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╄.╁. ╆ぇたぇさけゃ (╋けしおゃぇ)

╉┿〈┿╊¨╂ [╇╋]╉╇》 [╄]‶〉╀╊╇╉┿′]╉╇》 ╋¨′╄〈 
╇╆ ╉¨╊╊╄╉『╇╇ ╃.ぅ. ]┿╋¨╉╁┿]¨╁┿ 
╇ ╄╂¨ ┿╁〈¨[, ┿.┿. ╉¨╂╊╄[

╁ ぇさたうゃっ ¨′ ╂╇╋ たさぇくうすしは させおけこうしぬ おぇすぇかけゅぇ さうきしおうた さっしこせぉかう-
おぇくしおうた きけくっす うい おけかかっおちうう ういゃっしすくけゅけ ぇさたっけかけゅぇ う いくぇすけおぇ ゃけしすけつくけ-
っゃさけこっえしおうた ょさっゃくけしすっえ ╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇしけゃぇ, くぇこうしぇくくぇは, おぇお しかっょせっす うい 
せおぇいぇくうえ くぇ すうすせかぬくけき かうしすっ, くっおうき ┿.┿. ╉けゅかっさけき ゃ ╋けしおゃっ ゃ 1935 ゅ. 
¨くぇ はゃかはっすしは けょくうき うい くっきくけゅうた ょけおせきっくすけゃ, こけいゃけかはのとうた つぇしすうつくけ 
さっおけくしすさせうさけゃぇすぬ うしすけさうの そけさきうさけゃぇくうは ぇくすうつくけえ くせきういきぇすうつっし-
おけえ おけかかっおちうう きせいっは, ぇ すぇおあっ せしすぇくけゃうすぬ こさけうしたけあょっくうっ くっおけすけさにた 
さうきしおうた きけくっす, ゃたけょうゃてうた, ゃ しゃけっ ゃさっきは, ゃ しけぉさぇくうっ ]ぇきけおゃぇしけゃぇ.
[せおけこうしぬ — くぇ そさぇくちせいしおけき はいにおっ; けくぇ けいぇゅかぇゃかっくぇ: «Catalogue 

des Monnaies romaines de la collection du feu Prof. D.J. Samokvassof 
conservée au Musée historique à Moscou par A.A. Kogler. Premiére Partie: 
Les monnaies de la République romaine. Moscou, 1935». ╇い くぇいゃぇくうは 
はしくけ, つすけ けくぇ こさっょしすぇゃかはっす しけぉけえ すけかぬおけ こっさゃせの つぇしすぬ けこうしぇくうは おけか-
かっおちうう さうきしおうた きけくっす ╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇしけゃぇ. ‶け-ゃうょうきけきせ, こかぇくうさけゃぇ-
かぇしぬ ゃすけさぇは つぇしすぬ, こけしゃはとっくくぇは さうきしおうき うきこっさぇすけさしおうき きけくっすぇき. 
¨ょくぇおけ しせとっしすゃけゃぇかぇ かう けくぇ, うかう あっ ぉにかぇ すけかぬおけ いぇょせきぇくぇ — きけあくけ 
すけかぬおけ ゅぇょぇすぬ.
╃けおせきっくす しけしすけうす うい 42 かうしすけゃ, くぇこうしぇくくにた ぇおおせさぇすくにき こけつっさ-

