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Введение

╇そこせあ う ょきせそこ ╅てしあせてけさか う 1982 え. うたそしせか くあつしときけうあかて たちあうあ 

つねけてあてへつみ つあすそこ つてちあせせそこ う いちけてあせつさそこ けつてそちけけ. ╇ てか うちかすかせあ 

すせそえけか いちけててふ ちあつつすあてちけうあしけ かか さあさ せかさとま てちあえけねかつさとま あいつとちお-

せそつてへ. 》とつてへ う いそしへのけせつてうか つうそかす しまおけ け つそえしあのあしけつへ つ せかそいにそ-

おけすそつてへま さあさそえそ-てそ うそかせせそえそ そてうかてあ せあ うてそちきかせけか ╅ちえかせてけせふ, せそ 

つねけてあしけ かえそ ぬかしかつそそいちあくせふす しけのへ たちけ とつしそうけけ たそしせそえそ たちそうあしあ 

いちけてあせつさけに たそしけてけさけ け おけたしそすあてけけ. 《おせあさそ そてたちあうしみてへ さそせてけせ-

えかせて けく 28 000 ねかし. おちあてへつみ くあ さちそにそてせふこ そつさそしそさ けすたかちけけ, そておあ-

しかせせふこ せあ 8000 すけしへ (15 000 さす) [くおかつへ てかちすけせそす «すけしみ» そいそ-

くせあねあかてつみ せか つとにそたとてせあみ すけしみ, ちあうせあみ 1609 す, あ すそちつさあみ すけしみ, 

ちあうせあみ 1852 す, そおせあさそ たちけすかせけてかしへせそ さ ちあつつてそみせけみす せあ つとのか, 

う ねあつてせそつてけ せあ てかちちけてそちけけ ‒そしさしかせおつさけに そつてちそうそう, あうてそちふ させけ-

えけ, さあさ たちあうけしそ, けつたそしへくとまて たかちうとま けく うふのかとたそすみせとてふに かおけせけぬ 

おしけせふ. — 》ちけす. ちかお.] そて おそすあ… 〉かて, てあさそか ちかのかせけか たちかおつてあう-

しみしそつへ さちあこせか つそすせけてかしへせふす. ╉あきか け たそいかおけう, たちあうけてかしへつてうそ 

たそねとうつてうそうあしそ せかそいにそおけすそつてへ たそおうかちえせとてへ ちあくいそちと け たちそうかちさか 

つそいつてうかせせふか おかこつてうけみ, たちかおたちけせみてふか せあさあせとせか そてさちふてそえそ うそかせ-

せそえそ つてそしさせそうかせけみ, おしみ ねかえそ たちけいかえしそ さ たそすそはけ つしかおつてうかせせそこ 

さそすけつつけけ しそちおあ ‒ちほせさつあ. 〉そ かか ねあつてけねせあみ あたそしそえけみ け さとちつ せあ 

つてあちあてかしへせそか そたちあうおあせけか とねあつてうそうあうのけに う つそいふてけみに たそしけてけさそう 

おかしあまて たそしとねかせせふか うふうそおふ せかといかおけてかしへせふすけ.

』あすあ うそこせあ う いしかつさか みうせそえそ とつたかにあ せあ たそしか いちあせけ, くあてかせかせ-

せそえそ せかさそてそちふすけ せかとおあねあすけ, たそてそせとしあ う すそちか けつてそちけけ. ╆ちけてあせ-

ぬふ うふけえちあしけ — うふけえちあしけ たそ うつかすと け うそたちかさけ うつかすと. 》ちそてけうそ-

つてそみせけか といかおけてかしへせそ たそさあくあしそ さあねかつてうそ いちけてあせつさそえそ そちときけみ 

け ほななかさてけうせそつてへ つけつてかすふ さそすあせおそうあせけみ け とたちあうしかせけみ うそこつさあすけ 

う いそかうふに とつしそうけみに, さあさそうふか うふうそおふ たそおてうかちきおかせふ おそつてけきかせけ-

みすけ う にそおか いそしかか たそくおせけに いそかうふに おかこつてうけこ う 》かちつけおつさそす くあしけ-
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 ВВЕДЕНИЕ

うか け う ╆そつせけけ. ╆かくちあつつとおせあみ あうあせてまちあ つ ╈とく-╈ちけせそす け つさうかちせそか 

ちとさそうそおつてうそ 5-こ たかにそてせそこ いちけえあおそこ, さあさ け せかつそうかちのかせつてうそ てあさてけ-

さけ け うそそちときかせけみ うそかせせそ-すそちつさけに つけし, せか つすそえしけ くあてすけてへ つそいそま 

いしかつさあ そいはかえそ そねかうけおせそえそ とつたかにあ. 《てたちあうさあ うそこつさ たそ すそちま せあ 

おちとえそこ さそせかぬ くかすせそえそ のあちあ つ ぬかしへま そうしあおかせけみ にそちそのそ とさちかたしかせ-

せふすけ そつてちそうあすけ つあすあ たそ つかいか たちかおつてあうしみしあ さちとたせとま けえちと, あ, つしか-

おそうあてかしへせそ, けてそえ かか うたそしせか おそつてそけせ くうあせけみ うけおせそえそ てちけとすなあ. 【か, 

さてそ ちけつさとかて きけくせへま う たちかおたちけみてけみに たちあうけてかしへつてうあ, せか おそしきせふ 

そつてあうあてへつみ くあいふてふすけ, う そつそいかせせそつてけ かつしけ おそいけうあまてつみ たそいかおふ.

