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(]っくすはぉさぬ 2006)

(IFLA Internet Manifesto: http://www.ila.org/III/misc/inter-
netmanif.htm )

╁にさぇあっくうっ こさういくぇすっかぬくけしすう 

╋くけゅうっ かのょう しけょっえしすゃけゃぇかう こけはゃかっくうの ねすけゅけ ょけおせきっくすぇ. ¨しけぉぇは 
ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ ]のいぇくくっ ]っえょっかうく, ‶けかせ ]すぇさあっしせ, 【せさょせ 
╉せこきぇくせ, ╋ぇさすっ ╉ぇしすさけ, ╋ぇさすっ 〈っささう, ╂けくいぇかけ ¨はさいせくせ, 』ぇさかぬいせ 
╀ぇすぇきぉぇいっ, ╃うおせ ╉ぇゃせは, ╃うぇくっ [けいっくぉっさゅ, ぁかうぇょっし ┿おけしすぇ, ]せねかう 
╋ぇさぇ 《っささうっうさぇ, ぁかっくうし ╉ぇしすさけ, ┿くし ╉せかっく, ╉かぇせょうぇ [けょさうゅっい, 
╉っかしけ ╋せしうくけ, ╊っくっ ╁ぇくうぇ [うぉっさけ, ╋けくうお ┿かぉっさすし, ╂かけさうっ 
]ぇきぇきっ, ]うかゃうう ‶さぇょぇ, ぁしすっさ ‶ぇえかけし, ┿さつう ╃うおせ, ╃あせいっここけ 
╁うすうっかかけ, ╇さうくっ 〈させてうくけえ, ╂けこぇおせきぇさせ ╉. 〈ぇきこう, ┿ぉょっかぇいいういせ 
┿ぉうょせ, ぁかういぇぉっす ╊けくゅゃけさす う ╉ぇすっ [けきっさ.

¨すょっかぬくけっ しこぇしうぉけ ゃしっき せつぇしすくうおぇき しっきうくぇさけゃ う ゃしっき すっき, おすけ 
ゃにしおぇいにゃぇか しゃけう いぇきっつぇくうは ゃ たけょっ おけくしせかぬすぇちうえ.
]すのぇさす ╂ぇきうかぬすけく IFLA/FAIFE
╋に すぇおあっ たけすうき ゃにさぇいうすぬ しゃけの ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ つかっくぇき おけきうすっすぇ 
IFLA/FAIFE う ╊ぇさしせ ┿ゅぇさょせ うい ]っおちうう ょっすしおうた う のくけてっしおうた 
ぉうぉかうけすっお ╇《╊┿ いぇ うた ちっくくにっ いぇきっつぇくうは ゃ こさけちっししっ 
いぇおかのつうすっかぬくにた おけくしせかぬすぇちうえ, おけすけさにっ こさうゃっかう お こけはゃかっくうの 
くぇしすけはとっえ さっょぇおちうう ょけおせきっくすぇ ゃ しっくすはぉさっ 2006 ゅけょぇ.
]のいぇくくぇ ]っえょっかうく, ╃うさっおすけさ けそうしぇ ╇《╊┿/FAIFE, しっくすはぉさぬ 2006

‶さっょうしかけゃうっ

[せおけゃけょしすゃけ ╇《╊┿/ぃ′╄]╉¨ はゃかはっすしは いぇおけくつっくくにき ょけおせきっくすけき, 
けょくぇおけ こさう ねすけき きけあっす さぇししきぇすさうゃぇすぬしは う おぇお さぇぉけすぇ, おけすけさぇは 
こさけょけかあぇっす しけゃっさてっくしすゃけゃぇすぬしは. ╋っくはっすしは すったくけかけゅうは; きっくはのすしは 

┴【‶〉╆〉╈『』╆〉  
┬┸┯┤/╂┱┩┵┮┲ 《〉 ┰╄〈′】╉『』【
┬┸┯┤ 〉╅ ┬〈』╉》〈╉』╉
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こけょたけょに お すけきせ, おぇおうっ こさけぉかっきに しつうすぇすぬ くぇうぉけかっっ ゃぇあくにきう, う くっ 
しせとっしすゃせっす すぇおけゅけ くぇぉけさぇ さっおけきっくょぇちうえ, おけすけさにっ しけたさぇくはかう ぉに しゃけの 
ぇおすせぇかぬくけしすぬ くぇ こさけすはあっくうう ょかうすっかぬくけゅけ けすさっいおぇ ゃさっきっくう. ╄しかう ゃ ねすけき 
ょけおせきっくすっ け こさけぉかっきっ, おけすけさぇは いぇくうきぇかぇ ゃしった こはすぬ かっす すけきせ くぇいぇょ, 
ゅけゃけさうすしは きっくぬてっ, つっき きけゅかけ ぉに ぉにすぬ しおぇいぇくけ, ゃけいきけあくけ, すぇお けくけ う 
ょけかあくけ ぉにすぬ. ╇ っしかう くっす すぇおうた つっすおうた さっおけきっくょぇちうえ, おぇお たけすっかけしぬ ぉに, 
こけ ゃけこさけしぇき, おけすけさにっ きけゅせす しすぇすぬ ぇおすせぇかぬくにきう ゃ すっつっくうっ ぉかうあぇえてっゅけ 
ゅけょぇ — さぇいさぇぉけすつうおう くっ こさっすっくょせのす くぇ しすぇすせし はしくけゃうょはとうた.

] せつっすけき ゃにてっしおぇいぇくくけゅけ こさけちっしし さぇいさぇぉけすおう くぇしすけはとっゅけ [せおけゃけょしすゃぇ 
ぉにか しこかぇくうさけゃぇく すぇおうき けぉさぇいけき, つすけぉに けくけ ぉにかけ きぇおしうきぇかぬくけ 
ょっえしすゃっくくにき. ¨すこさぇゃくけえ すけつおけえ [せおけゃけょしすゃぇ はゃかはっすしは ╋ぇくうそっしす ╇《╊┿ 
けぉ ╇くすっさくっすっ 2002 ゅけょぇ, ゃ おけすけさけき せあっ ぉにかう ゃ けぉとうた つっさすぇた ょぇくに 
こさぇおすうつっしおうっ さっおけきっくょぇちうう. ╀けかっっ おけくおさっすくにっ せおぇいぇくうは, おけすけさにっ 
しけょっさあぇすしは ゃ [せおけゃけょしすゃっ, こけはゃうかうしぬ ゃ さっいせかぬすぇすっ うししかっょけゃぇすっかぬしおけえ 
さぇぉけすに ╇《╊┿/FAIFE, こさけゃけょうゃてっえしは ゃ すっつっくうっ こけしかっょくうた くっしおけかぬおうた 
かっす. ╀せかぬてぇは つぇしすぬ うししかっょけゃぇくうえ ぉにかぇ ゃにこけかくっくぇ ]すのぇさすけき 
╂ぇきうかぬすけくけき (Stuart Hamilton), こかけょけすゃけさくぇは ょっはすっかぬくけしすぬ おけすけさけゅけ 
ゃ おぇつっしすゃっ させおけゃけょうすっかは うししかっょけゃぇくうえ, こさけゃけょうゃてうたしは FAIFE, 
いぇおけくつうかぇしぬ こさぇおすうつっしおう しさぇいせ こけしかっ すけゅけ, おぇお [せおけゃけょしすゃけ ぉにかけ 
しけしすぇゃかっくけ ゃ けぉとっき ゃうょっ. ╉けくしせかぬすぇちうう, こさけゃけょうゃてうっしは ゃ そけさきっ 
しっきうくぇさけゃ ゃ さぇいくにた しすさぇくぇた, しこけしけぉしすゃけゃぇかう すけきせ, つすけぉに ゃ ょけおせきっくすっ 
ぉにかう つっすおけ う こけくはすくけ こさっょしすぇゃかっくに すけつおう いさっくうは しこっちうぇかうしすけゃ-
こさぇおすうおけゃ こけ さぇししきぇすさうゃぇっきにき ゃけこさけしぇき. ╀にかけ こさけさぇぉけすぇくけ けゅさけきくけっ 
おけかうつっしすゃけ きぇすっさうぇかけゃ, う こさけっおす ょけおせきっくすぇ こけはゃうかしは ゃ くぇつぇかっ 2006 
ゅけょぇ. ╆ぇすっき ねすけす こさけっおす ぉにか こけょゃっさゅくせす すとぇすっかぬくけきせ さぇししきけすさっくうの 
ねおしこっさすくけえ ゅさせここけえ くぇ しっきうくぇさっ, おけすけさにえ こさけゃけょうかしは 27—28 きぇさすぇ ゃ 
╉けさけかっゃしおけき けぉとっしすゃっ きっょうちうくに ゃ ╊けくょけくっ.

╁ぇあくけえ けしけぉっくくけしすぬの [せおけゃけょしすゃぇ はゃかはっすしは すけ, つすけ うくうちうぇすうゃぇ っゅけ 
しけいょぇくうは, ゃ いくぇつうすっかぬくけえ きっさっ, うしたけょうかぇ けす すった しすさぇく, おけすけさにっ 
けこぇしぇのすしは, つすけ うた ぉせょせす ゃけしこさうくうきぇすぬ おぇお しすさぇくに, くぇたけょはとうっしは ゃ 
しすけさけくっ けす こさけぉかっき, しゃはいぇくくにた し ╇くすっさくっすけき. FAIFE くう ゃ おけっき しかせつぇっ 
くっ しつうすぇっす しすさぇくに さぇいゃうゃぇのとっゅけしは きうさぇ, くけゃにっ こさけきにてかっくくけ さぇいゃうすにっ 
しすさぇくに, しすさぇくに し こっさったけょくけえ ねおけくけきうおけえ う しすさぇくに, おけすけさにっ くっ 
こさうくうきぇかう ぇおすうゃくけゅけ せつぇしすうは ゃ さぇぉけすっ おけきうすっすけゃ ╇《╊┿, くぇたけょはとうきうしは 
くぇ こっさうそっさうう. ‶けょたけょ お ゃにぉけさせ きっしすぇ おけくしせかぬすぇすうゃくにた しっきうくぇさけゃ う 
せつぇしすうの ゃ しっきうくぇさっ ねおしこっさすけゃ ゃ ╊けくょけくっ しけいくぇすっかぬくけ けこさっょっかはかしは 
すぇおうき けぉさぇいけき, つすけぉに つぇしすけ ょけきうくうさせのとうっ おけくちっこちうう, さぇいさぇぉけすぇくくにっ 
ゃ ]っゃっさくけえ う ╆ぇこぇょくけえ ╄ゃさけこっ, ぇ すぇおあっ ゃ ]っゃっさくけえ ┿きっさうおっ 
せさぇゃくけゃってうゃぇかうしぬ うょっはきう, こけはゃかはのとうきうしは ゃ ょさせゅうた つぇしすはた きうさぇ.
[けかぬ ょぇくくけゅけ [せおけゃけょしすゃぇ ょけかあくぇ いぇおかのつぇすぬしは ゃ すけき, つすけぉに 
しすうきせかうさけゃぇすぬ きにしかぬ う こけぉせあょぇすぬ お ょっえしすゃうの. ¨くけ くっ ょけかあくけ 
ゃけしこさうくうきぇすぬしは おぇお しゃけょ こさぇゃうか, う ぉにかけ ぉに けてうぉおけえ さぇししきぇすさうゃぇすぬ 
すけ, つすけ くぇこうしぇくけ ゃ ょけおせきっくすっ, うくぇつっ, つっき こさけしすけ こけあっかぇくうっ. ╄しかう 
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せつうすにゃぇすぬ ゃしっ ゃにてっしおぇいぇくくけっ, すけ きけあくけ ゅけゃけさうすぬ, つすけ [せおけゃけょしすゃけ 
うきっっす ぉけかぬてけえ こけすっくちうぇか. ぁすう さっおけきっくょぇちうう きけゅせす けおぇいぇすぬ ぉけかぬてせの 
こけきけとぬ こさう こさうくはすうう さってっくうえ ゃけ きくけゅうた せつさっあょっくうはた, しすぇかおうゃぇのとうたしは 
し うしおかのつうすっかぬくけ すさせょくにきう こさけぉかっきぇきう, ゃけいくうおぇのとうきう こさう 
こさっょけしすぇゃかっくうう ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ. ╃ぇくくけっ [せおけゃけょしすゃけ きけあっす 
うしこけかぬいけゃぇすぬしは ゃ おぇつっしすゃっ けしくけゃに こさう さぇいさぇぉけすおっ こけしかっょせのとうた 
ょけおせきっくすけゃ ゃ せつさっあょっくうはた しぇきけゅけ さぇいくけゅけ すうこぇ, ぇ くっ すけかぬおけ ゃ 
ぉうぉかうけすっおぇた, ょかは おけすけさにた けくけ ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ こさっょくぇいくぇつっくけ. ╃かは 
╇《╊┿ う FAIFE ねすけ [せおけゃけょしすゃけ ぉせょっす けすこさぇゃくけえ すけつおけえ ょかは ょぇかぬくっえてうた 
うししかっょけゃぇくうえ う けぉしせあょっくうえ, おけすけさにっ せあっ ゃくっしっくに ゃ ぉのょあっすくにっ こかぇくに 
けさゅぇくういぇちうう.

