【かすあ — そつうかはかせけか そてかねかつてうかせせふすけ 』〈¨ せあのかこ 
うせかのせかこ たそしけてけさけ け そいはかこ つけてとあぬけけ う そてせそのかせけけ ¨ちあさあ, [〉╉『 け ¨ちあせあ, 
け つそたそつてあうしかせけか ほてそえそ つ そなけぬけあしへせふすけ くあみうしかせけみすけ 〈¨╉ け たちあうけてかしへ-
つてうあ う ぬかしそす. 〈そきせそ しけ すせか う せかこ いとおかて つそつしあてへつみ せあ てそ, ねてそ ╇ふ け 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ えそうそちけしけ う つうそけに うふつてとたしかせけみに う 】せけうかちつけてかてか? [あさ たちあうけしそ, 
みたそせぬふ てちかいとまて たちけうかおかせけみ う ちあいそてか すせかせけみ ほさつたかちてそう さあつあてかしへせそ たちそ-
いしかすふ. 〈そきせそ しけ けつたそしへくそうあてへ ╇あのけ う さあねかつてうか てあさそうふに?

╊はか ちあく つたあつけいそ, いそしへのそこ たちけうかて 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか,
╇あの ╉すけてちけこ.

╉すけてちけこ [ちけうぬそう*

* * *

24 そさてみいちみ 2003 え.
】うあきあかすふか おそさてそちあ 〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ ╆あきあせそうふ,
〈せそきかつてうと しまおかこ おそうかしそつへ たちけつとてつてうそうあてへ せあ うあのけに うふつてとたしかせけみに う ちあく-

せふに とねかいせふに くあうかおかせけみに け とねちかきおかせけみに 【そさけそ. ╇つか そせけ そねかせへ いしあえそおあちせふ 
うあす くあ けせてかししかさてとあしへせふか け えしといそさけか しかさぬけけ. ¨す てあさきか いふしそ たちけみてせそ たそそい-
はあてへつみ う うあのかす しけぬか つ しとねのけすけ たちかおつてあうけてかしみすけ ちとつつさそこ けせてかししけえかせぬけけ.

[あさ ねかしそうかさ, さそてそちふこ つてそけて と けつてそさそう たちけえしあのかせけみ うあつ う ったそせけま, み えそち-
きとつへ とつたかにそす うあのかこ すけつつけけ. ╇あのけ けおかけ たそさあくあしけつへ すせか つそくうとねせふすけ けおかみす 
╉すけてちけみ ]けにあねかうあ, ちとつつさそえそ けつてそちけさあ, さそてそちふこ たそおねかちさけうあし, ねてそ «うそくちそき-
おかせけか 『そつつけけ おそしきせそ たちそけつにそおけてへ ねかちかく さとしへてとちと».

っ ちあせかか けつにそおけし けく てそえそ, ねてそ せかたしそにそ たそせけすあま 『そつつけま. ╇ うあのけに しかさ-
ぬけみに み, てかす せか すかせかか, とつしふのあし すせそえそ せそうそえそ おしみ つかいみ. ╆とおと け うたちかおへ おそいけ-
うあてへつみ とえしといしかせけみ うくあけすそたそせけすあせけみ すかきおと みたそせつさけす け ちとつつさけす せあちそおあすけ 
たそつちかおつてうそす てあさけに うけくけてそう, さあさ うあの. ╋おと うあつ う 【そさけそ う つしかおとまはかす えそおと…

¨ねと ¨せとけ**

* * *

11 せそみいちみ 2003 え.
╉そちそえけか 〉あてあのあ け ╋かせみ,
』 とおけうしかせけかす たちそねかし う うあのかす たけつへすか そ てそす, ねてそ うあす せか にそてみて うふおあうあてへ 

あすかちけさあせつさけか うけくふ. ╇けおけすそ, ほてけ ちかいみてあ う 》そつそしへつてうか 』ぃ╅ う 〈そつさうか たちそ-
おそしきあまて けえちあてへ う けえちふ うちかすかせ にそしそおせそこ うそこせふ. 』てあちふか たちけうふねさけ せか にそてみて 
とすけちあてへ…

* ╉すけてちけこ [ちけうぬそう, せあとねせふこ つそてちとおせけさ をかせてちあ つしあうみせつさけに けつつしかおそうあせけこ 】せけうかちつけてかてあ 
｠そささあこおそ (』あたたそちそ, ｠そささあこおそ, ったそせけみ).
** ¨ねと ¨せとけ, たちそちかさてそち 】せけうかちつけてかてあ 〉けにそせ, 【そさけそ (【そさけそ, ったそせけみ).
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╉かてけ せあのけ ちあくひかにあしけつへ せあ とねかいと, すふ う おそすか そおせけ. 》ちけかくきあこてか, すかつてあ おしみ 
えそつてかこ たそしせそ…

『そせあしへお ╉きそとせつ*

2004 えそお

22 すあちてあ 2004 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
¨せつてけてとて すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 〉あちそおせそえそ とせけうかちつけてかてあ [〉『 

たちけえしあのあかて ╇あつ たそつかてけてへ せあのと つてちあせと つ 14 たそ 28 あたちかしみ 2004 え. 》ちそつけす 
╇あつ うふつてとたけてへ たかちかお たちかたそおあうあてかしへつさそ-けつつしかおそうあてかしへつさけす つそつてあうそす, あつたけ-
ちあせてあすけ け つてとおかせてあすけ ¨せつてけてとてあ つ つかちけかこ しかさぬけこ たそ たちそいしかすあす うせかのせかこ 
たそしけてけさけ け うせとてちかせせかえそ たそしそきかせけみ 『そつつけけ. ′あたしあせけちそうあせあ てあさきか ╇あのあ 
たそかくおさあ たそ つてちあせか.

『あつにそおふ たそ ╇あのかすと たちそきけうあせけま け たかちかおうけきかせけま たそ [けてあま せかつかて せあのあ 
つてそちそせあ.

]け をくけせねきけ**

* * *

5 あたちかしみ 2004 え
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ,
』うけおかてかしへつてうとま ╇あす つうそか とうあきかせけか け けすかま ねかつてへ たそおせかつてけ ╇あす う たそおあ-

ちそさ さそちかこつさけこ てちあおけぬけそせせふこ なあちなそち う くせあさ たちけくせあてかしへせそつてけ くあ ╇あのと 
ちあいそてと う そいしあつてけ けくとねかせけみ [そちかけ け かか いかつぬかせせふに ちかくとしへてあてそう.

〉あおかまつへ, ねてそ ほてそて なあちなそち いとおかて とさちあのあてへ ╇あの ちあいそねけこ さあいけせかて け たちけ-
うせかつかて つうそこ うさしあお う かえそ ちあいそねとま あてすそつなかちと.

ぁそせ 【ほ ¨さ***

* * *

9 けませみ 2004 え.
〉あのあ さそすたあせけみ ちあいそてあかて つかこねあつ せあお つそくおあせけかす すせそえそつかちけこせそえそ おそさと-

すかせてあしへせそえそ なけしへすあ そ 』かうかちせそこ [そちかか…
》そつさそしへさと ╇ふ みうしみかてかつへ つあすふす うけおせふす つたかぬけあしけつてそす たそ [そちかか う 『そつつけけ, 

すふ そねかせへ にそてかしけ いふ, ねてそいふ ╇ふ たそすそえしけ せあす う ちかあしけくあぬけけ せあのかえそ さちとたせそ-
すあつのてあいせそえそ たちそかさてあ.

っ ねけてあし ╇あのけ つてあてへけ, さあさ け つてあてへけ ╇あのかえそ つとたちとえあ おそさてそちあ ╊うえかせけみ 
╆あきあせそうあ, さそてそちふか たそちあくけしけ すかせみ つうそかこ えしといけせそこ, のけちそてそこ そにうあてあ たちそいしかす 
け なとせおけちそうあせせそつてへま. ╇あのけ つてあてへけ いあくけちとまてつみ せあ ちかおさけに け そねかせへ ぬかせせふに 

* 『そせあしへお ╉きそとせつ, そおせそさあのせけさ ╊. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあたとちあ 
(1968—1970) (╈そせさそせえ).
** ]け をくけせねきけ, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 〉あちそおせそえそ とせけうかちつけてかてあ 
(》かさけせ, [〉『).
*** ぁそせ 【ほ ¨さ, ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 
『そつつけみ).
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》けつへすあ, あおちかつそうあせせふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, け たちけきけくせかせせふか つてあてへけ そ せかこ

けつてそねせけさあに — あちにけうあに, すかすとあちあに け て.お. 〈ふ とうかちかせふ, ねてそ つ ╇あのかこ たそすそはへま 
すふ つすそきかす つそくおあてへ すせそえそつかちけこせふこ なけしへす うふつのかえそ さあねかつてうあ…

╉きとせ [あうあえとねけ*

* * *

13 けませみ 2004 え.
】うあきあかすあみ たちそなかつつそち ╆あきあせそうあ,
』たあつけいそ くあ てかたしふこ たちけかす う 〈そつさうか. 〈せか いふしそ ねちかくうふねあこせそ けせてかちかつせそ 

とつしふのあてへ ╇あのか たちそつうかはかせせそか すせかせけか そ つけてとあぬけけ せあ [そちかこつさそす たそしと-
そつてちそうか け う すけちか う ぬかしそす. ¨, さそせかねせそ, み たちけくせあてかしかせ くあ ぬかせせふこ たそおあちそさ, 
させけえと «』そうちかすかせせふこ すけち», せあたけつあせせとま ╇あすけ うすかつてか つ たちそなかつつそちそす ╊うえか-
せけかす ╆あきあせそうふす. ゅてあ させけえあ すせか せかそいにそおけすあ, さあさ うそくおとに, たちけ せあたけつあせけけ 
すそかこ すそせそえちあなけけ «╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ».

をそこ ぁとせ [け**

* * *

19 けませみ 2004 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
《えちそすせそか つたあつけいそ くあ てそ, ねてそ ╇ふ うつてちかてけしけつへ つ せあすけ う たちそのしそか うそつさちかつか-

せへか. 〈ふ たそしとねけしけ けつてけせせそか とおそうそしへつてうけか そて いかつかおふ. ╇あのけ ちかさそすかせおあぬけけ 
け ╇あのか そいはかか うけおかせけか たちそいしかすふ けすかまて あいつそしまてせそ ちかのあまはかか くせあねかせけか おしみ 
とつたかのせそこ たそおえそてそうさけ せあのかこ たちそえちあすすふ たそ 』かうかちせそこ [そちかか…

〉あおかかすつみ, ねてそ ╇ふ たちそおそしきけてか たそすそえあてへ せあす う けくとねかせけけ てかすふ, たそおいそちか 
すあてかちけあしそう け うそくすそきせふに とねあつてせけさそう たちそえちあすすふ…

╉きとせ [あうあえとねけ***

* * *

9 つかせてみいちみ 2004 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
8—10 つかせてみいちみ 2005 え. ╉あちてすとてつさけこ さそししかおき つそうすかつてせそ つ 〈かきおとせあちそお-

せふす おそすそす ったそせけけ, ¨せつてけてとてそす [かせせあせあ 〈かきおとせあちそおせそえそ ぬかせてちあ とねかせふに 
╇とおちそ ╇けしへつそせあ, さそすけてかてそす まいけしかみ 》そちてつすとてつさそえそ すけちせそえそ おそえそうそちあ たちそ-
うそおみて すかきおとせあちそおせとま さそせなかちかせぬけま う つうみくけ つそ つてそしかてけかす 》そちてつすとてつさそえそ 
すけちせそえそ おそえそうそちあ 1905 え. 《て けすかせけ そちえさそすけてかてあ さそせなかちかせぬけけ み そて うつかこ 
おとのけ たちけえしあのあま うあつ たちけせみてへ とねあつてけか う せあのかす なそちとすか け うふつてとたけてへ せあ せかす 
つ おそさしあおあすけ.

[そせなかちかせぬけみ つそいかちかて うかつへ ぬうかて せあとさけ け おけたしそすあてけけ けく ったそせけけ, 『そつつけけ, 
』ぃ╅ け おちとえけに つてちあせ, さそてそちふに さそつせとしあつへ 『とつつさそ-みたそせつさあみ うそこせあ. をかしへ さそせ-

* ╉きとせ [あうあえとねけ, たちそおまつかち みたそせつさそこ てかしかうけくけそせせそこ さそすたあせけけ NHK (【そさけそ, ったそせけみ).
** をそこ ぁとせ [け, たちそなかつつそち 』かとしへつさそえそ せあぬけそせあしへせそえそ とせけうかちつけてかてあ (』かとし, ょきせあみ [そちかみ).
*** ╉きとせ [あうあえとねけ, たちそおまつかち みたそせつさそこ てかしかうけくけそせせそこ さそすたあせけけ NHK (【そさけそ, ったそせけみ).
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なかちかせぬけけ — そいつとおけてへ とちそさけ ほてそこ うそこせふ け かか たそつしかおつてうけみ おしみ つそうちかすかせせふに 
すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ…

[かせせかて っしそうけてぬ*

* * *

12 つかせてみいちみ 2004 え.
】うあきあかすあみ たちそなかつつそち ╆あきあせそうあ,
╇ふ — さちとたせふこ つたかぬけあしけつて たそ ╇そつてそさと, けくうかつてせふこ うそ うつかす すけちか. ╇ ほてそこ 

つうみくけ すふ といかおけてかしへせそ たちそつけす ╇あつ うそこてけ う ちかおあさぬけそせせふこ つそうかて きとちせあしあ 
«》あつけなけさ なそさとつ». ╋とちせあし けくおあかてつみ とせけうかちつけてかてそす 〈けせせかつそてふ う つそてちとお-
せけねかつてうか つ うかおとはけすけ うとくあすけ ょきせそこ [そちかけ け のけちそさそ ちあつたちそつてちあせみかてつみ 
う 』ぃ╅ け おちとえけに つてちあせあに ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ.

╉きそ 』かせえ ｠そ**

2005 えそお

15 すあちてあ 2005 え.
╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあのあ!
╇ つうみくけ つ てかす, ねてそ うふ そねかせへ くあせみてふ け すせか てちとおせそ うあつ とうけおかてへ, ちかのけし たかちか-

おあてへ せけきかつしかおとまはとま けせなそちすあぬけま.
1. 》かちかおあす うあす つたけつさけ たちけえしあのかせせふに せあ うつてちかねと う 》かさけせか つ うあすけ, たちそのと 

うあつ そねかせへ つかちへかくせそ そてせそつけてへつみ さ ほてそすと さちとえしそすと つてそしと. 〉か のとてさけ, み おそし-
きかせ くあちあせかか そてたちあうけてへ うあす たちけえしあのかせけか.

2. 》そすせけてか, うふ えそうそちけしけ, ねてそ せあおそ とつてちそけてへ とくさけこ さちとえしふこ つてそし? っ くあ 
ほてと けせけぬけあてけうと. ╇ねかちあ たそ てかしかなそせと ちあくえそうあちけうあし つ つそうかてせけさそす たそ ほさそ-
せそすけさか 》そつそしへつてうあ. 《せ たちけせみし すそか たちけえしあのかせけか. ゅてそ いとおかす おかしあてへ? 
[そえおあ? ╊つしけ いとおかす おかしあてへ, み えそてそう そたしあねけうあてへ くあ ときけせ さけてあこつさそこ さとにせけ, 
たそてそす そてねけてあてへつみ う つねかてか 》かさけせつさそえそ つてそしあ. 『あおけ としとねのかせけみ せあのけに 
そてせそのかせけこ み すそえと おあうあてへ うつか, ねてそ と すかせみ かつてへ!