》そ たそつしかおつてうけみす そたかちあぬけみ たそにそおけしあ せあ ほてあさとま くかいちと. 〉かきか-

しあせけか ╅ちえかせてけせふ たちけすけちけてへつみ つ たそちあきかせけかす うふせとおけしそ たちあうけ-

てかしへつてうそ てそちけ, たそしけてけねかつさけか たそくけぬけけ さそてそちそえそ せあ なそせか うそかせせそえそ 

とつたかにあ くあすかてせそ としとねのけしけつへ, たそてちあてけてへ たちけすかちせそ £2 すけししけあちおあ 

せあ とさちかたしかせけか そつてちそうそう, たそつてちそけてへ ちあくそちけてかしへせそ おそちそえそつてそみはとま 

あうけあいあくと け つそおかちきあてへ えあちせけくそせ. 》ちかおたちけせみてふか すかちふ たそおてうかちき-

おあまて つてちあてかえけねかつさとま くせあねけすそつてへ ‒そしさしかせおつさけに そつてちそうそう, さあさそ-

うそこ なあさてそち てあさ とたそちせそ そてちけぬあしそ てそ きか つあすそか いちけてあせつさそか たちあ-

うけてかしへつてうそ う たちそぬかつつか うかおかせけみ たかちかえそうそちそう つ あちえかせてけせぬあすけ おそ 

うそこせふ. 』てそしさせそうかせけか けく-くあ ‒そしさしかせおそう せあしそきけしそ そてたかねあてそさ せあ 

うつま たそつしかおとまはとま たそしけてけさと くあさとたそさ うそかせせそえそ けすとはかつてうあ.

『かくとしへてあて うそこせふ おしみ たちそてけうせけさあ すそきせそ せあくうあてへ うたそしせか 

すけしそつかちおせふす. 《さそたあうのあみつみ う ╆とほせそつ-╅こちかつか にとせてあ うそ えしあうか 

つ えかせかちあしそす ╈あしてへかちけ け かえそ たちけつたかのせけさあすけ ちとにせとしあ, たそくうそしみみ 

たそおえそてそうけてへ たそねうと おしみ うくちあはけうあせけみ せかとうかちかせせそこ おかすそさちあてけけ 

う たかちけそお たちあうしかせけみ たちかくけおかせてあ [あちしそつあ 〈かせかすあ. ╇ そいはかす, さあさ 

せかちかおさそ そいつてそけて おかしそ つ うそこせあすけ, う けてそえか たそいかきおかせせふこ うふけえちあし 

そて さそせなしけさてあ せか すかせへのか, ねかす たそいかおけてかしへ. 》そちあきかせけか う たちそてけ-

うそつてそみせけけ くあ ‒そしさしかせおつさけか そつてちそうあ つてあしそ, うかちそみてせそ, せあけいそしかか 

たそしそきけてかしへせふす なあさてそちそす う けつてそちけけ ╅ちえかせてけせふ せあ たちそてみきかせけけ 

おそいちそこ たそしそうけせふ つてそしかてけみ. 《おせあさそ せかとおあねあ せけさあさ せか つせけくけしあ 

つてちかすしかせけみ つてちあせふ さ うそくうちあはかせけま てあさけに いしけくさけに, せそ せかおそつてとた-

せふに てかちちけてそちけこ, つしときあはけに たちけてみえあてかしへせそこ すけのかせへま おしみ ちあく-
せそえそ ちそおあ あうあせてまちけつてそう.

『あつつさあく そ うそこせか, せあたけつあせせふこ つちあくと きか たそつしか かか そさそせねあ-

せけみ, そさあくあしつみ うかちかせ うそ うつかに うあきせふに すそすかせてあに け つそ うちかすかせけ かえそ 

たといしけさあぬけけ たそ-たちかきせかすと そつてあかてつみ あさてとあしへせふす. ]けのへ せかすせそ-

えけか うそかせせふか けしけ たそしけてけねかつさけか そてさちそうかせけみ, つてあうのけか おそつてそみせけ-

かす そいはかつてうかせせそつてけ たそつしか 1982 え., つすそえしけ いちそつけてへ てかせへ せあ せあのけ 

くあさしまねかせけみ, てそえおあ さあさ けせふか たちかきおか くあてとすあせかせせふか たそおちそいせそつてけ 

そさそせねあてかしへせそ たちそみつせけしけつへ け うふのしけ せあ つうかて. 【かたかちへ すふ しとねのか 
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たちかおつてあうしみかす つかいか たしあせふ け つてちあてかえけま ╅ちえかせてけせふ おそ け う にそおか 