ぅ しつぇしすかうゃ, つすけ きけゅせ さっおけきっくょけゃぇすぬ [せおけゃけょしすゃけ ╇《╊┿/FAIFE こけ ょけしすせこせ 
お ╇くすっさくっすせ ゃしっき, ょかは おけゅけ けくけ きけあっす けおぇいぇすぬしは こけかっいくにき, う いぇゃっさうすぬ, 
つすけ いぇきっつぇくうは う ゃけこさけしに こけ くぇしすけはとっきせ ょけおせきっくすせ ゃしっゅょぇ ぉせょせす 
こさうくうきぇすぬしは し ぉかぇゅけょぇさくけしすぬの.
‶けか ]すぇさあっし, ‶さっょしっょぇすっかぬ ╉けきうすっすぇ ╇《╊┿/FAIFE
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¨ゅかぇゃかっくうっ

1. ‶さっょうしかけゃうっ

2. ‶さけちっしし

3. ‶さっぇきぉせかぇ

4. [せおけゃけょしすゃけ こけ ╋ぇくうそっしすせ ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ

5. ╂かけししぇさうえ ‶さうかけあっくうは: (╋ぇくうそっしす ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ)
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                                      ‶[¨『╄]]

                                                                                            
1.╋ぇくうそっしす ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ

╋ぇくうそっしす ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ ぉにか けょけぉさっく ]けゃっすけき ╇《╊┿ ゃ 2002 ゅけょせ. 
] すった こけさ けく ぉにか こっさっゃっょっく くぇ 19 はいにおけゃ う こさうくはす ぉうぉかうけすっつくにきう 
ぇししけちうぇちうはきう 27 しすさぇく1. ╁けけぉとっ ゅけゃけさは, ゃ きぇくうそっしすぇた ょぇっすしは けこうしぇくうっ 
けぉとうた ちっくくけしすっえ, こさうくちうこけゃ ょっはすっかぬくけしすう う こさっょしすぇゃかっくうっ け かせつてうた 
きっすけょぇた けさゅぇくういぇちうう さぇぉけすに. ╁ しかせつぇっ ╋ぇくうそっしすぇ ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ, 
ちっくくけしすう, け おけすけさにた うょっす さっつぬ, しゃはいぇくに し しけたさぇくっくうっき しゃけぉけょに ょけしすせこぇ 
お うくそけさきぇちうう ゃ ╇くすっさくっすっ. ╃かは さってっくうは ねすけえ いぇょぇつう ゃ ╋ぇくうそっしすっ 
こさっょしすぇゃかっくに ちっかっゃにっ せしすぇくけゃおう ょかは こさけゅさぇきき, せしかせゅ う こけょぉけさぇ 
おぇょさけゃ, うきっのとうた けすくけてっくうっ お ╇くすっさくっすせ ゃ ぉうぉかうけすっおぇた. ¨く しかせあうす ゃ 
おぇつっしすゃっ けぉさぇいちぇ おけかうつっしすゃぇ, おぇつっしすゃぇ う けぉなっきぇ せしかせゅ, ぇ すぇおあっ しすっこっくう 
うた しけけすゃっすしすゃうは すさっぉけゃぇくうはき し すけつおう いさっくうは ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ, 
こさっょけしすぇゃかはっきけきせ ゃ ぉうぉかうけすっおぇた. ¨く すぇおあっ しかせあうす ゃ おぇつっしすゃっ 
うょっぇかういうさけゃぇくくけゅけ すさぇそぇさっすぇ こさう こさうくはすうう さってっくうえ う けしせとっしすゃかっくうう 
ょっえしすゃうえ ゃ さぇきおぇた ぉうぉかうけすっつくけゅけ しけけぉとっしすゃぇ.
╋ぇくうそっしす ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ こけはゃうかしは ぉかぇゅけょぇさは けしけいくぇくうの 
こけすさっぉくけしすう ゃ ょけおせきっくすっ, おけすけさにえ こっさっくっし ぉに すさぇょうちうけくくにっ 
ぉうぉかうけすっつくにっ ちっくくけしすう しゃけぉけょに ゃにさぇあっくうは う しゃけぉけょに ょけしすせこぇ お 
うくそけさきぇちうう ゃ ゃっお ╇くすっさくっすぇ. ぁすけす ょけおせきっくす ゃくけゃぬ こけょすゃっさあょぇっす 
こさうゃっさあっくくけしすぬ ぉうぉかうけすっつくにた さぇぉけすくうおけゃ ねすうき ちっくくけしすはき う ゃぇあくけしすぬ 
しかっょけゃぇくうは うき こさう こさっょけしすぇゃかっくうう ぉうぉかうけすっおぇきう しゃけうた せしかせゅ. 
╋ぇくうそっしす, けょくぇおけ, はゃかはっすしは ょけおせきっくすけき, うきっのとうき けぉとうえ たぇさぇおすっさ, う 
ょかは さっぇかぬくけゅけ しかっょけゃぇくうは いぇはゃかっくくにき ちっくくけしすはき くぇ おぇあょけき さぇぉけつっき 
きっしすっ すさっぉせっすしは こさうかけあうすぬ くっしおけかぬおけ ぉせかぬてうっ せしうかうは, つっき こさけしすけ 
せゃっさっくうは ゃ こけょょっさあおっ うょっぇかけゃ, こさっょしすぇゃかっくくにた ゃ っゅけ すっおしすっ. 』すけぉに 
ょけしすうつぬ ちっかっえ, いぇはゃかっくくにた ゃ ╋ぇくうそっしすっ, ぉうぉかうけすっおう う しこっちうぇかうしすに ゃ 
けぉかぇしすう うくそけさきぇちうう, つうくけゃくうおう, こさうくうきぇのとうっ さってっくうは, う ょけかあくけしすくにっ 
かうちぇ ゃ けぉかぇしすう けぉさぇいけゃぇくうは ょけかあくに うきっすぬ ゃ しゃけっき さぇしこけさはあっくうう つすけ-すけ 
ぉけかっっ おけくおさっすくけっ. ぁすけ きけあっす ぉにすぬ くぇぉけさ さっおけきっくょぇちうえ, おけすけさにっ こけきけゅせす 
くぇき ゃしっき ょけしすうつぬ くぇてうた ちっかっえ し こけきけとぬの ぉけかっっ ゃくうきぇすっかぬくけゅけ ういせつっくうは 
こさけぉかっき, こけしすぇゃかっくくにた ゃ ╋ぇくうそっしすっ ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ.
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2. [せおけゃけょしすゃけ ╇《╊┿/ぃ′╄]╉¨ こけ ╋ぇくうそっしすせ ╇《╊┿ けぉ 
╇くすっさくっすっ. 

[せおけゃけょしすゃけ しけしすけうす うい こさぇゃうか, おけすけさにっ ぉせょせす こけかっいくに ょかは 
せょけゃかっすゃけさっくうは しすぇくょぇさすくにき すさっぉけゃぇくうはき. ′っしきけすさは くぇ すけ, つすけ ゃ 
[せおけゃけょしすゃっ そけさきせかうさせのすしは ゃ けしくけゃくけき おぇつっしすゃっくくにっ おさうすっさうう う 
くっ さぇししきぇすさうゃぇのすしは おけかうつっしすゃっくくにっ, ゃ くっき けこさっょっかはのすしは そぇおすけさに, 
ゃかうはのとうっ くぇ ねそそっおすうゃくけしすぬ こさけゅさぇききに, う こさっょけしすぇゃかはのすしは 
さっおけきっくょぇちうう, しこけしけぉしすゃせのとうっ さっいせかぬすぇすうゃくけえ ょっはすっかぬくけしすう ゃ 
ょぇくくけえ けぉかぇしすう. [せおけゃけょしすゃけ ╇《╊┿/ぃ′╄]╉¨ こけ ╋ぇくうそっしすせ ╇《╊┿ けぉ 
╇くすっさくっすっ こさっょくぇいくぇつっくけ ょかは こさけゅさぇきき こけ こさっょけしすぇゃかっくうの ょけしすせこぇ お 
╇くすっさくっすせ ゃ ぉうぉかうけすっおぇた う おぇしぇっすしは こさぇゃうか けぉしかせあうゃぇくうは う きっすけょけゃ 
さぇぉけすに, おけすけさにっ こさうゃっょせす お さっぇかういぇちうう ちっくくけしすっえ ╋ぇくうそっしすぇ 
╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ ゃ こけゃしっょくっゃくけえ さぇぉけすっ ぉうぉかうけすっお. [せおけゃけょしすゃけ 
こさっょくぇいくぇつっくけ こけきけつぬ しこっちうぇかうしすぇき ゃ けぉかぇしすう ぉうぉかうけすっつくけゅけ 
ょっかぇ う うくそけさきぇちうう, ょけかあくけしすくにき かうちぇき う こけかうすうおぇき ゃ さぇいさぇぉけすおっ 
しすさぇすっゅうう, おぇしぇのとっえしは けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ お しっすっゃけえ うくそけさきぇちうう 
ゃ ぉうぉかうけすっおぇた. ¨くけ くっ うきっっす, けょくぇおけ, くう けぉはいぇすっかぬくけゅけ たぇさぇおすっさぇ, くう 
のさうょうつっしおうた こけしかっょしすゃうえ ょかは すった, おすけ うき こけかぬいせっすしは. ╁きっしすけ ねすけゅけ けくけ 
せしすぇくぇゃかうゃぇっす さぇきおう ょかは さっぇかういぇちうう こけかうすうおう, ゅぇさぇくすうさせのとっえ しゃけぉけょせ 
ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう う しゃけぉけょせ ゃにさぇあっくうは ゃ ╇くすっさくっすっ, ぇ すぇおあっ ょけしすせこ 
お うくそけさきぇちうう, おけすけさぇは たさぇくうすしは ゃ せつさっあょっくうはた おせかぬすせさに, すぇおうた おぇお 
ぉうぉかうけすっおう.
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3. 『っかっゃぇは ぇせょうすけさうは う きっすけょけかけゅうは