3. ╇そ うちかすみ くあはけてふ おかさあせ ╉けたあさあおかすけけ たちけえしあのあし すかせみ ねけてあてへ しかさぬけま と 
うあつ たちけ うあのかこ たそおおかちきさか, み そねかせへ ちあお. 【そえおあ かすと おあうあし てかすふ しかさぬけこ:
あ) つそつてそみせけか さけてあこつさそ-ちそつつけこつさけに そてせそのかせけこ;
い) ほさそせそすけねかつさそか ちあくうけてけか [けてあみ, たちそいしかすあ そいはかつてうあ け ほさそせそすけさけ;
う) うせとてちかせせみみ たそしけてけさあ け うせかのせみみ たそしけてけさあ [けてあみ;
え) [けてあこ, 『そつつけみ け 』ぃ╅ う つそうちかすかせせそす すけちか.
』かこねあつ かはか おそいあうしま そおせと てかすと «ぁてそ たちそけつにそおけて う 『そつつけけ? ╇くえしみお さけてあこ-

つさそえそ とねかせそえそ».
4. っ うあつ たそたちそつけし たそくせあさそすけてへつみ つ うあのけす くあすそす, さそえおあ たそくせあさそすけてへつみ?
5. ¨く おそさしあおそう せあ 〉けさけてつさそす さしといか すせか たそせちあうけしそつへ うふつてとたしかせけか ╆あきあ-

せそうあ, ╇そつさちかつかせつさそえそ, 〈みつせけさそうあ, ╉かしまつけせあ. 《つてあしへせふか せか そねかせへ. ╇ふ 

* [かせせかて っしそうけてぬ, おけちかさてそち ╉あちてすとてつさそえそ さそししかおきあ (｠あせそうかち, 〉へま-｠ほすたのけち, 』ぃ╅).
** ╉きそ 』かせえ ｠そ, えしあうせふこ ちかおあさてそち きとちせあしあ «》あつけなけさ なそさとつ» (】せけうかちつけてかて 〈けせせかつそてふ) (〈そち-
ちけつ, 〈けせせかつそてあ, 』ぃ╅).
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てそきか てあさ ねとうつてうとかてか. 』 ╇あのかえそ うふつてとたしかせけみ うつか いふしそ にそちそのそ, てそしへさそ 
たちそのと うあつ う おあしへせかこのかす けくすかせけてへ «〈あそけくす» せあ «〈あそぬくほおとせけくす, 
〈あそぬくほおとせそうぬふ, 〈あそぬくほおとせそうつさけこ» おしみ せあのけに たそせみてけこ. 〈あそけくす — 
ほてそ つしそうあ うそ うちかすみ たそしかすけさけ. ╉しみ さけてあこつさけに とねかせふに おあきか せかたちけみてせそ 
とうけおかてへ. 》そせみしけ?
╇つか! ╋おと そてうかてあ…

]とあせへ をくけせにほ*

* * *

19 あたちかしみ 2005 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけえしあのあま ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか 22 あたちかしみ つ.え. う おけつさとつつけそせせそす なそちとすか 

つ おそさてそちそす ╈ちほすそす ゅししけつそせそす せあ てかすと «っおかちせふこ てかちちそちけくす け せあちあつてあま-
はけか うふくそうふ ちかきけすと みおかちせそえそ せかちあつたちそつてちあせかせけみ». ╈ちほす ゅししけつそせ — たそねかて-
せふこ たちそなかつつそち とたちあうしかせけみ け おけちかさてそち ╆かしなかちつさそえそ ぬかせてちあ せあとさけ け すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ ╈あちうあちおつさそえそ とせけうかちつけてかてあ. 』 1997 たそ 1999 え. — おかさあせ 
なあさとしへてかてあ. 》ちけ たかちうそこ あおすけせけつてちあぬけけ たちかくけおかせてあ [しけせてそせあ ゅししけつそせ 
くあせけすあし たそつて くあすかつてけてかしみ すけせけつてちあ そいそちそせふ 』ぃ╅ たそ たそしけてけねかつさけす うそたちそ-
つあす け たしあせけちそうあせけま. 《せ さそそちおけせけちそうあし つてちあてかえけま け たそしけてけさと 〈けせけつてかち-
つてうあ そいそちそせふ 』ぃ╅ う そてせそのかせけけ 『そつつけけ, 】さちあけせふ け おちとえけに えそつとおあちつてう 
いふうのかえそ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ…

╅しかさつあせおかち ╇かちのいそと**

* * *

25 すあみ 2005 え. 
╉みおみ ╋かせみ, たちけうかてけさ!
》そ たちそつへいか すそかえそ にそちそのかえそ おちとえあ (かはか うそ うちかすみ とねかいふ う 『そつてそうか) たちけかく-

きあま う 『そつつけま ねかちかく 〈そつさうと つ さそちそてさそこ たかちかつあおさそこ. 《ねかせへ うそくすそきせそ, う ほてそこ 
たそかくおさか せか とおあつてつみ とうけおかてへつみ.

》そほてそすと たそたちそつけし すそかえそ とねかせけさあ ╊ ╆あこねとあせへ たかちかおあてへ たそおあちそさ そて すそかこ 
つかすへけ. 〉あおかまつへ, ねてそ そせ せちあうけてつみ. [つてあてけ, み け つとたちとえあ すそみ, すふ てそきか たそしへくと-
かすつみ けす, そねかせへ とおそいせそ!

》そつしか うそくうちあはかせけみ けく 〈そつさうふ う 》かさけせ くあ えそお み いふし つしけのさそす くあせみて うそ 
うつかに ちあいそてあに. ╊はか ちあく たそうてそちみま, ねてそ うつかえおあ うあつ つ 〉あてあのかこ しまいしま, とうあきあま 
け ぬかせま, さあさ てそえおあ う 〈そつさうか つさあくあし み.

》ちそのと たかちかおあてへ させけえと そい ╅すかちけさか ╊ ╆あこねとあせへ つ たそおたけつへま せあ たあすみてへ, 
け み いとおと つつふしあてへつみ せあ させけえと う つうそけに たといしけさあぬけみに.

╇ [けてあか み すせそえそ ちあく うけおかし つつふしさけ せあ うあのと なあすけしけま そい とちそさあに けつてそちけけ 
さけてあこつさそ-つそうかてつさけに そてせそのかせけこ. ╋あしへ, せそ たそ-さけてあこつさけ せあたけつあせそ せか ╆あきあ-
せそうふ, あ ╆あくあせそうふ. 』すかのせそ, せそ たちけみてせそ.

* ]とあせへ をくけせにほ, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ つそうちかすかせせそこ けつてそちけけ ╅さあおかすけけ そいはかつてうかせ-
せふに せあとさ [〉『 (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** ╅しかさつあせおかち ╇かちのいそと, たそつそし 』ぃ╅ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
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》そしとねあかてつみ, ねてそ しまおけ ときか さあねあしけ つつふしさと つ すそかえそ つあこてあ そ うあのかこ せそうそこ 
させけえか.

]とあせへ をくけせにほ*

* * *

2 けませみ 2005 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╈あすけしへてそせ-さそししかおき そちえあせけくとかて さとちつ せあ てかすと «《てうかてつてうかせせそつてへ つうかちにおかち-

きあうふ». 〈ふ そきけおあかす うふつそさけこ けせてかちかつ さ ほてそすと さとちつと せか てそしへさそ つそ つてそちそせふ 
つてとおかせてそう, せそ け うつかこ そいはかつてうかせせそつてけ せあのかえそ えそちそおあ.

》ちけえしあのあかす ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか う さとちつか う さあねかつてうか しかさてそちあ せあ てかすと, 
たそつうみはかせせとま 『そつつけけ. ╇ふ すそきかてか たちけかにあてへ う しまいそこ おかせへ う せそみいちか つ.え. …

╅せせ 《とほせ**

* * *

16 けませみ 2005 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ,
っ そねかせへ ちあお, ねてそ てふ つそえしあつけしあつへ たちそねかつてへ しかさぬけま う せあのかす さそししかおきか 

せあ てかすと «《てうかてつてうかせせそつてへ つうかちにおかちきあうふ». 【かたかちへ と すかせみ おそたそしせけてかしへせあみ 
たちそつへいあ: たちそねかつてへ しかさぬけま そ うせとてちけたそしけてけねかつさそこ つけてとあぬけけ け うせかのせかこ 
たそしけてけさか 『そつつけけ おしみ つてとおかせてそう-ちとつけつてそう…

《おせそうちかすかせせそ すそみ きかせあ ぃあちそせ たちそつけて うふつてとたけてへ たかちかお かか つてとおかせてあすけ, 
けくとねあまはけすけ けつてそちけま 『そつつけけ. 《つそいかせせそ けせてかちかつせそ とつしふのあてへ そて ╇あつ ちあつ-
つさあく そ ちそしけ [》』』 う きけくせけ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ… 』てとおかせてふ せけねかえそ せか くせあまて 
そ [》』』, け ╇あのあ しかさぬけみ すそえしあ いふ くせあねけてかしへせそ そいそえあてけてへ けに たちかおつてあうしかせけみ 
そい 』』』『…

╉ほうけお 『けうかちあ***

* * *

29 けませみ 2005 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
】くせあう, ねてそ ╇ふ つそいけちあかてかつへ いふてへ う せあのけに さちあみに う つかせてみいちか つ.え., つたかのと 

たちけえしあつけてへ うふつてとたけてへ つ しかさぬけかこ う 』けちあさとくつさそす とせけうかちつけてかてか たそ たちそえちあすすか 
«》そつてさそすすとせけつてけねかつさそか えそつとおあちつてうそ け そいはかつてうそ». 】 せあつ そいとねあかてつみ いそしへのあみ 
えちとたたあ つてとおかせてそう けく ╊うちそたふ, さそてそちふか そねかせへ けせてかちかつとまてつみ おあせせそこ てかすそこ. 
′せあねけてかしへせふこ けせてかちかつ たちそみうしみかてつみ さ せかこ け つそ つてそちそせふ せあのかえそ たちそなかつつそち-
つさそ-たちかたそおあうあてかしへつさそえそ つそつてあうあ.

* ]とあせへ をくけせにほ, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ つそうちかすかせせそこ けつてそちけけ ╅さあおかすけけ そいはかつてうかせ-
せふに せあとさ [〉『 (『そつてそう-せあ-╉そせと, 『そつつけみ). 
** ╅せせ 《とほせ, たちかくけおかせて ╈あすけしへてそせ-さそししかおきあ ([しけせてそせ, 〉へま-‶そちさ, 』ぃ╅).
*** ╉ほうけお 『けうかちあ, くあうかおとまはけこ さあなかおちそこ えそつとおあちつてうかせせそえそ とたちあうしかせけみ ╈あすけしへてそせ-さそししかおきあ 
([しけせてそせ, 〉へま-‶そちさ, 』ぃ╅).
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╇あつ うつか ちかさそすかせおとまて さあさ そねかせへ つたそつそいせそえそ けつつしかおそうあてかしみ け しかさてそちあ, 
ねけてあまはかえそ くあにうあてふうあまはけか しかさぬけけ. ╆ふしけ いふ つねあつてしけうふ たそしとねけてへ ╇あのか 
つそえしあつけか せあ うけくけて う 』けちあさとくつさけこ とせけうかちつけてかて.

╆ちあこせ 【ほこしそち*

* * *

15 あうえとつてあ 2005 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
《ねかせへ たちけみてせそ いふしそ うつてちかてけてへつみ つ うあすけ う 〈そつさうか う けませか. っ ちあつつさあ-

くあし ちとさそうそおつてうと 】せけうかちつけてかてあ そ せあのけに おけつさとつつけみに. 》かちつたかさてけうあ そてさちふてけみ 
つそうすかつてせそこ あつたけちあせてとちふ たそ つたかぬけあしへせそつてけ すかきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ 
うふくうあしあ くおかつへ いそしへのそこ けせてかちかつ. 【かたかちへ すそか ちとさそうそおつてうそ きおかて そて うあつ そなけぬけ-
あしへせそか たけつへすそ…

╅しかさつかこ 〈とちあうへかう**

* * *

31 あうえとつてあ 2005 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》けのと うあす, ねてそいふ けくうけせけてへつみ くあ つけてとあぬけま つ うけくあすけ. 〈ふ ちかえとしみちせそ たちけ-

えしあのあかす えそつてかこ けく 『そつつけけ う せあの をかせてち かうちそたかこつさけに けつつしかおそうあせけこ け ねあつてそ 
うふせときおかせふ たちけせけすあてへ そつそいふか すかちふ, ねてそいふ おそいけてへつみ うふおあねけ うけく おしみ せあのけに 
えそつてかこ. 』けちあさとくつさけこ とせけうかちつけてかて みうしみかてつみ つたかぬけあしへせふす とねちかきおかせけかす たそ 
たそおえそてそうさか おけたしそすあてそう, け たそほてそすと と せあつ ちあいそてあまて しまおけ, けすかまはけか ちあせえ 
たそつしあ. 《せけ せあす たそすそえあまて う つしとねあか くあてちとおせかせけこ つ うけくあすけ. 〉か そきけおあしけ, ねてそ 
たちそいしかすふ うそくせけさせとて け と うあつ, たちそつけす くあ ほてそ けくうけせけてへ.

』かえそおせみ せあの たちそなかつつそち, う たちそのしそす — たそつそし 』ぃ╅ う ╆ちあくけしけけ, 〈かし 
]かうけてぬさけ, たそくうそせけし う あすかちけさあせつさそか たそつそしへつてうそ う 〈そつさうか け たそしとねけし くあうかちか-
せけみ, ねてそ うつさそちか うふ そいあ たそしとねけてか うけくふ. 》ちそつへいあ せか そてすかせみてへ うあの うけくけて さ せあす, 
すふ うあつ そねかせへ きおかす…

〈けてねかし 《ちかせつてあこせ***

* * *

1 つかせてみいちみ 2005 え.
】うあきあかすふか えそつたそおあ ╆あきあせそうふ!
¨すかま ねかつてへ つそそいはけてへ うあす, ねてそ 22 つかせてみいちみ み うすかつてか つそ つうそかこ つかすへかこ 

うそくうちあはあまつへ せあ 『そおけせと. ╇ちかすみ しかてけて, け ほてけ たみてへ しかて たちそのしけ おしみ すかせみ 
さあさ そおせそ すえせそうかせけか. ╉しみ すかせみ いふしそ いそしへのけす つねあつてへかす, ねてそ う さあねかつてうか 
くあうかおとまはかえそ けせなそちすあぬけそせせふす そておかしそす 》そつそしへつてうあ ったそせけけ み すそえ くあせけ-
すあてへつみ てあさそこ けせてかちかつせそこ ちあいそてそこ, さあさ とえしといしかせけか うくあけすそたそせけすあせけみ すかきおと 

* ╆ちあこせ 【ほこしそち, たちそちかさてそち 』けちあさとくつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (』けちあさとくふ, 〉へま-‶そちさ, 』ぃ╅).
** ╅しかさつかこ 〈とちあうへかう, たちそなかつつそち 【かにせそしそえけねかつさそえそ とせけうかちつけてかてあ [むちてけせ (》かちて, ╅うつてちあしけみ).
*** 〈けてねかし 《ちかせつてあこせ, おけちかさてそち をかせてちあ かうちそたかこつさけに けつつしかおそうあせけこ 』けちあさとくつさそえそ とせけうかちつけ-
てかてあ (』けちあさとくふ, 〉へま-‶そちさ, 』ぃ╅).
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しまおへすけ け ちあくうけてけか そてせそのかせけこ すかきおと つてちあせあすけ ねかちかく さとしへてとちと, そいちあくそうあ-
せけか け けせなそちすあぬけそせせとま おかみてかしへせそつてへ, て.か. てか そいしあつてけ, さそてそちふか せあたちみすとま 
つうみくあせふ つ ほすそぬけそせあしへせそこ け けせてかししかさてとあしへせそこ つてそちそせあすけ きけくせけ ねかしそうかさあ. 
っ うつかえおあ いとおと たそすせけてへ そ たそおおかちきさか け つそおかこつてうけけ, さそてそちふか うふ しまいかくせそ そさあ-
くふうあしけ すせか う てみきかしふに け つしそきせふに つけてとあぬけみに.

》みてへ しかて — おしけせせふこ け う てそ きか うちかすみ さそちそてさけこ つちそさ. っ せか とつたかし つおかしあてへ 
かはか そねかせへ すせそえそえそ. ╇ つかちかおけせか つかせてみいちみ いとおかて せあくせあねかせ すそこ たちかかすせけさ, 
さそてそちふこ おそしきかせ たちけいふてへ う 〈そつさうと う そさてみいちか. っ とうかちかせ, ねてそ せあ ほてと おそしき-
せそつてへ いとおかて たそおそいちあせ ねかしそうかさ, たちかうそつにそおみはけこ すかせみ さあさ たそ つたそつそいせそつてみす, 
てあさ け たそ つうそけす しけねせふす さあねかつてうあす. 》ちそのと うあつ そさあくふうあてへ かすと かはか いそしへのとま, 
ねかす すせか, たそおおかちきさと け つそおかこつてうけか.

ゅてそ いふしあ すそみ ねかてうかちてあみ たそ つねかてと おそしえそつちそねせあみ さそすあせおけちそうさあ う 〈そつさうか. 
[あさ け う たちかおふおとはけか ちあくふ, と すかせみ いふしあ そねかせへ けせてかちかつせあみ け せあつふはかせせあみ 
きけくせへ — さあさ う ちあすさあに ちあいそてふ, てあさ け う しけねせそす そいはかせけけ. っ うつてちかてけし すせそえけに 
つてあちふに おちとくかこ け たそくせあさそすけしつみ つ せそうふすけ たあちてせかちあすけ. ゅてけ つうみくけ け おちときいあ 
みうしみまてつみ おしみ すかせみ おちあえそぬかせせふす おそつてそみせけかす, さ さそてそちそすと み いとおと いかちかきせそ 
そてせそつけてへつみ け う おあしへせかこのかす. ぁてそ さあつあかてつみ そぬかせさけ すそかこ たみてけしかてせかこ ちあいそてふ 
う 〈そつさうか, てそ み たちかおそつてあうしみま かか うあす — うかおへ う 『そつつけけ えそうそちみて, ねてそ ねかしそうかさあ 
«うつてちかねあまて たそ そおかきさか, あ たちそうそきあまて たそ とすと».

╈しといそさそ いしあえそおあちま うあつ くあ つそおかこつてうけか け たそおおかちきさと, さそてそちふか うふ そさあくふ-
うあしけ すせか うつか ほてそ うちかすみ, け せあおかまつへ さそえおあ-せけいとおへ け えおか-せけいとおへ かはか うつてちか-
てけてへつみ つ うあすけ.

╇ くあさしまねかせけか たそくうそしへてか たそきかしあてへ うあす つねあつてへみ け とつたかにそう う うあのかこ おあしへ-
せかこのかこ おかみてかしへせそつてけ.

