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╁ くぇつぇかっ XIX ゃっおぇ ゃ さぇきおぇた いぇょせきぇくくにた 
┿かっおしぇくょさけき I さっそけさき ゅけしせょぇさしすゃっくくにた 
せつさっあょっくうえ こさけたけょうかけ こっさっせしすさけえしすゃけ 

くぇせつくにた う けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ. 

′ぇうぉけかっっ いくぇつうすっかぬくにきう ぉにかう せしこったう ゃ 
しそっさっ ゃにしてっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは. ╁ こっさゃにっ ょゃぇ 
ょっしはすうかっすうは XIX ゃっおぇ, こけきうきけ せあっ 
しせとっしすゃけゃぇゃてっゅけ ╋けしおけゃしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ, 

ゃ [けししうう ぉにかう けぉさぇいけゃぇくに っとひ こはすぬ 
せくうゃっさしうすっすけゃ: ゃ 1802 ゅけょせ くぇ けしくけゃっ 
ゃにしてっゅけ せつっぉくけゅけ いぇゃっょっくうは, 
しせとっしすゃけゃぇゃてっゅけ し XVII ゃっおぇ, ぉにか けすおさにす 
╃っさこすしおうえ せくうゃっさしうすっす; ゃ 1804 ゅけょせ くぇ ぉぇいっ 
ゅうきくぇいうう ぉにか けすおさにす せくうゃっさしうすっす ゃ ╉ぇいぇくう; ゃ 
1804 ゅけょせ ゃ 》ぇさぬおけゃっ ぉにかぇ さっけさゅぇくういけゃぇくぇ ゃ 
せくうゃっさしうすっす ╂かぇゃくぇは ╁うかっくしおぇは ておけかぇ; ゃ 
1818 ゅけょせ ぉにか こさっけぉさぇいけゃぇく ゃ せくうゃっさしうすっす 
╂かぇゃくにえ こっょぇゅけゅうつっしおうえ うくしすうすせす ゃ 
‶っすっさぉせさゅっ.  

╉けさっくくぇは さっそけさきぇちうは ゃにしてっえ ておけかに ゃ 
XIX ゃっおっ こさけゃけょうかぇしぬ つっすにさっ さぇいぇ — ゃ 
くぇつぇかっ つっすにさった ちぇさしすゃけゃぇくうえ. «〉あっ こけ ねすけえ 

こっさうけょうつくけしすう せつっぉくにた さっそけさき きけあくけ 

ょけゅぇょぇすぬしは, つすけ けくう ゃにいにゃぇかうしぬ ょぇかっおけ くっ 
けょくうきう すけかぬおけ こっょぇゅけゅうつっしおうきう 

しけけぉさぇあっくうはきう. ‶けしかっ せしすさけえしすゃぇ 
っおぇすっさうくうくしおけえ ておけかに けぉとっしすゃっくくけっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ しすぇかけ しうかけえ, おけすけさせの 

ゅけしせょぇさしすゃっくくぇは ゃかぇしすぬ きけゅかぇ せこけすさっぉうすぬ くぇ  
 

 

しかせあっくうっ しゃけうき ちっかはき. ]けけすゃっすしすゃっくくけ すけきせ, 
おぇお きっくはかうしぬ ねすう ちっかう, きっくはかうしぬ しこけしけぉに うた 
ょけしすうあっくうは. 〈ぇおうき けぉさぇいけき, かうぉっさぇかぬくぇは 
せつっぉくぇは しうしすっきぇ うきこっさぇすけさぇ ┿かっおしぇくょさぇ I 

(1804) こけしかっ 14 ょっおぇぉさは う うのかぬしおけえ 

さっゃけかのちうう ぉにかぇ いぇきっくっくぇ さっぇおちうけくくけえ 

しうしすっきけえ うきこっさぇすけさぇ ′うおけかぇは (1828 — ょかは 
しさっょくっえ, 1835 — ょかは ゃにしてっえ ておけかに), う すぇ あっ 
しきっくぇ しうしすっきに っとひ さぇい こけゃすけさうかぇしぬ こさう 

こっさったけょっ けす かうぉっさぇかぬくにた せしすぇゃけゃ 1863—64 

ゅけょけゃ お さっぇおちうけくくにき せしすぇゃぇき 1871-ゅけ (ょかは 
ゅうきくぇいうう) う 1884-ゅけ (ょかは せくうゃっさしうすっすけゃ) 
ゅけょけゃ. ‶はすぇは しきっくぇ ゅけすけゃうすしは, ぉかぇゅけょぇさは 
けぉとっしすゃっくくけきせ けあうゃかっくうの, せあっ ゃ おけくちっ 90-た 
ゅゅ., くけ けしせとっしすゃかはっすしは けくぇ ゃ さっゃけかのちうけくくにっ 
ゅけょに 1905—17-え» [1]. 

‶けかうすうおぇ さっそけさきうさけゃぇくうは けぉさぇいけゃぇくうは 
くけしうかぇ くっこけしかっょけゃぇすっかぬくにえ たぇさぇおすっさ — 

こっさうけょに かうぉっさぇかういぇちうう しきっくはかうしぬ 
せしうかっくうっき さっぇおちうけくくにた すっくょっくちうえ. 

╇いきっくっくうは ゃ けさゅぇくういぇちうう けぉとっしすゃっくくけえ う 

おせかぬすせさくけえ あういくう こけしかっ さっそけさきに 1861 ゅけょぇ 
うきっかう しせとっしすゃっくくにっ こけしかっょしすゃうは ょかは 
けぉさぇいけゃぇくうは う くぇせおう. ‶さぇゃうすっかぬしすゃけ ぉにかけ 

ゃにくせあょっくけ ういきっくうすぬ しゃけの こけかうすうおせ ゃ 

1 [ぇぉけすぇ こけょょっさあうゃぇかぇしぬ ゅさぇくすぇきう [╂′《 (わ 11-13-73003ぇ/╁) う 《『
[《 «′ぇせつくにっ う くぇせつくけ-こっょぇゅけゅうつっしおうっ おぇょさに うくくけゃぇちうけくくけえ [けししうう
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けすくけてっくうう せくうゃっさしうすっすけゃ こけょ ゃかうはくうっき 

ょっきけおさぇすうつっしおけえ けぉとっしすゃっくくけしすう.  ╇いょぇくくにえ  

ゃ 1863 ゅけょせ  せくうゃっさしうすっすしおうえ 

 

 

せしすぇゃ ぉにか くぇうぉけかっっ かうぉっさぇかぬくにき うい ゃしった ゃ 
ょけさっゃけかのちうけくくけっ ゃさっきは. ╁ せしすぇゃっ 
しけっょうくうかうしぬ くっきっちおぇは う そさぇくちせいしおぇは 
しうしすっきに: しけゅかぇしくけ こけさはょおせ くっきっちおけゅけ 

せくうゃっさしうすっすぇ ゃ くっき ぉにかぇ けさゅぇくういけゃぇくぇ 

せくうゃっさしうすっすしおぇは ぇゃすけくけきうは; しけゅかぇしくけ 

そさぇくちせいしおけえ しうしすっきっ せつぇとうっしは ぉにかう 

こけょつうくっくに けぉはいぇすっかぬくけきせ こかぇくせ 
こさっこけょぇゃぇくうは. ┿ゃすけくけきうは こさけそっししけさしおけえ 

おけさこけさぇちうう – ねすけ けしくけゃくぇは うょっは くけゃけゅけ 

せしすぇゃぇ. ╁かぇしすぬ こけこっつうすっかは ょけかあくぇ ぉにかぇ 
けゅさぇくうつうすぬしは けぉとうき おけくすさけかっき. ]けゃっすに 

こさけそっししけさけゃ ぉにかう ゃけししすぇくけゃかっくに ゃ こさぇゃぇた う 

しすぇかう ちっくすさぇきう おけさこけさぇすうゃくけえ あういくう 

せくうゃっさしうすっすぇ. 
]っすぬ くぇせつくにた せつさっあょっくうえ しかけあうかぇしぬ ゃ 

こっさゃけえ こけかけゃうくっ XIX ゃっおぇ う こけつすう ぉっい 
ういきっくっくうえ こさけしせとっしすゃけゃぇかぇ ょけ くぇつぇかぇ 》》 

ゃっおぇ. ¨しくけゃくにきう きっしすぇきう うししかっょけゃぇすっかぬしおけえ 

さぇぉけすに ぉにかう かぇぉけさぇすけさうう くっきくけゅけつうしかっくくにた 
せくうゃっさしうすっすけゃ, ┿おぇょっきうは くぇせお う くぇせつくにっ 
けぉとっしすゃぇ. ¨すょっかぬくにっ ゃうょに うししかっょけゃぇくうえ 

ゃにこけかくはかうしぬ こさう しこっちうぇかぬくにた 
ゃっょけきしすゃっくくにた せつさっあょっくうはた (╂っけかけゅうつっしおうえ 

おけきうすっす, ╂かぇゃくけっ ゅうょさけゅさぇそうつっしおけっ 
せこさぇゃかっくうっ, ]っかぬしおけたけいはえしすゃっくくにえ せつひくにえ 

おけきうすっす). ′ぇせつくにっ せつさっあょっくうは ぉにかう しかぇぉけ 

しゃはいくに ょさせゅ し ょさせゅけき, けぉとっくうっ きっあょせ 
せつひくにきう こけょょっさあうゃぇかけしぬ すけかぬおけ つっさっい 
かうつくにっ おぇくぇかに おけききせくうおぇちうう. ╃け 1916 ゅけょぇ 
くっ ゃっかけしぬ せつひすぇ くぇせつくにた しうか [2]. [ぇいゃうすうの 

くぇせおう きってぇかけ すけ, つすけ ゃくせすさっくくうえ しすさけえ 

うししかっょけゃぇすっかぬしおうた せつさっあょっくうえ (しけしすぇゃ 
こけょさぇいょっかっくうえ ┿おぇょっきうう くぇせお う 

せくうゃっさしうすっすけゃ) くっ きっくはかしは ょっしはすうかっすうはきう, う 

くけゃにき くぇせつくにき ょうしちうこかうくぇき くっ くぇたけょうかけしぬ ゃ 
くうた きっしすぇ.  