 
ぁすけす ょけおせきっくす こさっょくぇいくぇつっく ょかは ぉうぉかうけすっお う ぉうぉかうけすっおぇさっえ, おけすけさにっ 
けぉっしこっつうゃぇのす けぉとっしすゃっくくにえ ょけしすせこ お ╇くすっさくっすせ. ╁ こっさゃせの けつっさっょぬ 
うきっのすしは ゃ ゃうょせ こせぉかうつくにっ ぉうぉかうけすっおう, くけ [せおけゃけょしすゃけ すぇおあっ ぉせょっす 
こけかっいくけ ておけかぬくにき, くぇせつくにき う しこっちうぇかういうさけゃぇくくにき ぉうぉかうけすっおぇき こさう 
さぇいさぇぉけすおっ こけかうすうおう ゃ けすくけてっくうう ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ, せつうすにゃぇのとっえ 
しゃけぉけょせ ゃにさぇあっくうは う しゃけぉけょせ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう ゃ ╇くすっさくっすっ. 
╀けかっっ すけゅけ, ねすけす ょけおせきっくす こさうょぇっす ╋ぇくうそっしすせ ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ 
くけゃけっ くぇこさぇゃかっくうっ, しきっとぇは ぇおちっくすに ゃ しすけさけくせ こさぇゃ こけかぬいけゃぇすっかっえ, 
つすけ ゃ ょっえしすゃうすっかぬくけしすう こさっゃさぇとぇっす っゅけ ゃ ょけおせきっくす, こけょゅけすけゃかっくくにえ 
ぉうぉかうけすっつくにき しけけぉとっしすゃけき, ゃ おけすけさけき いぇとうとぇのすしは う つっすおけ ういかぇゅぇのすしは 
こさぇゃぇ こけかぬいけゃぇすっかっえ くぇ うくそけさきぇちうの ゃ ╇くすっさくっすっ ゃ ぉうぉかうけすっおぇた.
』すけぉに [せおけゃけょしすゃけ しすぇかけ ゃぇあくにき ょけおせきっくすけき ょかは ゃしった つかっくけゃ 
きっあょせくぇさけょくけゅけ ぉうぉかうけすっつくけゅけ しけけぉとっしすゃぇ, ぉにかけ ゃぇあくけ, つすけぉに けくけ 
しかっょけゃぇかけ きっすけょけかけゅうう, おけすけさぇは せつうすにゃぇっす こけすさっぉくけしすう くっ すけかぬおけ つかっくけゃ 
しけけぉとっしすゃぇ ゃ うくょせしすさうぇかぬくけ さぇいゃうすにた しすさぇくぇた, くけ う ゃ さぇいゃうゃぇのとうたしは. 
》けすは けしくけゃけこけかぇゅぇのとうき こさうくちうこけき [せおけゃけょしすゃぇ はゃかはっすしは しすぇすぬは 19 
╁しっけぉとっえ ╃っおかぇさぇちうう こさぇゃ つっかけゃっおぇ, くぇさはょせ し こさうゃっさあっくくけしすぬの ゃ 
ゃけこさけしぇた おせかぬすせさに いぇこぇょくにき かうぉっさぇかぬくにき ょっきけおさぇすうつっしおうき ちっくくけしすはき 
くっけぉたけょうきけ ぉにかけ すぇおあっ こさうくうきぇすぬ ゃけ ゃくうきぇくうっ ちっくくけしすう ょさせゅうた 
おせかぬすせさ. [ぇいさぇぉけすおぇ しすぇくょぇさすけゃ う さっおけきっくょぇちうえ けしくけゃにゃぇっすしは くぇ 
けこさっょっかっくうう こけすさっぉくけしすっえ う こけこにすおっ くぇえすう こけくうきぇくうっ すけえ ぇせょうすけさうう, 
ょかは おけすけさけえ こさっょくぇいくぇつぇっすしは ねすけす ょけおせきっくす. ‶さけちっしし, さっいせかぬすぇすけき 
おけすけさけゅけ はゃうかけしぬ ねすけ させおけゃけょしすゃけ, てぇゅ いぇ てぇゅけき しかっょけゃぇか こかぇくせ, 
ちっかぬの おけすけさけゅけ ぉにかけ しけたさぇくっくうっ ゃ ちっくすさっ ゃくうきぇくうは いぇこさけしけゃ ゃしった 
こけかぬいけゃぇすっかっえ ぉうぉかうけすっお, ぇ くっ すけかぬおけ すった, つすけ あうゃせす ゃ こさけきにてかっくくけ 
さぇいゃうすにた しすさぇくぇた し しけゃさっきっくくけえ うくそさぇしすさせおすせさけえ ╇くすっさくっすぇ. ‶けねすけきせ 
こさけちっしし くぇつぇかしは し ういせつっくうは しせとっしすゃせのとうた しすぇくょぇさすけゃ う さっおけきっくょぇちうえ, 
けすくけしはとうたしは お くぇてっえ けぉかぇしすう, ゃおかのつぇは おさうすうおせ ゃ ぇょさっし ╋ぇくうそっしすぇ う 
しぇきけえ ╇《╊┿. ╇したけょは うい ねすけゅけ, ぉにかう けこさっょっかっくに しすさぇくに, おけすけさにっ きけゅかう 
ぉに こさけゃっしすう せ しっぉは しっきうくぇさに こけ けぉしせあょっくうの ╋ぇくうそっしすぇ う こさっょかけあうすぬ 
しゃけう うょっう ょかは [せおけゃけょしすゃぇ. 》けさけてけ けさゅぇくういけゃぇくくにっ しっきうくぇさに こさけてかう 
ゃ ╉ぇきこぇかっ, 〉ゅぇくょぇ (うのくぬ 2004), ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ, [けししうは (きぇさす 2005), 
╂ぇゃぇくっ, ╉せぉぇ (くけはぉさぬ 2005) う ]ぇくすぬはゅけ, 』うかう (はくゃぇさぬ 2006). ╁ けすょっかぬくにた 
しかせつぇはた しっきうくぇさに こさけょけかあぇかうしぬ ゃ すっつっくうっ ょゃせた ょくっえ. ╁しっ ねすけ こけいゃけかうかけ 
こけかせつうすぬ うくそけさきぇちうの け こけかけあっくうう し ょけしすせこけき ゃ ╇くすっさくっす ゃ しせとっしすゃっくくけ 
ぉけかっっ けぉてうさくにた さっゅうけくぇた. ╁ ねすうた しっきうくぇさぇた こさうくはかう せつぇしすうっ ゃっょせとうっ 
しこっちうぇかうしすに うい きくけゅうた しすさぇく, おけすけさにっ こけょっかうかうしぬ うくそけさきぇちうっえ 
け こさけぉかっきぇた, おぇしぇのとうたしは ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ ゃ ぉうぉかうけすっおぇた, う け 
さってっくうはた, おけすけさにっ きけゅせす こけきけつぬ こさっけょけかっすぬ しせとっしすゃせのとうっ こさっこはすしすゃうは.
                                                                                                             
‶けしかっ おぇあょけゅけ しっきうくぇさぇ こさぇおすうつっしおうえ けこにす ぇくぇかういうさけゃぇかしは う 
けちっくうゃぇかしは, ぇ こけかせつっくくぇは うくそけさきぇちうは せつうすにゃぇかぇしぬ ゃ こさけっおすっ 
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[せおけゃけょしすゃぇ. ╁ きぇさすっ 2006 ゅけょぇ ねすけす ょけおせきっくす けぉしせあょぇかしは ゃ すっつっくうっ 
ょゃせた ょくっえ ゅさせここけえ ゃっょせとうた しこっちうぇかうしすけゃ ゃ けぉかぇしすう ぉうぉかうけすっつくけゅけ 
ょっかぇ う うくそけさきぇちうう ゃ ╊けくょけくっ, ゃ さっいせかぬすぇすっ つっゅけ こけはゃうかぇしぬ ゃすけさぇは 
さっょぇおちうは ねすけゅけ ょけおせきっくすぇ. ぁすぇ さっょぇおちうは ぉにかぇ いぇすっき さぇいきっとっくぇ くぇ 
しぇえすぇた ╇《╊┿ う ぃ′╄]╉¨ う け っっ しせとっしすゃけゃぇくうう ぉにかけ しけけぉとっくけ し こけきけとぬの 
しこうしおけゃ さぇししにかおう, ゃおかのつぇは しこうしおう さぇししにかおう ╇《╊┿ う FAIFE. ╀にかけ 
すぇおあっ けぉさぇとっくうっ し こさけしぬぉけえ ゃにしおぇいにゃぇすぬ しゃけっ きくっくうっ う おさうすうつっしおうっ 
いぇきっつぇくうは, こけしかっ つっゅけ ゃ こさけっおす ょけおせきっくすぇ ぉにかう ゃくっしっくに ういきっくっくうは.

╁ けぉとっき う ちっかけき, ねすけす こさけちっしし ぉにか くぇこさぇゃかっく くぇ すけ, つすけぉに こさうゃかっつぬ お 
せつぇしすうの ゃしっ いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ しすけさけくに — ぉうぉかうけすっおぇさっえ, ぉうぉかうけすっつくにっ 
ぇししけちうぇちうう う ゃにしけおけこけしすぇゃかっくくにた ょけかあくけしすくにた かうち, つすけ こけいゃけかはかけ 
すぇおうき けぉさぇいけき けぉっしこっつうすぬ

うくょうゃうょせぇかぬくにえ ゃおかぇょ ゃ おけくっつくにえ さっいせかぬすぇす. 〉つぇしすくうおう しっきうくぇさけゃ 
う おけくしせかぬすぇちうえ こけかせつうかう ゃけいきけあくけしすぬ つっすおけ う こけかくけ ういかけあうすぬ しゃけう 
すけつおう いさっくうは う こけいくぇおけきうすぬしは し すけつおぇきう いさっくうは ょさせゅうた. ╁ うすけゅっ 
[せおけゃけょしすゃけ こさっょしすぇゃかはっす うくすっさっし ょかは おぇあょけゅけ せつぇしすくうおぇ こさけちっししぇ くぇ 
しけけすゃっすしすゃせのとっき せさけゃくっ う きけあくけ ゅけゃけさうすぬ け しせとっしすゃけゃぇくうう きっすけょうおう 
さっぇかういぇちうう ╋ぇくうそっしすぇ ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ.
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4. ‶けすっくちうぇか [せおけゃけょしすゃぇ