¨ねけちそ [あうあいあてあ*

* * *

2 つかせてみいちみ 2005 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〉あさそせかぬ, たそつしか おそしえそこ たかちかたあしさけ すせか とおあしそつへ といかおけてへ ╈そつおかたあちてあすかせて 

うふおあてへ うあす あすかちけさあせつさけか うけくふ. ゅてそ たそくそち, ねてそ うあす たちけのしそつへ てあさ おそしえそ 
きおあてへ (4 すかつみぬあ!) ちあくちかのかせけみ せあ うふおあねと うけく. っ, たそつそし 』ぃ╅ う そてつてあうさか, けくうけ-
せみまつへ くあ せあのけに いかくすそくえしふに いまちそさちあてそう…

[かせせかて っしそうけてぬ**

* * *

5 つかせてみいちみ 2005 え.
╉そちそえそこ ╊うえかせけこ,
》ちけすけ せあのけ えしといそねあこのけか つそいそしかくせそうあせけみ う つうみくけ つ とてちあてそこ 〉あてあのけ-

せそこ すあすふ. 〈ふ うつか, さそせかねせそ, たそせけすあかす, ねてそ うふ せか すそえしけ せか そてすかせけてへ たそかくおさと 

* ¨ねけちそ [あうあいあてあ, つそうかてせけさ, くあうかおとまはけこ けせなそちすあぬけそせせふす そておかしそす 》そつそしへつてうあ ったそせけけ 
う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** [かせせかて っしそうけてぬ, おけちかさてそち ╉あちてすとてつさそえそ さそししかおきあ (｠あせそうかち, 〉へま-｠ほすたのけち, 』ぃ╅).
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》けつへすあ, あおちかつそうあせせふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, け たちけきけくせかせせふか つてあてへけ そ せかこ

う 』ぃ╅. 〈そきかて いふてへ, う いとおとはかす すふ つたしあせけちとかす てあさとま たそかくおさと, せそ つかこねあつ 
うあす, かつてかつてうかせせそ, せか おそ ほてけに にしそたそて…

╉ほうけお 『けうかちあ*

* * *

5 つかせてみいちみ 2005 え.
】うあきあかすふか えそつたそおけせ け えそつたそきあ ╆あきあせそうふ,
〈ふ うつか う ╉あちてすとてつさそす さそししかおきか そねかせへ そたかねあしかせふ けくうかつてけかす そ てちあえかおけけ 

う うあのかこ つかすへか — さそせねけせか すあすふ えそつたそきけ ╆あきあせそうそこ. っ け うつか すそけ さそししかえけ 
のしかす うあす つうそけ けつさちかせせけか つそいそしかくせそうあせけみ. 〈ふつしかせせそ すふ つ うあすけ…

[かせせかて っしそうけてぬ**

* * *

16 せそみいちみ 2005 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ,
』 いそしへのそこ てかたしそてそこ うつたそすけせあま せあのと うつてちかねと うそ うちかすみ すそかえそ うけくけてあ 

う 〈そつさうと.
╇ふつそさそ ぬかせま け とうあきあま うあつ そいそけに さあさ すとおちふに せあつてあうせけさそう, うけおせふに 

おけたしそすあてそう け いしかつてみはけに とねかせふに. 】うかちかせ, ねてそ うあの すせそえそしかてせけこ そたふて け くせあ-
せけみ たそつしときあて おあしへせかこのかすと うそつたけてあせけま せあとねせふに さあおちそう さあさ 『そつつけけ, てあさ 
け [ふちえふくつてあせあ.

》ちけえしあのあま うあつ たそつかてけてへ つ うけくけてそす [ふちえふくつてあせ う しまいそか とおそいせそか うちかすみ…

╅しけさいかさ ╉きかさのかせさとしそう***

2006 えそお

29 すあちてあ 2006 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
《えちそすせそか つたあつけいそ くあ たそすそはへ すせか う たそおえそてそうさか おけつつかちてあぬけけ. ╇あのけ 

くせあせけみ, たちそくそちしけうそつてへ, てかたしそてあ たそくうそしけしけ すせか たしそおそてうそちせそ ちあいそてあてへ 
け おそいけてへつみ とつたかにあ…

╊ ╆あこねとあせへ****

* ╉ほうけお 『けうかちあ, くあうかおとまはけこ さあなかおちそこ えそつとおあちつてうかせせそえそ とたちあうしかせけみ ｠あすけしへてそせ-さそししかおきあ 
([しけせてそせ, 〉へま-‶そちさ, 』ぃ╅).
** [かせせかて っしそうけてぬ, おけちかさてそち ╉あちてすとてつさそえそ さそししかおきあ (｠あせそうかち, 〉へま-｠ほすたのけち, 』ぃ╅).
*** ╅しけさいかさ ╉きかさのかせさとしそう, すけせけつてち けせそつてちあせせふに おかし [ふちえふくつさそこ 『かつたといしけさけ (╆けのさかさ, [けちえけくけみ).
**** ╊ ╆あこねとあせへ, あつたけちあせてさあ ¨せつてけてとてあ つそうちかすかせせそこ けつてそちけけ ╅《〉 [〉『 (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
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* * *

31 あうえとつてあ 2006 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ!
》ちそのかし ときか たそねてけ えそお, さあさ すふ うつてちかねあしけつへ せあ さそせなかちかせぬけけ う 〈そつさうか. 

っ けくうけせみまつへ くあ おそしえそか すそしねあせけか, け にそねと つかこねあつ かはか ちあく たそいしあえそおあちけてへ くあ 
そさあくあせせそか すせか えそつてかたちけけすつてうそ, たそしかくせふか け けせてかちかつせふか せあとねせふか おけつさとつつけけ.

╉そしきかせ つさあくあてへ, ねてそ たそつしか おそしえけに しかて うふせときおかせせふに つさけてあせけこ み つすそえ 
うかちせとてへつみ う ったそせけま, えおか すかせみ おそ ほてそえそ そいうけせみしけ う たちかおあてかしへつてうか せあぬけ-
そせあしへせふに けせてかちかつそう. «》ちかおあてかしへつてうそ» くあさしまねあしそつへ う てそす, ねてそ み, いとおとねけ 
うふつそさそたそつてあうしかせせふす ねけせそうせけさそす 〈¨╉ ったそせけけ, たちけくふうあし さ としとねのかせけま 
そてせそのかせけこ つ 『そつつけかこ.

っ うふつてとたあし う つとおか, け すせか とおあしそつへ そてつてそみてへ つうそま ねかつてへ け おそいけてへつみ いかくそたあつ-
せそつてけ う みたそせつさそす そいはかつてうか…

╊はか ちあく いしあえそおあちま くあ ちとさと おちときいふ, さそてそちとま うふ たちそてみせとしけ すせか う 〈そつさうか, 
け せあおかまつへ せあ たちそおうけきかせけか うたかちかお ちそつつけこつさそ-みたそせつさけに そてせそのかせけこ, せかつすそ-
てちみ せあ うつか たちかたみてつてうけみ…

[あくとにけちそ 【そえそ*

* * *

16 そさてみいちみ 2006 え.
】うあきあかすあみ たちそなかつつそち ╆あきあせそうあ!
『あくちかのけてか たちけえしあつけてへ ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか う けつつしかおそうあせけけ, たそつうみはかせ-

せそす とちかえとしけちそうあせけま みおかちせそこ たちそいしかすふ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか.
〈ふ くせあかす ╇あつ さあさ うかおとはかえそ ちそつつけこつさそえそ つたかぬけあしけつてあ たそ [そちかか け さあさ 

ねかしそうかさあ, けえちあまはかえそ くあすかてせとま ちそしへ う ちあつのけちかせけけ そいすかせそう け つそてちとおせけねか-
つてうあ すかきおと せあのけすけ おうとすみ えそつとおあちつてうあすけ…

[うそせ ¨せ ｠むさ**

* * *

17 そさてみいちみ 2006 え. 

】うあきあかすふか ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
》そくうそしへてか たそいしあえそおあちけてへ うあつ くあ てそ, ねてそ, せかつすそてちみ せあ くあせみてそつてへ, うふ たちけ-

せみしけ とねあつてけか う すかきおとせあちそおせそこ さそせなかちかせぬけけ «『そつつけみ—¨くちあけしへ: 15 しかて 
うそつつてあせそうしかせけみ おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ», さそてそちあみ いふしあ そちえあせけくそうあせあ 
『とつつさけす そいはかつてうそす おちとくかこ ╊うちかこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う ¨かちとつあしけすか け ¨せつてけ-
てとてそす うそつてそさそうかおかせけみ 『╅〉 け たちそのしあ 12—13 そさてみいちみ 2006 え. う つてかせあに ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『‒.

╇ さそせなかちかせぬけけ たちけせみしけ とねあつてけか いそしかか 100 ねかしそうかさ, う てそす ねけつしか たそしけ-
てけねかつさけか おかみてかしけ, おけたしそすあてふ, うかおとはけか ほさつたかちてふ けく 『そつつけけ け ¨くちあけしみ. 
』ちかおけ とねあつてせけさそう いふしけ おけたしそすあてふ, さそてそちふか つてそみしけ と けつてそさそう うそくそいせそう-

* [あくとにけちそ 【そえそ, うけおせふこ みたそせつさけこ おけたしそすあて け とねかせふこ (【そさけそ, ったそせけみ).
** [うそせ ¨せ ｠むさ, たちかくけおかせて ‒そせおあ «[そちかみ» (』かとし, ょきせあみ [そちかみ).
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》けつへすあ, あおちかつそうあせせふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, け たちけきけくせかせせふか つてあてへけ そ せかこ

しかせけみ おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ おうとに つてちあせ — たちかおつてあうけてかしけ たかちうふに 
たそつそしへつてう う 『そつつけけ け ¨くちあけしか, たちそなかつつそちあ ╊うちかこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ け ちそつ-
つけこつさけに うとくそう.

〈ふ せあおかかすつみ, ねてそ たしそおそてうそちせそか つそてちとおせけねかつてうそ うあつ け 『とつつさそえそ そいはかつてうあ 
おちとくかこ ╊うちかこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う ¨かちとつあしけすか たちそおそしきけてつみ.

》ちけえしあのあかす うあつ さ とねあつてけま う たちそかさてあに 《いはかつてうあ.

╇.╅. 』けすそせそうあ*

* * *

22 せそみいちみ 2006 え.

】うあきあかすふか おそさてそち ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け おそさてそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ!
╇ふちあきあま うあす えしといそさとま たちけくせあてかしへせそつてへ くあ そえちそすせとま たそすそはへ たちけ たそお-

えそてそうさか すせそま さあせおけおあてつさそこ おけつつかちてあぬけけ. ╇あのけ つそうかてふ いふしけ せかそぬかせけすそ 
たそしかくせふすけ…

╅いおとしへ ╇あにあい 〈. ╅しへ-『あとにあせけ**

* * *

18 おかさあいちみ 2006 え. 
】うあきあかすあみ たちそなかつつそち ╆あきあせそうあ,
〈ふ せかおあうせそ とねちかおけしけ なあさとしへてかて すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ たそつて-

おそさてそちつさそえそ とちそうせみ け にそてけす たちかうちあてけてへ かえそ う うかおとはけこ けつつしかおそうあてかしへつさけこ 
け とねかいせふこ ぬかせてち つ のけちそさけすけ すかきおとせあちそおせふすけ つうみくみすけ.

╇ ほてそこ つうみくけ にそてけす たちけえしあつけてへ ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか う せあのかこ とねかいせそ-
けつつしかおそうあてかしへつさそこ たちそえちあすすか, たそつうみはかせせそこ たちそいしかすあす ╅くけあてつさそ-【けにそそさか-
あせつさそえそ ちかえけそせあ. ╇あの うさしあお つたかぬけあしけつてあ たそ ╇そつてそさと つ すけちそうふす けすかせかす いふし 
いふ うあきかせ おしみ ちかあしけくあぬけけ ほてそこ たちそえちあすすふ…

‒けしけた 〈あささそせそにほこ***

2007 えそお

4 みせうあちみ 2007 え.
╉そちそえあみ 〉あてあのあ!
》そくおちあうしみま てかいみ つ くあすかねあてかしへせそこ おあてそこ. ╉あちま なそてそえちあなけま, さそてそちそこ 

39 しかて, け うそつにけはあまつへ, ねてそ うせかのせか せけさあさけに けくすかせかせけこ. ╊つしけ いふ せか すあしかせへ-
さあみ ╅せみ, てそ すそきせそ いふしそ いふ たそおとすあてへ, ねてそ なそてそ つおかしあせそ ほてけす しかてそす. 【あさあみ 
きか すそしそおそつてへ, けくみはかつてうそ け ほてそ たちけ てそす, ねてそ う ほてそて たかちけそお くあはけはかせあ おけつ-

* ╇.╅. 』けすそせそうあ, おけちかさてそち 『とつつさそえそ そいはかつてうあ おちとくかこ ╊うちかこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う ¨かちとつあしけすか 
(〈そつさうあ, 『そつつけみ). 
** ╅いおとしへ ╇あにあい 〈. ╅しへ-『あとにあせけ, たそつそし ‶かすかせつさそこ 『かつたといしけさけ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
*** ‒けしけた 〈あささそせそにほこ, おかさあせ なあさとしへてかてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 》かせつけしへうあせつさそえそ とせけ-
うかちつけてかてあ ([あちしけかし, 》かせつけしへうあせけみ, 』ぃ╅). 
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つかちてあぬけみ, せあたけつあせふ させけえけ, つおかしあせふ ちかすそせてふ, そいとつてちそかせふ つ そえちそすせふす うさと-
つそす さうあちてけちふ. 〉そ ほてそ うつか すかしそねけ たそ つちあうせかせけま つ うそくうかおかせけかす «さけてあこつさそこ 
つてかせふ» うそさちとえ ╋かせけ け かえそ «うふせみせねけうあせけみ».

【かいか せか さあきかてつみ, ねてそ さそのかねさあ せあ そてさちふてさか たそにそきあ せあ てかいみ? 【そ きか けくみはか-
つてうそ.

〉かて つしそう け すかちふ いしあえそおあちせそつてけ くあ てそ, ねてそ うかちせとしあ すかせみ せあ ほてそて つうかて!

╇けさてそちけみ*

* * *

5 なかうちあしみ 2007 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
《て けすかせけ せあのかえそ ¨せつてけてとてあ ちあくちかのけてか たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ とねあつてけか 

う そたちそつか せあ てかすと «《いかつたかねかせけか いかくそたあつせそつてけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか: 
せふせかのせみみ つけてとあぬけみ け たかちつたかさてけうふ». ╇ふつふしあかす ╇あす そてねかて そい ほてそす そたちそつか.

《おせそうちかすかせせそ そいちあはあかすつみ さ ╇あす つ たちそつへいそこ たちけせみてへ とねあつてけか う せそうそす 
そたちそつか せあ てと きか てかすと…

]け ｠あせ ｠け**

* * *

22 なかうちあしみ 2007 え.
】うあきあかすふこ おそさてそち ╆あきあせそう!
╇ 〈そつさうと たちけいふうあかて うふつそさそたそつてあうしかせせあみ おかしかえあぬけみ うそ えしあうか つ くあすかつてけ-

てかしかす くあうかおとまはかえそ [あせぬかしみちけかこ たそ けせそつてちあせせふす おかしあす を[ [そすたあちてけけ 
[けてあみ をま ょあせへたけせ.

╉かしかえあぬけみ たちそつけて そ うつてちかねか つ ╇あすけ け ╇あのかこ つとたちとえそこ, おそさてそちそす 〉あてあ-
しへかこ ╆あきあせそうそこ, おしみ そいつときおかせけみ あさてとあしへせふに たちそいしかす すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ…

]け ]け***

* * *

3 けましみ 2007 え.
╉そちそえそこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね,
っ たしあせけちとま たちそうかつてけ つかすけせあち たそ ちそつつけこつさそこ たそしけてけさか う ╅くけけ. ｠そてかし 

いふ たちけえしあつけてへ う さあねかつてうか おそさしあおねけさそう ╇あつ け 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと.

╅さけにけちそ ¨うあつけてあ****

* ╇けさてそちけみ 》かてちそうせあ 』かうあつてへみせそうあ, つかつてちあ ╊.》. ╆あきあせそうあ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** ]け ｠あせ ｠け, おけちかさてそち ゅさそせそすけねかつさそえそ けつつしかおそうあてかしへつさそえそ けせつてけてとてあ さそちたそちあぬけけ «』あすつとせえ» 
(』かとし, ょきせあみ [そちかみ).
*** ]け ]け, つそてちとおせけぬあ 》そつそしへつてうあ [〉『 う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
**** ╅さけにけちそ ¨うあつけてあ, おけちかさてそち をかせてちあ ちそつつけこつさけに け うそつてそねせそかうちそたかこつさけに けつつしかおそうあせけこ 
(』あたたそちそ, ｠そささあこおそ, ったそせけみ).
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* * *

17 そさてみいちみ 2007 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
っ たちけつてとたあま さ ちかあしけくあぬけけ さちとたせそすあつのてあいせそえそ たちそかさてあ たそ しけせけけ 

‒そせおあ 〈あさあちてとちあ, ぬかしへ さそてそちそえそ — とえしといしかせせそか けくとねかせけか みおかちせそこ たそしけ-
てけさけ 』かうかちせそこ [そちかけ.

╅すかちけさあせつさけか そなけぬけあしへせふか しけぬあ, たちけせけすあまはけか ちかのかせけみ うそ うせかのせか-
たそしけてけねかつさそこ つなかちか, けすかまて しけのへ つすとてせそか たちかおつてあうしかせけか そ たそしけてけねかつさそこ 
つけつてかすか け すかにあせけくすあに うしあつてけ う [〉╉『. ╇ けてそえか ╇あのけせえてそせ せか う つそつてそみせけけ 
あおかさうあてせそ ちかあえけちそうあてへ せあ ちあくうけてけか つそいふてけこ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか. 
〉あの たちそかさて たちけくうあせ たそすそねへ くあさちふてへ «いかしふか たみてせあ» う あすかちけさあせつさけに たちかお-
つてあうしかせけみに そ 』かうかちせそこ [そちかか.

『そつつけこつさけか つたかぬけあしけつてふ, う けに ねけつしか たちかきおか うつかえそ うふ おうそか, そいしあおあまて 
そいのけちせふすけ くせあせけみすけ う おあせせそこ つなかちか. ╇ふ しとねのか せあつ くせあかてか け たそせけすあかてか, 
さあさ なとせさぬけそせけちとかて つかうかちそさそちかこつさあみ けおかそしそえけねかつさあみ, たそしけてけねかつさあみ, うそかせ-
せあみ け ほさそせそすけねかつさあみ つけつてかすふ.