おけき, こさぇおすうつっしおう ぉっい けてうぉけお, つすけ ょぇっす けしくけゃぇくうっ こけかぇゅぇすぬ, つすけ こっさっょ 
くぇきう — つうしすけゃけえ ゃぇさうぇくす おぇすぇかけゅぇ. ‶っさゃにえ かうしす — すうすせかぬくにえ, くぇ 
けしすぇかぬくにた こさうゃっょっくに けこうしぇくうは 41 きけくっすに (さうし. 1). 《けさきぇ うた — しすぇく-
ょぇさすくぇは, けしくけゃぇくくぇは くぇ したっきっ, こさうくはすけえ ゃ おぇすぇかけゅっ さうきしおうた きけくっす 
╀さうすぇくしおけゅけ きせいっは ╂. ╂さのぉっさぇ (Grueber H.A., 1910), う ゃおかのつぇっす ゃ しっぉは 
ょぇすうさけゃおせ ゃにこせしおぇ, お おけすけさけきせ こさうくぇょかっあうす きけくっすぇ, ゃ しけけすゃっすしすゃうう 
し たさけくけかけゅうつっしおけえ しうしすっきぇすういぇちうっえ, こさっょかけあっくくけえ ぇくゅかうえしおうき 
くせきういきぇすけき, こけょさけぉくけっ けこうしぇくうっ きけくっすくけゅけ すうこぇ, ゃおかのつぇは ゃしっ くぇょ-
こうしう, ゃっし, くけきうくぇか う さぇいきっさ, ぇ すぇおあっ ししにかおう くぇ すけつくにっ ぇくぇかけゅうう ゃ 
ぉぇいけゃにた おけ ゃさっきっくう しけしすぇゃかっくうは おぇすぇかけゅぇ こせぉかうおぇちうはた さうきしおうた さっし-
こせぉかうおぇくしおうた きけくっす (Eckhel J.H., 1795; Riccio G., 1856; Cohen H., 1857; 
Mommsen Th., 1860; 1870; ‶けょてうゃぇかけゃ ┿.╋., 1885; Babelon E., 1886; 
Grueber H.A., 1910). 〈ぇおけっ こけょさけぉくけっ けこうしぇくうっ こけいゃけかはっす ぉっい すさせょぇ 
うょっくすうそうちうさけゃぇすぬ こけきっとっくくにっ ゃ おぇすぇかけゅっ ねおいっきこかはさに ゃ しけぉさぇくうう 
さうきしおうた きけくっす ╂╇╋ う さっおけくしすさせうさけゃぇすぬ つぇしすぬ くせきういきぇすうつっしおけえ 
おけかかっおちうう ╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇしけゃぇ.
‶けきうきけ ぇおすうゃくけえ ぇさたっけかけゅうつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすう, くぇこさぇゃかっくくけえ 

くぇ ういせつっくうっ ょさっゃくうた こぇきはすくうおけゃ ╁けしすけつくけえ ╄ゃさけこに, ╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇ-
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しけゃ せしこってくけ いぇくうきぇかしは けぉけぉとっくうっき しゃけうた こさぇおすうつっしおうた ょけしすうあっくうえ. 
╃かは ういせつっくうは てうさけおけゅけ おけきこかっおしぇ こさっょきっすけゃ, こさはきけ うかう おけしゃっくくけ 
しゃはいぇくくにた し うくすっさっしせのとうきう っゅけ こさけぉかっきぇきう, うき ぉにかぇ しけぉさぇくぇ ぉけかぬ-
てぇは おけかかっおちうは ょさっゃくけしすっえ, けすさぇあぇのとうた ゃしっ ねすぇこに うしすけさうう ╄ゃさけこに, 
けす おぇきっくくけゅけ ゃっおぇ ょけ しさっょくうた ゃっおけゃ. ╁ぇあくけっ きっしすけ ゃ くっえ いぇくうきぇかけ 
しけぉさぇくうっ ぇくすうつくにた きけくっす. ]せょは こけ こっさっこうしおっ ╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇしけゃぇ し おけか-
かっゅぇきう, ねすぇ おけかかっおちうは こけかぬいけゃぇかぇしぬ ぉけかぬてけえ こけこせかはさくけしすぬの しさっょう 
しこっちうぇかうしすけゃ う しすせょっくすけゃ, おけすけさにき けく くぇ っっ こさうきっさっ ょっきけくしすさうさけゃぇか 
しゃけう けさうゅうくぇかぬくにっ うょっう, しゃはいぇくくにっ し ゃけしすけつくけっゃさけこっえしおうきう ょさっゃ-
くけしすはきう (】ぇゃっかっゃ ].‶., 2011). ╁ おけくっつくけき うすけゅっ しけぉさぇくうっ ぉにかけ こけょぇ-
さっくけ ゃ [けししうえしおうえ ╇しすけさうつっしおうえ きせいっえ. ′ぇおぇくせくっ こっさっょぇつう ゃ 1892 ゅ. 
ぉにか ういょぇく おぇすぇかけゅ おけかかっおちうう, こけしかせあうゃてうえ けしくけゃけえ ょかは ぉけかぬてけえ 
すっけさうすうつっしおけえ さぇぉけすに うししかっょけゃぇすっかは こけ ぇさたっけかけゅうつっしおうえ こっさうけょう-
いぇちうう (]ぇきけおゃぇしけゃ ╃.ぅ., 1892). ╁ くっき きけあくけ くぇえすう しゃっょっくうは け こさけうし-
たけあょっくうう くっおけすけさにた ぇくすうつくにた きけくっす.
╁っさけはすくけ, うくすっさっしせのとうっ くぇし さうきしおうっ きけくっすに せこけきうくぇのすしは ゃ おぇ-