╁ [せおけゃけょしすゃっ ╇《╊┿/ぃ′╄]╉¨ こけ ╋ぇくうそっしすせ ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ 
こさうしせすしすゃせっす けゅさけきくにえ こけすっくちうぇか ょかは けおぇいぇくうは こけきけとう ぉうぉかうけすっおぇさはき 
ゃ いぇとうすっ しゃけぉけょに ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう ゃ ╇くすっさくっすっ ゃ ぉせょせとっき. ╋に 
くぇょっっきしは, つすけ ねすけす ょけおせきっくす ぉせょっす こけかっいっく ゃ おぇつっしすゃっ つぇしすう せつっぉくけゅけ 
おせさしぇ こけ LIS (Library and Information Science), うかう くっおけすけさにた ょさせゅうた 
おせさしけゃ ゃ せくうゃっさしうすっすっ, うかう つすけ けく ぉせょっす うしこけかぬいけゃぇすぬしは こさう ょぇかぬくっえてっき 
こさけそっししうけくぇかぬくけき けぉさぇいけゃぇくうう, ぇ すぇおあっ くぇ しっきうくぇさぇた こけ ゃけこさけしぇき 
ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ ゃ ぉうぉかうけすっおぇた. ╁ [せおけゃけょしすゃっ しきけゅせす くぇえすう 
ょけこけかくうすっかぬくにっ きぇすっさうぇかに ぇおすうゃうしすに, ゃにしすせこぇのとうっ ゃ いぇとうすせ しゃけぉけょに 
うくそけさきぇちうう う しゃけぉけょくけゅけ ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ. ¨ょくぇおけ くぇうぉけかっっ 
ゃぇあくにき はゃかはっすしは すけ, つすけ [せおけゃけょしすゃけ こさっょけしすぇゃかはっす ゃけいきけあくけしすぬ 
こけかぬいけゃぇすっかはき ぉけかっっ すゃっさょけ けすしすぇうゃぇすぬ しゃけう こさぇゃぇ ゃ けすくけてっくうう ょけしすせこぇ 
お ╇くすっさくっすせ ゃ ぉうぉかうけすっおっ.
                                                                                                            
╉ ねすけきせ しかっょせっす ょけぉぇゃうすぬ, つすけ こけしかっ けこせぉかうおけゃぇくうは ねすけゅけ ょけおせきっくすぇ 
FAIFE くぇきっさっくぇ こさうゃかっつぬ お さぇぉけすっ くぇょ しけゃきっしすくにき こさけっおすけき こけ 
さぇゃくけこさぇゃくけきせ ょけしすせこせ お ╇くすっさくっすせ さっゅうけくぇかぬくにっ けそうしに ╇《╊┿. 『っかぬの 
すぇおけゅけ こさけっおすぇ はゃかはっすしは けおぇいぇくうっ こけきけとう しこっちうぇかうしすぇき ゃ けぉかぇしすう 
ぉうぉかうけすっつくけゅけ ょっかぇ ゃ こさぇおすうつっしおけき うしこけかぬいけゃぇくうう [せおけゃけょしすゃぇ ょかは 
けぉっしこっつっくうは さぇゃくけこさぇゃくけゅけ ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ ゃ ぉうぉかうけすっおぇた. ぁすけす 
こさけっおす こさっょせしきぇすさうゃぇっす けぉきっく いくぇくうはきう こけしさっょしすゃけき こさけゃっょっくうは 
しっきうくぇさけゃ う こさぇおすうつっしおうた いぇくはすうえ ゃけ ゃしった さっゅうけくぇた きうさぇ — あっかぇすっかぬくけ 
こさけゃっょっくうっ すさった しっきうくぇさけゃ ゃ ゅけょ ゃ すっつっくうっ すさった-つっすにさった かっす. 

╉さけきっ すけゅけ, こさっょこけかぇゅぇっすしは けぉきっく きけかけょにきう しこっちうぇかうしすぇきう, こさうつっき 
けしけぉけっ ゃくうきぇくうっ こさう ねすけき ょけかあくけ せょっかはすぬしは しすさぇくぇき ┿そさうおう, ┿いうう う 
ぃあくけえ ┿きっさうおう, ゃ おけすけさにた しぇきにえ くういおうえ こさけちっくす くぇしっかっくうは うきっっす 
ょけしすせこ お ╇くすっさくっすせ. ╁ たけょっ しけゃきっしすくけえ さぇぉけすに し しけけすゃっすしすゃせのとうきう 
きっあょせくぇさけょくにきう こぇさすくっさぇきう, すぇおうきう おぇお ‶さけゅさぇききぇ ぃ′╄]╉¨ 
«╇くそけさきぇちうは ょかは ゃしった» (IFAP) う しすさせおすせさぇきう ╇《╊┿, すぇおうきう おぇお ALP 
(╃っはすっかぬくけしすぬ こけ さぇいゃうすうの し こけきけとぬの ぉうぉかうけすっお — Action for De-
velopment Through Libraries) う NDPG (′けゃぇは ょうしおせししうけくくぇは ゅさせここぇ 
しこっちうぇかうしすけゃ — New Professionals Discussion Group) ょけかあくぇ ぉにすぬ 
けしせとっしすゃかっくぇ ょっすぇかぬくぇは さぇいさぇぉけすおぇ こさけっおすぇ, さぇしたけょに くぇ おけすけさにえ 
ょけかあくに ぉにすぬ こさっょせしきけすさっくに ゃ ぉのょあっすっ.

╄しかう さぇししきぇすさうゃぇすぬ [せおけゃけょしすゃけ ╇《╊┿/ぃ′╄]╉¨ こけ ╋ぇくうそっしすせ ╇《╊┿ 
けぉ ╇くすっさくっすっ しけゃきっしすくけ し さぇくっっ けこせぉかうおけゃぇくくにきう ╋ぇくうそっしすぇきう け 
ておけかぬくにた う こせぉかうつくにた ぉうぉかうけすっおぇた (ゃきっしすっ し しけこせすしすゃせのとうきう うき 
させおけゃけょしすゃぇきう), すけ きけあくけ せゃうょっすぬ, つすけ ╇《╊┿ う ぃ′╄]╉¨ しけいょぇかう すさう 
ょけおせきっくすぇ, おけすけさにっ きけゅせす けおぇいぇすぬ ぉけかぬてせの こけきけとぬ しこっちうぇかうしすぇき 
ゃ けぉかぇしすう ぉうぉかうけすっつくけゅけ ょっかぇ う うくそけさきぇちうう ゃ こさっょけしすぇゃかっくうう 
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ぉうぉかうけすっつくにた せしかせゅ くぇ せさけゃくっ 21-けゅけ ゃっおぇ.

╀けかっっ すけゅけ, ねすけ させおけゃけょしすゃけ しけけすゃっすしすゃせのす すさっぉけゃぇくうはき ╃っおかぇさぇちうう 
こさうくちうこけゃ ╁しっきうさくけゅけ しぇききうすぇ こけ うくそけさきぇちうけくくけきせ けぉとっしすゃせ, おけすけさにえ 
しけしすけはかしは ゃ ╅っくっゃっ ゃ 2003 ゅけょせ う 〈せくうしっ ゃ 20052. ¨くけ すぇおあっ しかせあうす 
ょけこけかくっくうっき お ょっおかぇさぇちうう, こさうくはすけえ ╇《╊┿ ゃ たけょっ ╁しっきうさくけゅけ しぇききうすぇ 
こけ うくそけさきぇちうけくくけきせ けぉとっしすゃせ —2 ╇しすけつくうお:
 http://www.itu.wsis/docs/geneva/oficial/dop.html, しき. すぇおあっ ╁しっきうさくにえ 
しぇききうす こけ うくそけさきぇちうけくくけきせ けぉとっしすゃせ/ ╋╉う╋╉ [《, [′╀, [╀┿, [けし. おけき. 
‶さけゅさぇききに ぃ′╄]╉¨ «╇くそけさき. ょかは ゃしった». ]けしす. ╄.╇.╉せいぬきうく, ╁.[.《うさしけゃ. 
]‶ぉ.: [′╀, 2004. 136 し.
┿かっおしぇくょさうえしおけきせ ╋ぇくうそっしすせ け ぉうぉかうけすっおぇた «╇くそけさきぇちうけくくけっ 
けぉとっしすゃけ ゃ ょっえしすゃうう»3. ╁ ねすうた ょっおかぇさぇちうはた ゅけゃけさうすしは けぉ 
けさうっくすうさけゃぇくくけき くぇ かのょっえ, けすおさにすけき ょかは ゃしった う くぇちっかっくくけき くぇ 
さぇいゃうすうっ けぉとっしすゃっ, ゃ おけすけさけき おぇあょにえ つっかけゃっお きけあっす うきっすぬ ょけしすせこ お 
こけかせつっくうの いくぇくうえ う けぉきっくせ うきう ゃ せしかけゃうはた くっけゅさぇくうつっくくけゅけ ょけしすせこぇ 
お うくそけさきぇちうう う しゃけぉけょに ゃにさぇあっくうは. ╁きっしすっ し ねすうきう ょけおせきっくすぇきう 
[せおけゃけょしすゃけ ╇《╊┿/ぃ′╄]╉¨ こけ ╋ぇくうそっしすせ ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ 
こけおぇいにゃぇっす ゃ けぉとうた つっさすぇた しすさぇすっゅうの けぉしかせあうゃぇくうは う きっすけょに っっ 
さっぇかういぇちうう, くぇこさぇゃかっくくにっ くぇ いぇとうすせ しゃけぉけょに ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう 
ょかは ゃしった こけかぬいけゃぇすっかっえ ぉうぉかうけすっお う けぉっしこっつっくうっ しゃけぉけょくけゅけ, 
さぇゃくけこさぇゃくけゅけ う ぉっしこさっこはすしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ
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                                   ‶[╄┿╋╀〉╊┿

                                                                                                 
╁ゃっょっくうっ

╁ けしくけゃっ ╋ぇくうそっしすぇ ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ かっあうす ]すぇすぬは 19 ╁しっけぉとっえ 
╃っおかぇさぇちうう こさぇゃ つっかけゃっおぇ う ゃ くっき けしけぉけ こけょつっさおうゃぇっすしは, つすけ 
こけかぬいけゃぇすっかう ぉうぉかうけすっお うきっのす こさぇゃけ さぇししつうすにゃぇすぬ くぇ すせ あっ しすっこっくぬ 
しゃけぉけょに ゃにさぇあっくうは う しゃけぉけょに ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう ゃ ╇くすっさくっすっ, おぇお 
う ゃ けすくけてっくうう こっつぇすくにた きぇすっさうぇかけゃ. ぁすけ ょけおせきっくす, うきっのとうえ けすくけてっくうっ 
お けぉくけゃかっくうの そせくょぇきっくすぇかぬくにた うょっぇかけゃ ぉうぉかうけすっつくけえ こさけそっししうう ゃ 
しけけすゃっすしすゃうう し すさっぉけゃぇくうはきう ゃっおぇ ╇くすっさくっすぇ. ¨ょくぇおけ つすけぉに こけくはすぬ, 
こけつっきせ ╋ぇくうそっしす う しけこせすしすゃせのとっっ っきせ [せおけゃけょしすゃけ すぇお ゃぇあくに ょかは 
しこっちうぇかうしすけゃ ゃ けぉかぇしすう ぉうぉかうけすっつくけゅけ ょっかぇ う うくそけさきぇちうう, くっけぉたけょうきけ 
さぇししきけすさっすぬ いぇおけくくけしすぬ こさうくちうこけゃ, おけすけさにっ かっあぇす ゃ うた けしくけゃっ う 
こけおぇいぇすぬ, つすけ ねすう ょゃぇ ょけおせきっくすぇ こさういゃぇくに けおぇいにゃぇすぬ しせとっしすゃっくくせの 
こけきけとぬ ぉうぉかうけすっおぇさはき こけ ゃしっきせ きうさせ こけ きっさっ さぇしてうさっくうは ょけしすせこぇ お 
╇くすっさくっすせ う ゃけいさぇしすぇくうは っゅけ さけかう ゃ こけゃしっょくっゃくけえ ぉうぉかうけすっつくけえ さぇぉけすっ.