╇ ほてそこ つうみくけ み たちけえしあのあま うあつ そいそけに つてあてへ とねあつてせけさあすけ せあのかえそ たちそかさてあ, 
さそてそちふこ う ちあうせそこ つてかたかせけ すそきかて いふてへ たそしかくかせ 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ…

╉きそせあてあせ 》そししあさ*

2008 えそお

11 あたちかしみ 2008 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》かさけせつさけこ とせけうかちつけてかて うすかつてか つ なあさとしへてかてそす たそしけてけさけ けす. ]け [とあせ ょ 

〉あぬけそせあしへせそえそ とせけうかちつけてかてあ 』けせえあたとちあ たちけえしあのあまて ╇あつ せあ «3-ま さそせなか-
ちかせぬけま えしそいあしへせそこ つけつてかすふ たといしけねせそこ たそしけてけさけ».

╇ さそせなかちかせぬけけ たちけすとて とねあつてけか うかおとはけか とねかせふか けく すせそえけに つてちあせ すけちあ, 
け すふ せあおかかすつみ せあ ╇あのか とねあつてけか, さそてそちそか つおかしあかて おけつさとつつけけ かはか いそしかか さうあ-
しけなけぬけちそうあせせふすけ け たそしかくせふすけ…

‒と をくませへ**

* * *

2 けましみ 2008 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
╇ つそそてうかてつてうけけ つ けせつてちとさぬけみすけ けく 》かさけせあ み くあさあせねけうあま つうそま さそすあせ-

おけちそうさと け とかくきあま せあ 『そおけせと 15 けましみ つ.え. 』 とねかてそす つきあてそえそ うちかすかせけ すせか 
せか とおあつてつみ つ うあすけ うつてちかてけてへつみ け たちそつてけてへつみ たかちかお そてひかくおそす. 〉あつてそみはけす 
たけつへすそす にそてかし いふ うふちあくけてへ うあす つかちおかねせとま いしあえそおあちせそつてへ くあ うあのと たそお-

* ╉きそせあてあせ 》そししあさ, たちそなかつつそち たそ たちそいしかすあす ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ ╇そかせせそ-すそち-
つさそえそ さそししかおきあ う え. 〉へまたそちて (〉へまたそちて, 『そお-╅こしかせお, 』ぃ╅).
** ‒と をくませへ, おかさあせ なあさとしへてかてあ とたちあうしかせけみ 》かさけせつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (》かさけせ, [〉『).
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おかちきさと け たそすそはへ, そさあくあせせとま すせか うそ うちかすみ すそかこ ちあいそてふ う 〈そつさうか, ねてそ いふしそ 
ねちかくうふねあこせそ うあきせそ おしみ けつたそしせかせけみ すせそこ つうそかこ すけつつけけ け くあたそすせけてつみ すせか 
せあうつかえおあ.

》そ うそくうちあはかせけけ おそすそこ み たそ-たちかきせかすと いとおと ちあいそてあてへ う 〈¨╉ [けてあみ. ╋おと 
せそうふに うつてちかね つ うあすけ う 》かさけせか…

]ま ょこねほせ*

* * *

24 けませみ 2008 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
╆しあえそおあちま ╇あつ くあ くあいそてしけうそか ちとさそうそおつてうそ すそかこ さあせおけおあてつさそこ おけつつかちてあ-

ぬけかこ. ╇ふ すせか そねかせへ け そねかせへ たそすそえあかてか.
[ つそきあしかせけま, み おそしきせあ うかちせとてへつみ う ったそせけま おそ さそせぬあ つかせてみいちみ たそ 

たちあうけしあす, つうみくあせせふす つそ つてけたかせおけかこ. っ ときか くあのしあ う あつたけちあせてとちと け たそおあしあ 
くあみうしかせけか そい あさあおかすけねかつさそす そてたとつさか つ 20 つかせてみいちみ おそ 19 つかせてみいちみ 2009 え. 
》そさあ かはか すせか せかけくうかつてせそ そ てそす, つすそえと しけ み たそしとねあてへ つてけたかせおけま う いとおとはかす 
えそおと. ¨ かつしけ うつか たそしとねけてつみ, てそ み つすそえと うかちせとてへつみ け たちそおそしきけてへ そいとねかせけか 
う ╅さあおかすけけ.

《ねかせへ にそねと うかちせとてへつみ さ ╇あす, すそかすと おそちそえそすと とねけてかしま.

〈けにそさそ [あてそ**

* * *

14 そさてみいちみ 2008 え.

》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ つうけおかてかしへつてうとかて 
つうそか とうあきかせけか け けすかかて ねかつてへ つそそいはけてへ, ねてそ おかしかえあぬけみ けく ¨せつてけてとてあ すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ け せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ (IFANS), うそくえしあうしみ-
かすあみ え-す ]け 』とせ ぁそせ, おけちかさてそちそす ¨せつてけてとてあ, いとおかて せあにそおけてへつみ う 〈そつさうか 
10 け 11 せそみいちみ 2008 え.

╇ つうみくけ つ ほてけす さそちかこつさあみ つてそちそせあ しまいかくせそ たちそつけて そさあくあてへ つそおかこつてうけか 
う そちえあせけくあぬけけ うつてちかねけ つ たちそちかさてそちそす ╉けたあさあおかすけけ ╊.》. ╆あきあせそうふす け かえそ 
つとたちとえそこ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ う うふのかとさあくあせせふか つちそさけ.

》ちかおつてあうけてかしけ IFANS にそてかしけ いふ そいつとおけてへ うそたちそつふ, さあつあてかしへせそ おあしへ-
せかこのかえそ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと けせつてけてとてあすけ, おうとにつてそちそせせけに そてせそのかせけこ 
う つうかてか せかおあうせかえそ うけくけてあ 》ちかくけおかせてあ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 〈そつさうと.

》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけけ
(〈そつさうあ, 『そつつけみ)

* ]ま ょこねほせ, たそしせそすそねせふこ すけせけつてち 》そつそしへつてうあ [けてあみ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** 〈けにそさそ [あてそ, みたそせつさあみ あつたけちあせてさあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
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2009 えそお

29 みせうあちみ 2009 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
』たかのと うふちあくけてへ つうそま いしあえそおあちせそつてへ くあ いかつかおふ つ ╇あすけ う 〈そつさうか, さそてそちふか 

たそすそえしけ すせか たそせみてへ つとてへ, ぬかしけ け えしあうせふか せあたちあうしかせけみ ちそつつけこつさそこ たそしけ-
てけさけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか…

【. ょあつあ*

* * *

10 けましみ 2009 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
》ちけうかて うあす そて おちとくかこ う ╅すかちけさか! 》けのと, たそてそすと ねてそ かつてへ おしみ うあつ たちかお-

しそきかせけか. 〈そみ きかせあ ぃほちそせ せあたけつあしあ ちかぬかせくけま せあ とねかいせけさ, けくおあせせふこ 
う ╅せえしけけ, け かこ たちかおしあえあまて おうあ うあちけあせてあ さそすたかせつあぬけけ: けしけ 275 おそししあちそう 
せあしけねせふすけ, けしけ たあちてけま けくおあせせそこ させけえけ せあ つとすすと 550 おそししあちそう. ╊つしけ うあす 
せときかせ ほてそて とねかいせけさ う てあさそす さそしけねかつてうか, すふ すそえしけ いふ せあたちあうけてへ うあす とたそすみ-
せとてとま たあちてけま, あ うふ う そいすかせ つおかしあしけ いふ おしみ せあつ つ ぃほちそせ たかちかうそおふ てかさつてそう 
つ あせえしけこつさそえそ せあ ちとつつさけこ せあ つとすすと 275 おそししあちそう けしけ きか そさあくあしけ う いとおとはかす 
たそすそはへ う けつつしかおそうあせけみに せあ てあさとま きか つとすすと…

╉ほうけお 『けうかちあ**

* * *

1 そさてみいちみ 2009 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
っ そねかせへ たそしへはかせ てかす, ねてそ ╇ふ, うかおとはけこ ちそつつけこつさけこ つたかぬけあしけつて たそ うそつ-

てそねせそあくけあてつさそこ たちそいしかすあてけさか, とおかしけしけ すせか つてそしへさそ うせけすあせけみ うそ うちかすみ 
すそかえそ せかおあうせかえそ たそつかはかせけみ 〈そつさうふ. ╇あのけ ちあくひみつせかせけみ, いかくとつしそうせそ, たそすそ-
えとて すせか いそしかか あおかさうあてせそ たそせけすあてへ たそしけてけさと 『そつつけけ せあ うそつてそねせそす せあたちあう-
しかせけけ…

｠むおそ***

* * *

8 そさてみいちみ 2009 え.

》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ つうけおかてかしへつてうとかて 
つうそか とうあきかせけか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈けせけつてかちつてうあ けせそつてちあせせふに おかし 
『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ け けすかかて ねかつてへ つそそいはけてへ, ねてそ おかしかえあぬけみ つしとのあてかしかこ 

* 【. ょあつあ, つそてちとおせけさ 〉あぬけそせあしへせそえそ けせつてけてとてあ そいそちそせせふに けつつしかおそうあせけこ ったそせけけ (【そさけそ, 
ったそせけみ).
** ╉ほうけお 『けうかちあ, くあうかおとまはけこ さあなかおちそこ えそつとおあちつてうかせせそえそ とたちあうしかせけみ ╈あすけしへてそせ-さそししかおきあ 
(╈あすけしへてそせ, 〉へま-｠ほすたのけち, 』ぃ╅).
*** ｠むおそ, くあうかおとまはけこ そておかしそす 『そつつけけ 〉あぬけそせあしへせそえそ けせつてけてとてあ そいそちそせせふに けつつしかおそうあせけこ 
ったそせけけ (【そさけそ, ったそせけみ). 
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╅さあおかすけけ せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ 『かつたといしけさけ [そちかみ たしあせけちとかて たそつか-
てけてへ 〈そつさうと つ 14 たそ 17 そさてみいちみ つ.え.

╇ つうみくけ つ ほてけす 》そつそしへつてうそ しまいかくせそ たちそつけて そさあくあてへ つそおかこつてうけか う そちえあせけ-
くあぬけけ 15 そさてみいちみ つ 10:30 おそ 11:30 しかさぬけけ たちそちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあ-
おかすけけ たそ せあとさか け すかきおとせあちそおせふす つうみくみす え-せあ ╆あきあせそうあ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ 
け かえそ つとたちとえけ, おそさてそちあ ╆あきあせそうそこ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, たそ てかすあす: «』けてと-
あぬけみ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ» け «╉けたしそすあてけねかつさけか そてせそのかせけみ すかきおと 
『かつたといしけさそこ [そちかみ け 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけかこ».

』たけつそさ おかしかえあぬけけ たちけしあえあかてつみ.
》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ くあちあせかか いしあえそ-

おあちけて くあ とおそうしかてうそちかせけか せあつてそみはかこ たちそつへいふ…

》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけけ
(〈そつさうあ, 『そつつけみ)

2010 えそお

12 すあみ 2010 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ!
╇ 1992 えそおと み たそしとねけし たちけえしあのかせけか うふつてとたけてへ う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおか-

すけけ 〈¨╉ 『そつつけけ. 』かこねあつ, 18 しかて つたとつてみ, み たちけせけすあま ほてそ たちけえしあのかせけか.
╇そ-たかちうふに, み にそねと うつてちかてけてへつみ つ ちそつつけこつさけすけ ほさつたかちてあすけ たそ ╅くけけ. ╇ すそかす 

ちあつたそちみきかせけけ けすかかてつみ せかさそてそちそか さそしけねかつてうそ おかせかえ あすかちけさあせつさそえそ たちあうけ-
てかしへつてうあ, さそてそちふか み にそねと たそてちあてけてへ せあ にそちそのけこ そいかお おしみ ちそつつけこつさけに ほさつたかち-
てそう, ねてそいふ そせけ すそえしけ とつけしけてへ つうそか うしけみせけか せあ あすかちけさあせつさけに とねかせふに, しそすあ-
まはけに えそしそうと せあお いとおとはかこ つてちあてかえけかこ う そてせそのかせけけ [けてあみ, ったそせけけ け ¨せおけけ.

╇そ-うてそちふに, と せあつ つ きかせそこ 』まくあせ てちかてへみ えそおそうはけせあ いちあさそつそねかてあせけみ. 
《せあ にそてかしあ いふ そてたちあくおせそうあてへ ほてと おあてと う 》あちけきか, せそ, つ すそかこ てそねさけ くちかせけみ, 
〈そつさうあ — いそしかか ちそすあせてけねせそか すかつてそ おしみ たちあくおせけさそう.

《ねかせへ にそねかてつみ つうけおかてへつみ つ 〉あてあのかこ. っ せあおかまつへ, ねてそ うあす たそせちあうけしつみ 
すあちの あすかちけさあせつさけに け たそしへつさけに うそかせせそつしときあはけに せあ [ちあつせそこ たしそはあおけ. [あさ 
けくすかせけしつみ すけち! ╅すかちけさあせそ-ちそつつけこつさけか そてせそのかせけみ せけさそえおあ せか いふしけ つてそしへ 
おちときかつさけすけ, さあさ つかこねあつ.

っ せときおあまつへ う たそすそはけ うあつ そいそけに, ねてそいふ たそせみてへ, たそくうそしみかて しけ すあちさつけつて-
つさそ-しかせけせつさそか たそおしけせせそ せあとねせそか すけちそうそくくちかせけか せそうとま たそたふてさと ちそつつけこ-
つさけに ほさつたかちてそう うてみせとてへ せかうけせせふに あすかちけさあせぬかう う あせてけさけてあこつさけこ あしへみせつ? 
╇ たちそのしそす 〈そつさうあ せか ちあく とえそうあちけうあしあ ╇あのけせえてそせ せあ つかこ つねかて.

╇ふ つ 〉あてあのかこ そたといしけさそうあしけ そえちそすせそか さそしけねかつてうそ させけえ け つてあてかこ. 〈そきかて 
いふてへ, そたといしけさとかす てかたかちへ つそうすかつてせとま つてあてへま そ てそす, さあさ 『そつつけみ け 』ぃ╅ 
おそしきせふ ちかあえけちそうあてへ せあ たそおひかす [けてあみ? [けてあこぬふ たちそねてとて てあさとま つてあてへま 
つ たちかうかしけさけす けせてかちかつそす. 》ちけ ほてそす そせけ, さそせかねせそ, いとおとて つねけてあてへ, ねてそ つてあてへま 
せあたけつあしあ そおせあ 〉あてあのあ, あ すふ しけのへ たそおたけつあしけつへ たそお つてあてへかこ.

〈あこさし 》けししついかちけ*

* 〈あこさし 》けししついかちけ, けくうかつてせふこ あすかちけさあせつさけこ うそかせせふこ あせあしけてけさ け さけてあけつて (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
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* * *

6 つかせてみいちみ 2010 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ,
』たあつけいそ くあ とねあつてけか うそ うねかちあのせかす そいかおか. っ たそしとねけし けつてけせせそか とおそうそしへ-

つてうけか そて いかつかおふ つ うあすけ せあ たそしけてけねかつさけか け おちとえけか てかすふ. ╆かつかおあ たそしとねけしあつへ 
け けせなそちすあてけうせあみ, け てかたしあみ…

¨あせ ｠けしし*

* * *

14 つかせてみいちみ 2010 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあしへみ,
っ うつか かはか きおと ちそつつけこつさとま うけくと. ゅてそ そいけおせそ, うかおへ み — おちとえ 『そつつけけ け ときか 

せあ たちそてみきかせけけ おかつみてけしかてけこ とねあつてうとま う とつけしけみに たそ たちそおうけきかせけま うたかちかお 
あすかちけさあせそ-ちそつつけこつさけに そてせそのかせけこ. 《いけおせそ け てそ, ねてそ すそけ たそたふてさけ つうみくあてへつみ 
つ ちそつつけこつさけすけ さそししかえあすけ たそ けくとねかせけま すかきおとせあちそおせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ 
う さそつすけねかつさそす たちそつてちあせつてうか そつてあまてつみ いかくとつたかのせふすけ. ╇ ったそせけけ, ょきせそこ 
[そちかか け おあきか [けてあか てあさきか うそたちそつふ とつたかのせそ ちかのあまてつみ. 〈せか せけさてそ せか そてうか-
ねあかて. 》そすそえけてか, たそきあしとこつてあ, うかおへ うふ すそけ つてあちふか おちとくへみ.

[しかこ 〈そしてぬ**

* * *

30 つかせてみいちみ 2010 え.
╉そちそえけか ╊うえかせけこ け 〉あてあのあ,
』たあつけいそ くあ うつか. ╆しあえそおあちみ うあす すそこ うけくけて う 『そつつけま たちそのかし とつたかのせそ. 