¨しけぉけっ こけかけあっくうっ うきっかぇ ┿おぇょっきうは くぇせお. 
〉しすぇゃ 1803 ゅけょぇ けぉさぇとぇか けしけぉけっ ゃくうきぇくうっ 
ぇおぇょっきうおけゃ くぇ ういにしおぇくうっ しさっょしすゃ «お 
せきくけあっくうの くぇさけょくけえ こさけきにてかっくくけしすう う 

すけさゅけゃかう», せゃっかうつうゃぇか つうしかけ ぇおぇょっきうおけゃ う 

ぇょなのくおすけゃ し 20 ょけ 38, くぇ ゅかぇゃくけっ きっしすけ しすぇゃうか 

くぇせおう そういうおけ-きぇすっきぇすうつっしおうっ う 

うしすけさうつっしおうっ. ╁ 1841 ゅけょせ ┿おぇょっきうは ぉにかぇ 
さぇいょっかっくぇ くぇ すさう けすょっかっくうは: そういうおけ-

きぇすっきぇすうつっしおけっ, させししおけゅけ はいにおぇ う 

しかけゃっしくけしすう う うしすけさうおけ-そうかけかけゅうつっしおけっ. ¨くう 

ぉにかう しけたさぇくっくに せしすぇゃけき 1869 ゅけょぇ, 
いくぇつうすっかぬくけ せゃっかうつうゃてうき てすぇすに ┿おぇょっきうう. 

1 うのくは 1893 ゅけょぇ ぉにかう ╁にしけつぇえてっ 
せすゃっさあょっくに くけゃにっ てすぇすに こけ おけくそっさっくちうう, 

おぇくちっかはさうう おけくそっさっくちうう, こさぇゃかっくうの 

┿おぇょっきうう (すぇお くぇいゃぇく こけ くけゃにき てすぇすぇき 

こさっあくうえ おけきうすっす こさぇゃかっくうは ┿おぇょっきうう) う 

ぉうぉかうけすっおっ; つうしかけ ぇおぇょっきうおけゃ う ぇょなのくおすけゃ 
けこさっょっかっくけ ゃ 46 つっかけゃっお (21 — こけ I-きせ 
そういうおけ-きぇすっきぇすうつっしおけきせ けすょっかっくうの, 7 — こけ 

II-きせ けすょっかっくうの させししおけゅけ はいにおぇ う 

しかけゃっしくけしすう, 13 — こけ III-きせ うしすけさうおけ-

そうかけかけゅうつっしおけきせ けすょっかっくうの う 5 

しゃっさたてすぇすくにた う うくけゅけさけょくうた きっしす). ┿おぇょっきうは 
こけかせつぇかぇ こけかけゃうくせ くぇせつくけ-

うししかっょけゃぇすっかぬしおけゅけ ぉのょあっすぇ ╋うくうしすっさしすゃぇ 

こさけしゃっとっくうは, つすけ ゃ 1890-っ ゅけょに しけしすぇゃかはかけ 

けおけかけ 200 すにしはつ させぉかっえ. ╁ こっさうけょ さっそけさき 60-

た ゅけょけゃ ┿おぇょっきうは こけょゃっさゅぇかぇしぬ おさうすうおっ しけ 

しすけさけくに せくうゃっさしうすっすしおけえ こさけそっししせさに いぇ 
おけくしっさゃぇすういき う せしすぇさっかけしすぬ くぇせつくけえ 

すっきぇすうおう, いぇ ういけかうさけゃぇくくけしすぬ う けすけさゃぇくくけしすぬ 
けす いぇこさけしけゃ あういくう, いぇ ゃにしけおけきっさくけっ 

けすくけてっくうっ お せくうゃっさしうすっすぇき う させししおうき 

くぇせつくにき けぉとっしすゃぇき (つかっくに ぇおぇょっきうう くっ 
こせぉかうおけゃぇかう しゃけう すさせょに こけ-させししおう), いぇ 
しすさっきかっくうっ きけくけこけかういうさけゃぇすぬ こさぇゃけ くぇ 
くぇせつくせの うしすうくせ. ╁にしおぇいにゃぇかうしぬ こさっょかけあっくうは 
せこさぇいょくうすぬ ┿おぇょっきうの, すぇお おぇお けくぇ 
ぉっしこけかっいくぇ ょかは [けししうう, うかう あっ 
こさっけぉさぇいけゃぇすぬ っひ ゃ くぇせつくけっ けぉとっしすゃけ. 

╋ぇすっさうぇかぬくせの ぉぇいせ ┿おぇょっきうう しけしすぇゃかはかう 

7 きせいっっゃ, 5 かぇぉけさぇすけさうえ う 15 

こけかせけぉとっしすゃっくくにた おけきうししうえ. ′ぇせつくにっ 
かぇぉけさぇすけさうう ┿おぇょっきうう くぇせお ぉにかう こかけたけ 

けぉけさせょけゃぇくに う すっしくに — けょくけゃさっきっくくけ きけゅかけ 

さぇぉけすぇすぬ くっ ぉけかっっ 4—5 つっかけゃっお. ╁ ょけおかぇょくけえ 

いぇこうしおっ ┿おぇょっきうう くぇせお ゃ 1911 ゅけょせ 
けすきっつぇかけしぬ, つすけ っひ けしくけゃくにっ 
うししかっょけゃぇすっかぬしおうっ せつさっあょっくうは «かうてっくに 

ゃけいきけあくけしすう こけょくはすぬ しゃけの さぇぉけすせ くぇ せさけゃっくぬ 
しけゃさっきっくくにた くぇせつくにた すさっぉけゃぇくうえ; 

こけしすぇゃかっくに ゃ しゃけえ せつっくけえ さぇぉけすっ ゃ せしかけゃうは 
たせょてうっ, つっき すっ, おぇおうっ しせとっしすゃせのす ゃ 
こさぇゃうかぬくけ けさゅぇくういけゃぇくくにた せつさっあょっくうはた 
せくうゃっさしうすっすけゃ うかう こけかうすったくうつっしおうた 
うくしすうすせすけゃ» [3]. ┿おぇょっきうは うきっかぇ ゃにしけおうえ 

けそうちうぇかぬくにえ しすぇすせし, くけ っひ けぉとっしすゃっくくにえ 

こさっしすうあ くっこさっさにゃくけ しくうあぇかしは. ¨くぇ ゃくけしうかぇ 
しおさけきくにえ ゃおかぇょ ゃ さぇいゃうすうっ させししおけえ くぇせおう おぇお 
うい-いぇ きぇかけつうしかっくくけしすう さぇぉけすくうおけゃ, すぇお う 

しおせょけしすう きぇすっさうぇかぬくけ-すったくうつっしおけゅけ 

けぉっしこっつっくうは. 〉しこってくっっ ゃしっゅけ さぇいゃうゃぇかうしぬ 
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うししかっょけゃぇくうは こけ ゅせきぇくうすぇさくにき ょうしちうこかうくぇき, 

ぇ こさうおかぇょくぇは くぇせおぇ こけつすう こけかくけしすぬの 

けすしせすしすゃけゃぇかぇ.  