                                                                                              
╀うぉかうけすっおう う こさぇゃぇ つっかけゃっおぇ

                                                                                                              
] おけくちぇ XVIII ゃっおぇ こけこせかはさくけしすぬ うょっう くっけすなっきかっきにた う ゃしっけぉとうた こさぇゃ 
つっかけゃっおぇ ゃけいさぇしすぇかぇ ゃけ ゃしっき きうさっ. ‶さぇゃけ つっかけゃっおぇ はゃかはっすしは «ゃしっきう 
こさういくぇゃぇっきにき いぇおけくくにき こさぇゃけき, くっ こさっょけしすぇゃかっくうっ おけすけさけゅけ きけあっす 
はゃうすぬしは こさうつうくけえ すけゅけ, つすけ あういくう う しさっょしすゃぇき しせとっしすゃけゃぇくうは つっかけゃっおぇ 
う つっかけゃっつっしおうた しけけぉとっしすゃ ぉせょっす くぇくっしっく せとっさぉ» (Mclver, 2000). ‶さぇゃぇ 
つっかけゃっおぇ ゃにゃけょはすしは うい つっかけゃっつっしおうた こけすさっぉくけしすっえ う こさっょせしきぇすさうゃぇのす 
こけゃしっきっしすくけ ょけしすせこくにえ くぇぉけさ しすぇくょぇさすけゃ ょかは ょけしすけえくけゅけ う こけかくけちっくくけゅけ 
しせとっしすゃけゃぇくうは おぇあょけゅけ つっかけゃっおぇ.
╁ けしくけゃっ おけくちっこちうう こさぇゃ つっかけゃっおぇ かっあぇす さぇゃっくしすゃけ, つっかけゃっつっしおけっ 
ょけしすけうくしすゃけ う ゃいぇうきくぇは けすゃっすしすゃっくくけしすぬ. ′ぇょっあょぇ くぇ ゃしっけぉとっっ しけゅかぇしうっ 
こけ ゃけこさけしせ け こさぇゃぇた つっかけゃっおぇ こけはゃうかぇしぬ こけしかっ ╁すけさけえ きうさけゃけえ 
ゃけえくに う ゃけてかぇ ゃ きっあょせくぇさけょくせの こけかうすうつっしおせの こけゃっしすおせ ょくは こけしかっ 
けぉさぇいけゃぇくうは ¨さゅぇくういぇちうう ¨ぉなっょうくっくくにた ′ぇちうえ ゃ 1945 ゅけょせ. ╁ぇあくにきう 
しけぉにすうはきう, こけしかっょけゃぇゃてうきう いぇ ねすうき, ぉにかう けぉさぇいけゃぇくうっ ╉けきうししうう ¨¨′ 
こけ こさぇゃぇき つっかけゃっおぇ (1946), ぇ すぇおあっ こさうくはすうっ ╁しっけぉとっえ ╃っおかぇさぇちうう 
こさぇゃ つっかけゃっおぇ (1948), ╄ゃさけこっえしおけえ ╉けくゃっくちうう こけ こさぇゃぇき つっかけゃっおぇ 
(1950), ╋っあょせくぇさけょくにた しけゅかぇてっくうえ ¨¨′ け ゅさぇあょぇくしおうた う こけかうすうつっしおうた 
こさぇゃぇた (1966), う ╋っあょせくぇさけょくにた しけゅかぇてっくうえ ¨¨′ けぉ ねおけくけきうつっしおうた, 
しけちうぇかぬくにた う おせかぬすせさくにた こさぇゃぇた (1966).
╁しっけぉとぇは ╃っおかぇさぇちうは こさぇゃ つっかけゃっおぇ (¨¨′, 1948) ょぇっす けぉとうっ さぇきおう 
ょかは せしすぇくけゃかっくうは, いぇとうすに う けぉっしこっつっくうは こさぇゃ つっかけゃっおぇ. ╉けくちっこちうは 



14

しゃけぉけょに ょけしすせこぇ お 3 ╇しすけつくうお: http://www.ila.org/III/wsis/Alexandria-
Manifesto.html, しき. すぇおあっ ┿かっおしぇくょさうえしおうえ きぇくうそっしす け ぉうぉかうけすっおぇた. 
╇くそけさきぇちうけくくけっ けぉとっしすゃけ ゃ ょっえしすゃうう // ╇くそけさき. ぉのかか. [╀┿. 2006. わ 
37. ]. 46—48.

うくそけさきぇちうう う しゃけぉけょに ゃにさぇあっくうは つっすおけ ゃにさぇあっくぇ ゃ しすぇすぬっ 19 
╃っおかぇさぇちうう こさぇゃ つっかけゃっおぇ:

«╉ぇあょにえ つっかけゃっお うきっっす こさぇゃけ くぇ しゃけぉけょせ せぉっあょっくうえ う くぇ しゃけぉけょくけっ 
ゃにさぇあっくうっ うた; ねすけ こさぇゃけ ゃおかのつぇっす しゃけぉけょせ ぉっしこさっこはすしすゃっくくけ 
こさうょっさあうゃぇすぬしは しゃけうた せぉっあょっくうえ う しゃけぉけょせ うしおぇすぬ, こけかせつぇすぬ う 
さぇしこさけしすさぇくはすぬ うくそけさきぇちうの う うょっう かのぉにきう しさっょしすゃぇきう う くっいぇゃうしうきけ けす 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅさぇくうち».
 

                                                                                               
]ゃけぉけょぇ ゃにさぇあっくうは う しゃけぉけょぇ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう 

]ゃけぉけょぇ ゃにさぇあっくうは — ねすけ しゃけぉけょぇ ゃにさぇあぇすぬ しせあょっくうは, おけすけさにっ きけゅせす 
ぉにすぬ つさっいゃにつぇえくけ くっこけこせかはさくにきう, う こさう ねすけき くっ ぉけはすぬしは さっこさっししうえ, 
ぇ すぇおあっ こさぇゃけ くぇ いぇとうすせ ょかは ゅさぇあょぇく, おけすけさにっ たけすはす ゃにさぇあぇすぬ 
すぇおうっ しせあょっくうは. ]すぇすぬは 19 こけいゃけかはっす ゃにさぇあぇすぬ しゃけう せぉっあょっくうは し 
こけきけとぬの «かのぉにた しさっょしすゃ», つすけ けいくぇつぇっす, つすけ きにしかう う きくっくうは きけゅせす 
さぇしこさけしすさぇくはすぬしは し こけきけとぬの せしすくけえ う こうしぬきっくくけえ さっつう, さぇいくにた ゃうょけゃ 
うしおせししすゃぇ うかう し こけきけとぬの しけゃさっきっくくにた しさっょしすゃ, すぇおうた おぇお すっかっゃうょっくうっ, 
さぇょうけ うかう ╇くすっさくっす. ]ゃけぉけょぇ ゃにさぇあっくうは ゃおかのつぇっす こさぇゃけ ゃにしすせこぇすぬ 
こさけすうゃ しうしすっきに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう う こさう ねすけき くっ しつうすぇすぬしは 
こさっしすせこくうおけき うかう こさっょぇすっかっき, ぇ すぇおあっ こさぇゃけ こけょゃっさゅぇすぬ しけきくっくうの, 
くっゃいうさぇは くぇ こけしかっょしすゃうは, ゅけしこけょしすゃせのとうっ うょっう う きくっくうは, ゃっさぇ ゃ 
こさぇゃうかぬくけしすぬ おけすけさにた てうさけおけ さぇしこさけしすさぇくっくぇ.

]ゃけぉけょぇ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう, し ょさせゅけえ しすけさけくに, — ねすけ こさぇゃけ ゅさぇあょぇく 
くっ すけかぬおけ ゃにさぇあぇすぬ かのぉにっ ゃいゅかはょに, くけ すぇおあっ うきっすぬ ょけしすせこ お しぇきけきせ 
てうさけおけきせ しこっおすさせ さぇいかうつくにた すけつっお いさっくうは. ╁ ぉうぉかうけすっおぇた ねすけ けいくぇつぇっす 
こさっょけしすぇゃかっくうっ ょけしすせこぇ お うょっはき, し おけすけさにきう ぉうぉかうけすっおぇさう きけゅせす ぉにすぬ 
くっ しけゅかぇしくに, うかう きけゅせす しつうすぇすぬ うた けしおけさぉうすっかぬくにきう ょかは しっぉは.
╀うぉかうけすっおう こけ しゃけっえ こさうさけょっ しゃはいぇくに しけ しゃけぉけょけえ ゃにさぇあっくうは 
う しゃけぉけょけえ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう, こけしおけかぬおせ たさぇくはす うしすけつくうおう 
うくそけさきぇちうう う こさっょけしすぇゃかはのす さぇいくけけぉさぇいくにっ せしかせゅう こけ ょけしすせこせ お くうき. 
╀うぉかうけすっおう, しかっょけゃぇすっかぬくけ, うきっのす ゃけいきけあくけしすぬ さっぇかういけゃにゃぇすぬ ねすう 
しゃけぉけょに くぇ こさぇおすうおっ. ¨くう しすさっきはすしは こさっょけしすぇゃうすぬ しゃけぉけょせ ょけしすせこぇ 
お うくそけさきぇちうう つっさっい かのぉにっ うきっのとうっしは ゃ うた さぇしこけさはあっくうう おぇくぇかに, 
ゃおかのつぇは ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう つっさっい ╇くすっさくっす.
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╉せかぬすせさくにっ さぇいかうつうは ゃ ょけしすせこっ お うくそけさきぇちうう

¨ょくけえ うい こさけぉかっき, ゃけいくうおぇのとうた こさう けぉしせあょっくうう ゃしっけぉとうた こさぇゃ 
つっかけゃっおぇ, はゃかはっすしは こさけすうゃけさっつうっ きっあょせ おせかぬすせさくにき さぇいくけけぉさぇいうっき, 
ぇ すぇおあっ さぇいくけけぉさぇいうっき, しゃはいぇくくにき し せさけゃくっき さぇいゃうすうは くぇさけょけゃ きうさぇ, 
う っょうくけけぉさぇいくにき こけょたけょけき, こさう おけすけさけき こさっょこけつすっくうっ けすょぇっすしは 
こさういくぇくくにき いぇこぇょくにき かうぉっさぇかぬくにき ょっきけおさぇすうつっしおうき こさうしすさぇしすうはき 
ゃ せとっさぉ ゃしっき ょさせゅうき すけつおぇき いさっくうは. ′っけぉたけょうきけ こけきくうすぬ, つすけ こさう 
くっさぇゃっくしすゃっ ゃ さぇいゃうすうう, しせとっしすゃせのとっき こけゃしっきっしすくけ, ゃ きうさっ ぇ, 
しけけすゃっすしすゃっくくけ, う ゃ きっあょせくぇさけょくけき ぉうぉかうけすっつくけき しけけぉとっしすゃっ, ぉせょせす 
しせとっしすゃけゃぇすぬ う さぇいかうつうは ゃ けすくけてっくうう お ょけしすせこせ う ゃ こさっょけしすぇゃかっくうう 
ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう. ]かっょせっす けすきっすうすぬ けょうく ゃぇあくにえ きけきっくす, 
おぇしぇのとうえしは さぇいかうつうえ, おけすけさにっ ゃしっ さぇゃくけ ぉせょせす しせとっしすゃけゃぇすぬ, ょぇあっ 
っしかう こさっょこけかけあうすぬ, つすけ ゃしっ しすさぇくに ぉせょせす くぇたけょうすぬしは くぇ けょくけき せさけゃくっ 
さぇいゃうすうは. ぁすけ さぇいかうつうは ゃ けすくけてっくうう お すぇおうき こけくはすうはき, おぇお かうつくぇは 
しゃけぉけょぇ う くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう, うかう お すけきせ, つすけ しつうすぇすぬ 
けしおけさぉうすっかぬくにき うかう ゃさっょくにき. ¨くう けぉせしかけゃかっくに おせかぬすせさけえ う しせとっしすゃせのす 
おぇお ゃくせすさう しすさぇく, すぇお う きっあょせ くうきう, こさうつっき ねすけ おぇしぇっすしは ょぇあっ さぇいゃうすにた 
しすさぇく.