うそこせふ. [あさそか-てそ さそしけねかつてうそ すあてかちけあしあ たそつてとたけしそ けく うそつたそすけ-

せあせけこ うそかせせふに け たそしけてけさそう (たとつてへ け さとおあ すかせへのか そて たそつしかお-

せけに) け う ちかくとしへてあてか きとちせあしけつてつさけに ちあつつしかおそうあせけこ. 》そ せあのかすと 

といかきおかせけま, うそかせせふか すかすとあちふ せか すかせみまて そいはかえそ つたかさてちあ, てそ かつてへ 

せか そいかつぬかせけうあまて せあのと けつてそちけま う かか たかちうそくおあせせそす うけおか, さそえおあ 

てあ いふしあ ちあつつさあくあせあ う 1983 え. ｠そてみ ちあくおちあきかせけか けせふに あうてそちそう 

う そてせそのかせけけ てそうあちけはかこ たそ そちときけま け つそたかちせけねあまはけに なそちすけちそ-

うあせけこ, せかつそすせかせせそ, そきけうしみかて そいはとま さあちてけせと つかえそおせみ.

〉かさそてそちふか さそすすかせてあてそちふ さちけてけさそうあしけ ううかおかせせとま け おかこ-

つてうそうあうのとま せあ たちそてみきかせけけ うそこせふ ぬかせくとちと 〈けせけつてかちつてうあ そいそ-

ちそせふ. 』そしけおせふこ えちとく てちとおそう, せあたけつあせせふに せあ ほてと てかすと, えしあうせふす 

そいちあくそす そてちあきあかて ちあくおとてそか つあすそすせかせけか 』〈¨ う そてせそのかせけけ けに 

つそいつてうかせせそえそ くせあねかせけみ う うそこせか. 〈ふ きか つねけてあかす そいそつせそうあせせふす 

たちあうそ — け おあきか そいみくあせせそつてへ — しまいそえそ たちあうけてかしへつてうあ つさちふうあてへ 

けせなそちすあぬけま, すそえとはとま そさあくあてへつみ にそてへ つさそしへさそ-てそ うあきせそこ おしみ 

せかたちけみてかしみ け たそつてあうけてへ たそお とおあち うそくすそきせふこ けてそえ うそこせふ. 【あさそ-

うそか たちあうそ ちあつたちそつてちあせみかてつみ け せあ せあすかちかせせそか ううかおかせけか う くあいしとき-

おかせけか. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, さあつあてかしへせそ つうみくけ け さそすすとせけさあぬけこ, うそ 

うちかすみ つちあきかせけみ くあ ‒そしさしかせおふ, さあさ たそ いそしへのかこ ねあつてけ け う にそおか 

うそこせふ う 》かちつけおつさそす くあしけうか, うそかせせふか うしあつてけ せあ つとのか なあさてけねか-

つさけ たそしへくそうあしけつへ すそせそたそしけかこ う ねあつてけ ちあつたちそつてちあせかせけみ けせなそち-

すあぬけけ. 〉かねてそ たそおそいせそか うちみお しけ たそうてそちけてつみ う ほたそにと すそいけしへせふに 

てかしかなそせそう.

》ちそうそおけしそつへ せかすあしそ ちあつつしかおそうあせけこ う そてせそのかせけけ そのけいそさ 

け たちそつねかてそう, おそたとはかせせふに う たちそぬかつつか たちそてけうそつてそみせけみ. ╇ふうそおふ 

くあせけすあうのけにつみ あせあしけくそす け たそおつねかてそす しけぬ つてちあおあしけ そて けに ちかてちそ-

つたかさてけうせそえそ うくえしみおあ つ たそくけぬけけ なあさてあ たそしせそこ たそいかおふ いちけてあせつさけに 

うそこつさ け そて くあうふのかせせふに そきけおあせけこ — そて たちかおつてあうしかせけこ そ てそす, さあさ 

おそしきせふ おかこつてうそうあてへ うそかせせふか なそちすけちそうあせけみ う いそかうふに とつしそうけ-

みに. ╇そこせふ ちかおさそ ちあくうけうあまてつみ う てそねせそす つそそてうかてつてうけけ つ たしあせあすけ. 

╇ つしとねあか たちそけえちふのあ かおうあ しけ せか うつか ちかのかせけみ つねけてあまてつみ そのけ-

いそねせふすけ. [そえおあ きか おそつてけえせとて とつたかに, しまいふか けくしけのかつてうあ, おそたと-

はかせせふか たそいかおけてかしかす, そいひみうしみまてつみ うあちうあちつてうそす. ╇つみねかつさけ つさしそ-

せみかすふか そいつてそみてかしへつてうあ たそてかちへ う いけてうか くあ ╈とく-╈ちけせ, う てそす ねけつしか 

け えけいかしへ さそすあせおけちあ 2-えそ いあてあしへそせあ 》あちあのまてせそえそ たそしさあ たそおたそし-

さそうせけさあ ╉きそとせくあ, せあ つあすそす-てそ おかしか てあさ うふたみねかせふ う たかちうとま そねか-

ちかおへ けく-くあ さちけてけさけ う そてせそのかせけけ いかつたちけせぬけたせそこ «うそこせふ たそしけてけ-

さそう». ′あしそえそす とつたかのせそつてけ あてあさ うちあきかつさそこ あうけあぬけけ たちそてけう つとおそう 

«』ほち ╈あしあにあお» け «』ほち 【ちけつてちあす» そてねあつてけ たそつしときけしあ せかちあつてそちそた-
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せそつてへ そなけぬかちそう つちかおせかえそ さそすあせおせそえそ くうかせあ. 《おせあさそ つちあきかせけみ 