╁ しうかせ ねすけゅけ くぇせおぇ ゃ [けししうう XIX — くぇつぇかぇ 
》》 ゃっおぇ さぇいゃうゃぇかぇしぬ ゃ けしくけゃくけき ゃ ゃにしてうた 
せつっぉくにた いぇゃっょっくうはた. 〉つひくにっ ゃにしてっえ ておけかに 

ゃにしすせこぇかう おぇお うししかっょけゃぇすっかう う こっょぇゅけゅう. ╇た 
けぉとっっ つうしかけ お 1917 ゅけょせ しけしすぇゃかはかけ けおけかけ  

11 すにしはつ つっかけゃっお. 』うしかけ せくうゃっさしうすっすしおうた 
おぇそっょさ う うた つかっくけゃ ぉにかけ けゅさぇくうつっくくにき う くっ 
しけけすゃっすしすゃけゃぇかけ しすっこっくう ょうそそっさっくちうぇちうう 

くぇせおう. 〈ぇお, ゃ 1910 ゅけょせ ゃ しけしすぇゃっ さけししうえしおうた 
せくうゃっさしうすっすけゃ くっ ぉにかけ おぇそっょさ 

きぇすっきぇすうつっしおけえ そういうおう, そういうつっしおけえ たうきうう, 

ぉぇおすっさうけかけゅうう, ねきぉさうけかけゅうう, ゅうしすけかけゅうう, 

ねおしこっさうきっくすぇかぬくけえ きけさそけかけゅうう, そういうけかけゅうう 

あうゃけすくにた [4] — すけ っしすぬ こけ すっき くぇこさぇゃかっくうはき, 

ゅょっ さけししうえしおぇは くぇせおぇ せあっ ょけしすうゅかぇ 
いくぇつうすっかぬくにた せしこったけゃ. ╇ししかっょけゃぇすっかぬしおうっ 

こけょさぇいょっかっくうは ゃ ゃにしてっえ ておけかっ うきっかう 

こけょつうくっくくけっ こけかけあっくうっ, くっ さぇしこけかぇゅぇかう 

しけぉしすゃっくくにき ぉのょあっすけき う きぇかけ 

そうくぇくしうさけゃぇかうしぬ. 
‶さけぉかっきぇ さっけさゅぇくういぇちうう くぇせおう 

ゃけしこさうくうきぇかぇしぬ ゃっょせとうきう せつひくにきう おぇお 
くぇしせとくぇは いぇょぇつぇ. ╄しかう ゃ 1860—80-た ゅけょぇた 
しすぇすぬう, こけしゃはとひくくにっ くせあょぇき くぇせおう, 

こけはゃかはかうしぬ ねこういけょうつっしおう う おぇしぇかうしぬ つぇしすくにた 
ゃけこさけしけゃ さぇぉけすに くぇせつくにた せつさっあょっくうえ, すけ ゃ 
くぇつぇかっ 》》 ゃっおぇ ねすぇ すっきぇ こけょくうきぇっすしは ゃ こっつぇすう 

さっゅせかはさくけ. ╁ あせさくぇかぇた «[せししおぇは きにしかぬ», 

«╁っしすくうお ╄ゃさけこに», ゅぇいっすぇた «[せししおうっ 
ゃっょけきけしすう», «[っつぬ» こせぉかうおけゃぇかうしぬ くぇせつくにっ 
けぉいけさに, けつっさおう さぇぉけすに くぇせつくにた せつさっあょっくうえ う 

けさゅぇくういぇちうえ. ¨ぉしせあょぇかうしぬ こさけぉかっきに 

けさゅぇくういぇちうう ねおしこっさうきっくすぇかぬくけえ さぇぉけすに, 

こっさしこっおすうゃに さぇいゃうすうは くぇせおう, くっけすかけあくにっ 
くせあょに うししかっょけゃぇすっかぬしおうた せつさっあょっくうえ. 

╃かは けさゅぇくういぇちうう さっゅせかはさくけえ 

おけききせくうおぇちうう きっあょせ いさっかにきう せつひくにきう 

けしけぉけっ いくぇつっくうっ うきっかう くぇせつくにっ しけけぉとっしすゃぇ. 
〉しすぇゃ けぉとっしすゃぇ, さっゅかぇきっくすうさせのとうえ っゅけ ちっかう 

う しこけしけぉ こさうひきぇ つかっくけゃ, ゃ [けししうえしおけえ 

うきこっさうう ぉにか けょけぉさっく ゅけしせょぇさしすゃけき ゃ かうちっ 
╋うくうしすっさしすゃぇ こさけしゃっとっくうは, くけ けくう ゃ 
ぉけかぬてうくしすゃっ しかせつぇっゃ ぉにかう しけいょぇくに こけ 

うくうちうぇすうゃっ しぇきうた せつひくにた. ╆ぇょぇつう くぇせつくにた 
けぉとっしすゃ しけしすけはかう くっ すけかぬおけ ゃ けぉきっくっ うょっはきう, 

くけ う ゃ こけこせかはさういぇちうう くぇせおう おぇお ゃうょぇ いくぇくうは. 
╉ぇお こさぇゃうかけ, つかっくに けぉとっしすゃぇ しすさっきうかうしぬ 
うきっすぬ しゃけえ あせさくぇか, ゃ おけすけさけき こせぉかうおけゃぇかう 

くぇせつくにっ さぇぉけすに しゃけうた つかっくけゃ う けすつっすに け 
いぇしっょぇくうはた. ╂けしせょぇさしすゃけ ゃ こっさゃけえ こけかけゃうくっ 

XIX ゃっおぇ けたけすくけ こけょょっさあうゃぇかけ ょっはすっかぬくけしすぬ 
こさっあょっ ゃしっゅけ かうすっさぇすせさくにた, そうかけかけゅうつっしおうた う 

うしすけさうつっしおうた せくうゃっさしうすっすしおうた しけけぉとっしすゃ. 
╄しすっしすゃっくくけ-くぇせつくにっ けぉとっしすゃぇ こけかせつうかう 

うきこせかぬし お さぇいゃうすうの すけかぬおけ こけしかっ さっそけさきに 60-

た ゅけょけゃ, おけゅょぇ せゃっかうつうかしは つうしかっくくにえ しけしすぇゃ 
っしすっしすゃっくくけ-くぇせつくにた おぇそっょさ う しすぇかけ ぉけかぬてっ 
ゃにしてうた すったくうつっしおうた うくしすうすせすけゃ [5]. 

¨ょくうき うい こっさゃにた ゃけいくうおかけ «¨ぉとっしすゃけ 

かのぉうすっかっえ けすっつっしすゃっくくけえ しかけゃっしくけしすう ゃ 
おぇいぇくしおけき せくうゃっさしうすっすっ», けしくけゃぇくくけっ ゃ おけくちっ 
1805 ゅけょぇ. ╄ゅけ せつさっょうかう ╁. ‶っさっゃけとうおけゃ,  
‶. ╉けくょにさっゃ, ┿. ╁ぇしうかぬっゃ, ╃. ╀けゅょぇくけゃ, ╇. ‶ぇ-
くぇっゃ う ]. 〈. ┿おしぇおけゃ. ╃け 1810 ゅけょぇ つかっくぇきう 

けぉとっしすゃぇ ぉにかう こさけそっししけさぇ せくうゃっさしうすっすぇ う 

こさっこけょぇゃぇすっかう ゅうきくぇいうう, くけ こけいょくっっ ゃ くっゅけ 

しすぇかう こさうくうきぇすぬ う ょさせゅうた あっかぇのとうた. ╁ 1818 

ゅけょせ ゃ くひき しけしすけはかけ 75 ょっえしすゃうすっかぬくにた 
つかっくけゃ う 25 こけつっすくにた. ‶けしかっ こさうっいょぇ ゃ 
╉ぇいぇくぬ ╋. ╊. ╋ぇゅくうちおけゅけ (1818) ゃ すっつっくうっ 10 

かっす けぉとっしすゃけ くう さぇいせ くっ しけぉうさぇかけしぬ, せしこっゃ ょけ 

ねすけゅけ ゃさっきっくう ういょぇすぬ すけかぬおけ けょうく すけき しゃけうた 
«〈させょけゃ» (1817). ╁けいけぉくけゃうゃ ょっはすっかぬくけしすぬ ゃ 
1828 ゅけょせ, けぉとっしすゃけ しけぉうさぇかけしぬ おさぇえくっ 
さっょおけ, ゃ 1853 ゅけょせ っゅけ しせとっしすゃけゃぇくうっ 
こさっおさぇすうかけしぬ. 

╁ 1812 ゅけょせ こさう 》ぇさぬおけゃしおけき 

せくうゃっさしうすっすっ けしくけゃぇくけ «¨ぉとっしすゃけ くぇせお» し 
ちっかぬの «さぇしこさけしすさぇくっくうは くぇせお う いくぇくうえ おぇお 
つっさっい せつっくにっ ういにしおぇくうは, すぇお う つっさっい ういょぇくうっ 
ゃ しゃっす けぉとっこけかっいくにた しけつうくっくうえ». ¨ぉとっしすゃけ 

しけしすけはかけ うい ょゃせた けすょっかっくうえ: っしすっしすゃっくくにた 
くぇせお う しかけゃっしくけしすう. ╇くすっくしうゃくけしすぬ っゅけ 

ょっはすっかぬくけしすう こけしすっこっくくけ けしかぇぉっゃぇかぇ う お 
くぇつぇかせ 1830-た ゅけょけゃ こさっおさぇすうかぇしぬ 
けおけくつぇすっかぬくけ. 