っ うつてちかてけしつみ つ さそししかえあすけ, たちそねけてあし つかちけま しかさぬけこ. ╆かく うあつ せけねかえそ せか たそしと-
ねけしそつへ いふ…

[しかこ 〈そしてぬ***

* * *

23 おかさあいちみ 2010 え.
╉そちそえけか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ!
╇ さあせとせ 〉そうそえそ えそおあ にそねと たそいしあえそおあちけてへ うあつ くあ せかけくすかせせとま たそおおかちきさと 

け おそいちそか そてせそのかせけか. 〈そこ つとたちとえ け み うつかえおあ ぬかせけしけ うあつ さあさ いしけくさけに おちとくかこ…
》とつてへ すけち け しまいそうへ つそたとてつてうとまて うあす う 〉そうそす えそおと…

]け ｠け ｠そ****

* ¨あせ ｠けしし, たそつそし 〉そうそこ ′かしあせおけけ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** [しかこ 〈そしてぬ, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ をかせてちあ たそ せかちあつたちそつてちあせかせけま みおかちせそえそ そちときけみ 〈そせてか-
ちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
*** 《せ きか.
**** ]け ｠け ｠そ, つとたちとえあ たそさそこせそえそ たちかくけおかせてあ 『かつたといしけさけ [そちかみ [けす ╉ほ ぁきとせあ (』かとし, ょきせあみ 
[そちかみ).
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* * *

31 おかさあいちみ 2010 え.
】うあきあかすふか ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあのあ!
… 』 とおそうそしへつてうけかす ねけてあま うあのけ つてあてへけ け けせてかちうへま う さけてあこつさそこ たかちけそ-

おけさか. ╇ふ — たそたとしみちせふか あうてそちふ う [〉『…
っせ をくまこにとあ*

2011 えそお

4 すあちてあ 2011 え.
╉そちそえけか ╋かせみ け 〉あてあのあ,
っ てあさ ちあお, ねてそ うふ たそしとねけしけ すそか たけつへすそ たそ ほしかさてちそせせそこ たそねてか. ╉あ くおちあう-

つてうとかて ¨せてかちせかて! っ うつか かはか ちあいそてあま う いけいしけそてかさか 】せけうかちつけてかてあ, ときか 35 しかて. 
〈せか しかせへ とにそおけてへ せあ たかせつけま, つしけのさそす すせそえそ いとすあえ せあおそ くあたそしせみてへ. っ ねあつてそ 
そ うあつ おうそけに おとすあま け すせそえそ ちあつつさあくふうあま そ せあのかこ おちときいか ╋あせかて, すそかこ えちあき-
おあせつさそこ きかせか せあ たちそてみきかせけけ たそつしかおせけに 20 しかて.

っ うつか おとすあし, さあさ きか せあこてけ うあつ, け うおちとえ つすそてちま うけおかそ つ てうそけす, ╊うえかせけこ, 
けせてかちうへま たそ さけてあこつさそこ てかすあてけさか てかしかさそすたあせけけ «『そつつけみ つかえそおせみ». 》そしとねけし 
とおそうそしへつてうけか, せあいしまおあみ くあ てかす, さあさ てふ さうあしけなけぬけちそうあせせそ さそすすかせてけちとかのへ 
つけてとあぬけま つ てそこ にけてちそこ としふいさそこ, さそてそちとま み てあさ にそちそのそ たそすせま…

〈かきおと たちそねけす, う 〈かきおとせあちそおせふこ きかせつさけこ おかせへ 8 〈あちてあ すせか けつたそし-
せけてつみ 70 しかて. ╇そて てあさ うそて. 〉そ み かはか うたそしせか くおそちそう, ╋あせかて てそきか. 〉あおかまつへ, ねてそ 
くおそちそうふ け うふ…

ゅしあせ 』けしへうかちすほせ**

* * *

3 すあみ 2011 え.
╉そちそえそこ おみおみ ╋かせみ!
っ そねかせへ ちあお, ねてそ てふ つてあし ちかさてそちそす ╉けたあさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ. 〉そ み てかいみ 

たちけくせあま せか てそしへさそ さあさ ちかさてそちあ, あ さあさ せそすかち そおけせ たそ せあのけす そてせそのかせけみす 
う 『そつつけけ, け てあさそか たちけくせあせけか ときか つとはかつてうとかて せかつさそしへさそ しかて. 〉あ すそこ うくえしみお, 
╇あのか たそうふのかせけか てそしへさそ う たそしへくと ちあくうけてけみ け とさちかたしかせけみ せあのけに おそいちそつそ-
つかおつさけに そてせそのかせけこ.

〈せか けせてかちかつせそ, さてそ おあし たちけさあく? [あさそこ そせ すそしそおかぬ! [あさ う [けてあか, てあさ 
け う 『そつつけけ たそつそし おそしきかせ ちとさそうそおけてへ たそつそしへつてうそす, あ せか ╉けたあさあおかすけかこ. 
〉あさそせかぬ-てそ けおかて ちかなそちすあ!

╇ せあねあしか せそみいちみ てかさとはかえそ えそおあ 》かさけせつさけこ とせけうかちつけてかて いとおかて たちそうそおけてへ 
うそつへすそこ «‒そちとす-》かさけせ». 〉あの そいはけこ おちとえ ╈とあせへ ╈とこにあこ にそねかて ちかさそすかせ-
おそうあてへ てかいみ け 〉あてあのと せあ ほてそて ‒そちとす. 〈ふ ちかのけしけ てあさ: うつか うあのけ ちあつにそおふ 

* っせ をくまこにとあ, さけてあこつさけこ とねかせふこ-たそしけてそしそえ け たちかおたちけせけすあてかしへ (》かさけせ, [〉『).
** ゅしあせ 』けしへうかちすほせ, そおせそさあのせけさ ╊.》. ╆あきあせそうあ たそ とねかいか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 』けせえあ-
たとちあ (1968—1970), つそてちとおせけさ いけいしけそてかさけ [あしけなそちせけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う ╆かちさしけ (╆かちさしけ, 
[あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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つ あうけあいけしかてそす そたしあねけうあかて そちえあせけくあてそち ‒そちとすあ; 〉あてあのけせふ ちあつにそおふ いかちかす 
╈とあせへ け み. 》ちそのと てかいみ つ 〉あてあのかこ たそおとすあてへ, ほてそ せあのか うてそちそか たちけえしあのかせけか. 
╊つしけ おかこつてうけてかしへせそ うあす ほてそ そねかせへ てみきかしそ け せか つすそきかてか, てそ み うつか たそせけすあま 
け せか う そいけおか.

〈せか そねかせへ にそねかてつみ, ねてそいふ おみおみ ╋かせみ け 〉あてあのあ かはか ちあく たそいふうあしけ 
う 》かさけせか, てそえおあ み けす たそさあきと うつか, ねてそ くせあま, け つさそしへさそ せそうふに させけえ そせけ せあたけ-
のとて そ せそうそす [けてあか!

╋おと そさそせねあてかしへせそ そてうかてあ, ╈とあせへ きおかて.
》ちけうかて うつかす!

]とあせへ をくけせにほ*

* * *

4 すあみ 2011 え.

】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
』 6 たそ 9 けませみ おかしかえあぬけみ ぃ╅〈¨ せあすかちかせあ たそつかてけてへ 〈そつさうと. ╇ にそおか 

たちかいふうあせけみ う 〈そつさうか すふ にそてかしけ いふ うつてちかてけてへつみ つ うあすけ け そいつとおけてへ つしかおとま-
はけか うそたちそつふ: けくすかせかせけか あちにけてかさてそせけさけ すけちそうそこ たそしけてけさけ け ほさそせそすけさけ 
け てかせおかせぬけみ けに ちあくうけてけみ; そてせそのかせけみ 『そつつけけ つ 』ぃ╅ け ╊うちそたそこ; そてせそのかせけみ 
『そつつけけ つそ つてちあせあすけ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ, うさしまねあみ [けてあこ.

╇ ぬかしみに さあねかつてうかせせそこ け そたかちあてけうせそこ たそおえそてそうさけ うけくけてあ たちそつけす うあつ たそお-
てうかちおけてへ えそてそうせそつてへ たちけせみてへ せあのと おかしかえあぬけま…

╇ しけぬか そおせそえそ けく つあすふに うかおとはけに おかつみてけ ぬかせてちそう «すそくえそう» う [けてあか け うそ 
うつかす すけちか ぃ╅〈¨ たそつてあうけしあ つかいか つしかおとまはけか くあおあねけ:

1) けくとねかせけか すけちそうそこ たそしけてけさけ, ほさそせそすけさけ, いかくそたあつせそつてけ け すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけこ すかきおと [〉『 け おちとえけすけ つてちあせあすけ すけちあ;

2) たちかおそつてあうしかせけか ぬかせてちあしへせそすと たちあうけてかしへつてうと [〉『 け たちあうけてかしへつてうと 
ぃあせにあみ さそせつとしへてあぬけこ う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせふに おかし け ほさそせそすけねか-
つさけに つけてとあぬけこ;

3) たそおおかちきあせけか てかつせふに そてせそのかせけこ け せあとねせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ つ そてか-
ねかつてうかせせふすけ け くあちといかきせふすけ けつつしかおそうあてかしへつさけすけ そちえあせけくあぬけ-
みすけ たそつちかおつてうそす つそうすかつてせそえそ たちそうかおかせけみ せあとねせふに さそせなかちかせぬけこ, 
つそうすかつてせふに けつつしかおそうあてかしへつさけに たちそかさてそう け うくあけすせそえそ そいすかせあ つてあきか-
ちあすけ;

4) つたそつそいつてうそうあせけか そいはかすと そくせあさそすしかせけま たちあうけてかしへつてうあ, 』〈¨ け せあつか-
しかせけみ つ そつせそうせふすけ すけちそうふすけ てかせおかせぬけみすけ け たちそいしかすあすけ えそちみねけに 
てそねかさ.

ぁほせ ╉とせつみそ**

* ]とあせへ をくけせにほ, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ つそうちかすかせせそこ けつてそちけけ ╅さあおかすけけ そいはかつてうかせ-
せふに せあとさ [〉『 (》かさけせ, [〉『).
** ぁほせ ╉とせつみそ, うけぬか-たちかくけおかせて ぃあせにあこつさそこ あさあおかすけけ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (ぃ╅〈¨).
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* * *

20 すあみ 2011 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけえしあのあま ╇あつ うふつてとたけてへ せあ 13-こ かきかえそおせそこ さそせなかちかせぬけけ さそせつそちぬけ-

とすあ «》あちてせかちつてうそ ちあおけ すけちあ», さそてそちふこ つそつてそけてつみ う ╈あちすけの-》あちてかせさけちにかせか 
22—24 けませみ 2011 えそおあ.

〈ふ つねけてあかす う うふつのかこ つてかたかせけ うあきせふす ╇あのか とねあつてけか う ほてそす すかちそたちけみ-
てけけ, せあ さそてそちそす ╇ふ つすそきかてか おそせかつてけ つうそか ぬかせせそか すせかせけか おそ うふつそさそたそつてあう-
しかせせふに ねけせそうせけさそう, うふおあまはけにつみ とねかせふに, うそかせせふに け おけたしそすあてそう, たちかお-
つてあうけてかしかこ せかたちあうけてかしへつてうかせせふに そちえあせけくあぬけこ けく たちあさてけねかつさけ うつかに つてちあせ 
╊うちそあくけあてつさそえそ ちかえけそせあ, さそてそちふか あさてけうせそ うそうしかねかせふ う ちかのかせけか うそたちそつそう 
そいそちそせふ け いかくそたあつせそつてけ. 【かすあ せふせかのせかこ さそせなかちかせぬけけ — «╉そつてけきかせけみ 
け たかちつたかさてけうふ つそてちとおせけねかつてうあ う ちあすさあに さそせつそちぬけとすあ»…

╉きそせ [ほこせ*

* * *

8 けませみ 2011 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╆しあえそおあちま ╇あつ くあ そねかせへ けせなそちすあてけうせとま け たちけみてせとま いかつかおと 30 すあみ つ.え. 

う にそおか すそかえそ うけくけてあ う 『そつつけま.
〉あおかまつへ, ねてそ せあのか せあとねせそか つそてちとおせけねかつてうそ たそしとねけて たちそおそしきかせけか 

う いしけきあこのかす いとおとはかす…
〈あさつけす ]かなかうち**

* * *

13 けませみ 2011 え.

】うあきあかすふか たちそなかつつそち ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け たちそなかつつそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ!
｠そねと うふちあくけてへ つうそま けつさちかせせまま いしあえそおあちせそつてへ くあ てかたしそか えそつてかたちけけす-

つてうそ け けせてかちかつせふか さそすすかせてあちけけ うそ うちかすみ せかおあうせかえそ たちけかすあ すかせみ う ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ あさあおかすけけ…

╉あてそ [と ╉きあなあち [と ぃああちけ***

* ╉きそせ [ほこせ III, けつたそしせけてかしへせふこ おけちかさてそち さそせつそちぬけとすあ «》あちてせかちつてうそ ちあおけ すけちあ» うそかせ-
せふに あさあおかすけこ け けせつてけてとてそう たそ たちそいしかすあす いかくそたあつせそつてけ (╈あちすけの-》あちてかせさけちにかせ, ╆あうあちけみ, 
╈かちすあせけみ).
** 〈あさつけす ]かなかうち, おけちかさてそち たそ すかきおとせあちそおせふす つうみくみす 〉あぬけそせあしへせそこ のさそしふ とたちあうしかせけみ 
‒ちあせぬけけ (》あちけき, ‒ちあせぬけみ).
*** ╉あてそ [と ╉きあなあち [と ぃああちけ, えかせかちあしへせふこ おけちかさてそち ̈ せつてけてとてあ おけたしそすあてけけ け すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ 〈¨╉ 〈あしあこくけけ ([とあしあ-]とすたとち, 〈あしあこくけみ).
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* * *

23 けませみ 2011 え.

》そつそしへつてうそ ったそせけけ う 『‒ つうけおかてかしへつてうとかて つうそか とうあきかせけか ╉けたしそすあてけねか-
つさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『‒ け たちそつけて そさあくあてへ つそおかこつてうけか う そちえあせけくあぬけけ うつてちかねけ 
せあねあしへせけさあ 5-えそ けつつしかおそうあてかしへつさそえそ そなけつあ けつつしかおそうあてかしへつさそえそ そておかしあ 〉¨¨ 
そいそちそせせふに けつつしかおそうあせけこ 〈けせけつてかちつてうあ そいそちそせふ ったそせけけ え-せあ ｠むおそ 』けせおくけ 
つ ちかさてそちそす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ え-す ╆あきあせそうふす ╊.》. け おそさてそちそす 
╆あきあせそうそこ 〉.╊. おしみ そいつときおかせけみ そいはけに うそたちそつそう け つてちあてかえけけ うせかのせかこ 
たそしけてけさけ 『‒…

〉そてあ 》そつそしへつてうあ ったそせけけ う 『そつつけけ
(〈そつさうあ, 『そつつけみ)

* * *

12 けましみ 2011 え.
】うあきあかすあみ たちそなかつつそち ╆あきあせそうあ,
《つかせへま ほてそえそ えそおあ み つそいけちあまつへ せあせかつてけ うけくけて う 『そつつけま おしみ そいすかせあ 

すせかせけみすけ つ ちとさそうそおみはけすけ さちとえあすけ ╇あのかこ つてちあせふ たそ うそたちそつあす, たちかおつてあう-
しみまはけす うくあけすせふこ けせてかちかつ. ╇ ちあすさあに ほてそえそ うけくけてあ み にそてかし いふ うつてちかてけてへつみ 
つ うかおとはけすけ ほさつたかちてあすけ たそ [そちかか け ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそすと ちかえけそせと. 
╇ふ — つあすふこ けくうかつてせふこ け とうあきあかすふこ う [そちかか ちそつつけこつさけこ ほさつたかちて たそ ほてけす 
うそたちそつあす.

》ちそのと ╇あのかえそ つそえしあつけみ せあ うつてちかねと…
』そせ ｠あさ [ま*

* * *

5 あうえとつてあ 2011 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╉かしかえあぬけみ ╉けたあさあおかすけけ [〉『 たそつかてけて 『そつつけま う せあねあしか つかせてみいちみ. 』 3 

たそ 5 つかせてみいちみ すふ いとおかす せあにそおけてへつみ う 〈そつさうか け にそてかしけ いふ うつてちかてけてへつみ 
つ ╇あすけ おしみ そいつときおかせけみ てかさとはかこ つけてとあぬけけ け たかちつたかさてけう ちあくうけてけみ そいつてあ-
せそうさけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか.

╇ せあのかこ おかしかえあぬけけ たみてへ ねかしそうかさ, うそくえしあうしみかて かか うけぬか-たちかくけおかせて ╉けたあさあ-
おかすけけ ぁきと ]けぬませへ…

╈あそ ‒ほこ**

* 』そせ ｠あさ [ま, たちかおつかおあてかしへ ╉かすそさちあてけねかつさそこ たあちてけけ 『かつたといしけさけ [そちかみ (』かとし, ょきせあみ [そちかみ).
** ╈あそ ‒ほこ, くあうかおとまはけこ すかきおとせあちそおせふす そておかしそす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ [〉『 (》かさけせ, 
[〉『).
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* * *

15 あうえとつてあ 2011 え.
】うあきあかすふか えそつたそおあ ╆あきあせそうふ,
╊はか ちあく にそねと たそいしあえそおあちけてへ うあつ くあ とおかしかせせそか すせか うちかすみ け, さあさ そいかはあし, 

たそつふしあま うあす ついそちせけさ “Public Diplomacy”, つそあうてそちそす さそてそちそえそ み みうしみまつへ…
』 せあけしとねのけすけ たそきかしあせけみすけ け せあおかきおそこ せあ たちそおそしきかせけか け ちあくうけてけか 

せあのかえそ おそいちそえそ つそてちとおせけねかつてうあ.
[かこおくけ ¨おほ*

* * *

4 そさてみいちみ 2011 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
《て けすかせけ ╇つかすけちせそえそ いあせさあ け ╅えかせてつてうあ すかきおとせあちそおせそえそ ちあくうけてけみ 

』ぃ╅ たちけえしあのあかす ╇あつ たちけせみてへ とねあつてけか う ちあいそねかこ たそかくおさか う 』ぃ╅ つ ぬかしへま 
そくせあさそすしかせけみ つ たちあさてけさそこ 』ぃ╅ う そいしあつてけ そさあくあせけみ つそおかこつてうけみ すかきおとせあ-
ちそおせそすと ちあくうけてけま, あ てあさきか ちあつつすそてちかせけみ そたふてあ うとくそう 』ぃ╅ う ちあくちあいそてさか 
そいとねあまはけに たちそえちあすす う おあせせそこ そいしあつてけ…

』うみてそつしあう 』てそみせそう,
ょしけみ [そすあてあかうあ**

* * *

18 そさてみいちみ 2011 え.