つしけのさそす とき すせそえけす そてしけねあまてつみ そて さあてあつてちそな たそかくおそう う すけちせそか 

うちかすみ. ╉しみ うそこせふ にあちあさてかちせふ せかおそちあくとすかせけみ, せかそきけおあせせそつてけ 

け けくしけのせけか たちかおそつてそちそきせそつてけ, うふくうあせせふか せかつそそいちあくせそこ ちかあさ-

ぬけかこ せあ てか けしけ けせふか つそいふてけみ け おかこつてうけみ. 《いか つてそちそせふ つそうかちのあ-

しけ えちといふか そのけいさけ, おかすそせつてちけちとみ せかたそせけすあせけか つけてとあぬけけ, う さそてそ-

ちそこ, たちあうおあ, くあねあつてとま そさあくふうあしけつへ せか たそ つそいつてうかせせそすと うふいそちと. 

]けのへ と せかすせそえけに きとちせあしけつてそう せあしけねかつてうとかて しけねせふこ うそかせせふこ 

そたふて, あ たそてそすと せけさとおあ せか おかてへつみ そて せあたあつてけ う うけおか つそいしあくせあ たちけ-

つたそつあいしけうあてへ さ うそこせか すかちけしあ おそすそちそはかせせそこ たといしけぬけつてけさけ すけち-

せそえそ うちかすかせけ.

《おせけす けく たちけすかちそう せかしかたふに せかおそちあくとすかせけこ たちけ うくえしみ-

おか う ちかてちそつたかさてけうか みうしみまてつみ たちそてけうそちかねけみ, つうみくあせせふか つ たそてか-

ちみすけ そて «おちときかつてうかせせそえそ そえせみ». 》そおそいせふか うかはけ せかけくいかきせそか 

くしそ しまいふに いそかうふに そたかちあぬけこ. 】ちそせ と いちけてあせぬかう, たちけねけせかせせふこ 

つてちかしへいそこ たそ つうそけす うそ うちかすみ ‒そしさしかせおつさそこ うそこせふ, つしかおとかて そぬか-

せけうあてへ さあさ さちあこせか せかくせあねけてかしへせふこ たそ つちあうせかせけま つ たそてかちみすけ そて 

いそすいあちおけちそうそさ け あちてけししかちけこつさけに そいつてちかしそう う にそおか ╇てそちそこ すけちそ-

うそこ け おあきか — うそこせふ う 》かちつけおつさそす くあしけうか. 〈けせけつてかちつてうそ そいそちそ-

せふ たそおうかちえあしそつへ さちけてけさか くあ つそさちふてけか そて ちそおつてうかせせけさそう そいつてそ-

みてかしへつてう えけいかしけ うそかせせそつしときあはけに, しけのけうのけにつみ きけくせけ う てあさけに 

けせぬけおかせてあに. ╇ たちかきせけに うそこせあに つねけてあしそつへ えとすあせせふす せか つそそい-

はあてへ たそおそいせそこ けせなそちすあぬけけ いしけくさけす, おあいふ てか つねけてあしけ おそちそえけに 

けす しまおかこ そておあうのけすけ きけくせけ う いそま つ うちあえそす. 》そおそいせふこ たそおにそお せけ 

う さそかす つしとねあか せか つうみくあせ つそ つてちかすしかせけかす くあすあつさけちそうあてへ そのけいさけ 

け たちそつねかてふ さそすあせおそうあせけみ, あ たちそおけさてそうあせ きかしあせけかす つすみえねけてへ 

いそしへ とてちあてふ. ╇そくすそきせそ, たそおそいせあみ たそしけてけさあ いそしかか せか うふえしみおけて 

たちけかすしかすそこ う えしあくあに そいはかつてうあ, そおせあさそ かか せけさあさ せかしへくみ せあくうあてへ 

あすそちあしへせそこ.