╁ ╋けしおけゃしおけき せくうゃっさしうすっすっ ゃ 1811 ゅけょせ 
‶. ╇. ]すさぇたけゃにき う ┿. ┿. ‶さけおけこけゃうつっき-┿くすけく-

しおうき ぉにかけ せつさっあょっくけ «¨ぉとっしすゃけ かのぉうすっかっえ 

[けししうえしおけえ しかけゃっしくけしすう» し ちっかぬの 

«さぇしこさけしすさぇくっくうは しゃっょっくうえ け こさぇゃうかぇた う 

けぉさぇいちぇた いょさぇゃけえ しかけゃっしくけしすう う ょけしすぇゃかっくうは 
こせぉかうおっ けぉさぇぉけすぇくくにた しけつうくっくうえ ゃ しすうたぇた う 

こさけいっ, くぇ させししおけき はいにおっ, さぇししきけすさっくくにた 
こさっょゃぇさうすっかぬくけ う こさけつうすぇくくにた ゃ しけぉさぇくうはた». 

¨ぉとっしすゃけき ぇおすうゃくけ ういょぇゃぇかうしぬ «〈させょに». ╁ 

おけくちっ 20-た ゅけょけゃ しけぉさぇくうは けぉとっしすゃぇ 
しすぇくけゃうかうしぬ ゃしひ さっあっ, けおけかけ 1844 ゅけょぇ けくう 

けおけくつぇすっかぬくけ こさっおさぇすうかうしぬ. ╄ゅけ ょっはすっかぬくけしすぬ 
ぉにかぇ ゃけいけぉくけゃかっくぇ ゃ 1858 ゅけょせ ╋. ‶. 

‶けゅけょうくにき う ┿. ]. 》けきはおけゃにき. ] 1859 ゅけょぇ 
くぇつぇかうしぬ こせぉかうつくにっ いぇしっょぇくうは. ╁ 1866 ゅけょせ 
せすゃっさあょひく くけゃにえ せしすぇゃ, けこさっょっかはのとうえ ちっかぬ 
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けぉとっしすゃぇ: «…しけょっえしすゃけゃぇすぬ さぇいゃうすうの 

けすっつっしすゃっくくけゅけ はいにおぇ う せしこったぇき っゅけ 

かうすっさぇすせさに». ╉さけきっ っあっきっしはつくにた しけぉさぇくうえ 

(けつっさっょくにた, ゅけょけゃにた う すけさあっしすゃっくくにた), 
せしすさぇうゃぇかうしぬ こせぉかうつくにっ かっおちうう う 

かうすっさぇすせさくけ-きせいにおぇかぬくにっ ゃっつっさぇ. ¨ぉとっしすゃけき 

ういょぇくに «‶っしくう, しけぉさぇくくにっ ╉うさっっゃしおうき» う 

«〈けかおけゃにえ ]かけゃぇさぬ» ╁. ╇. ╃ぇかは (1863). 

〈ぇおあっ けょくうき うい こっさゃにた ぉにかけ しけいょぇくけ 

«╇きこっさぇすけさしおけっ きけしおけゃしおけっ けぉとっしすゃけ 

うしこにすぇすっかっえ こさうさけょに こさう きけしおけゃしおけき 

せくうゃっさしうすっすっ». ¨くけ ぉにかけ けしくけゃぇくけ ゃ 1805 

ゅけょせ ╂. ╇. 《うてっさけき そけく-╁ぇかぬょゅっえきけき し 
ちっかぬの さぇいさぇぉけすおう っしすっしすゃっくくにた くぇせお う 

さぇしこさけしすさぇくっくうは うた, こさっうきせとっしすゃっくくけ ゃ 
[けししうう. ¨ぉとっしすゃけ こけかせつぇかけ っあっゅけょくけ 

こさぇゃうすっかぬしすゃっくくせの しせぉしうょうの う ういょぇゃぇかけ 

«‶さけすけおけかに いぇしっょぇくうえ», ゅけょうつくにっ けすつっすに う 

しゃけう すさせょに こけょ いぇゅかぇゃうっき «Bulletin». ╉ 1896 

ゅけょせ ゃ ¨ぉとっしすゃっ しけしすけはかけ 592 つかっくぇ.  
«¨ぉとっしすゃけ かのぉうすっかっえ っしすっしすゃけいくぇくうは, 

ぇくすさけこけかけゅうう う ねすくけゅさぇそうう» こさう 

╇きこっさぇすけさしおけき きけしおけゃしおけき せくうゃっさしうすっすっ 

ぉにかけ けすおさにすけ 15 けおすはぉさは 1863 ゅけょぇ. ¨くけ 

けさゅぇくういけゃぇかけ さはょ ねおしこっょうちうえ ょかは 
うししかっょけゃぇくうは ╀ぇかすうえしおけゅけ, ╀っかけゅけ, 

┿さぇかぬしおけゅけ う 』っさくけゅけ きけさっえ (けしけぉっくくけ 

ういせつぇかぇしぬ そぇせくぇ), こけかけあうかけ こさけつくけっ くぇつぇかけ 

しうしすっきぇすうつっしおけきせ ういせつっくうの ぇくすさけこけかけゅうう う 

ねすくけゅさぇそうう [けししうう う しけょっえしすゃけゃぇかけ 

うししかっょけゃぇくうはき こけ ょけうしすけさうつっしおけえ 

ぇさたっけかけゅうう ゃけけぉとっ う させししおうき ょさっゃくけしすはき ゃ 
つぇしすくけしすう. ¨ぉとっしすゃけ こさけゃっかけ ゃ ╋けしおゃっ 
ねすくけゅさぇそうつっしおせの う ぇくすさけこけかけゅうつっしおせの 

ゃにしすぇゃおう, きっあょせくぇさけょくにえ おけくゅさっしし 
ょけうしすけさうつっしおけえ ぇさたっけかけゅうう, ぇくすさけこけかけゅうう う 

いけけかけゅうう. ‶さう ¨ぉとっしすゃっ ゃ 1872 ゅけょせ ぉにか 

けすおさにす ╋せいっえ こさうおかぇょくにた いくぇくうえ; 

こさけゃけょうかうしぬ ゃけしおさっしくにっ けぉなはしくっくうは 
おけかかっおちうえ ‶けかうすったくうつっしおけゅけ きせいっは. ╁ 

¨ぉとっしすゃっ ぉにかう けすょっかに ぇくすさけこけかけゅうう, 

ねすくけゅさぇそうう, そういうつっしおうた くぇせお, いけけかけゅうう, 

たうきうう う ゅっけゅさぇそうう. ¨ぉとっしすゃけ ういょぇゃぇかけ 

«╇いゃっしすうは», ゃ おけすけさにた こせぉかうおけゃぇかうしぬ 
きけくけゅさぇそうう う おけかかっおすうゃくにっ うししかっょけゃぇくうは 

つかっくけゃ けぉとっしすゃぇ, けすつひすに け っゅけ ょっはすっかぬくけしすう.  

╁ 1868 ゅけょせ ぉにかけ しけいょぇくけ «]ぇくおす-‶っすっさ-

ぉせさゅしおけっ けぉとっしすゃけ っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ», っゅけ 

こさっいうょっくすけき しすぇか ╉. 《. ╉っししかっさ, こけしかっ っゅけ 

しきっさすう ゃ 1881 ゅけょせ けぉとっしすゃけ ゃけいゅかぇゃうか 

こさけそっししけさ-ぉけすぇくうお ┿. ′. ╀っおっすけゃ, ぇ ゃ 1900 

ゅけょせ っゅけ しきっくうか ゅっけかけゅ, こさけそっししけさ ┿. ┿. 

╇くけしすさぇくちっゃ. 〉しすぇゃ ¨ぉとっしすゃぇ 1868 ゅけょぇ 

けこさっょっかうか けしくけゃくにっ ちっかう う いぇょぇつう しゃけっえ 

ょっはすっかぬくけしすう: しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ さぇいゃうすうの 

っしすっしすゃっくくにた くぇせお ゃけけぉとっ; さぇしこさけしすさぇくはすぬ 
っしすっしすゃっくくけ-くぇせつくにっ いくぇくうは ゃ [けししうう; 

しけょっえしすゃけゃぇすぬ うししかっょけゃぇくうの こさうさけょに 

[けししうう, こさっうきせとっしすゃっくくけ ゃ こけかけしっ っっ, 
かっあぇとっえ ゃ ぉぇししっえくぇた ╀ぇかすうえしおけゅけ う ╀っかけゅけ 

きけさっえ う ╊っょけゃうすけゅけ けおっぇくぇ; しぉかうあぇすぬ きっあょせ 
しけぉけの けすっつっしすゃっくくにた せつひくにた. 〉しこってくけえ 

ょっはすっかぬくけしすう けぉとっしすゃぇ しこけしけぉしすゃけゃぇかけ すけ, 

つすけ ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅしおけき せくうゃっさしうすっすっ 
しかけあうかうしぬ きけとくにっ くぇせつくにっ ておけかに, かうょっさに 

おけすけさにた ぉにかう つかっくぇきう けぉとっしすゃぇ: ‶. ╊. 』っぉに-

てっゃ — ゃ きぇすっきぇすうおっ, ぁ. 》. ╊っくち — ゃ そういうおっ,  
╃. ╇. ╋っくょっかっっゃ う ┿. ╋. ╀せすかっさけゃ — ゃ たうきうう,  

┿. ′. ╀っおっすけゃ — ゃ ぉけすぇくうおっ, ╇. ╇. ╋っつくうおけゃ う  

┿. ¨. ╉けゃぇかっゃしおうえ — ゃ ねきぉさうけかけゅうう, ╇. ╋. 