すぇかけゅっ ゃ さぇきおぇた «おけかかっおちうう しっさっぉさはくにた さうきしおうた きけくっす, しけぉさぇくくにた 
╉せさうしけき (しすけ ょゃぇょちぇすぬ ねおいっきこかはさけゃ), こさうけぉさっすっくくにっ けす ╇.╇. 》ぇくっく-
おけ» (〈ぇき あっ. ]. 20, № 851–970). ╉ しけあぇかっくうの, きくっ くっ せょぇかけしぬ ゃに-
はしくうすぬ こさっょてっしすゃせのとせの うしすけさうの ねすけえ おけかかっおちうう う けぉしすけはすっかぬしすゃぇ, 
しゃはいぇくくにっ し っっ こさうけぉさっすっくうっき ╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇしけゃにき. ]せょは こけ たぇさぇおすっさせ 
こけょぉけさおう さうきしおうた さっしこせぉかうおぇくしおうた きけくっす, けすさぇあぇのとっえ けしくけゃくにっ 
ねすぇこに きけくっすくけゅけ ょっかぇ う ゃおかのつぇのとっえ ねおいっきこかはさに し うきっくぇきう いくぇきっ-
くうすにた きけくっすぇさうっゃ, きけあくけ こさっょこけかけあうすぬ, つすけ けくぇ ぉにかぇ しそけさきうさけ-
ゃぇくぇ ういゃっしすくにき けょっししおうき かのぉうすっかっき ょさっゃくけしすっえ ╇.╇. ╉せさうしけき こさう 
しけょっえしすゃうう ╇.╇. 》ぇくっくおけ, おけすけさにえ, こけ ゃしっえ ゃうょうきけしすう, こさうけぉさっすぇか 
きけくっすに いぇ ゅさぇくうちっえ. 〈ぇお うかう うくぇつっ, さぇししきぇすさうゃぇっきけっ しけぉさぇくうっ けおぇ-
いぇかけしぬ せ ╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇしけゃぇ, しすぇゃ こさっおさぇしくにき きぇすっさうぇかけき ょかは っゅけ さぇ-
ぉけすに, うかかのしすさうさせのとうき けしくけゃくにっ ねすぇこに うしすけさうう さぇいゃうすうは きけくっすくけ-
ゅけ ょっかぇ ゃ ょさっゃくけしすう. ′にくっ, おぇお せあっ しおぇいぇくけ, けくけ はゃかはっすしは しけしすぇゃくけえ 
つぇしすぬの ぇくすうつくけえ おけかかっおちうう ¨′ ╂╇╋.
╉けかかっおちうは さうきしおうた さっしこせぉかうおぇくしおうた きけくっす ╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇしけゃぇ 