》といしけさあぬけみ う 1993 え. つかせつあぬけそせせふに すかすとあちそう いふうのかえそ うそかせ-

せそつしときあはかえそ 3-えそ いあてあしへそせあ 》あちあのまてせそえそ たそしさあ, とねあつてうそうあう-

のかえそ う いそま くあ えそちと ]そせえおそせ け とてうかちきおあうのかえそ, いとおてそ いちけてあせつさけか 

つそしおあてふ いかつたちけねけせせそ ちあつつてちかしけうあしけ あちえかせてけせぬかう, うふせとおけしあ 

せあたとえあせせそえそ ほてけすけ そてさちそうかせけみすけ すけせけつてちあ そいそちそせふ, 〈あしさそすあ 

『けなさけせおあ, おあてへ つてあちて おそちそえそつてそみはかすと ちあつつしかおそうあせけま. ╉そさしあ-

おふ たそつてとたけしけ せあ つてそし えしあうせそえそ たちそさとちそちあ. 』てちあつてけ くあさけたかしけ, 

せそ う けてそえか たちそさとちそち たそつしかおそうあし ちかさそすかせおあぬけけ つそうかてあ せか たちかおひ-

みうしみてへ そいうけせかせけこ う といけこつてうあに. ╇かつへすあ せかそいふねあこせそ, ねてそいふ さてそ-

せけいとおへ, あ う そつそいかせせそつてけ すけせけつてち さあいけせかてあ てそちけ, つてあし ちあつつすあてちけ-

うあてへ たそおそいせふか そいうけせかせけみ さあさ せあおしかきあはけか. 〉かて せけさあさけに つしかおそう 
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つうかおかせけこ そ たちけせみてけけ てあさそえそ きか ちそおあ すかち あちえかせてけせぬあすけ う そてせそ-

のかせけけ くしそとたそてちかいしかせけこ せあ そつてちそうあに つそ つてそちそせふ つうそけに うかてかちあせそう.

【そえそ きか つうそこつてうあ おけつさとつつけけ そさちときあまて そいつてそみてかしへつてうそ たそてそ-

たしかせけみ あちえかせてけせつさそえそ さちかこつかちあ «｠かせかちあしへ ╆かしへえちあせそ» いちけてあせ-

つさそこ つといすあちけせそこ HMS «[そせさかちそち». ゅたけくそお たちけさそうあし たちけつてあしへ-

せそか うせけすあせけか すせそえけに きとちせあしけつてそう け ねしかせそう たあちしあすかせてあ, う てそす 

ねけつしか しかこいそちけつてあ 【あすあ ╉あしひかししあ. ╉あうあみ たかちうそか そいひみつせかせけか 

けせぬけおかせてと つ «╆かしへえちあせそ», いちけてあせつさそか たちあうけてかしへつてうそ たそのしそ せあ 

しそきへ. ╇ てそて すそすかせて ほてそて さちかこつかち せか つそくおあうあし せかたそつちかおつてうかせ-

せそこ とえちそくふ おしみ いちけてあせつさそえそ そたかちあてけうせそえそ つそかおけせかせけみ. 〉かとおあね-

せあみ とうかちてさあ しかえしあ う そつせそうあせけか くおあせけみ うちあきおかいせそえそ そてせそのかせけみ 

さ ほたけくそおと つそ つてそちそせふ たちかつつふ け たそしけてけさそう. 〈ふ きか つねけてあしけ あてあ-

さと そたちあうおあせせそこ てそえおあ け たちそおそしきあかす つねけてあてへ かか てあさそうそこ せふせか. 

╇そかせせそ-すそちつさけか つけしふ おうとに つてちあせ せあにそおけしけつへ う つそつてそみせけけ うそこせふ, 

たちけねかす あちえかせてけせぬふ くあせけすあしけ さとおあ いそしかか いしあえそたちけみてせそか たそしそ-

きかせけか. 】せけねてそきかせけか さちかこつかちあ たそすそえあしそ おそ けくうかつてせそこ つてかたかせけ 

つちあうせみてへ つけしふ. 》ちけねかす うあきせかか うつかえそ てそ, ねてそ う ちかくとしへてあてか たそてそ-

たしかせけみ «╆かしへえちあせそ» あちえかせてけせぬふ うかちせとしけ う たそちて あうけあせそつかぬ «25-か 

すあみ», えおか てそて け たちそつてそみし おそ そさそせねあせけみ うそこせふ. ╇ てそて すそすかせて つあすそ 

たそ つかいか たちけつとてつてうけか うちあきかつさそえそ あうけあせそつぬあ う すそちか たちかおつてあうしみしそ 

さちとたせかこのとま そたあつせそつてへ おしみ うつかこ いちけてあせつさそこ そたかちあぬけけ.

》ちそいしかすあ おしみ たちあうけてかしへつてうあ くあさしまねあしあつへ う かえそ せかえそてそうせそ-

つてけ たちけくせあてへ うつま つてかたかせへ ちけつさそうあせせそつてけ たそしそきかせけみ そたかちあてけう-

せそえそ つそかおけせかせけみ. ╊すと たちけにそおけしそつへ そおせそうちかすかせせそ たそおおかちきけうあてへ 

うかちと う せかたそいかおけすそつてへ ╆ちけてあせけけ け たちかおたちけせけすあてへ うつか うそくすそき-

せふか のあえけ おしみ としとねのかせけみ おかこつてうけてかしへせそえそ ちあつさしあおあ つけし. 》ちそ-

てけうせけさ たちけすかせみし つうそけ ╇〈』 け ╇╇』 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 

そて ちそおせふに いかちかえそう. [あさ いとおかて つさあくあせそ せけきか, すせそえけか あすかちけさあせ-

つさけか あせあしけてけさけ う てか うちかすかせあ つそすせかうあしけつへ う たそいかおか ╆ちけてあせけけ 

け そきかつてそねかせせそ つたそちけしけ う そてせそのかせけけ ぬかしかつそそいちあくせそつてけ ちけつさあ けに 

いちけてあせつさそえそ つそまくせけさあ つ たそしけてけねかつさそこ てそねさけ くちかせけみ.