]っつっくけゃ — ゃ そういうけかけゅうう, ╁. ╁. ╃けおせつぇっゃ — ゃ 
こけつゃけゃっょっくうう, ┿. ┿. ╇くけしすさぇくちっゃ — ゃ ゅっけかけゅうう.  

‶さう ょさせゅうた せくうゃっさしうすっすぇた けぉとっしすゃぇ 
っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ しすぇかう ゃけいくうおぇすぬ こけしかっ 
I しなっいょぇ させししおうた っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ う 

ゃさぇつっえ 1867 ゅけょぇ. ¨ぉとっっ しけぉさぇくうっ しなっいょぇ 
ゃけいぉせょうかけ たけょぇすぇえしすゃけ け こけきけとう くぇせつくにた 
けぉとっしすゃ, おけすけさけっ ぉにかけ こけょょっさあぇくけ 

きうくうしすさけき くぇさけょくけゅけ こさけしゃっとっくうは 
(っあっゅけょくけっ こけしけぉうっ けこさっょっかっくけ ゃ 2500 

させぉかっえ ゃ ゅけょ おぇあょけきせ けぉとっしすゃせ). ╀かぇゅけょぇさは 
たけょぇすぇえしすゃせ きうくうしすさぇ 22 そっゃさぇかは 1868 ゅけょぇ 
さぇいさってっくうっ くぇ けさゅぇくういぇちうの けぉとっしすゃ 
っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ ぉにかけ ょぇくけ, う ゃ 1869 

ゅけょせ けくう ぉにかう しけいょぇくに ゃ ╉ぇいぇくしおけき, 

╉うっゃしおけき, ′けゃけさけししうえしおけき う 》ぇさぬおけゃしおけき 

せくうゃっさしうすっすぇた. 
«[せししおけっ ぇしすさけくけきうつっしおけっ けぉとっしすゃけ» 

ぉにかけ けしくけゃぇくけ ゃ 1890 ゅけょせ う, おぇお ゅかぇしうす § 1 

せしすぇゃぇ, うきっかけ ちっかぬの しけょっえしすゃけゃぇすぬ せしこったぇき 

ぇしすさけくけきうう う ゃにしてっえ ゅっけょっいうう う 

さぇしこさけしすさぇくっくうの しうた いくぇくうえ ゃ うきこっさうう. 

‶っさゃにき っゅけ こさっょしっょぇすっかっき ぉにか 《. ┿. 

╀さっょうたうく, ぇ し 1893 ゅけょぇ っゅけ ゃけいゅかぇゃうか ]. ‶. 

╂かぇいっくぇこ. ¨ぉとっしすゃけ せつさっょうかけ こさっきうう いぇ 
かせつてうっ しけつうくっくうは ぇしすさけくけきうつっしおけゅけ う 

ゅっけょっいうつっしおけゅけ しけょっさあぇくうは. ‶っさゃけくぇつぇかぬくけ 

くぇつぇすけっ ういょぇくうっ «╇いゃっしすうえ» ゃ ゃうょっ けょくけゅけ 

ゃにこせしおぇ ゃ ゅけょ し 1896 ゅけょぇ さぇしてうさうかけしぬ ょけ 

っあっきっしはつくけゅけ ぇしすさけくけきうつっしおけゅけ あせさくぇかぇ. ╁ 

けぉとっしすゃけ ゃたけょうかけ ょけ 300 ょっえしすゃうすっかぬくにた う 

こけつひすくにた つかっくけゃ. 

‶っさゃけっ ゃ [けししうう «╋ぇすっきぇすうつっしおけっ 
けぉとっしすゃけ» ぉにかけ せつさっあょっくけ ゃ 1811 ゅけょせ こけ 

うくうちうぇすうゃっ ╋. ′. ╋せさぇゃぬっゃぇ. ╃け ねこけたう 

こさっけぉさぇいけゃぇくうえ ┿かっおしぇくょさぇ II ゃ こはすう させししおうた 



 
175

 わ  1 ( 3 )  

2011 

せくうゃっさしうすっすぇた つうしすぇは きぇすっきぇすうおぇ ぉにかぇ 
こさっょしすぇゃかっくぇ けょくうき, さっょおけ — ょゃせきは 
こさっこけょぇゃぇすっかはきう; ゃ [けししうう くっ ぉにかけ くう 

けょくけゅけ きぇすっきぇすうつっしおけゅけ あせさくぇかぇ. 〉しすぇゃ 1863 

ゅけょぇ せゃっかうつうか つうしかけ こさっょしすぇゃうすっかっえ 

きぇすっきぇすうつっしおうた くぇせお, せゃっかうつうかけしぬ う つうしかけ 

せくうゃっさしうすっすけゃ; ぉかぇゅけょぇさは ねすけきせ ゃ ╋けしおゃっ こさう 

せくうゃっさしうすっすっ せつさっあょぇっすしは «╋けしおけゃしおけっ 

きぇすっきぇすうつっしおけっ ¨ぉとっしすゃけ», けさゅぇくういけゃぇくくけっ 
ゃ 1867 ゅけょせ うい おさせあおぇ きけかけょにた きぇすっきぇすうおけゃ, 
しけいょぇくくけゅけ ゃ 1864 ゅけょせ こさけそっししけさけき ′. ╃. 

╀さぇてきぇくけき こけょ くぇいゃぇくうっき «¨ぉとっしすゃけ 

かのぉうすっかっえ きぇすっきぇすうつっしおうた くぇせお». 』かっくぇきう 

¨ぉとっしすゃぇ きけゅかう ぉにすぬ ょけおすけさぇ う きぇゅうしすさに 

させししおうた せくうゃっさしうすっすけゃ こけ きぇすっきぇすうつっしおうき 

くぇせおぇき う かうちぇ, ういゃっしすくにっ けぉとっしすゃせ しゃけうきう 

せつひくにきう すさせょぇきう ゃ けぉかぇしすう ねすうた くぇせお. 
╋けしおけゃしおけっ きぇすっきぇすうつっしおけっ けぉとっしすゃけ しすぇかけ 

ういょぇゃぇすぬ «╋ぇすっきぇすうつっしおうえ ]ぉけさくうお» — 

しすぇさっえてうえ ゃ [けししうう あせさくぇか, しせとっしすゃせのとうえ 

ょけ くぇしすけはとっゅけ ゃさっきっくう う こっつぇすぇのとうえ 

うしおかのつうすっかぬくけ きぇすっきぇすうつっしおうっ しすぇすぬう. 

]けしすけは こさう せくうゃっさしうすっすっ, けぉとっしすゃけ ょぇゃぇかけ 

ゃけいきけあくけしすぬ きけかけょにき かのょはき くっ こさっさにゃぇすぬ 
しゃけっえ しゃはいう し くぇせつくにき きうさけき こけ けおけくつぇくうう 

おせさしぇ. ‶さう 》ぇさぬおけゃしおけき せくうゃっさしうすっすっ ゃ 1879 

ゅけょせ ぉにかけ しけいょぇくけ «》ぇさぬおけゃしおけっ 

きぇすっきぇすうつっしおけっ けぉとっしすゃけ», しけしすけはとっっ うい 66 

つかっくけゃ. «]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅしおけっ 
きぇすっきぇすうつっしおけっ けぉとっしすゃけ» ゃけいくうおかけ ゃ 1890 

ゅけょせ; っゅけ せしすぇゃ ぉにか せすゃっさあょひく ゃ 1893 ゅけょせ. 
«╉ぇいぇくしおけっ そういうおけ-きぇすっきぇすうつっしおけっ 

けぉとっしすゃけ» こさう ╇きこっさぇすけさしおけき ╉ぇいぇくしおけき 

せくうゃっさしうすっすっ ぉにかけ せつさっあょっくけ ゃ 1890 ゅけょせ. 
ぅょさけき っゅけ こけしかせあうかぇ そういうおけ-きぇすっきぇすうつっしおぇは 
しっおちうは おぇいぇくしおけゅけ ¨ぉとっしすゃぇ 
っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ, けすおさにすぇは ゃ 1880 ゅけょせ. 
¨ぉとっしすゃけ せしすさぇうゃぇかけ こせぉかうつくにっ かっおちうう こけ 

そういうおけ-きぇすっきぇすうつっしおうき くぇせおぇき; うきっくくけ けくけ 

せゃっおけゃっつうかけ こぇきはすぬ ′. ╇. ╊けぉぇつっゃしおけゅけ.  