〈ぇおけっ こけかけあっくうっ けぉせしかけゃかっくけ おせかぬすせさくにきう さぇいかうつうはきう ゃ けすくけてっくうう 
ちっくくけしすっえ. ╃ぇあっ ╁しっけぉとぇは ╃っおかぇさぇちうは こさぇゃ つっかけゃっおぇ ゃにいにゃぇっす ゃけこさけしに 
ゃ しゃはいう し すっき, つすけ けくぇ けしくけゃにゃぇっすしは くぇ いぇこぇょくにた, うせょっけ-たさうしすうぇくしおうた 
ちっくくけしすはた, おけすけさにっ きけゅせす くっ うきっすぬ ぉけかぬてけゅけ いくぇつっくうは ょかは しけけぉとっしすゃ 
し うくにきう ゃっさけゃぇくうはきう うかう うょっけかけゅうはきう. ╁ しゃっすっ ゃにてっしおぇいぇくくけゅけ, おぇお 
きけあっす けょうく ╋ぇくうそっしす う しけこせすしすゃせのとっっ っきせ [せおけゃけょしすゃけ ぉにすぬ けょうくぇおけゃけ 
いくぇつうきにきう ょけおせきっくすぇきう ょかは ゃしった こけかぬいけゃぇすっかっえ ぉうぉかうけすっお こけ ゃしっきせ 
きうさせ? ‶けつっきせ ╇《╊┿ う ぃ′╄]╉¨ こけかぇゅぇのす, つすけ しけいょぇくうっ すぇおけゅけ ょけおせきっくすぇ 
ぉにかけ ょっえしすゃうすっかぬくけ ゃぇあくけ う くっけぉたけょうきけ?

‶さけしすにき けぉなはしくっくうっき きけあっす しかせあうすぬ すけ, つすけ ゃくっょさっくうっ ╇くすっさくっすぇ 
ゃ ぉうぉかうけすっおう ういきっくうかけ しこけしけぉ こさっょけしすぇゃかっくうは うくそけさきぇちうけくくにた 
うしすけつくうおけゃ こけかぬいけゃぇすっかはき. ╇くすっさくっす こさけょけかあぇっす さっゃけかのちうの, 
ゃにいゃぇくくせの こけはゃかっくうっき おくうゅけこっつぇすぇくうは, う こさっょけしすぇゃかはっす うくそけさきぇちうの 
こけかぬいけゃぇすっかの, ゅょっ ぉに けく くう くぇたけょうかしは. ╁しっ, つすけ ょかは ねすけゅけ すさっぉせっすしは 
— ねすけ しけけすゃっすしすゃせのとぇは すったくけかけゅうは. ╇くすっさくっす すぇおあっ こさけょけかあぇっす 
さっゃけかのちうの, ゃにいゃぇくくせの こけはゃかっくうっき こっつぇすう, う ゃ しそっさっ おけききせくうおぇちうう, 
ぉかぇゅけょぇさは しおけさけしすう う くういおけえ しすけうきけしすう さぇしこさけしすさぇくっくうは うくそけさきぇちうう. 
╁ぇあくにき けすかうつうっき, けょくぇおけ, はゃかはっすしは すけ, つすけ ╇くすっさくっす, ゃ しゃけっき 
きせかぬすうきっょうえくけき そけさきぇすっ, さぇいきにゃぇっす ゅさぇくうちに きっあょせ こさっょけしすぇゃかっくうっき 
うくそけさきぇちうう う っっ こけすさっぉかっくうっき. ぁすけ ゃくけしうす ういきっくっくうは ゃ こさけちっしし 
こさっょけしすぇゃかっくうっ うくそけさきぇちうう ゃ ぉうぉかうけすっおぇた, すぇお おぇお こけいゃけかはっす 
こけかぬいけゃぇすっかの ぉうぉかうけすっお けしせとっしすゃかはすぬ ゃ ゅけさぇいょけ ぉけかぬてっえ しすっこっくう 
おけくすさけかぬ くぇょ すっき, おぇお けく, うかう けくぇ, こけかせつぇっす うくそけさきぇちうの.
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╄とっ ょけ ╇くすっさくっすぇ こさけゅさぇききに ╇《╊┿ う ぃ′╄]╉¨, すぇおうっ おぇお ‶さけゅさぇききぇ 
╁しっけぉとっえ ょけしすせこくけしすう こせぉかうおぇちうえ (UAP), こさけょっきけくしすさうさけゃぇかう 
こさうゃっさあっくくけしすぬ ぉうぉかうけすっお お こさっょけしすぇゃかっくうの しぇきけゅけ てうさけおけゅけ ょけしすせこぇ 
お うくそけさきぇちうう. ]っすう ぉうぉかうけすっお すっしくけ しけすさせょくうつぇかう くぇ きっしすくけき, 
くぇちうけくぇかぬくけき う きっあょせくぇさけょくけき せさけゃくはた ょかは けぉっしこっつっくうは こけかぬいけゃぇすっかっえ 
こっつぇすくにきう こせぉかうおぇちうはきう. 〈ったくけかけゅうう ╇くすっさくっすぇ ういきっくうかう ねすせ 
しうすせぇちうの う こけいゃけかうかう ぉうぉかうけすっおぇき こさっょけしすぇゃかはすぬ ぉけかっっ てうさけおうえ 
ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう, つっき こさっあょっ, ょっかぇすぬ ねすけ ゅけさぇいょけ ぉにしすさっっ う, 
すっけさっすうつっしおう, ょってっゃかっ ょかは こけかぬいけゃぇすっかっえ. ╁くっょさっくうっ けぉとっしすゃっくくけゅけ 
ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ ゃ ぉうぉかうけすっおぇた ょぇかけ ゃけいきけあくけしすぬ こけかぬいけゃぇすっかはき 
ゃにぉうさぇすぬ うくそけさきぇちうの, きうくせは ぉうぉかうけすっおぇさは おぇお こけしさっょくうおぇ う けしすぇゃかはは 
こけかぬいけゃぇすっかは いぇゃうしはとうき すけかぬおけ けす しけぉしすゃっくくけゅけ ゃかぇょっくうは くぇゃにおぇきう 
くぇたけょうすぬ うくそけさきぇちうの, おけすけさぇは きけあっす ぉにすぬ, うかう くっ ぉにすぬ, っきせ こけかっいくけえ. 
╃けしすせこくけしすぬ うくそけさきぇちうう ゃ ╇くすっさくっすっ, すぇおうき けぉさぇいけき, けすかうつぇっすしは けす 
«すさぇょうちうけくくけゅけ» ぉうぉかうけすっつくけゅけ おけかかっおすけさぇ, ゃ おけすけさけき ぉうぉかうけすっおぇさう 
けすぉうさぇかう ぇししけさすうきっくす ょかは しゃけうた ぉうぉかうけすっお. ╄しかう けすぉけさ ゃ すさぇょうちうけくくけき 
しきにしかっ こさうきっくうすぬ おけ ゃしっきせ ╇くすっさくっすせ, ぉうぉかうけすっおう きけゅかう ぉに しょっかぇすぬ 
ょけしすせこくにきう すけかぬおけ けこさっょっかっくくにっ しぇえすに, かっゅおけ けぉくぇさせあうゃぇっきにっ, 
けちっくっくくにっ う ょけぉぇゃかっくくにっ お うた しうしすっきぇき. ╁ ╇くすっさくっすっ くっ しせとっしすゃせっす 
こけょけぉくけえ しうしすっきに けすぉけさぇ. ╇くそけさきぇちうは さぇいきっとぇっすしは ゃ Web, ぇ いぇすっき 
こけかぬいけゃぇすっかぬ ょっかぇっす しゃけえ ゃにぉけさ.
╀うぉかうけすっおぇさう きけゅせす こさっょけしすぇゃかはすぬ いぇおかぇょおう うかう さっおけきっくょけゃぇすぬ しぇえすに, 
くけ こけ しせとっしすゃせ, おけゅょぇ こけかぬいけゃぇすっかう しうょはす こっさっょ ぉうぉかうけすっつくにきう 
おけきこぬのすっさぇきう, こけょしけっょうくっくくにきう お ╇くすっさくっすせ, けくう しぇきう こさうくうきぇのす 
さってっくうは. 〈っけさっすうつっしおう, こけかぬいけゃぇすっかう ぉけかぬてっ くっ しすぇかおうゃぇのすしは し 
けゅさぇくうつっくうはきう, くぇおかぇょにゃぇっきにきう くぇ けすぉけさ きぇすっさうぇかけゃ ぉのょあっすけき, 
けこすけゃにきう いぇおせこおぇきう, こさっょこけつすっくうはきう すけゅけ, おすけ ょっかぇっす けすぉけさ, うかう 
ねおしこっさすくにきう けちっくおぇきう. ¨くう しゃけぉけょくに ゃ ゃにぉけさっ しゃけっゅけ こせすう こけかせつっくうは 
うくそけさきぇちうう うい ゃしっゅけ きくけあっしすゃぇ, こさっょかぇゅぇっきけゅけ ╇くすっさくっすけき, う いぇゃうしはす 
すけかぬおけ けす しけぉしすゃっくくにた せきっくうえ. ‶さけちっしし こけうしおぇ うくそけさきぇちうう, おぇお 
ょかは ぉうぉかうけすっおぇさっえ, すぇお う ょかは こけかぬいけゃぇすっかっえ ぉうぉかうけすっお, しすぇか, すぇおうき 
けぉさぇいけき, う ぉけかっっ こさけしすにき, う ぉけかっっ しかけあくにき, つっき おけゅょぇ-かうぉけ こさっあょっ. ¨く 
しすぇか こさけとっ, ぉかぇゅけょぇさは しおけさけしすう う こさけしすけすっ うしこけかぬいけゃぇくうは こけうしおけゃにた 
きったぇくういきけゃ, おけすけさにっ ょぇのす けすゃっす こけ おかのつっゃけきせ しかけゃせ ゃ すっつっくうっ

くっしおけかぬおうた しっおせくょ. ] ょさせゅけえ しすけさけくに, けく しすぇか ぉけかっっ しかけあくにき うい-
いぇ けてっかけきかはのとっゅけ けぉなっきぇ ╇くすっさくっすぇ う けすしせすしすゃうは しすさせおすせさに, 
けぉけしくけゃにゃぇのとっえ ゃにぉけさ うい ゃしっゅけ きくけあっしすゃぇ けくかぇえくけゃけえ うくそけさきぇちうう.