《つてあかてつみ そいちあてけてへ うせけすあせけか せあ たそつしかおせけか おうあ うそたちそつあ, 

さあつあまはけかつみ すあてかちけあしそう, そてつとてつてうそうあうのけに う せあしけねけけ うそ うちかすかせあ 

せあたけつあせけみ ほてそこ させけえけ. ╇ たかちうとま そねかちかおへ ほてそ そてせそつけてつみ さ あちえかせ-

てけせつさそこ つてそちそせか. ╇ 1983 え. すふ ちあくいけちあしけつへ う そいつてそみてかしへつてうあに 

てそえそ, たそねかすと あちえかせてけせぬふ たそのしけ せあ そくせあねかせせそか たちかおたちけみてけか, せそ 

せか てそえそ, さあさ そせけ ほてそ おかしあしけ. [せけえけ ╉きけすすけ ╆かちせつあ け ]そちかせつあ 

‒ちけおすかせあ おそ けくうかつてせそこ つてかたかせけ おあしけ そてうかて せあ たかちうふこ けく うふのか-

そくせあねかせせふに うそたちそつそう. 【かたかちへ-てそ すふ てそねせそ くせあかす, ねてそ あちえかせてけせ-

ぬふ たかちかおうけせとしけ せあ あたちかしへ せあくせあねかせせそか せあ けましへ うてそちきかせけか たそ 
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たちけねけせか せかくあおあねけ つ たそのかおのかこ たちあにそす あうあせてまちふ — «ちかたかてけぬけけ» 

つ くあにうあてそす ょきせそこ ╈かそちえけけ. [ けましま, そおせあさそ, くけすせみみ たそえそおあ そいか-

はあしあ つおかしあてへ そてうかてせふか おかこつてうけみ いちけてあせぬかう たそねてけ せかちかあしへせふ-

すけ. 》そいかおあ «えかせかちあしあ くけすふ» いふしあ いふ たちかおちかのかせせそこ. 【あさ せかさけか 

うてそちけねせふか せあ たかちうふこ うくえしみお なあさてそちふ そさあくふうあまて そたちかおかしみまはかか 

うそくおかこつてうけか せあ けてそえけ うそこせふ.

[そすけつつけみ ‒ちほせさつあ たちかおたちけせけすあしあ ちあつつしかおそうあせけか う ぬかしみに 

たそけつさあ そてうかてあ せあ うてそちそこ うそたちそつ (てあさ け そつてあうのけこつみ いかく そたちかおか-

しかせせそえそ そてうかてあ): たそねかすと あちえかせてけせぬあす とおあしそつへ たそしせそつてへま くあつてけえ-
せとてへ うちあつたしそに ╆ちけてあせけま? [あさ うふつさあくふうあしつみ 』あこすそせ ╉きかせさけせつ 
う ちみおか つてあてかこ う «』あせおけ 【あこすつ» う すあか 1987 え., おかしそ くあさしまねあしそつへ 

せか う せかにうあてさか ちあくうかおおあせせふに, あ う せかつそつてそみてかしへせそつてけ たちあうけてかしへ-

つてうかせせそこ すあのけせふ — う かか せかつたそつそいせそつてけ うかちせそ けせてかちたちかてけちそうあてへ 

つうかおかせけみ. [あさ たそさあくふうあかす すふ う つうそかこ させけえか, う なかうちあしか け すあちてか 

1982 え. てちかうそきせふか つそそいはかせけみ たそてそさそす てかさしけ けく ╆とほせそつ-╅こちかつあ たそ 

さあせあしあす 〈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 〈けせけつてかちつてうあ そいそちそ-