¨しけいくぇゃぇは くっけぉたけょうきけしすぬ さぇしてうさっくうは う 

さぇちうけくぇかういぇちうう おけききせくうおぇちうう, さはょ おさせこくにた 
させししおうた せつひくにた けさゅぇくういけゃぇかう こさけゃっょっくうっ 

しなっいょけゃ っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ. ¨しけぉせの さけかぬ ゃ 
ねすけえ ょっはすっかぬくけしすう しにゅさぇか ╉ぇさか 《ひょけさけゃうつ 

╉っししかっさ, いけけかけゅ, こさけそっししけさ ╉うっゃしおけゅけ 

せくうゃっさしうすっすぇ, し 1863 ゅけょぇ — ょっおぇく そういうおけ-

きぇすっきぇすうつっしおけゅけ そぇおせかぬすっすぇ ‶っすっさぉせさゅしおけゅけ 

せくうゃっさしうすっすぇ, ぇ ゃ 1867—73 ゅけょぇた — さっおすけさ 

ねすけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ. ╁ 1874 ゅけょせ ╉. 《. ╉っししかっさ 

ぉにか ういぉさぇく つかっくけき-おけささっしこけくょっくすけき 《ういうおけ-

きぇすっきぇすうつっしおけゅけ けすょっかっくうは ┿おぇょっきうう くぇせお (こけ 

さぇいさはょせ ぉうけかけゅうつっしおうた くぇせお). ╄とひ ゃ 1856 ゅけょせ 

けく こさっょしすぇゃうか きうくうしすさせ くぇさけょくけゅけ 

こさけしゃっとっくうは ┿. ]. ′けさけゃせ こさけっおす しなっいょぇ 
っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ う ゃさぇつっえ — «‶さぇゃうか ょかは 
しけぉさぇくうは っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ う ゃさぇつっえ». ╁ 

1861 う 1862 ゅけょぇた っきせ せょぇかけしぬ しけいゃぇすぬ しなっいょに 

せつうすっかっえ っしすっしすゃっくくにた くぇせお, ゃ 1861 ゅけょせ, こさう 

こけょょっさあおっ ′. ╇. ‶うさけゅけゃぇ, けく こけかせつうか 

さぇいさってっくうっ きうくうしすさぇ くぇさけょくけゅけ こさけしゃっとっくうは 
くぇ しなっいょ せつうすっかっえ っしすっしすゃっくくにた くぇせお ゅうきくぇいうえ 

╉うっゃしおけゅけ せつっぉくけゅけ けおさせゅぇ, ぇ ゃ 1867 ゅけょせ けく 

けさゅぇくういけゃぇか こっさゃにえ しなっいょ 

っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ.  

¨さゅぇくういぇちうは しなっいょけゃ ぉにかぇ ょっかけき 

つさっいゃにつぇえくけえ しかけあくけしすう. ╁ 1862 ゅけょせ 
こさけそっししけさぇ ╋けしおけゃしおけゅけ う ╉うっゃしおけゅけ 

せくうゃっさしうすっすけゃ こさう こけょょっさあおっ しゃけうた ゅっくっさぇか-

ゅせぉっさくぇすけさけゃ こけょゅけすけゃうかう こさけゅさぇききせ 
けさゅぇくういぇちうう しなっいょけゃ っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ う 

ゃさぇつっえ う こさけしぬぉせ けぉ うた さぇいさってっくうう. 

╋っょうちうくしおうえ しけゃっす ╋うくうしすっさしすゃぇ ゃくせすさっくくうた 
ょっか ょぇか こさけっおすせ こけかけあうすっかぬくせの けちっくおせ, 
こけしつうすぇゃ, つすけ けす すぇおうた しなっいょけゃ きけあくけ 

けあうょぇすぬ ゃっしぬきぇ こけかっいくにた さっいせかぬすぇすけゃ ょかは 
せしこってくけゅけ さぇいゃうすうは ゃ くぇてっき けすっつっしすゃっ 
せこけきはくせすにた けすさぇしかっえ くぇせお おぇお ゃ 
すっけさっすうつっしおけき けすくけてっくうう, すぇお う ゃ 
こさぇおすうつっしおけき. ╋うくうしすさ くぇさけょくけゅけ 

こさけしゃっとっくうは ┿. ╁. ╂けかけゃうく こさっょしすぇゃうか 

けぉさぇとっくうっ くぇ うきは うきこっさぇすけさぇ, ゃ おけすけさけき 

ゃにしおぇいぇか こけかけあうすっかぬくけっ きくっくうっ け しなっいょぇた. 
┿かっおしぇくょさ II こっさっょぇか ゃけこさけし くぇ せしきけすさっくうっ 
]けゃっすぇ きうくうしすさけゃ, おけすけさにえ ゃ 1863 ゅけょせ 
けすおかけくうか たけょぇすぇえしすゃけ ゃしかっょしすゃうっ けこぇしっくうは, つすけ 
ねすう しなっいょに きけゅせす こけしかせあうすぬ こさうおさにすうっき ょかは 
こけかうすうつっしおうた ちっかっえ. ╁ おけくちっ 1866 ゅけょぇ 
きうくうしすさ くぇさけょくけゅけ こさけしゃっとっくうは ╃. ┿. 〈けかしすけえ 

けぉさぇすうかしは お ╉. 《. ╉っししかっさせ し いぇこさけしけき け 

こけかぬいっ すぇおけゅけ きっさけこさうはすうは. ╉. 《. ╉っししかっさ, こさう 

こけょょっさあおっ ]けゃっすぇ せくうゃっさしうすっすぇ, ゃ はくゃぇさっ 
1867 ゅけょぇ こっさっょぇか ゃ ╋うくうしすっさしすゃけ くぇさけょくけゅけ 

こさけしゃっとっくうは たけょぇすぇえしすゃぇ け こさけゃっょっくうう 

しなっいょぇ. ¨ぉしせあょっくうっ ゃけこさけしぇ ゃ きうくうしすっさしすゃっ う 

ゃ ]けゃっすっ きうくうしすさけゃ ぉにかけ ぉにしすさにき う 

こけかけあうすっかぬくにき — こさけゃっょっくうっ しなっいょぇ ぉにかけ 
さぇいさってっくけ.  

464 ょっかっゅぇすぇ ‶っさゃけゅけ しなっいょぇ させししおうた 
っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ しけぉさぇかうしぬ ゃ ┿おすけゃけき 

いぇかっ ‶っすっさぉせさゅしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ 28 ょっおぇぉさは 
1867 ゅけょぇ, けおけかけ つっすゃっさすう うい くうた こさうったぇかう し 
けおさぇうく [けししうう.  

‶さけそっししけさ ╋けしおけゃしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ  

╂. ╄. 【せさけゃしおうえ け いくぇつっくうう しなっいょけゃ 
っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ しおぇいぇか すぇお: 
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«′さぇゃしすゃっくくけえ しうかけえ, しぉかうあぇのとっえ せつひくにた 
ょっはすっかっえ きっあょせ しけぉけえ う し けぉとっしすゃけき うかう 

きぇししけえ くぇさけょぇ, ゃけ ゃしっえ ╆ぇこぇょくけえ ╄ゃさけこっ 
しかせあうかう せつひくにっ しなっいょに. ╀っい ゃしはおけゅけ 

しけきくっくうは, すぇおけえ あっ しうかけえ けくう ょけかあくに ぉにすぬ う 

せ くぇし. ╃っえしすゃうすっかぬくけ, いぇょぇつぇ しなっいょけゃ ゃ っひ 
こさけしすっえてっえ そけさきっ しけしすけうす うきっくくけ ゃ 
しぉかうあっくうう せつひくにた ょっはすっかっえ きっあょせ しけぉけえ う 

しけけぉとっしすゃけき. ]ぉかういうゃてうっしは きっあょせ しけぉけえ, 

けくう ゃにさぇぉけすぇのす すっ けこさっょっかひくくにっ ちっかう, 

おけすけさにっ くっけぉたけょうきに ょかは さぇしてうさっくうは う 

せおさっこかっくうは くぇせおう ゃ くぇてっき けすっつっしすゃっ, 
ゃけしこうすぇのす くけゃけっ こけおけかっくうっ ょかは 
しぇきけしすけはすっかぬくけえ さぇぉけすに う せおぇあせす くぇ すっ 
こさけぉっかに, おけすけさにっ すさっぉせのす ゃけしこけかくっくうは» [6].  

‶さう あういくう ╉. 《. ╉っししかっさぇ こけしかっ ‶っさゃけゅけ 
しなっいょぇ うた ぉにかけ こさけゃっょっくけ っとひ こはすぬ: ╁すけさけえ — 

ゃ ╋けしおゃっ (1869), 〈さっすうえ — ゃ ╉うっゃっ (1871), 

』っすゃひさすにえ — ゃ ╉ぇいぇくう (1873), ‶はすにえ — ゃ 
╁ぇさてぇゃっ (1876) う 【っしすけえ — ゃ ‶っすっさぉせさゅっ 
(1879). ′ぇ ねすうた しなっいょぇた せつひくにっ くっういきっくくけ 

ゃにしおぇいにゃぇかうしぬ こけ ゃけこさけしぇき けさゅぇくういぇちうう 

くぇせおう — うた こさっょかけあっくうは しゃけょうかうしぬ お 
しかっょせのとっきせ: けぉなっょうくっくうっ くぇせつくにた しうか う 

しけいょぇくうっ しっすう うししかっょけゃぇすっかぬしおうた うくしすうすせすけゃ, 

しぉかうあっくうっ くぇせおう し こさけういゃけょしすゃけき, しけいょぇくうっ 
しうしすっきに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ こけょょっさあおう 

うししかっょけゃぇすっかぬしおけえ さぇぉけすに.  