しけょっさあうす さぇいくけけぉさぇいくにっ ねおいっきこかはさに, たぇさぇおすっさういせのとうっ さぇいゃうすうっ 
しすうかうしすうおう, しのあっすくけゅけ くぇこけかくっくうは う すったくうつっしおうっ けしけぉっくくけしすう きけ-
くっすくにた ゃにこせしおけゃ ねすけゅけ ゃさっきっくう (たけすは う くっ けすさぇあぇのとうっ ゃしった こっさうけ-
ょけゃ さっしこせぉかうおぇくしおけえ つっおぇくおう). ¨くぇ しけしすけうす うい 36 ょっくぇさうっゃ う 5 おゃう-
くぇさうっゃ, ょぇすうさせのとうたしは II–I ゃゃ. ょけ く.ね. ¨ょくぇ うい しぇきにた さぇくくうた きけくっす 
しけぉさぇくうは ぉにかぇ けすつっおぇくっくぇ ゃ 137 ゅ. ょけ く.ね. う くっしっす うきは ]っおしすぇ ‶けきこっは. 
ぁすけす ょっくぇさうえ はゃかはっすしは こさうきっつぇすっかぬくにき けぉさぇいちけき しさっょう さうきしおうた 
きけくっす, こけしおけかぬおせ うきっっす くぇ かうちっゃけえ しすけさけくっ すさぇょうちうけくくけっ ょかは しゃけっゅけ 
ゃさっきっくう ういけぉさぇあっくうっ ゅけかけゃに [けきに ゃ てかっきっ, ぇ くぇ けぉけさけすくけえ — ゃけか-
つうちに, ゃしおぇさきかうゃぇのとっえ けしくけゃぇすっかっえ ╂けさけょぇ, [けきせかぇ う [っきぇ (╉ぇすぇかけゅ 
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おけかかっおちうう ]ぇきけおゃぇしけゃぇ (ょぇかっっ — ╉ぇす.), № 1; 《さけかけゃぇ ′.┿., ┿ぉさぇき-
いけく ╋.╂., 2001ぇ. ]. 27, № 192. 〈ぇぉか. 11, 5) (さうし. 1; 2, 2). ╃させゅうき こぇきはす-
くうおけき, しゃはいぇくくにき し ょさっゃくっえ さうきしおけえ うしすけさうっえ はゃかはっすしは きけくっすぇ 119 ゅ. 
ょけ く.ね. し ういけぉさぇあっくうっき ゅけかけゃに ぅくせしぇ くぇ かうちっゃけえ しすけさけくっ う [けきに, 
しすけはとっえ ゃかっゃけ しけ しおうこっすさけき ゃ させおっ う ゃけいかぇゅぇのとっえ ゃっくけお くぇ すさけそっえ 
(╉ぇす., № 31; 《さけかけゃぇ ′.┿., ┿ぉさぇきいけく ╋.╂., 2001ぇ. ]. 40, 41, № 332) 
(さうし. 2, 3). ╃かは さうきしおけゅけ きけくっすくけゅけ ょっかぇ さっしこせぉかうおぇくしおけゅけ ゃさっきっくう 
し すうこけかけゅうつっしおけえ すけつおう いさっくうは たぇさぇおすっさっく いせぉつぇすにえ ょっくぇさうえ 106 ゅ. 
ょけ く.ね. し ういけぉさぇあっくうっき ゅけかけゃに ぃこうすっさぇ くぇ かうちっゃけえ しすけさけくっ, ぇ くぇ 
けぉけさけすくけえ — ぃこうすっさぇ ゃ おゃぇょさうゅっ ゃかっゃけ (╉ぇす., № 7; 《さけかけゃぇ ′.┿., 
┿ぉさぇきいけく ╋.╂., 2001ぇ. ]. 52, № 467) (さうし. 2, 4). ぅさおうえ けぉさぇいっち さうきし-
おけゅけ こけさすさっすくけゅけ うしおせししすゃぇ, けすさぇいうゃてっゅけしは ゃ きけくっすぇた, こさっょしすぇゃかはっす 
しけぉけえ ょっくぇさうえ 54 ゅ. ょけ く.ね. し ういけぉさぇあっくうっき くぇ かうちっゃけえ しすけさけくっ ゅけかけ-
ゃに ╊. ぃくうは ╀させすぇ, くぇ けぉけさけすくけえ — ゅけかけゃに ╂. ]っさゃうかうは ┿ゅぇかに (╉ぇす., 
№ 22; 《さけかけゃぇ ′.┿., ┿ぉさぇきいけく ╋.╂., 2001ぇ. ]. 91, № 876. 〈ぇぉか. 33, 7) 
(さうし. 2, 6). ╄とっ けょくうき しゃうょっすっかぬしすゃけき きうそけかけゅうつっしおけえ うしすけさうう [うきぇ 
ゃにしすせこぇっす ょっくぇさうえ 47–46 ゅゅ. ょけ く.ね., くっしせとうえ くぇ かうちっゃけえ しすけさけくっ 
ういけぉさぇあっくうっ ゅけかけゃに ╁っくっさに, ぇ くぇ けぉけさけすくけえ — ぁくっは し ‶ぇかかぇょうっき ゃ 
させおぇた う しゃけうき けすちけき ┿くたういけき くぇ こかっつぇた (╉ぇす., № 37; 《さけかけゃぇ ′.┿., 
┿ぉさぇきいけく ╋.╂., 2001ぇ. ]. 97, № 937) (さうし. 2, 7). ╉ こけいょくっえてうき きけ-
くっすぇき うい おけかかっおちうう ╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇしけゃぇ けすくけしうすしは かっゅうけくくにえ ょっくぇさうえ 
╋. ┿くすけくうは 32–31 ゅゅ. ょけ く.ね. し ういけぉさぇあっくうっき おけさぇぉかは う かっゅうけくくけゅけ 
けさかぇ きっあょせ ょゃせきは てすぇくょぇさすぇきう (╉ぇす., № 38; 《さけかけゃぇ ′.┿., ┿ぉさぇき-
いけく ╋.╂., 2001ぇ. ]. 114, № 1086. 〈ぇぉか. 39, 13) (さうし. 2, 8). ]ぇきにき こけいょくうき 
ゃ しけぉさぇくうう はゃかはっすしは おゃうくぇさうえ ┿ゃゅせしすぇ 29–27 ゅゅ. ょけ く.ね. し ういけぉさぇあっくう-
っき ゅけかけゃに こさうくちっこしぇ くぇ かうちっゃけえ しすけさけくっ う ╁うおすけさうう, しすけはとっえ ゃかっ-
ゃけ くぇ ちうしすっ, くぇ けぉけさけすくけえ (╉ぇす., № 41; 《さけかけゃぇ ′.┿., ┿ぉさぇきいけく ╋.╂., 
2001ぉ. ]. 14, № 79(?). 〈ぇぉか. 1, 8).
‶さうきっつぇすっかぬくぇ かうつくけしすぬ ぇゃすけさぇ さぇししきぇすさうゃぇっきけゅけ おぇすぇかけゅぇ, 