せふ う ]そせおそせ, えおか, う さあさけに-てそ さとしとあちせふに けせてかちかつあに, おあせせふか ほてけ 

けつさあきあしけつへ け くあつてちかうあしけ う つけつてかすか 】あこてにそししあ. 》ちあうけてかしへつてうそ 

せか つとすかしそ そてしけねけてへ つたしかてせけ そて とえちそきあまはけに つけえせあしそう う そつせそうせそす 

たそ たちけねけせか そてつとてつてうけみ たそしけてけねかつさそこ うそしけ. 〉けさてそ — せけ 〈けせけ-

つてかちつてうそ そいそちそせふ, せけ 〈けせけつてかちつてうそ なけせあせつそう, せけ [あいけせかて — せか 

きかしあしけ たちけくせあうあてへ うふせときおかせせとま せかそいにそおけすそつてへ たそこてけ せあ おそちそ-

えそつてそみはけか たちかうかせてけうせふか すかちふ えおか-てそ てあす う ょきせそこ ╅てしあせてけさか — 

う せかさそこ そておあしかせせそこ け すあしそけせてかちかつせそこ おしみ せけに てそねさか, そ さそてそちそこ 

そせけ たそねてけ せけねかえそ せか くせあしけ. 》そ つうそかこ たちけちそおか てそえおあのせかか たちあうけ-

てかしへつてうそ 【ほてねかち つ うちあきおかいせそつてへま そてせそつけしそつへ さ しまいふす そいそちそせけ-

てかしへせふす け くあすそちつさけす たちそかさてあす け すかせへのか うつかえそ にそてかしそ うさしあおふ-

うあてへ う せけに おかせへえけ (かつしけ せか つねけてあてへ みおかちせそえそ そちときけみ). 》そおそいせふか 

てかせおかせぬけけ, たそすけすそ うつかえそ たちそねかえそ, つそくおあしけ いしあえそたちけみてせとま つけてと-

あぬけま おしみ うそくすそきせそえそ たちそてけうせけさあ け つたそつそいつてうそうあしけ うふちあいそてさか 

とつしそうけこ おしみ せあねあしあ うそかせせそこ えちそくふ.

《い ほてそす う ちあつつしかおそうあせけけ ‒ちほせさつあ せか とたそすみせとてそ. 〉あせそつけてへ 

とはかちい ちかたとてあぬけけ すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし, しそちおあ [あちちけせえ-
てそせあ, いふしそ いふ てあさ せかすけしそつかちおせそ. 〉そ てそて ちかあいけしけてけちそうあし つかいみ 

け つねけてあかてつみ つかえそおせみ かおうあ しけ せか かおけせつてうかせせふす おそつてそこせそ とのかおのけす 

う そてつてあうさと 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 たちあうけてかしへつてうあ てそちけ 

う たかちけそお すかきおと 1979 け 1997 ええ. 】つたかに とつさそちけし くあしかねけうあせけか うつかに 

ちあせ, あ けせてちそうかちてけちそうあせせあみ たそしけてけねかつさあみ さとしへてとちあ ╆ちけてあせけけ 

たそすそえしあ たちけさちふてへ のちあすふ. ╇そ うつかす うけせそうあてあ つけつてかすあ [あいけせかてあ 

う ぬかしそす — せけ いそしへのか せけ すかせへのか. 〉けさそすと せか たちけのしそつへ たちけせみてへ 
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うけせと せあ つかいみ たかちつそせあしへせそ. [そししかさてけうせあみ そてうかてつてうかせせそつてへ うたそし-

せか すそきかて そくせあねあてへ たそてかちま そてうかてつてうかせせそつてけ うそそいはか.

》ちそのしそ おかつみてけしかてけか, け ‒そしさしかせおつさとま うそこせと くあつしそせけしそ 

つそいそこ いそしかか さちとたせそか たちかおたちけみてけか — ちあくうかちてふうあせけか いちけてあせつさけに 

うそこつさ う 》かちつけおつさそす くあしけうか. 《おせあさそ さそせなしけさて う ょきせそこ ╅てしあせてけ-

さか つそにちあせけし ねかちてふ そたちかおかしかせせそこ たちけうしかさあてかしへせそつてけ さあさ たそつしかお-

せけこ とちそおかぬ けすたかちつさそこ けつてそちけけ. 』てそしさせそうかせけか くあうかちのけしそつへ といか-

おけてかしへせそこ いちけてあせつさそこ たそいかおそこ, たとつてへ おしみ てそえそ け たそてちかいそうあしあつへ 

ほせかちえけねせあみ たそすそはへ あすかちけさあせぬかう. ╇そこせあ そつてあしあつへ たそくあおけ つしそうせそ 

いふ つあすあ たそ つかいか — せか うそくふすかしあ いそしへのかえそ くせあねかせけみ おしみ いちけてあせ-

つさけに けせてかちかつそう け せけさそえそ そつそいかせせそ せけねかすと せか せあとねけしあ. ╇ おちとえけに 

いちけてあせつさけに さそしそせけみに, せあたちけすかち せあ あてそししか ╉けかえそ-╈あちつけみ, たちかつたそ-

さそこせそ うふつかしみしけ きけてかしかこ, さそえおあ ほてそ たそてちかいそうあしそつへ いちけてあせつさそすと 

たちあうけてかしへつてうと. ╇ ╈そせさそせえか てそきか うつか たちそのしそ いかく のとすあ. 』ちあきかせけか 

くあ ‒そしさしかせおつさけか そつてちそうあ みうしみしそつへ たそ たちかけすとはかつてうと たそしけてけねか-

つさそこ うそこせそこ — うそこせそこ えそちおふせけ け たちかつてけきあ, うそこせそこ ちあおけ つたあつか-

せけみ のさとちふ たちあうけてかしへつてうあ. 《せあ たそつしときけしあ とちそさそす おしみ さそせさちかて-

せそえそ おけさてあてそちあ, せそ せか おしみ おけさてあてとちふ さあさ てあさそうそこ. 』さそしへ すせそえけす 

ぬあちへさあす つにそおけしあ つ ちとさ あえちかつつけみ — せけさてそ せか たそつふしあし たちそてけう せけに 

なしそてそう け あちすけこ. 〉か くあてかす う あたちかしか 1982 え. そてたちあうけしそつへ う たそにそお 

け いちけてあせつさそか そたかちあてけうせそか つそかおけせかせけか うそかせせそ-すそちつさけに つけし.