                                                                                                         
[ぇいゃうすうっ ╇くすっさくっすぇ: ゃけいきけあくけしすう う こさけぉかっきに

╇しこけかぬいけゃぇくうっ ╇くすっさくっすぇ う つうしかけ しこけしけぉけゃ, おけすけさにきう ╇くすっさくっす きけあっす 
うしこけかぬいけゃぇすぬしは, こさけょけかあぇっす ぉにしすさけ さぇしすう. 』うしかけ こけかぬいけゃぇすっかっえ 
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╇くすっさくっすぇ ゃけ ゃしっき きうさっ すぇおあっ くっこさっさにゃくけ さぇしすっす. ╁ くっおけすけさにた しすさぇくぇた, 
すぇおうた, くぇこさうきっさ, おぇお ╉うすぇえ, うた つうしかけ しせとっしすゃっくくけ せゃっかうつうかけしぬ 
いぇ こけしかっょくうっ くっしおけかぬおけ かっす. ぁすけきせ さけしすせ しこけしけぉしすゃせっす さぇいゃうすうっ 
おけききせくうおぇちうけくくにた すったくけかけゅうえ, すぇおうた おぇお てうさけおけこけかけしくぇは しゃはいぬ う 
ぉっしこさけゃけょくぇは しゃはいぬ (Wi-Fi), ぇ すぇおあっ しくうあっくうっ しすけうきけしすう ぇここぇさぇすくけゅけ う 
こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは う しすけうきけしすう こけょおかのつっくうは. 〉 ねすけえ しうすせぇちうう 
っしすぬ う こけぉけつくにえ ねそそっおす ゃ ゃうょっ ぉにしすさけ さぇしすせとうた すっきこけゃ うくくけゃぇちうえ, 
ゃっょせとうた お すぇおうき そけさきぇき うしこけかぬいけゃぇくうは ╇くすっさくっすぇ, おけすけさにっ けすおさにゃぇのす 
くけゃにっ くぇこさぇゃかっくうは しけゃきっしすくけえ さぇぉけすに ょかは こけかぬいけゃぇすっかっえ. ¨ゅさけきくけえ 
こけこせかはさくけしすぬの こけかぬいせのすしは ぉかけゅう. ]けいょぇくうっ う けぉくけゃかっくうっ ゃねぉ-
しすさぇくうち くぇ かのぉせの すっきせ し うしこけかぬいけゃぇくうっき こさけしすにた う かっゅおけょけしすせこくにた 
こさうかけあっくうえ さぇしこさけしすさぇくっくけ こけ ゃしっきせ きうさせ, ょぇあっ ゃ しぇきにた さっこさっししうゃくにた 
しすさぇくぇた. ╁けいさぇしすぇのとっっ うしこけかぬいけゃぇくうっ wiki — ゃねぉ-しぇえすけゃ, おけすけさにっ 
こけいゃけかはのす こけかぬいけゃぇすっかはき し かっゅおけしすぬの ょけぉぇゃかはすぬ かのぉけえ おけくすっくす 
う けしけぉっくくけ こけょたけょはす ょかは しけゃきっしすくけゅけ しけつうくうすっかぬしすゃぇ, せゃっかうつうかけ 
ゃけいきけあくけしすう しけゃきっしすくけゅけ しけいょぇくうは うくそけさきぇちうう う しこけしけぉしすゃけゃぇかけ 
こけはゃかっくうの こけかぬいせのとうたしは ぉけかぬてうき せしこったけき けくかぇえくけゃにた ねくちうおかけこっょうえ, 
おけかうつっしすゃけ おけすけさにた ぉにしすさけ せゃっかうつうゃぇっすしは. ‶けはゃかはのすしは くけゃにっ そけさきに 
けくかぇえくけゃけゅけ ぉういくっしぇ, くけゃにっ うくすっさぇおすうゃくにっ しかせあぉに ねかっおすさけくくけゅけ 
こさぇゃうすっかぬしすゃぇ しすぇくけゃはすしは くっけすなっきかっきけえ つぇしすぬの おけききせくうおぇちうう きっあょせ 
こさぇゃうすっかぬしすゃけき う ゅさぇあょぇくぇきう, つすけ こさうゃけょうす, ゃ しゃけの けつっさっょぬ, お すけきせ, 
つすけ ゅさぇあょぇくっ こけかせつぇのす ぉけかぬてっ ゃけいきけあくけしすっえ せつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ こさうくはすうう 
ゃぇあくにた ょかは しけけぉとっしすゃぇ さってっくうえ. ‶けはゃかはのすしは すぇおあっ ぇかぬすっさくぇすうゃに 
せしすぇくけゃかっくくにき くけさきぇき, すぇおうっ おぇお くけゃにっ しすさせおすせさに おけこうさぇえすぇ — 
くっおけききっさつっしおうっ けさゅぇくういぇちうう, いぇくうきぇのとうっしは さぇしてうさっくうっき ょうぇこぇいけくぇ 
すゃけさつっしおうた さぇいさぇぉけすけお, ょけしすせこくにた ょさせゅうき ょかは せしけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは う 
しけゃきっしすくけゅけ こけかぬいけゃぇくうは くぇ いぇおけくくにた けしくけゃぇくうはた, すうこぇ Creative Com-
mons. [ぇいかうつくにっ そけさきに けぉきっくぇ くぇせつくけえ うくそけさきぇちうっえ, すぇおうっ おぇお 
けすおさにすにえ ょけしすせこ, しかせあぇす ょけこけかくっくうっき お ねすけきせ くぇこさぇゃかっくうの. ¨しくけゃけえ 
こけゃにてっくくけゅけ ゃくうきぇくうは お けぉとっしすゃっくくにき さっしせさしぇき はゃかはのすしは けすおさにすにっ 
うしすけつくうおう こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは, つすけ ゃにかうゃぇっすしは ゃ ょゃうあっくうっ し 
さっぇかぬくにき こけすっくちうぇかけき くぇょっかうすぬ ぉけかぬてうきう ゃけいきけあくけしすはきう けすょっかぬくにた 
こけかぬいけゃぇすっかっえ う こっさっょぇすぬ ゃ うた させおう こさうくはすうっ さってっくうえ.

′っしきけすさは くぇ ぉっいせしかけゃくにっ ょけしすけうくしすゃぇ くけゃにた ょけしすうあっくうえ う ゃけいきけあくけしすう, 
おけすけさにっ けくう こさっょけしすぇゃかはのす, しすぇくけゃはすしは けつっゃうょくにきう う くけゃにっ こさけぉかっきに, 
ゃしすぇのとうっ こっさっょ ぉうぉかうけすっおぇさはきう う こけかぬいけゃぇすっかはきう. ′っけぉたけょうきけ 
けしゃぇうゃぇすぬ くけゃにっ くぇゃにおう こけうしおぇ うくそけさきぇちうう う こさっょけしすぇゃかはすぬ 
こけかぬいけゃぇすっかはき ゃけいきけあくけしすぬ かせつてっゅけ けしゃけっくうは けくかぇえくけゃにた すったくけかけゅうえ. 
╉さけきっ すけゅけ, こけしおけかぬおせ ぉうぉかうけすっおぇさう くっ きけゅせす いくぇすぬ けぉけ ゃしっき, 
つすけ くぇたけょうすしは ゃ ╇くすっさくっすっ (ゃ けすかうつうっ けす こさっあくうた ゃさっきっく, おけゅょぇ 
ぉうぉかうけすっつくにえ おぇすぇかけゅ すっけさっすうつっしおう しけょっさあぇか ゃしの うくそけさきぇちうの け 
そけくょぇた), ゃけいくうおぇのす くけゃにっ こさけぉかっきに, おぇしぇのとうっしは すうこけゃ うくそけさきぇちうう, お 
おけすけさけえ こけかぬいけゃぇすっかう うきっのす ょけしすせこ. ╇くすっさくっす, おけすけさにえ うくけゅょぇ くぇいにゃぇのす 
こけ ぇくぇかけゅうう ╃うおうき ╆ぇこぇょけき, きけあっす ゃけしこさうくうきぇすぬしは おぇお きうくくけっ こけかっ, 
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ゅょっ ゃ おぇつっしすゃっ きうく こさうしせすしすゃせのす (ょっい)うくそけさきぇちうは, こけさくけゅさぇそうは, 
きうしすうそうおぇちうう, あせかぬくうつっしすゃけ う たうきっさに さぇいくけゅけ さけょぇ. 〈ぇおぇは しうすせぇちうは 
こさうゃっかぇ お ぉけかっっ てうさけおけきせ うしこけかぬいけゃぇくうの こさけゅさぇききくにた そうかぬすさけゃ, おぇお 
くぇ せさけゃくっ くぇちうけくぇかぬくにた すっかっおけききせくうおぇちうけくくにた うくそさぇしすさせおすせさ, すぇお う 
お うしこけかぬいけゃぇくうの うた ゃ しぇきうた ぉうぉかうけすっおぇた. ╇しこけかぬいけゃぇくうっ こさけゅさぇききくにた 
そうかぬすさけゃ こけくっきくけゅせ こけかせつぇっす けょけぉさっくうっ ぉうぉかうけすっつくにた ぇししけちうぇちうえ, う 
ゃしっ つぇとっ ゃしすさっつぇっすしは ゃ ぉうぉかうけすっおぇた4.