┿.┿. ╉けゅかっさぇ. ╉ しけあぇかっくうの, くぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ け くっき ういゃっしすくけ 
けつっくぬ きぇかけ. ╁ こさうおぇいぇた こけ ╂けしせょぇさしすゃっくくけきせ ╇しすけさうつっしおけきせ きせいっの 
いぇ 1934–1935 ゅゅ. きくっ せょぇかけしぬ くぇえすう かうてぬ しゃっょっくうは け すけき, つすけ ┿.┿. ╉けゅ-
かっさ ぉにか いぇつうしかっく ゃ けすょっか くせきういきぇすうおう くぇ ょけかあくけしすぬ しすぇさてっゅけ くぇ-
せつくけゅけ しけすさせょくうおぇ し 15 ぇゃゅせしすぇ 1934 ゅ. (′╁┿ ╂╇╋. ¨こ. 1か. ╄ょ. たさ. 24. 
╊. 90) う せゃけかっく «ゃ しゃはいう し しけおさぇとっくうっき しけすさせょくうおけゃ» こけ さぇしこけさはあっ-
くうの ょうさっおすけさぇ 25 そっゃさぇかは 1935 ゅ. ¨つっゃうょくけ, つすけ いぇ ねすけ ゃさっきは うき う 
ぉにかぇ こけょゅけすけゃかっくぇ させおけこうしぬ おぇすぇかけゅぇ さうきしおうた きけくっす うい おけかかっおちうう 
╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇしけゃぇ. ‶け ゃしっえ ゃうょうきけしすう, ねすぇ さぇぉけすぇ ぉにかぇ っきせ こけさせつっくぇ 
いぇゃっょせのとうき けすょっかけき くせきういきぇすうおう ゃ すっ ゅけょに ╄.╁. ╁っえきぇさくけき ゃ しゃはいう 
し くっけぉたけょうきけしすぬの うくゃっくすぇさういぇちうう おけかかっおちうう けすょっかぇ こけしかっ しきっさすう 
┿.╁. ¨さってくうおけゃぇ (1933). ╁ ぇさたうゃっ ¨′ ╂╇╋ くぇたけょうすしは くっいぇおけくつっく-
くぇは させおけこうしぬ おぇすぇかけゅぇ ぇくすうつくにた きけくっす ゅさっつっしおうた ゅけさけょけゃ ]っゃっさくけゅけ 
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╄.╁. ╆ぇたぇさけゃ. ╉ぇすぇかけゅ さうきしおうた さっしこせぉかうおぇくしおうた きけくっす...