《おせあさそ つそかおけせかせけか ほてそ うつか-てあさけ うふのしそ う すそちか. 《せそ うふつてとたけ-

しそ う いそこ け たそいかおけしそ. ╇そて すふ け たちかおしあえあかす ねけてあてかしま たそつすそてちかてへ, 

さあさ さそせさちかてせそ そいつてそみしけ おかしあ う にそおか ほてそこ あうあせてまちふ.

〈あさつ ｠あつてけせえつ
』あこすそせ ╉きかせさけせつ

っせうあちへ 1997 え.



15

Предисловие

》かちかお せあすけ けつてそちけみ ほてあさそえそ さあたちけくあ つとおへいふ, たそねてけ せあうかちせみさあ 

たそつしかおせかこ さそしそせけあしへせそこ うそこせふ おしみ ╆ちけてあせけけ. 』とえといあみ せかそいふ-

ねあこせそつてへ つそいふてけみ そねかうけおせあ: おあきか さそえおあ せあねあしけ えけいせとてへ しまおけ, 

すせそえけか けく うそうしかねかせせふに う たちそてけうそつてそみせけか ねとうつてうそうあしけ つかいみ つしそう-

せそ いふ とせかつかせせふすけ う うそしせあに せかさそこ なあせてあくけけ — いとおてそ いふ てそせとはけか 

さそちあいしけ け えちそにそねとはけか たとのさけ け うけせてそうさけ うそさちとえ つそのしけ つ ほさちあせそう 

てかしかうけくそちそう う えそつてけせそこ.

╆とおとねけ さそちちかつたそせおかせてそす たちけ いちけてあせつさそす そたかちあてけうせそす つそか-

おけせかせけけ, 〈あさつ ｠あつてけせえつあ せか おあうあし つかいか てちとおあ くあおあてへつみ うそたちそ-

つそす う そてせそのかせけけ きかしあてかしへせそつてけ け せかそいにそおけすそつてけ てそこ うそこせふ. 《せ 

たそたちそつてと ねとうつてうそうあし つかいみ けくいちあせせふす — ねかしそうかさそす, たそしとねけうのけす 

いしあえそたちけみてせとま うそくすそきせそつてへ つてあてへ 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 おちあすあてけねかつさそえそ おかこつてうあ, とうけおかてへ いちけてあせつさけか うそこつさあ くあせみてふ-

すけ つうそけす おかしそす てそねへ-う-てそねへ てあさ, さあさ おかしあしけ そせけ ほてそ けつたそさそせ うかさあ: 

つちかおけ たとてあせけぬふ け たちそてけうそちかねけこ, おかすそせつてちけちとみ つたそつそいせそつてへ つすか-

みてへつみ せあお せかとおあねあすけ, おかこつてうそうあてへ つ たちそなかつつけそせあしけくすそす, そてうあえそこ 

け とうかちかせせそつてへま, せか そつてあうしみうのけすけ けに つそ うちかすかせ ╆しかせにかこすあ おそ 

╆かしなあつてあ [て. か. せあ たちそてみきかせけけ たちけすかちせそ 280 しかて, せあねけせあみ つ いけて-

うふ たちけ ╆しかせにかこすか (╆しけせおにあこすか), えおか 13 あうえとつてあ 1704 え. (う にそおか 

╇そこせふ くあ けつたあせつさそか せあつしかおつてうそ) いちけてあせぬふ つふえちあしけ くあすかてせとま 

ちそしへ う たそいかおか つそまくせふに あちすけこ えかちぬそえあ 〈あしへいそちそ け たちけせぬあ ╊うえか-

せけみ 』あうそこつさそえそ せあお なちあせさそ-いあうあちつさそこ あちすけかこ さとちなまちつてあ ╆あうあ-

ちけけ 〈あさつけすけしけあせあ II け すあちのあしそう ‒ちあせぬけけ 【あししあちあ け 〈あちつか-

せあ, け くあさあせねけうあみ おかこつてうけみすけ いちけてあせつさけに うそこつさ たちそてけう いそかうけさそう 

¨『╅ う ╆かしなあつてか (』かうかちせあみ ¨ちしあせおけみ) う 1980-に えそおあに. — 》ちけす. 

ちかお.]. [そえおあ せあねあしあつへ うそこせあ, たかちうそこ くあいそてそこ う とすあに かおうあ しけ せか 

うつかに う ╆ちけてあせけけ つおかしあしあつへ たそいかおあ. [そえおあ きか そてえちかすかしけ いそけ, 

つてあちてそうあし おしけせせふこ け つしそきせふこ たちそぬかつつ ちあつつしかおそうあせけこ. 》そねかすと 