╁ くぇつぇかっ 》》 ゃっおぇ しなっいょに せつひくにた 
せつぇしすうかうしぬ う しすぇかう ぉけかっっ 
こさっょしすぇゃうすっかぬくにきう, — けくう しけぉうさぇかう 

っしすっしすゃけうしこにすぇすっかっえ う ゃさぇつっえ, ぇゅさけくけきけゃ う 

うくあっくっさけゃ. «【うさけおけえ ゃけかくけえ うょひす ゃ くぇてっえ 

しすさぇくっ くぇせつくぇは あういくぬ う しすさっきかっくうっ お っひ 
けさゅぇくういぇちうう, ねすけ ゃにさぇあぇっすしは う ゃ さけしすっ 
くぇせつくけえ かうすっさぇすせさに, っひ こけこせかはさういぇちうう, ゃ 
しなっいょぇた, くけゃにた くぇせつくにた こさっょこさうはすうはた, ゃけ ゃしひ 
せゃっかうつうゃぇのとっきしは さけしすっ くぇせつくにた ちっくすさけゃ» 

[7]. 〈ぇお おぇお ゅけしせょぇさしすゃけ こけ-こさっあくっきせ きぇかけ 

こけょょっさあうゃぇかけ くぇせおせ, ぉけかぬてけっ いくぇつっくうっ 
うきっかう つぇしすくにっ う けぉとっしすゃっくくにっ けさゅぇくういぇちうう. 

]けゃしっき くっぉけかぬてけっ つうしかけ くぇせつくにた けぉとっしすゃ 
こけかぬいけゃぇかけしぬ さっゅせかはさくけえ こけょょっさあおけえ  

こさけきにてかっくくにた おけきこぇくうえ: «[せししおけっ 
きっすぇかかせさゅうつっしおけっ けぉとっしすゃけ», «¨ぉとっしすゃけ 

ゃけいょせたけこかぇゃぇくうは», «[せししおけっ けぉとっしすゃけ 

うしこにすぇくうは きぇすっさうぇかけゃ». ‶けはゃうかうしぬ 
けぉとっしすゃぇ, そうくぇくしうさけゃぇゃてうっ けすょっかぬくにっ 
さぇぉけすに う けさゅぇくういけゃにゃぇゃてうっ 
うししかっょけゃぇすっかぬしおうっ うくしすうすせすに. ¨ょくうき うい 
こっさゃにた こけはゃうかけしぬ «¨ぉとっしすゃけ しけょっえしすゃうは 
せしこったぇき けこにすくにた くぇせお う うた こさぇおすうつっしおうた 
こさうきっくっくうえ うきっくう 》. ]. ╊っょっくちけゃぇ». ¨くけ 

ゃけいくうおかけ ゃ 1909 ゅけょせ こさう ╋けしおけゃしおけき 

せくうゃっさしうすっすっ う ╁にしてっき すったくうつっしおけき せつうかうとっ 
くぇ しさっょしすゃぇ, いぇゃっとぇくくにっ ゃけかけゅけょしおうき おせこちけき 

》さうしすけそけさけき ]っきひくけゃうつっき ╊っょっくちけゃにき. 

『っかぬ けぉとっしすゃぇ — しけょっえしすゃけゃぇすぬ 
うししかっょけゃぇくうはき ゃ けぉかぇしすう っしすっしすゃけいくぇくうは, 

こさけゃっさおっ ういけぉさっすっくうえ くぇ こさぇおすうおっ う 

ゃくっょさっくうの うた ゃ こさけういゃけょしすゃけ. ╀かぇゅけょぇさは 
こけょょっさあおっ ¨ぉとっしすゃぇ, ゃ すっ ゅけょに こけかせつうかう 

ゃけいきけあくけしすぬ さぇいゃうゃぇすぬしは くぇうぉけかっっ 
こっさしこっおすうゃくにっ くぇせつくにっ くぇこさぇゃかっくうは. 》. ]. 

╊っょっくちけゃ ゃ 1900 ゅけょせ すぇおあっ ゃにょっかうか 50 

すにしはつ させぉかっえ ╋けしおけゃしおけきせ けすょっかっくうの 

╇きこっさぇすけさしおけゅけ [せししおけゅけ すったくうつっしおけゅけ 

けぉとっしすゃぇ ょかは せしすさけえしすゃぇ «〈ったくうつっしおけゅけ 

きせいっは しけょっえしすゃうは すさせょせ» [8].  

‶さけっおす 〉しすぇゃぇ けぉとっしすゃぇ うきっくう 

╊っょっくちけゃぇ さぇいさぇぉぇすにゃぇかう さっおすけさ 

╇きこっさぇすけさしおけゅけ ╋けしおけゃしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ ′. 

┿. 〈うたけきうさけゃ, ょうさっおすけさ ╇きこっさぇすけさしおけゅけ 

╋けしおけゃしおけゅけ 〈ったくうつっしおけゅけ せつうかうとぇ ]. ┿. 

《ひょけさけゃ, こさけそっししけさぇ 〉くうゃっさしうすっすぇ う 

〈ったくうつっしおけゅけ せつうかうとぇ:  
′. ╁. ╀せゅぇっゃ, ╋. ╋. ╉けゃぇかっゃしおうえ, ╉. ┿. 

〈うきうさはいっゃ, ╇. ╇. ╋っつくうおけゃ.  
¨すおさにすうっ けぉとっしすゃぇ こさうゃっすしすゃけゃぇかう 

きくけゅうっ せつひくにっ [けししうう. ┿おぇょっきうお ╇. ‶. ‶ぇゃかけゃ 
こうしぇか: «¨ぉとっしすゃけ, せあっ さぇしこけかぇゅぇのとっっ 
ぉけかぬてうきう っあっゅけょくにきう しせききぇきう ょかは 
こけょょっさあおう くぇいさっゃぇのとうた くぇせつくにた 
こさっょこさうはすうえ, ¨ぉとっしすゃけ し けしけぉけ 

ぉかぇゅけこさうはすくにきう くぇ いょってくっえ こけつゃっ ゃうょぇきう くぇ 
ょぇかぬくっえてうえ さけしす しゃけうた きぇすっさうぇかぬくにた 
しさっょしすゃ, ¨ぉとっしすゃけ し けぉてうさくけえ あういくっくくけえ 

こさけゅさぇききけえ う し こさぇおすうつっしおうき しこけしけぉけき 

ゃっょっくうは ょっかぇ, ¨ぉとっしすゃけ, させおけゃけょうきけっ ゃ 
しゃけっえ ょっはすっかぬくけしすう おけかかっゅうはきう 

ぇおぇょっきうつっしおうた こさっょしすぇゃうすっかっえ 

すっけさっすうつっしおけゅけ う すったくうつっしおけゅけ いくぇくうは, 
こさっょしすぇゃかはっすしは きくっ けゅさけきくにき, くっぉにゃぇかにき 

そぇおすけさけき させししおけえ あういくう... ╊っょっくちけゃしおけっ 
けぉとっしすゃけ, けつっゃうょくけ, ゃにくっしかぇ くけゃぇは ゃけかくぇ, 
しぇきぇは ゃにしけおぇは うい こけょにきぇゃてうたしは ょけ しうた こけさ, 

ゃけかくぇ けぉとっつっかけゃっつっしおけゅけ うくすっさっしぇ — う くっ 
こかぇすけくうつっしおけゅけ すけかぬおけ ゃ しすけさけくせ けこにすくにた 
くぇせお う うた あういくっくくにた こさうかけあっくうえ, ゃけかくぇ, 
こさけぉっゅぇのとぇは こけ ゃしっきせ おせかぬすせさくけきせ きうさせ» 

[9]. 

╁ ]けゃっす ねすけゅけ けぉとっしすゃぇ ゃたけょうかう 

ういゃっしすくにっ ょっはすっかう くぇせおう: ′. ┿. ′ぇせきけゃ, ]. ┿. 

《ひょけさけゃ, ′. ╄. ╅せおけゃしおうえ, ‶. ′. ╊っぉっょっゃ, ╇. ┿. 

╉ぇぉかせおけゃ, ╁. ╇. ╂さうくっゃっちおうえ. ╁ ょっはすっかぬくけしすう 

っゅけ こさうくうきぇかう せつぇしすうっ ╇. ‶. ‶ぇゃかけゃ, ╁. ╇. 
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╁っさくぇょしおうえ, ╁. [. ╁うかぬはきし, ╇. ╇. ╋っつくうおけゃ,  
╉. ┿. 〈うきうさはいっゃ, ╃. ′. ‶さはくうてくうおけゃ. ╀にかう 

しけいょぇくに ゃけしっきぬ ねおしこっさすくにた おけきうししうえ こけ 

さぇいかうつくにき けぉかぇしすはき くぇせおう う すったくうおう, 

けしせとっしすゃかはゃてうた ねおしこっさすういせ くぇせつくにた 
さっそっさぇすけゃ, ういけぉさっすっくうえ う 

せしけゃっさてっくしすゃけゃぇくうえ. ╄あっゅけょくにっ ょけたけょに けす 
くっこさうおけしくけゃっくくけゅけ おぇこうすぇかぇ  
》. ]. ╊っょっくちけゃぇ しけしすぇゃうかう けす しすぇ ょけ ょゃせたしけす 
すにしはつ させぉかっえ. 〉つひくにっ う うくあっくっさに, 

うししかっょけゃぇすっかう-こさぇおすうおう けぉさぇとぇかうしぬ しのょぇ いぇ 
こけきけとぬの. ╀にかう さぇししきけすさっくに しけすくう ょっか こけ 

ういけぉさっすっくうはき う せしけゃっさてっくしすゃけゃぇくうはき. 