‶さうつっさくけきけさぬは, しけしすぇゃかっくくぇは ╀.′. ╂さぇおけゃにき, こけょゅけすけゃおぇ おけすけさけえ, 
ゃっさけはすくけ, すぇおあっ ぉにかぇ ゃにいゃぇくぇ せおぇいぇくくにきう こさうつうくぇきう.
]せょぬぉぇ ┿.┿. ╉けゅかっさぇ せしすぇくぇゃかうゃぇっすしは ぉかぇゅけょぇさは くっょぇゃくっきせ ういょぇくうの, 

こけしゃはとっくくけきせ しせょぬぉぇき ぇゃしすさうえしおうた ねきうゅさぇくすけゃ ゃ ]]][ (McLoughlin B., 
Vogl J., 2013), う ょぇくくにき けさゅぇくういぇちうう «╋っきけさうぇか», けこせぉかうおけゃぇゃてっえ 
しこうしおう さっこさっししうさけゃぇくくにた ゃ たけょっ しすぇかうくしおうた さっこさっししうえ (http://stalin.
memo.ru/spravki/6-192.htm). ╁ くうた そうゅせさうさせっす うきは ┿さくせかぬそぇ ┿かけ-
ういけゃうつぇ ╉けゅかっさぇ. ¨く さけょうかしは 16 ぇゃゅせしすぇ 1890 ゅ. ゃ 【すぇえくちっ (┿ゃしすさうは, 
そっょっさぇかぬくぇは いっきかは 【すうさうは), ういせつぇか うしすけさうの ゃ せくうゃっさしうすっすっ ╂さぇ-
ちぇ, ゅょっ ゃこけしかっょしすゃうう つうすぇか かっおちうう う さぇぉけすぇか ゃ ぇさたうゃっ. 13 きぇは 1932 ゅ. 

Риし. 1. ¨こうしぇくうっ きけくっすに № 1 うい おぇすぇかけゅぇ ┿.┿. ╉けゅかっさぇ (ぇさたうゃ ¨′ ╂╇╋)
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╄.╁. ╆ぇたぇさけゃ. ╉ぇすぇかけゅ さうきしおうた さっしこせぉかうおぇくしおうた きけくっす...

┿.┿. ╉けゅかっさ こさうったぇか ゃ ]]][ う せしすさけうかしは こさっこけょぇゃぇすっかっき うしすけさうう ゃ ‶っ-
ょぇゅけゅうつっしおうえ うくしすうすせす ゃ ゅ. ぁくゅっかぬし. ‶けしかっ ねすけゅけ けく おぇおうき-すけ けぉさぇいけき 
けおぇいぇかしは ゃ ╋けしおゃっ う, おぇお ぉにかけ せおぇいぇくけ ゃにてっ, ゃ 1934–1935 ゅゅ. さぇぉけすぇか 
ゃ ╇しすけさうつっしおけき きせいっっ. ╁ 1937 ゅ. ┿.┿. ╉けゅかっさ ぉにか けぉゃうくっく ゃ てこうけくぇあっ 
ゃ こけかぬいせ さぇいゃっょおう ┿ゃしすさうう う ╂っさきぇくうう う さっこさっししうさけゃぇく. ╁ 1939 ゅ. こけし-
かっょけゃぇか しせょ, ゃにくっしてうえ こさうゅけゃけさ — こはすぬ かっす いぇおかのつっくうは ゃ うしこさぇゃう-
すっかぬくけ-すさせょけゃけき かぇゅっさっ, ぇ 5 そっゃさぇかは 1940 ゅ. ┿.┿. ╉けゅかっさ ぉにか こっさっょぇく 
ゅっしすぇこけ. ╁ ╂っさきぇくうう けく ぉにか いぇつうしかっく ゃ ゃっさきぇたす う ゃ 1942 ゅ. けすこさぇゃかっく くぇ 
╁けしすけつくにえ そさけくす. ′ぇ ねすけき うしつっさこにゃぇのすしは しゃっょっくうは け あういくう う しきっさすう 
┿.┿. ╉けゅかっさぇ; ょけ しうた こけさ けしすぇのすしは くっういゃっしすくにきう ゃったう すゃけさつっしおけえ ぉうけ-
ゅさぇそうう ねすけゅけ つっかけゃっおぇ う こさうつうくに, こけ おけすけさにき けく くぇおぇくせくっ さっこさっししうえ 
う ╁すけさけえ きうさけゃけえ ゃけえくに けおぇいぇかしは しさっょう しけすさせょくうおけゃ ╇しすけさうつっしおけゅけ 
きせいっは, きくけゅうた うい おけすけさにた こけゅかけすうかう ねすう すはあっかにっ ゃさっきっくぇ.

Риし. 2. [うきしおうっ さっしこせぉかうおぇくしおうっ きけくっすに うい しけぉさぇくうは ╃.ぅ. ]ぇきけおゃぇしけゃぇ 
(¨′ ╂╇╋; ゃ くぇすせさぇかぬくせの ゃっかうつうくせ)