》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ つうけおかてかしへつてうとかて 
つうそか とうあきかせけか け けすかかて ねかつてへ つそそいはけてへ, ねてそ 』たかぬけあしへせふこ たちかおつてあうけてかしへ 
〈けせけつてかちつてうあ けせそつてちあせせふに おかし け てそちえそうしけ 『かつたといしけさけ [そちかみ たそ たちそいしか-
すあす すけちあ け いかくそたあつせそつてけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか え-せ ]けす 』そせ 〉あす (Lim 
Sungnam) たそつかてけて 〈そつさうと 28 そさてみいちみ 2011 えそおあ.

╈そつたそおけせ ]けす 』そせ 〉あす にそてかし いふ うつてちかてけてへつみ う にそおか うけくけてあ つ おそさてそちそす 
〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ, ねてそいふ そいつとおけてへ つけてとあぬけま せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか 
け う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ う ぬかしそす…

》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけけ
(〈そつさうあ, 『そつつけみ)

* [かこおくけ ¨おほ, ╇ちかすかせせふこ 》そうかちかせせふこ う おかしあに ったそせけけ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** 』うみてそつしあう 』てそみせそう, ╅えかせてつてうそ 』ぃ╅ たそ すかきおとせあちそおせそすと ちあくうけてけま; ょしけみ [そすあてあかうあ, ╇つかすけち-
せふこ いあせさ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
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* * *

27 そさてみいちみ 2011 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
¨すかま ねかつてへ たちけえしあつけてへ ╇あつ せあ しあせね 15 せそみいちみ つ.え. う 13:00 う つうそま ちかくけおかせ-

ぬけま おしみ そいつときおかせけみ たちそいしかすふ そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ せあ ╉あしへせかす ╇そつ-
てそさか け そつせそうせふに せあたちあうしかせけこ たそしけてけさけ 『そつつけけ う ほてそす ちかえけそせか…

【そすあつ ╆かちてかしへすあせ*

* * *

18 せそみいちみ 2011 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╉かしかえあぬけみ [‒¨〈》 たちけいふうあかて う 〈そつさうと おしみ せあとねせふに さそせつとしへてあぬけこ 

つ さそししかえあすけ. 》ちけえしあのあま うあつ たちけせみてへ とねあつてけか う しあせねか, さそてそちふこ くあたしあせけちそ-
うあせ せあ 2 おかさあいちみ 2011 えそおあ, おしみ そいつときおかせけみ あさてとあしへせふに てかす…

ぁきあせ ╉ほえとあせ**

* * *

28 せそみいちみ 2011 え.

】うあきあかすふか たちそなかつつそち ╆あきあせそう け たちそなかつつそち ╆あきあせそうあ!
╆しあえそおあちま くあ てかたしふこ たちけかす う 〈そつさうか け たちそおとさてけうせそか そいつときおかせけか 

つしそきせふに たちそいしかす すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす 
ちかえけそせか…

╋おかす うあつ つ そてうかてせふす うけくけてそす う ｠あせそか.
╉あせえ ╉けせへ [けこ***

* * *

2012 えそお

4 みせうあちみ 2012 え.
〈せそえそとうあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
《て けすかせけ うつかに すそけに さそししかえ け つかいみ しけねせそ けすかま そつそいとま ねかつてへ つかちおかねせそ 

たそくおちあうけてへ ╇あつ つ おせかす ╇あのかえそ ちそきおかせけみ!
╅おちかつそうあてへ てかたしふか つしそうあ おあうせけす おちとくへみす — うつかえおあ そえちそすせそか とおそうそしへ-

つてうけか, そいひみつせみまはかか すそか つさそちそか つてちかすしかせけか うそつたそしへくそうあてへつみ たちけみてせそこ うそく-
すそきせそつてへま, ねてそいふ そて たそしせそてふ おとのけ うふちあくけてへ つうそけ つかちおかねせふか たそきかしあせけみ 

* 【そすあつ ╆かちてかしへすあせ, たそつそし ぃうかぬけけ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** ぁきあせ ╉ほえとあせ, たちかおつかおあてかしへ 』そうかてあ [けてあこつさそえそ なそせおあ けつつしかおそうあせけこ すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす 
([‒¨〈》), いふうのけこ くあす. すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし [〉『, たそつそし [〉『 う 『そつつけけ, たかちうふこ ╈かせか-
ちあしへせふこ つかさちかてあちへ ぃあせにあこつさそこ そちえあせけくあぬけけ つそてちとおせけねかつてうあ (》かさけせ, [〉『).
*** ╉あせえ ╉けせへ [けこ, ちかさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 』『╇ (｠あせそこ, ╇へかてせあす).
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さちかたさそえそ くおそちそうへみ, つねあつてへみ, たちそぬうかてあせけみ け せかたちかにそおみはかこ とおあねけ うすかつてか 
つ ほてけす つさちそすせふす たそおあちさそす う くせあさ そつそいそえそ ちあつたそしそきかせけみ, たそおさちかたしみみ 
けつてけせせとま えしといけせと けつたふてふうあかすふに せあすけ せかたそおおかしへせふに ねとうつてう, うふくうあせせふに 
いしあえそおあちせそつてへま くあ おそしえけか えそおふ せかたちかつてあせせそこ たそおおかちきさけ たしそおそてうそちせそえそ 
つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと ╇あすけ け てあこうあせへつさけすけ うとくあすけ.

》とつてへ きか いしあえそちそおせあみ あとちあ うかねせそこ う つうそかす うかしけねけけ せあとねせそこ おかみてかしへ-
せそつてけ いかつたちかつてあせせそ そつかせみかて ╇あの きけくせかせせふこ たとてへ, せかとさしそせせそ うかおみ さ せそうふす 
えちあせおけそくせふす おそつてけきかせけみす うそ うつかに せあねけせあせけみに!

》そしへくとみつへ つしとねあかす, うそくそいせそうしみま つうそけ くあうかちかせけみ う うふつそさそす たそねてかせけけ, 
かはか ちあく うふちあきあま えしといそさとま たちけくせあてかしへせそつてへ くあ すせそえそしかてせかか しまいかくせそか 
つそおかこつてうけか け けつさちかせせか たそくおちあうしみま つそ くせあすかせあてかしへせそこ おあてそこ.

ぁほせへ をくませへつみせへ*

′おそちそうへみ! 』ねあつてへみ!
ょ.╇.**

* ぁほせへ をくませへつみせへ (╅せてそせけそ ぁほせへ), えしあうあ 》ちかおつてあうけてかしへつてうあ う 〈そつさうか 【あこいほこつさそ-〈そつさそうつさそこ 
さそそちおけせあぬけそせせそこ さそすけつつけけ たそ ほさそせそすけねかつさそすと け さとしへてとちせそすと つそてちとおせけねかつてうと (〈そつさうあ, 
『そつつけみ).
** ょ.╇. 〈あくとちそうあ, うちあね け たそおちとえあ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, さ 65-しかてせかすと まいけしかま (〈そつさうあ, 『そつつけみ).

ぁてそ き まいけしみちのあ?! ｠そちそのあ つそいそま,
╇ ちあつぬうかてか しかて, つうかてしあ おとのあ,
『とさあ てうかちおあ, せか おちそえせかて せかちう,
〈そいけしけくそうあせ つけし ちかくかちう.

╅さてけうせそつてへ, のあちす け そいあみせへか,
╇かつかしそつてへ, ますそちあ つうかちさあせへか
》ちけてみえけうあまて さ せかこ しまおかこ,
》ちけねかす, ねかす いしけきか, てかす つけしへせかこ!

【かいみ! [そせかねせそ, たそくおちあうしみかす
¨ そて おとのけ てかいか きかしあかす
〈かねてふ つうそけ そつとはかつてうけてへ,
¨おかけ つすかしそ うそたしそてけてへ.

╆しあえそたそしとねへか たとつてへ ちあつてかて
¨ すせそえそ ちあおそつてけ せかつかて!
╇ しまいけすそす おそすか け せあ おあねか —
╇かくおか つそたとてつてうとかて とおあねあ!
╈そつてかたちけけすせふす いとおかて おそす,
¨ つうかてしふす せあつてちそかせへか う せかす!

* * *

【あさ すせそえそ う つかちおぬか てかたしそてふ,
ぁてそ てちとおせそ うふちあくけてへ つしそうあすけ,
╅ ほてけ つさちそすせふか つてけにけ
〉あてあのと たそくおちあうしみまて つあすけ…

′けすあ, すそちそく け つそしせぬか,
′けすあ, つせかえあ け せかきせそつてへ…
》とつてへ つねあつてへか としふいせかてつみ!
¨ ついとおとてつみ せあおかきおふ.

》とつさあこ しまいそうへ しまおつさあみ,
[あさ しとねけ つそえちかうあかて,
¨, たちあくおせけさ とさちあのあみ,
】しふいさけ たとつてへ つけみまて!

》とつてへ いとおとて とつたかにけ,
》とつてへ いとおとて とおあねけ,
》とつてへ いとおとて たそ つけしあす
]まいふか くあおあねけ!
╇かおへ かつしけ すかねてあてへ,
╇かちけてへ う つねあつてへか たそいかお,
【そえおあ せけねかえそ せかうそくすそきせそえそ せかて!

4—5 みせうあちみ 2012 え.
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* * *

12 みせうあちみ 2012 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
′あうかちのあかてつみ てちかにしかてせけこ たかちけそお すそかこ ちあいそてふ う さあねかつてうか おけちかさてそちあ 

〈そつさそうつさそえそ そなけつあ [そちかこつさそえそ なそせおあ, け み うそくうちあはあまつへ う [そちかま. 〈せか にそてか-
しそつへ いふ けつさちかせせか たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ くあ そさあくあせせとま すせか たそすそはへ け うつかつてそちそせ-
せかか つそてちとおせけねかつてうそ う おかしか ちあくうけてけみ ちそつつけこつさそえそ さそちかかうかおかせけみ, とさちかたしかせけみ 
さそちかこつさそ-ちそつつけこつさけに せあとねせふに つうみくかこ. ｠そねと くあうかちけてへ ╇あつ, ねてそ け う おあしへせかこ-
のかす, ちあいそてあみ う [そちかこつさそす なそせおか, み いとおと たちけしあえあてへ うつか つけしふ おしみ とさちかたしかせけみ 
さそちかこつさそ-ちそつつけこつさけに そいすかせそう け とつたかのせそえそ ちあくうけてけみ そてせそのかせけこ う つなかちか 
うふつのかえそ そいちあくそうあせけみ すかきおと [そちかかこ け 『そつつけかこ.

》そしへくとみつへ つしとねあかす, にそてかし いふ かはか ちあく くあつうけおかてかしへつてうそうあてへ ╇あす すそか えしといそ-
さそか とうあきかせけか け うふちあくけてへ せあおかきおと せあ おあしへせかこのかか たしそおそてうそちせそか つそてちとおせけ-
ねかつてうそ ╇あつ つ [そちかこつさけす なそせおそす…

]けす ぁそし ╇と*

* * *

1 なかうちあしみ 2012 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
っ せあにそきとつへ つ ちあいそねけす うけくけてそす う 〈そつさうか おしみ さそせつとしへてあぬけこ たそ さそちかこつさそこ 

てかすあてけさか. ′せあみ ╇あつ さあさ うかおとはかえそ さそちかけつてあ, にそてかし いふ うつてちかてけてへつみ つ ╇あすけ 
け たそいかつかおそうあてへ せあ たちそなかつつけそせあしへせふか てかすふ. 》ちそのと てあさきか ╇あのかえそ つそえしあ-
つけみ せあ とねあつてけか う ほてそこ いかつかおか 』たかぬけあしへせそえそ たそつしあせせけさあ 』ぃ╅ たそ 』かうかちせそこ 
[そちかか [しけななそちおあ ｠あちてあ け くあうかおとまはかえそ そておかしそす 』かうかちせそこ [そちかけ ╈そつおかたあち-
てあすかせてあ 』ぃ╅ ゅおうあちおあ ぃけせあ…

╈しけせ ╉ほうけつ**

* * *

12 すあちてあ 2012 え.
】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
》ちそてそさそしへせふこ そておかし 》そつそしへつてうあ ったそせけけ たちそつけて ╇あつ たちけせみてへ え-せあ 

[. ¨おほ, ′あすかつてけてかしみ ╈しあうふ 〈けつつけけ, 》そしせそすそねせそえそ 〈けせけつてちあ 》そつそしへつてうあ 
ったそせけけ け たちけいふうのかえそ う 〈そつさうと たちそなかつつそちあ ┷. 〉あさあけ 13 すあちてあ つ.え. う しまいそか 
とおそいせそか ╇あす うちかすみ たそつしか 15 ねあつそう.

》ちそなかつつそち 〉あさあけ — つたかぬけあしけつて たそ ╅【『, け え-せ ¨おほ にそてかし いふ たそくせあさそ-
すけてへ かえそ つ ╇あすけ さあさ つ うかおとはけす ちそつつけこつさけす うそつてそさそうかおそす.

[ちあてさあみ いけそえちあなけねかつさあみ つたちあうさあ たちそなかつつそちあ 〉あさあけ け かえそ つてあてへけ たちけ-
しあえあまてつみ.

╆しあえそおあちけす ╇あつ くあ うせけすあせけか さ せあつてそみはかこ たちそつへいか. ╆とおかす そねかせへ たちけくせあ-
てかしへせふ くあ そてうかて…

【.╅. ╋としけせあ***

* ]けす ぁそし ╇と, おけちかさてそち 〈そつさそうつさそえそ そなけつあ [そちかこつさそえそ なそせおあ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** ╈しけせ ╉ほうけつ, つたかぬけあしへせふこ たちかおつてあうけてかしへ 』ぃ╅ たそ 』かうかちせそこ [そちかか (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
*** 【.╅. ╋としけせあ, たちそてそさそしへせふこ そておかし 》そつそしへつてうあ ったそせけけ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
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* * *

14 すあちてあ 2012 え.
】うあきあかすふこ ちかさてそち ╆あきあせそう!
》そくうそしへてか おそうかつてけ おそ ╇あのかえそ つうかおかせけみ, ねてそ おかしかえあぬけみ うそ えしあうか つ ちかさてそ-

ちそす ╈そつとおあちつてうかせせそえそ とせけうかちつけてかてあ ぁきほせ ぁきけ, たちそなかつつそちそす 】 』け-｠とあかす 
つそうかちのけて うけくけて う 『そつつけこつさとま ‒かおかちあぬけま う さそせぬか すあちてあ 2012 えそおあ. 』 ぬかしへま 
たちそおうけきかせけみ すせそえそしかてせかえそ つそてちとおせけねかつてうあ う そいしあつてけ そいちあくそうあせけみ け せあとさけ 
すかきおと おうとすみ つてそちそせあすけ ちかさてそち 】 』け-｠とあこ にそてかし いふ たそつかてけてへ ╇あつ 30 すあちてあ, 
う たみてせけぬと, う 14 ねあつそう.

╉しみ てそえそ, ねてそいふ そいつときおあてへ うそくすそきせそつてへ すせそえそつてそちそせせかえそ うくあけすそおかこつてうけみ 
け たそたちけうかてつてうそうあてへ てあこうあせへつさとま おかしかえあぬけま, み けすかま ねかつてへ たちけえしあつけてへ ╇あつ 
つ つとたちとえそこ, おそさてそちそす 〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ, せあ ときけせ 30 すあちてあ, う 18:30, う ちかつてそ-
ちあせか «【とちあせおそて» たそ あおちかつと: 〈そつさうあ, 【うかちつさそこ いとしへうあち, 26/5.

╅せてそせけそ ぁほせへ*

* * *

26 あたちかしみ 2012 え.
】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
╆まちそ ╅ててあのか たそ うそたちそつあす そいそちそせふ たちけ 》そつそしへつてうか ¨てあしけけ う 〈そつさうか 

つうけおかてかしへつてうとかて ╇あす つうそか とうあきかせけかす け けすかかて ねかつてへ つそそいはけてへ, ねてそ 〉あねあしへ-
せけさ ╈かせかちあしへせそえそ ぃてあいあ 《いそちそせふ ¨てあしへみせつさそこ 『かつたといしけさけ とたそしせそすそねけし 
をかせてち ╇ふつのけに ¨つつしかおそうあせけこ たそ 《いそちそせか そちえあせけくそうあてへ そいちあくそうあてかしへせとま 
たそかくおさと う 『そつつけま とねあはけにつみ 14-えそ さとちつあ.

╉あせせふか さとちつふ たそつかはあまて つてあちのけか そなけぬかちふ (う くうあせけみに すあこそちあ け たそお-
たそしさそうせけさあ) 』とにそたとてせふに うそこつさ, ╇そかせせそ-すそちつさそえそ なしそてあ, ╇そかせせそ-うそくおとの-
せふに つけし, ╇そこつさ さあちあいけせかちそう け なけせあせつそうそこ えうあちおけけ, あ てあさきか けせそつてちあせせふか 
そなけぬかちふ けく おちときかつてうかせせふに つてちあせ: け かうちそたかこつさけに, け せかかうちそたかこつさけに つそまく-
せけさそう, う おかこつてうけてかしへせそつてけ みうしみまはけにつみ いとおとはけすけ うそかせせふすけ ちとさそうそおけ-
てかしみすけ, さそてそちふか くあこすとて ちとさそうそおみはけか たそくけぬけけ う つそそてうかてつてうとまはけに うそそちと-
きかせせふに つけしあに.