¨ぉとっしすゃけ ゃにょっかうかけ しさっょしすゃぇ う けおぇいぇかけ 

しけょっえしすゃうっ: ╁. ╇. ╂さうくっゃっちおけきせ — ゃ 
こさけゃっょっくうう ねおしこっさうきっくすぇかぬくにた 
うししかっょけゃぇくうえ さぇぉけつっゅけ こさけちっししぇ ょゃうゅぇすっかっえ 

ゃくせすさっくくっゅけ しゅけさぇくうは; ′. ╄. ╅せおけゃしおけきせ — ゃ 
こさけゃっょっくうう うしこにすぇくうえ さぇぉけすに ゃけいょせてくにた う 

ゃけょはくにた ゃうくすけゃ, ゃ しすさけうすっかぬしすゃっ 
かぇぉけさぇすけさうう ぇねさけょうくぇきうつっしおうた うしこにすぇくうえ; ╀. 

╉. 《けさすせくぇすけゃせ — ゃ こさけゃっょっくうう けこにすけゃ こけ 

こさうゅけすけゃかっくうの «そけしそけさうさせのとうた» すっか; ╇. ‶. 

‶ぇゃかけゃせ — くぇ しけけさせあっくうっ かぇぉけさぇすけさうう ょかは 
ういせつっくうは ちっくすさぇかぬくけえ くっさゃくけえ しうしすっきに せ 
ゃにしてうた あうゃけすくにた; ╉. ぁ. 『うけかおけゃしおけきせ — ゃ 
さぇぉけすぇた こけ ょうさうあぇぉかっしすさけっくうの; ‶. ′. 

╊っぉっょっゃせ — ゃ しけいょぇくうう そういうつっしおけえ 

かぇぉけさぇすけさうう こさう くぇさけょくけき せくうゃっさしうすっすっ 
うきっくう ┿. ╊. 【ぇくはゃしおけゅけ, ╁. ╇. ╁っさくぇょしおけきせ — 

ょかは けさゅぇくういぇちうう さぇょうっゃにた ねおしこっょうちうえ. ╀にかう 

ゃにょっかっくに しさっょしすゃぇ ╋けしおけゃしおけきせ けぉとっしすゃせ 
うしこにすぇすっかっえ こさうさけょに う ╉うっゃしおけきせ 
ぇゅさけくけきうつっしおけきせ けぉとっしすゃせ, そうくぇくしうさけゃぇかうしぬ 
ねおしこっょうちうう こけ うししかっょけゃぇくうの ]っゃっさぇ, 
╉ぇいぇたしすぇくぇ う ]さっょくっえ ┿いうう.  

‶けょゃけょは うすけゅう ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ くぇせつくけえ 

こけかうすうおう ねすけゅけ こっさうけょぇ, しすけうす けすきっすうすぬ, つすけ 

さぇいゃうすうっ くぇせおう くっ ぉにかけ ょっかけき こさうけさうすっすくにき 

ゃ ゅかぇいぇた こさぇゃうすっかぬしすゃぇ [けししうう. ′っしきけすさは くぇ 
すけ, つすけ うきっくくけ [けししうは ょぇかぇ きうさせ すぇおうた 
せつひくにた, おぇお ]っつっくけゃ, ╀せすかっさけゃ, ╋っくょっかっっゃ, 
]すけかっすけゃ, しうしすっきぇ うきっゃてうたしは くぇせつくにた 
せつさっあょっくうえ ぉにかぇ くっょけしすぇすけつくぇ. ╁さっきっくくけっ 
こさぇゃうすっかぬしすゃけ ゃ ぇこさっかっ 1917 ゅけょぇ しけいょぇかけ 

╉けきうししうの こけ せつひくにき せつさっあょっくうはき, ゃ くっひ 
ゃけてかう  

╁. ╇. ╁っさくぇょしおうえ, ′. ]. ╉せさくぇおけゃ, ]. 《. 

¨かぬょっくぉせさゅ. ╀にかぇ くぇきっつっくぇ こさけゅさぇききぇ 
しけいにゃぇ せつひくにた, こさっけぉさぇいけゃぇくうは う 

けさゅぇくういぇちうう くけゃにた くぇせつくにた せつさっあょっくうえ, 

けぉなっょうくっくうは うた ゃ っょうくせの ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 

しっすぬ, くけ しさっょしすゃ くぇ っひ うしこけかくっくうっ くっ ぉにかけ. 

[っぇかぬくにっ こさっけぉさぇいけゃぇくうは くぇつぇかうしぬ こけしかっ 
¨おすはぉさぬしおけえ さっゃけかのちうう 1917 ゅけょぇ. ╁ ぇこさっかっ 
1918 ゅけょぇ ╁. ╇. ╊っくうく くぇこうしぇか «′ぇぉさけしけお 
こかぇくぇ くぇせつくけ-すったくうつっしおうた さぇぉけす», くぇきっすうか ゃ 
くひき ゅかぇゃくにっ いぇょぇつう う こさっょかけあうか ┿おぇょっきうう 

しけいょぇすぬ «さはょ おけきうししうえ うい しこっちうぇかうしすけゃ ょかは 
ゃけいきけあくけ ぉけかっっ ぉにしすさけゅけ しけしすぇゃかっくうは こかぇくぇ 
さっけさゅぇくういぇちうう こさけきにてかっくくけしすう う 

ねおけくけきうつっしおけゅけ こけょなっきぇ [けししうう». ╃かは 
おけけさょうくぇちうう さぇぉけすに ゃしった くぇせつくにた 
せつさっあょっくうえ ぉにか しけいょぇく ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ 

けさゅぇく — ′ぇせつくけ-すったくうつっしおうえ けすょっか, ねすうき あっ 
いぇくうきぇかうしぬ ╂かぇゃくぇせおぇ, ′ぇさおけきいょさぇゃ, 
′ぇさおけきいっき. [ぇぉけすぇ うししかっょけゃぇすっかぬしおうた 
うくしすうすせすけゃ ╂かぇゃくぇせおう くけしうかぇ 
こさっうきせとっしすゃっくくけ そせくょぇきっくすぇかぬくにえ 

たぇさぇおすっさ, ぇ ょさせゅうっ うくしすうすせすに さってぇかう 

ゃっょけきしすゃっくくにっ いぇょぇつう. ‶っさっょ うくしすうすせすぇきう 

′〈¨ ぉにかう こけしすぇゃかっくに ちっかう せょけゃかっすゃけさっくうは 

こけすさっぉくけしすっえ くぇさけょくけゅけ たけいはえしすゃぇ.  
] 1918 こけ 1923 ゅけょに ゃ しすさぇくっ ぉにかけ 

しけいょぇくけ 55 くぇせつくにた せつさっあょっくうえ, しさっょう くうた — 

╇くしすうすせす こさうおかぇょくけえ たうきうう, ╇くしすうすせす 
たうきうつっしおうた さっぇおすうゃけゃ, ╂けしせょぇさしすゃっくくにえ 

ねおしこっさうきっくすぇかぬくにえ ねかっおすさけすったくうつっしおうえ 

うくしすうすせす, ╇くしすうすせす こさうおかぇょくけえ きうくっさぇかけゅうう, 

[けししうえしおうえ くぇせつくけ-すったくうつっしおうえ こうとっゃけえ 

うくしすうすせす, ′っそすはくけえ うくしすうすせす, 『っくすさぇかぬくにえ 

ぇねさけゅうょさけょうくぇきうつっしおうえ うくしすうすせす, ′ぇせつくにえ 

ぇゃすけきけすけさくにえ うくしすうすせす. ╆ぇょぇつぇ うた しけしすけはかぇ ゃ 
こけしすぇくけゃおっ くけゃにた こさけういゃけょしすゃ, ゃ 
けしゃけぉけあょっくうう しすさぇくに けす うくけしすさぇくくけえ 

いぇゃうしうきけしすう, ゃ せしけゃっさてっくしすゃけゃぇくうう きっすけょけゃ 
こさけういゃけょしすゃぇ, ゃ しけいょぇくうう せしかけゃうえ ょかは 
くぇせつくけゅけ すゃけさつっしすゃぇ ゃ うくすっさっしぇた 
けすっつっしすゃっくくけえ こさけきにてかっくくけしすう. 

╃っはすっかぬくけしすぬ くぇせつくけ-うししかっょけゃぇすっかぬしおうた 
うくしすうすせすけゃ しこけしけぉしすゃけゃぇかぇ ゃけししすぇくけゃかっくうの 

くぇさけょくけゅけ たけいはえしすゃぇ こけしかっ ╂さぇあょぇくしおけえ 

ゃけえくに. 
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