… ╇ たちそおそしきかせけか うふのかつさあくあせせそえそ, つ ぬかしへま つおかしあてへ たそかくおさと いそしかか けせてか-
ちかつせそこ け ほななかさてけうせそこ たちそつけす ╇あつ うふつてとたけてへ たかちかお おかしかえあぬけかこ せあ てかすと 
«╇せかのせみみ たそしけてけさあ 『そつつけけ せあ つそうちかすかせせそす ほてあたか»…

╇けせねかせぬそ っせせとねねかししけ**

* ╅せてそせけそ ぁほせへ, えしあうあ 》ちかおつてあうけてかしへつてうあ う 〈そつさうか 【あこいほこつさそ-〈そつさそうつさそこ さそそちおけせあぬけそせせそこ 
さそすけつつけけ たそ ほさそせそすけねかつさそすと け さとしへてとちせそすと つそてちとおせけねかつてうと (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** ╇けせねかせぬそ っせせとねねかししけ, あててあのか たそ うそたちそつあす そいそちそせふ 》そつそしへつてうあ ¨てあしけけ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 
『そつつけみ).
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* * *

5 すあみ 2012 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
｠そねと うふちあくけてへ うあす えしといそさとま いしあえそおあちせそつてへ くあ てかたしふこ たちけかす う 〈そつさうか 

け うあきせとま おけつさとつつけま たそ あさてとあしへせふす たちそいしかすあす すかきおとせあちそおせふに そてせそ-
のかせけこ. 〉あおかかすつみ せあ うあの そてうかてせふこ うけくけて う ¨ちあせ, えおか すふ すそえしけ いふ たちそ-
おそしきけてへ たしそおそてうそちせふこ おけあしそえ け うふつしとのあてへ うあのけ しかさぬけけ たそ つそうちかすかせせそこ 
てかすあてけさか…

｠あおけ 』そしかこすあせ-》とち*

* * *

5 すあみ 2012 え.
】うあきあかすふこ え-せ ╆あきあせそう ╊.》.,
¨すかま ねかつてへ つそそいはあてへ ╇あす たそ たそうそおと うけくけてあ う 『そつつけま くあすせあねあしへ-

せけさあ 》そおえそてそうけてかしへせそこ えちとたたふ たそ つそくおあせけま ¨せつてけてとてあ おけたしそすあてけねかつさけに 
さあおちそう たちけ 〈¨╉ [〉『, たそつしあ をま 』みそぬけ け かえそ つそたちそうそきおあまはけに しけぬ つしか-
おとまはかか.

1. ╉かしかえあぬけみ せあすかちかせあ たちけいふてへ う 〈そつさうと 13 すあみ つ.え., そていふてへ けく 〈そつさうふ — 
うそ うてそちそこ たそしそうけせか おせみ 15 すあみ つ.え.

2. ╇ にそおか たちかいふうあせけみ う 〈そつさうか おかしかえあぬけみ にそてかしあ いふ うつてちかてけてへつみ つ ╇あすけ 
け ╇あのかこ つとたちとえそこ, ╆あきあせそうそこ 〉.╊., おしみ そいすかせあ そたふてそす たそおえそてそうさけ 
つたかぬけあしけつてそう-うそつてそさそうかおそう…

』とせへ ]けせへぬくみせ**

* * *
22 すあみ 2012 え.

】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
╇ せあねあしか けませみ う 》かさけせか つそつてそけてつみ つあすすけて ぃあせにあこつさそこ そちえあせけくあぬけけ 

つそてちとおせけねかつてうあ. 》ちかくけおかせて 『そつつけけ ╇.╇. 》とてけせ つそうかちのけて うけくけて う [けてあこ 
け たちけすかて とねあつてけか う おあせせそす なそちとすか. ╇ ほてそこ つうみくけ [けてあこつさそか けせなそちすあぬけそせ-
せそか あえかせてつてうそ «』けせへにとあ» たしあせけちとかて うくみてへ けせてかちうへま と ╇あつ…

ぁきあせ 【かえあせ***

* * *
14 けませみ 2012 え.

】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
》そくうそしへてか そいちあてけてへつみ さ ╇あす つ たちそつへいそこ そ たちそうかおかせけけ うつてちかねけ つ えそつたそ-

おけせそす 』あてそのけ 』あさあけ, つそうかてせけさそす えそしそうせそえそ そなけつあ さそすたあせけけ «〈けぬといけつけ 

* ｠あおけ 』そしかこすあせ-》とち, ちとさそうそおけてかしへ をかせてちあ おけたしそすあてけねかつさそこ とねかいふ け けつつしかおそうあせけこ 〈¨╉ 
¨ちあせあ (【かえかちあせ, ¨ちあせ).
** 』とせへ ]けせへぬくみせ, たそしせそすそねせふこ すけせけつてち 》そつそしへつてうあ [〉『 う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
*** ぁきあせ 【かえあせ, おけちかさてそち 〈そつさそうつさそえそ いまちそ あえかせてつてうあ «』けせへにとあ» (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
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さそちたそちかこのせ» う え. 【そさけそ, そて しけぬあ さそてそちそえそ み せあたちあうしみま おあせせそか たけつへすそ. 
╈そつたそおけせ 』あさあけ にそてかし いふ うつてちかてけてへつみ つ ╇あすけ 21 けませみ 2012 う 10:00.

]まいかくせそ たちそのと ╇あつ つそそいはけてへ せあす そ うそくすそきせそつてけ たちそうかおかせけみ うつてちかねけ 
う とさあくあせせそか うちかすみ.

【あさかつけ 〈あかおあ*

* * *
14 けませみ 2012 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
╇ ちあすさあに 『そつつけこつさそ-みたそせつさそこ さそせなかちかせぬけけ とねかせふに け きとちせあしけつてそう 

«》かちつたかさてけうふ なそちすけちそうあせけみ すせそえそたそしみちせそこ つけつてかすふ う ╇そつてそねせそこ ╅くけけ» 
う つかせてみいちか てかさとはかえそ えそおあ う 〈そつさうと たちけいとおかて おかしかえあぬけみ みたそせつさけに とねかせふに 
け きとちせあしけつてそう. ╇ てかねかせけか せかおかしけ つ 17.09 たそ 22.09.12 たしあせけちとかてつみ ちみお 
うつてちかね つ ちそつつけこつさけすけ とねかせふすけ, きとちせあしけつてあすけ, たそしけてけさあすけ. 】ねあつてせけさけ 
さそせなかちかせぬけけ つ みたそせつさそこ つてそちそせふ うふちあくけしけ きかしあせけか うつてちかてけてへつみ つ ╇あすけ. 
っ えそてそう そいつとおけてへ しまいそこ うあちけあせて うちかすかせけ うつてちかねけ う うふのかそいそくせあねかせせふこ 
たかちけそお, さちそすか 18.09. ╇そ うてそちせけさ おかしかえあてふ いとおとて くあせみてふ せあ つけすたそくけとすか 
う 〈╈¨〈《.

╅せあてそしけこ 【ちそみねかせさそ**

* * *
18 けませみ 2012 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
〈そつさそうつさそか たちかおつてあうけてかしへつてうそ さけてあこつさそこ えあくかてふ «╋ほせへすけせへ きけいあそ» 

つうけおかてかしへつてうとかて ╇あす つうそか とうあきかせけか け けすかかて ねかつてへ たちそつけてへ ╇あつ せか そてさあくあてへつみ 
そて たちけせみてけみ おかしかえあぬけけ さそちちかつたそせおかせてそう えあくかてふ け たちそうかおかせけみ いかつかおふ たそ 
てかすか おちときせふに そてせそのかせけこ [けてあみ け 『そつつけけ. ╉かしかえあぬけみ けく 4 ねかしそうかさ うそ えしあうか 
つ くあすかつてけてかしかす すかきおとせあちそおせそえそ そておかしあ えあくかてふ «╋ほせへすけせへ きけいあそ». ¨く-くあ 
てそえそ, ねてそ うけくふ う 『そつつけま と さそちちかつたそせおかせてそう おあせせそこ おかしかえあぬけけ たそさあ せか たそしと-
ねかせふ, たしあせけちとかす せあくせあねけてへ うつてちかねと つ ╇あすけ さ さそせぬと けませみ, たちかおうあちけてかしへせそ 
せあ 26 けしけ 27 けませみ.

》そしへくとみつへ つしとねあかす, 〈そつさそうつさそか たちかおつてあうけてかしへつてうそ さけてあこつさそこ えあくかてふ 
«╋ほせへすけせへ きけいあそ» くあちあせかか うふちあきあかて ╇あす そえちそすせとま たちけくせあてかしへせそつてへ くあ 
とおそうしかてうそちかせけか せあつてそみはかこ たちそつへいふ.

〈そつさそうつさそか たちかおつてあうけてかしへつてうそ 
さけてあこつさそこ えあくかてふ «╋ほせへすけせへ きけいあそ»

(〈そつさうあ, 『そつつけみ)

* 【あさかつけ 〈あかおあ, くあすかつてけてかしへ えかせかちあしへせそえそ おけちかさてそちあ たちかおつてあうけてかしへつてうあ «〈けぬといけつけ さそちたそ-
ちかこのせ» う 〈そつさうか (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** ╅せあてそしけこ 【ちそみねかせさそ, さそそちおけせあてそち みたそせつさそこ おかしかえあぬけけ.
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* * *

18 けませみ 2012 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ,
》ちけえしあのあま うあつ さ つかいか おそすそこ 20 けませみ さ 19:00 せあ ときけせ け そいすかせ すせかせけみすけ 

つ えちとたたそこ みたそせつさけに ほさつたかちてそう たそ うそたちそつあす うせかのせかこ たそしけてけさけ け いかくそたあつ-
せそつてけ. ╇ つそつてあう みたそせつさそこ おかしかえあぬけけ うにそおみて うかおとはけか たそしけてそしそえけ つてちあせふ…

[かこおくけ ¨おほ*

* * *

21 けませみ 2012 え.
〈せそえそとうあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
《ておかし さとしへてとちふ 》ちかおつてあうけてかしへつてうあ う 〈そつさうか 【あこいほこつさそ-〈そつさそうつさそこ 

さそそちおけせあぬけそせせそこ さそすけつつけけ たそ ほさそせそすけねかつさそすと け さとしへてとちせそすと つそてちとおせけ-
ねかつてうと つうけおかてかしへつてうとかて ╇あす つうそか えしといそさそか たそねてかせけか.

》そくうそしへてか おそうかつてけ おそ ╇あのかえそ つうかおかせけみ, ねてそ おかしかえあぬけみ 》あちしあすかせてあ 
(′あさそせそおあてかしへせそえそ ょあせみ) 【あこうあせみ つそうかちのけて うけくけて う 『そつつけこつさとま ‒かおかちあ-
ぬけま う せあねあしか けましみ. ╊か そいはあみ ねけつしかせせそつてへ つそつてあうしみかて 10 ねかしそうかさ. ╇そつにけはあ-
みつへ せか てそしへさそ ╇あのかこ ほちとおけぬけかこ う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, せそ 
け ╇あのけす たちかつてけきかす う さちとえと あうてそちけてかてせふに とねかせふに おけたしそすあてけけ, え-せ たそつそし 
╅せてそせけそ ぁほせへ け ねしかせふ おかしかえあぬけけ うふちあくけしけ たそきかしあせけみ たそつかてけてへ ╇あつ 
け にそてかしけ いふ そいすかせみてへつみ つ ╇あすけ すせかせけみすけ たそ てかすか «【かさとはあみ つけてとあぬけみ う ╅くけ-
あてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか» う 10 ねあつそう, う つちかおと 4 けましみ.

》そしへくとみつへ つしとねあかす, うそくそいせそうしみかす つうそけ くあうかちかせけみ う えしといそさそす たそねてかせけけ 
け せあおかかすつみ せあ ╇あの つうそかうちかすかせせふこ そてうかて…

╉けちかさてそち そておかしあ さとしへてとちふ 》ちかおつてあうけてかしへつてうあ う 〈そつさうか 
【あこいほこつさそ-〈そつさそうつさそこ さそそちおけせあぬけそせせそこ さそすけつつけけ

たそ ほさそせそすけねかつさそすと け さとしへてとちせそすと つそてちとおせけねかつてうと
(〈そつさうあ, 『そつつけみ)

* * *
27 けませみ 2012 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ,
』かちおかねせそ いしあえそおあちま ╇あつ くあ うねかちあのせかか けせてかちうへま, さそてそちそか たそくうそしけしそ すせか 

たちそみつせけてへ すそてけうふ け たちけそちけてかてふ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ.
〉あおかまつへ, ねてそ ╇ふ つすそきかてか う いとおとはかす たそつかてけてへ せあの をかせてち け うふつてとたけてへ 

と せあつ つ しかさぬけみすけ…
》ほし ╉あせほこ**

* [かこおくけ ¨おほ, ╇ちかすかせせふこ 》そうかちかせせふこ う おかしあに ったそせけけ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** 》ほし ╉あせほこ, ちとさそうそおけてかしへ たちそえちあすすふ すかきおとせあちそおせそこ いかくそたあつせそつてけ, ╋かせかうつさけこ ぬかせてち たそしけ-
てけさけ う そいしあつてけ いかくそたあつせそつてけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
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* * *
5 けましみ 2012 え.

】うあきあかすふか えそつたそおあ ╆あきあせそうふ,
《ねかせへ たちけみてせそ いふしそ うつてちかてけてへつみ つ うあすけ せあ たちけかすか たそ つしとねあま ╉せみ つけし 

つあすそそいそちそせふ ったそせけけ.
｠そてかし いふ たちそおそしきけてへ せあのと けせてかちかつせとま おけつさとつつけま たそ うそたちそつあす そいか-

つたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか. ╇ つうみくけ つ ねかす 
たちけえしあのあま うあつ せあ ときけせ う しまいそか とおそいせそか おしみ うあつ そいそけに うちかすみ…

ゅこけてけちそ 《つあおあ*

* * *
25 けましみ 2012 え.

】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ!
』 12 たそ 15 あうえとつてあ 2012 え. さけてあこつさあみ おかしかえあぬけみ うそ えしあうか つ くあす. おけちかさてそちあ 

¨せつてけてとてあ 『そつつけけ, ╇そつてそねせそこ ╊うちそたふ け をかせてちあしへせそこ ╅くけけ ╅さあおかすけけ そいはか-
つてうかせせふに せあとさ [けてあみ ]け ょせねまあせかす つそうかちのあかて うけくけて う 『そつつけま. ╇そ うちかすみ 
たちかいふうあせけみ う 〈そつさうか おかしかえあぬけみ せあすかちかせあ うつてちかてけてへつみ つ ちそつつけこつさけすけ さそし-
しかえあすけ おしみ そいすかせあ すせかせけみすけ たそ ちあくうけてけま さけてあこつさそ-ちそつつけこつさけに そてせそのかせけこ 
け すかきおとせあちそおせふす うそたちそつあす.

》そつそしへつてうそ たちそつけて ╇あつ せか そてさあくあてへ う しまいかくせそつてけ うつてちかてけてへつみ つ おかしかえあ-
ぬけかこ 14 あうえとつてあ つ.え. …

》そつそしへつてうそ [〉『 う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ)

* * *
27 あうえとつてあ 2012 え.

】うあきあかすあみ おそさてそち ╆あきあせそうあ!
』 10 たそ 17 つかせてみいちみ つ.え. うそくえしあうしみかすあみ すせそま おかしかえあぬけみ たそつかてけて 『そつつけま. 

》ちそつけす ╇あつ うつてちかてけてへつみ つ おかしかえあぬけかこ せあ たちかおすかて そいつときおかせけみ つけてとあぬけけ 
う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, う てそす ねけつしか さそちかこつさそこ たちそいしかすあてけさけ…

]ま ¨せぬま**

* * *
29 そさてみいちみ 2012 え.

】うあきあかすあみ えそつたそきあ ╆あきあせそうあ!
》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ けすかかて ねかつてへ 

つそそいはけてへ, ねてそ おかしかえあぬけみ ¨せつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け せあぬけそ-
せあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ (IFANS) 〈けせけつてかちつてうあ けせそつてちあせせふに おかし け てそちえそうしけ 
『かつたといしけさけ [そちかみ, うそくえしあうしみかすあみ え-す ｠そせ ぁきけ-けせ, たちかくけおかせてそす ¨せつてけてとてあ, 
いとおかて せあにそおけてへつみ う 〈そつさうか つ 12 たそ 16 せそみいちみ 2012 え. おしみ とねあつてけみ う てちかにつてそ-
ちそせせかこ さそせなかちかせぬけけ 『そつつけみ—[そちかみ—[けてあこ.

* ゅこけてけちそ 《つあおあ, あててあのか たそ うそたちそつあす そいそちそせふ 》そつそしへつてうあ ったそせけけ う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ). 
** ]ま ¨せぬま, おけちかさてそち そておかしあ あつたけちあせてとちふ ╅さあおかすけけ そいはかつてうかせせふに せあとさ [〉『 (》かさけせ, [〉『).
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╇ つうみくけ つ ほてけす 》そつそしへつてうそ しまいかくせそ たちそつけて ╇あつ うつてちかてけてへつみ つ え-す ｠そせ ぁきけ-けせ 
け ねしかせあすけ おかしかえあぬけけ う さそしけねかつてうか 6 ねかしそうかさ. [そちかこつさあみ おかしかえあぬけみ にそてかしあ いふ 
そいつとおけてへ うそたちそつふ, つうみくあせせふか つ つけてとあぬけかこ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ.

》そつそしへつてうそ いふしそ いふ たちけくせあてかしへせそ くあ そちえあせけくあぬけま おあせせそこ うつてちかねけ 
13 せそみいちみ.

》そつそしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけけ

* * *

2 せそみいちみ 2012 え.

》そつそしへつてうそ [けてあこつさそこ 〉あちそおせそこ 『かつたといしけさけ う 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ 
つうけおかてかしへつてうとかて つうそか とうあきかせけか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈けせけつてかちつてうあ 
けせそつてちあせせふに おかし 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ け けすかかて ねかつてへ つそそいはけてへ, ねてそ ╇ちか-
すかせせふこ たそうかちかせせふこ う おかしあに, 》そしせそすそねせふこ すけせけつてち 》そつそしへつてうあ [けてあみ う 『そつ-
つけけ え-せ 』とせへ ]けせへぬくみせ にそてかし いふ たちけえしあつけてへ え-せあ ╊.》. ╆あきあせそうあ つ つとたちとえそこ せあ 
おちときかつさけこ ときけせ, さそてそちふこ つそつてそけてつみ 9 せそみいちみ 2012 えそおあ う 18:00 う 》そつそしへつてうか 
[けてあみ う 『そつつけけ. 《い ほてそす すかきおと え-す 』とせへ ]けせへぬくみせそす け え-す ╊.》. ╆あきあせそうふす 
ときか かつてへ たちかおうあちけてかしへせふか おそえそうそちかせせそつてけ せあ たちそのしそこ せかおかしか…

》そつそしへつてうそ [〉『 う 『そつつけけ

* * *

22 せそみいちみ 2012 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
╅ててあのか たそ うそたちそつあす そいそちそせふ たちけ 》そつそしへつてうか 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつ-

つけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ つうけおかてかしへつてうとかて ╇あす つうそか たそねてかせけか け けすかかて ねかつてへ 
たちそつけてへ ╇あつ とおかしけてへ たそしてそちあ ねあつあ ╇あのかえそ うちかすかせけ 5 おかさあいちみ つかえそ えそおあ 
う 10 ねあつそう とてちあ け うつてちかてけてへ おかしかえあぬけま, つそつてそみはとま けく 22 えかせかちあしそう 〈けせけ-
つてかちつてうあ 〉あぬけそせあしへせそこ ╆かくそたあつせそつてけ 『かつたといしけさけ [そちかみ (けすかまはけに たそしせそ-
すそねけみ ちかのかせけみ うそかせせそ-たそしけてけねかつさけに うそたちそつそう) + 4 つそたちそうそきおあまはけに, うつかえそ 
26 ねかしそうかさ, たしあせけちとまはけに たそつかてけてへ 『そつつけま, 』ぃ╅, ったそせけま け [けてあこ. ╇ にそおか 
うけくけてあ おかしかえあぬけみ にそてかしあ いふ:

1) そいつとおけてへ うそたちそつふ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと 『かつたといしけさそこ [そちかみ け 『そつ-
つけかこ;

2) たちそうかつてけ さちあてさけこ いちけなけせえ せあ てかすと: «『そしへ 『そつつけけ う そてせそのかせけみに 
すかきおと:
あ) 『そつつけかこ け ょきせそこ [そちかかこ;
い) 『そつつけかこ け 』かうかちせそこ [そちかかこ;
う) ょきせそこ [そちかかこ け 』かうかちせそこ [そちかかこ».

╅ててあのか たそ うそたちそつあす そいそちそせふ たちけ 》そつそしへつてうか 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつ-
つけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ たそしへくとかてつみ つしとねあかす, ねてそいふ くあうかちけてへ ╇あつ う つうそかす つあすそす 
うふつそさそす たそねてかせけけ.

[けす ｠むせ ╈そせ*

* [けす ｠むせ ╈そせ, たそしさそうせけさ, あててあのか たそ うそたちそつあす そいそちそせふ たちけ 》そつそしへつてうか 『かつたといしけさけ [そちかみ 
う 『そつつけけ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
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* * *

30 せそみいちみ 2012 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
╇ せあねあしか おかさあいちみ 2012 え. ぁしかせ ╈そつつそうかてあ [けてあこつさそこ 〉あちそおせそこ 『かつたと-

いしけさけ え-きあ ]ま っせおとせ いとおかて つそうかちのあてへ そなけぬけあしへせふこ うけくけて う 『そつつけこつさとま 
‒かおかちあぬけま. ぁしかせ ╈そつつそうかてあ [〉『 え-きあ ]ま っせおとせ うふちあきあかて きかしあせけか うつてちか-
てけてへつみ つ たちかおつてあうけてかしみすけ そいはかつてうかせせふに おかみてかしかこ け つたかぬけあしけつてそう う そいしあ-
つてけ えとすあせけてあちせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと 『そつつけかこ け [けてあかす. 》そつそしへつてうそ 
[〉『 う 『‒ たちけえしあのあかて ╇あつ せあ うつてちかねと (そなけぬけあしへせふこ そいかお) つ ぁしかせそす ╈そつ-
つそうかてあ [〉『 え-きそこ ]ま っせおとせ, さそてそちあみ つそつてそけてつみ う 19:00—20:30 4 おかさあいちみ 
う えそつてけせけぬか «》ちかくけおかせて-《てかしへ» (あおちかつ: とし. ╆そしへのあみ っさけすあせさあ, お. 24). 』いそち 
えそつてかこ せあねせかてつみ う 18:00 ねあつそう う にそししか えそつてけせけぬふ.

》そつそしへつてうそ いふしそ いふ たちけくせあてかしへせそ ╇あす くあ つさそちかこのけこ そてうかて せあ たそおてうかちき-
おかせけか つうそかえそ たちけつとてつてうけみ…

》そつそしへつてうそ [〉『 う 『そつつけけ

2013 えそお

24 あうえとつてあ 2013 え.
】うあきあかすふか おそさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ!
『あくちかのけてか つかちおかねせそ たそいしあえそおあちけてへ うあつ くあ てかたしふこ たちけかす う 〈そつさうか け くあ 

たそおあちかせせふか うあすけ させけえけ. っ けに ねけてあま つかこねあつ け うそつにけはあまつへ うあのけす えしといそさけす 
あせあしけくそす つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに ちかあしけこ, うあのけす てそせさけす たそせけすあ-
せけかす ╇そつてそさあ…

╆けしあにあちけ [あとつけさあせ*

* * *

27 あうえとつてあ 2013 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ,
╇ そさてみいちか み いとおと う 〈そつさうか たそ しけせけけ ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ 『╅〉. 

『あせかか み いちあし と ╇あつ けせてかちうへま たそ けちあせつさそこ たちそいしかすか おしみ つうそかこ させけえけ «》かち-
つけおつさけか すかねてふ». 〉ふせか み えそてそうしま すそせそえちあなけま う をかせてちか ╇とおちそ ╇けしへつそせあ たそ 
つけちけこつさそすと さちけくけつと け そねかせへ にそてかし いふ とつしふのあてへ ╇あのけ そぬかせさけ たそ おあせせそこ 
てかすか. 〉あおかまつへ, ねてそ ╇ふ うふさちそかてか うちかすみ おしみ うつてちかねけ つそ すせそこ う さあさそこ-てそ けく 
おせかこ すかきおと 10 け 17 そさてみいちみ つ.え.

╉きそせ 》あちさかち**

* ╆けしあにあちけ [あとつけさあせ, たそつそし たそ そつそいふす たそちとねかせけみす 〈¨╉ 』けせえあたとちあ (』けせえあたとち).
** ╉きそせ 》あちさかち, せあとねせふこ つそてちとおせけさ をかせてちあ ╇. ╇けしへつそせあ (╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).



 

619

》けつへすあ, あおちかつそうあせせふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, け たちけきけくせかせせふか つてあてへけ そ せかこ

* * *

16 つかせてみいちみ 2013 え.
】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!
〈せか いふ にそてかしそつへ そいつとおけてへ つ ╇あすけ うそたちそつふ, たちかおつてあうしみまはけか うくあけすせふこ 

けせてかちかつ. っ うつかえおあ つ そえちそすせそこ いしあえそおあちせそつてへま うつたそすけせあま, さあさ すせそえそ ╇ふ つおか-
しあしけ おしみ すかせみ う たかちけそお たそおえそてそうさけ け くあはけてふ すそかこ おけつつかちてあぬけけ う ╉けたしそすあ-
てけねかつさそこ あさあおかすけけ.

╇ せあつてそみはかか うちかすみ み ちあいそてあま う 》そつそしへつてうか ╅ちえかせてけせふ う 〈そつさうか う おそしき-
せそつてけ つそうかてせけさあ たそ うそたちそつあす さとしへてとちふ, せあとさけ, てかにせけさけ け けせうかつてけぬけこ.

っ たそせけすあま, ねてそ ╇ふ そねかせへ くあせみてふ ╇あのかこ うあきせそこ け そてうかてつてうかせせそこ ちあいそ-
てそこ. ¨ うつか-てあさけ み たちそつけし いふ ╇あつ せあこてけ うちかすみ おしみ うつてちかねけ. 』そそいはけてか, たそきあ-
しとこつてあ, とおそいせそか おしみ ╇あつ うちかすみ. ╆そしへのそか つたあつけいそ くあ ╇あのか うちかすみ け おそいちそか 
そてせそのかせけか.

』 えしといそねあこのけす とうあきかせけかす…
『あなあほしへ ╅しへいかちてそ*

2014 えそお

24 すあちてあ 2014 え.
】うあきあかすふか ちかさてそち ╆あきあせそう け おそさてそち ╆あきあせそうあ!
》そおてうかちきおあかす, ねてそ う つそそてうかてつてうけけ つ たそおたけつあせせふす おそえそうそちそす せあの 】せけ-

うかちつけてかて たちけつてとたあかて さ たかちかうそおと け けくおあせけま う [けてあか うあのかこ させけえけ «〈かきおとせあ-
ちそおせふか そてせそのかせけみ う XXI うかさか». [せけえあ たちかおつてあうしみかて そねかせへ いそしへのそこ けせてかちかつ 
おしみ たそしけてけさそ-せあとねせふに さちとえそう け つてとおかせねかつてうあ せあのかこ つてちあせふ…

╋ほせへ ょぬませへ** 

* 『あなあほしへ ╅しへいかちてそ, つそうかてせけさ 》そつそしへつてうあ ╅ちえかせてけせふ たそ うそたちそつあす さとしへてとちふ, せあとさけ, てかにせけさけ 
け けせうかつてけぬけこ (〈そつさうあ, 『そつつけみ).
** ╋ほせへ ょぬませへ, たちそちかさてそち ╇そつてそねせそ-[けてあこつさそえそ たかおあえそえけねかつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (ぃあせにあこ, 
[〉『).



¨すかせけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 

╆あきあせそうそこ

╇ふおあまはあみつみ せあとねせあみ おかみてかしへせそつてへ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ たちそおそしきあかて たそしとねあてへ 
たちけくせあせけか け たそつしか かか きけくせけ. ╇つしかお くあ たちけつうそかせけかす 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか 
てけてとしあ 》そねかてせそえそ おそさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ 
】ねかせふこ つそうかて ╉けたあさあおかすけけ 28 みせうあちみ 2015 えそおあ たそつてあせそうけし せあくうあてへ かか 
けすかせかす をかせてち かうちあくけこつさけに けつつしかおそうあせけこ ¨せつてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおと-
せあちそおせふに たちそいしかす.

23 けませみ 2015 えそおあ 》ちかすけみ けすかせけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ うちとねかせあ うふたとつさせけぬか 
╉けたあさあおかすけけ 〈.』. ╉そちそなかかうそこ くあ しとねのとま すあえけつてかちつさとま おけつつかちてあぬけま.

╇ おあしへせかこのかす う ╅さあおかすけけ かきかえそおせそ いとおとて うちとねあてへつみ てちけ たちかすけけ 
けすかせけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ くあ しとねのとま すあえけつてかちつさとま ちあいそてと う そいしあつてけ うそつてそ-
さそうかおかせけみ たそ せあたちあうしかせけみす «〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ», «ゅさそせそすけさあ 
け とたちあうしかせけか», «ょちけつたちとおかせぬけみ».

《てすかてけす, ねてそ う 〈そつさうか たちそのしけ ときか たみてへ うかねかちそう たあすみてけ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ – 10 け 15 けませみ, 16 けましみ, 18 おかさあいちみ 2014 えそおあ, 7 けませみ 2015 
えそおあ. 《いひみうしかせ さそせさとちつ せあ しとねのとま けつつしかおそうあてかしへつさとま ちあいそてと つちかおけ 
とねあつてせけさそう さそせなかちかせぬけけ すそしそおふに おけたしそすあてそう つてちあせ ╆『¨[』, さそてそちあみ 
くあたしあせけちそうあせあ う 〈そつさうか う そさてみいちか 2015 えそおあ.

【あさきか そつかせへま 2015 えそおあ う ╉けたあさあおかすけけ つそつてそみてつみ 1-か ╉けたしそすあ-
てけねかつさけか ねてかせけみ けすかせけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ. ╅ う なかう-
ちあしか 2016 えそおあ 〈そせてかちかこつさけこ けせつてけてとて すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 
([あしけなそちせけみ, 』ぃ╅) そてさちふうあかて ぬけさし しかさぬけこ たそ ╇そつてそさと, たそつうみはかせせふに 
たあすみてけ たちそなかつつそちあ ╆あきあせそうそこ.

′あ たちそのかおのけこ たそつしか さそせねけせふ えそお う せあとねせそこ け そいはかつてうかせせそこ たかちけ-
そおけさか 『そつつけけ け ちみおあ おちとえけに つてちあせ そたといしけさそうあせふ 82 つてあてへけ そ 〉.╊. ╆あきあ-
せそうそこ, つせみてふ け ちあくすかはかせふ う ¨せてかちせかてか 17 なけしへすそう そ きけくせけ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ, う てそす ねけつしか けせてかちうへま-うそつたそすけせあせけみ そ せかこ つあすふに ちあくせふに 
しまおかこ: えそつとおあちつてうかせせふに おかみてかしかこ, とねかせふに, おけたしそすあてそう さあさ 『そつつけけ, てあさ 
け くあちといかきせふに えそつとおあちつてう.

〉あ てかしかほさちあせあに たちそのしけ おうか つたかぬけあしへせふか たかちかおあねけ そ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ. 
】うけおかし つうかて ついそちせけさ てちとおそう うかおとはけに ちそつつけこつさけに とねかせふに け おけたしそすあてそう 
«』そうちかすかせせふこ すけち け えかそたそしけてけさあ», たそつうみはかせせふこ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか.
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┞┏┘┒┌ ┏┎ ┘┌┓┌┐└┕┊┕ ┇┗├┏┉┇ パ.ゼ ┏ ゼ.ピ. ゴ┇┍┇└┕┉┢├.
〞ヅピ 929
ゾゾピ 66.3(2ポ┚┝)8┏

プ24



ブビププヂヅプデヂゼ ペ〝ゼパ│ゼ-バゼゾズペパゲブビズパヂデヂ

｠ダデ〝ブ┇ビ プパポ ベゼ〝ゼブ┈パ ゾゼドゼベペダペビ

デ└┏┊┇ ┖┌┗┉┇┦

ピ┕┋ ┕┈┠┌┐ ┗┌┋┇┑┝┏┌┐ ズ┈┉┋┓┎┥ ビ┋┘┖└┈┎┝┆ ゲ┆┌┆┓└┈┆

ズ┏┗┌┑┙┕┗ ┗┌┋┇┑┝┏┏ ズ. ヅ┆┕┢┦┈
ビ┙┉┌┙┘┙┉┌└└┢┐ ┗┌┋┇┑┙┕┗ ゴ. パ┇┖┙┝┋┈
ブ┌┋┇┑┙┕┗┢ ゴ. ジ┋┒┢┥┓└┈┎┝, パ. ゾ┎┒┆┖┎┓

バ┌└┌┋┍┌┗ ┖┗┕┌┑┙┇ ゴ. プ┐┆┝┋┓┐└
ポ┚┋┕┍┌┘┙┉┌└└┢┐ ┗┌┋┇┑┙┕┗ ゴ.ゲ┖┆┉┎┓┆
ビ┈┗┇┈┕┙┑┇ ┏┒┒┥┘┙┗┇┝┏┐ グ. ヅ┖┤┐└┈

デ┕┓┖┣┥┙┌┗└┇┦ ┉┌┗┘┙┑┇ ド. ゲ└┇┐└┈┆, ブ. ザ└┑└┊┐└
デ┕┗┗┌┑┙┕┗ ブ. 〞┋┖┇┎┝

ザ ┕┛┕┗┓┒┌└┏┏ ┖┌┗┌┖┒┌┙┇ ┏┘┖┕┒┣┎┕┉┇└┢ ┏┒┒┥┘┙┗┇┝┏┏:

Daiquiri, yienkeat / Shutterstock.com

ヂ┘┖┕┒┣┎┚┌┙┘┦ ┖┕ ┒┏┝┌└┎┏┏ ┕┙ Shutterstock.com

ピ┕┋┖┏┘┇└┕ ┉ ┖┌┞┇┙┣ 19.02.2016. 
ボ┕┗┓┇┙ 70x1001/

16
. ピ┌┞┇┙┣ ┕┛┘┌┙└┇┦. ペ┘┒. ┖┌┞. ┒. 50,56. 

ズ┕┖. ┙┏┗┇┍ 1 ┤┑┎. ダ┇┑┇┎






	a-tit
	k-tit
	tit
	BLOCK_004
	!!! BLOCK_005-622_MID1
	01_Svetlyi mir_B1_r1_NEW
	02_Svetlyi mir_B1_r2_NEW
	03_Svetlyi mir_B1_r3_NEW
	04_Svetlyi mir_B1_r4_NEW
	05_Svetlyi mir_B1_vkl2_China_NEW
	06_Svetlyi mir_B1_r5_NEW

	BLOCK_623-624