                                                                                                         
》けすは そうかぬすさぇちうは はゃかはっすしは けょくけえ うい こさけぉかっき, しこけしけぉくにた, し ぉけかぬてけえ 
ょけかっえ ゃっさけはすくけしすう, ゃにいゃぇすぬ さぇいくけゅかぇしうは ゃ ぉうぉかうけすっおっ, しせとっしすゃせのす 
う ょさせゅうっ くっこさうゃかっおぇすっかぬくにっ しすけさけくに ╇くすっさくっすぇ, おけすけさにっ 
くっけぉたけょうきけ せつうすにゃぇすぬ. ╊っゅつっ ゃしっゅけ しおけきこさけきっすうさけゃぇすぬ こけかけあっくうっ け 
くっこさうおけしくけゃっくくけしすう つぇしすくけえ あういくう こけかぬいけゃぇすっかは ゃ おけくすっおしすっ ╇くすっさくっすぇ, 
ぇ くっょぇゃくうっ ういきっくっくうは ゃ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃっ こけ ゃけこさけしぇき くぇちうけくぇかぬくけえ 
ぉっいけこぇしくけしすう, こさうくはすにっ こけ しかっょぇき すっささけさうしすうつっしおけゅけ くぇこぇょっくうは 
11 しっくすはぉさは 2001 ゅけょぇ, こさけすうゃけこけしすぇゃうかう すさぇょうちうけくくせの こけかうすうおせ 
おけくそうょっくちうぇかぬくけしすう ぉうぉかうけすっお くっけぉたけょうきけしすう いぇとうすに けす すっささけさういきぇ. 
′っ すけかぬおけ ゅけしせょぇさしすゃっくくにっ しすさせおすせさに せゅさけあぇのす くっこさうおけしくけゃっくくけしすう 
つぇしすくけえ あういくう; ぉういくっし すぇおあっ ゅけすけゃ ぇおすうゃくけ けすしかっあうゃぇすぬ う 
うしすけかおけゃにゃぇすぬ けしけぉっくくけしすう くぇゃうゅぇちうう こけかぬいけゃぇすっかは ゃ ╇くすっさくっすっ. 
‶けゃっょっくうっ ぉういくっしぇ ゃ しっすう くっかぬいは うゅくけさうさけゃぇすぬ うい-いぇ ゃけいさぇしすぇのとっゅけ 
こさっゃさぇとっくうは けくかぇえくけゃにた さっしせさしけゃ ゃ すけゃぇさ, つぇしすぬ おけすけさけゅけ せあっ ぉにかぇ 
けこかぇつっくぇ くぇかけゅけこかぇすっかぬとうおぇきう, つすけ しけいょぇっす さっぇかぬくにっ そうくぇくしけゃにっ 
こさっゅさぇょに ょかは ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう. ╀けかっっ すけゅけ, こけはゃうゃてうっしは ゃ 
こけしかっょくっっ ゃさっきは しけきくっくうは, けぉせしかけゃかっくくにっ ぉういくっし-こかぇくぇきう おさせこくにた 
すっかっおけききせくうおぇちうけくくにた おけきこぇくうえ, ゃ ゃけいきけあくけしすう しけたさぇくうすぬ ゃ こけかくけき 
けぉなっきっ くっえすさぇかぬくけしすぬ ╇くすっさくっすぇ, ゃにいにゃぇのす ぉっしこけおけえしすゃけ いぇ ぉせょせとっっ, ゃ 
おけすけさけき きけゅ ぉに こけはゃうすぬしは ょゃせたせさけゃくっゃにえ ╇くすっさくっす, す.っ. おけききっさつっしおうえ 
すさぇそうお きけゅ ぉに こけかせつうすぬ こさっうきせとっしすゃけ こっさっょ ゃしっきう ょさせゅうきう 
おけききせくうおぇちうはきう.
 
                                                                                             
╇くすっさくっす, こけかぬいけゃぇすっかぬ ぉうぉかうけすっおう う ゃけいさけしてぇは しゃけぉけょぇ 
ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう

]ゃはいぬ きっあょせ すったくけかけゅうっえ う ゃけいさぇしすぇのとうき ょけしすせこけき お うくそけさきぇちうう 
けぉせしかけゃうかぇ すけす そぇおす, つすけ, ぉっいけすくけしうすっかぬくけ お ゃけいきけあくけしすはき う 
こさっこはすしすゃうはき, ゃけいくうおぇのとうき ゃ しゃはいう し っっ さぇいゃうすうっき, ╇くすっさくっす いぇくはか 
けょくけ うい ちっくすさぇかぬくにた きっしす ゃ こけかうすうおっ ぉうぉかうけすっお いぇ こけしかっょくうっ ゅけょに. 
¨ょくぇおけ, くっしきけすさは くぇ ゃしっ くぇてう せしうかうは, きくけゅうっ つかっくに けぉとっしすゃぇ ゃしっ っとっ 
けしすぇのすしは いぇ さぇきおぇきう うくそけさきぇちうけくくけゅけ ちうおかぇ. ‶さっゅさぇょに, ゃけいくうおぇのとうっ 
ゃ しゃはいう し ねすくうつっしおけえ こさうくぇょかっあくけしすぬの, こけかけき, そういうつっしおうきう うかう 
こしうたうつっしおうきう けすおかけくっくうはきう, けぉさぇいけゃぇくうっき, しすぇすせしけき いぇくはすけしすう うかう 
ねおけくけきうつっしおうき こけかけあっくうっき, けぉせしかけゃかうゃぇのす けすしっうゃぇくうっ きくけゅうた ゅさぇあょぇく. 
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╀うぉかうけすっおう, けぉっしこっつうゃぇは ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう ゃ しけけぉとっしすゃっ うかう ゃ 
ぉけかっっ てうさけおけき きぇしてすぇぉっ, きけゅせす うゅさぇすぬ ゃぇあくせの さけかぬ ゃ こさっょけしすぇゃかっくうう 
ゃけいきけあくけしすっえ けすしすさぇくっくくにき ゃ しうかせ しけちうぇかぬくにた こさうつうく つかっくぇき けぉとっしすゃぇ 
こけかぬいけゃぇすぬしは すっきう こさっうきせとっしすゃぇきう, おけすけさにっ ょぇっす ╇くすっさくっす-すったくけかけゅうは, 
う うゅさぇすぬ ぉけかっっ ぇおすうゃくせの さけかぬ ゃ あういくう しゃけうた しけけぉとっしすゃ.

╇しこけかぬいけゃぇくうっ うくそけさきぇちうけくくにた う おけききせくうおぇちうけくくにた すったくけかけゅうえ 
ゃ おぇつっしすゃっ けょくけゅけ うい しこけしけぉけゃ こさっけょけかっくうは ぉぇさぬっさけゃ ょけしすせこぇ お 
うくそけさきぇちうう いぇくうきぇっす ちっくすさぇかぬくけっ きっしすけ ゃ こかぇくぇた さってっくうは ねすけえ 
こさけぉかっきに. ‶さっょしすぇゃかっくうっ けぉ ╇くすっさくっすっ おぇお けぉ うくしすさせきっくすっ しくうあっくうは 
しけちうぇかぬくけえ うしおかのつっくくけしすう こけかせつうかけ さぇしこさけしすさぇくっくうっ ぉかぇゅけょぇさは すけきせ, 
つすけ ╇くすっさくっす けすおさにゃぇっす ょけしすせこ お こさぇゃうすっかぬしすゃっくくけえ うくそけさきぇちうう 
う おけききせくうおぇちうけくくにき おぇくぇかぇき, ぇ ぉうぉかうけすっおう しこけしけぉしすゃせのす すぇおけきせ 
こけくうきぇくうの, しけいょぇゃぇは けくかぇえくけゃにっ おけかかっおちうう う おぇすぇかけゅう, ょけしすせこくにっ 
ょかは すった, おすけ くっ きけあっす こけかせつうすぬ そういうつっしおけゅけ ょけしすせこぇ お ぉうぉかうけすっつくにき 
さっしせさしぇき. ‶さうくうきぇは ゃけ ゃくうきぇくうっ, つすけ ゃ こけしかっょせのとうっ くっしおけかぬおけ かっす 
ゃしっ ぉけかぬてっっ つうしかけ こさぇゃうすっかぬしすゃっくくにた しすさせおすせさ ぉせょせす しすさっきうすぬしは 
こさっょけしすぇゃかはすぬ けぉとっしすゃっくくにっ せしかせゅう ゃ けくかぇえくけゃけき さっあうきっ, 
うくそけさきぇちうは う ょけしすせこ お くっえ, しすぇくけゃはすしは ゃしっ ぉけかっっ ゃぇあくにきう そぇおすけさぇきう 
ゃ こさっょけしすぇゃかっくうう しけけぉとっしすゃぇき ゃけいきけあくけしすう しぇきうき せこさぇゃかはすぬ しゃけうき 
ぉせょせとうき.

                                                                                                                    
╇きっくくけ こけねすけきせ こさっょけしすぇゃかっくうっ ょけしすせこぇ ゃ ぉうぉかうけすっおぇた 
しすぇかけ こっさゃけけつっさっょくけえ いぇょぇつっえ ょかは きくけゅうた しすさぇく いぇ 
こけしかっょくうっ こはすぬ かっす. 

]せとっしすゃっくくにっ さぇいかうつうは ゃ きぇしてすぇぉぇた すぇおけゅけ ょけしすせこぇ ゃ さぇいくにた つぇしすはた 
しゃっすぇ くっういぉっあくに, けょくぇおけ, いぇうくすっさっしけゃぇくくけしすぬ ゃ こけょおかのつっくうう ぉうぉかうけすっお 
お ╇くすっさくっすせ こっさってかぇ ゃ しすぇょうの さっぇかういぇちうう ゃけ きくけゅうた こせぉかうつくにた う 
つぇしすくにた けさゅぇくういぇちうはた. ╀うぉかうけすっおぇさう こけ ゃしっきせ きうさせ こさうしこけしぇぉかうゃぇのすしは 
お ぉせょせとっきせ, ゃ おけすけさけき ╇くすっさくっすせ こさっょしすけうす うゅさぇすぬ ゃしっ ぉせかぬてせの さけかぬ ゃ 
うた こけゃしっょくっゃくけえ さぇぉけすっ. ╁ すけ あっ ゃさっきは けくう しすぇかおうゃぇのすしは し こさけぉかっきけえ 
ぉにしすさけ ういきっくはのとうたしは せしかけゃうえ ょけしすせこぇ, け おけすけさにた ゅけゃけさうかけしぬ さぇくっっ, 
う いょっしぬ うき きけゅせす けおぇいぇすぬ こけきけとぬ さっおけきっくょぇちうう, けぉなはしくはのとうっ, おぇお 
かせつてっ ゃしっゅけ こさっょけしすぇゃかはすぬ ょけしすせこ お ╇くすっさくっすせ, しけゅかぇしせのとうえしは し 
ょぇゃくうきう こさうくちうこぇきう しゃけぉけょに ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう う しゃけぉけょに 
ゃにさぇあっくうは. ‶さうゃけょうきけっ くうあっ させおけゃけょしすゃけ こさっょくぇいくぇつっくけ ょかは けおぇいぇくうは 
こけきけとう ぉうぉかうけすっおぇさはき, きっくっょあっさぇき ゃ けぉかぇしすう ぉうぉかうけすっつくけゅけ ょっかぇ う 
ょけかあくけしすくにき かうちぇき こさう さぇいさぇぉけすおっ すぇおけえ こけかうすうおう ゃ けすくけてっくうう ょけしすせこぇ 
お ╇くすっさくっすせ, おけすけさぇは ぉせょっす くぇこさぇゃかっくぇ くぇ せょけゃかっすゃけさっくうっ おけくおさっすくにた 
こけすさっぉくけしすっえ, う ぉせょっす せつうすにゃぇすぬ けしけぉっくくけしすう かのぉけゅけ しけけぉとっしすゃぇ. ╁ 
させおけゃけょしすゃっ ういかぇゅぇのすしは こさうくちうこに けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ, 
さぇししきぇすさうゃぇのすしは こさけぉかっきに, しゃはいぇくくにっ し こさっょけしすぇゃかっくうっき ょけしすせこぇ 
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きぇさゅうくぇかぬくにき つかっくぇき しけけぉとっしすゃぇ, こけおぇいにゃぇっすしは ゃ けぉとうた つっさすぇた, おぇお 
ぉうぉかうけすっおう きけゅせす こけきけつぬ ゅさぇあょぇくぇき こっさっえすう けす けしゃっょけきかっくくけしすう お 
こけかせつっくうの くけゃにた ゃけいきけあくけしすっえ つっさっい うしこけかぬいけゃぇくうっ こさっうきせとっしすゃ 
しうしすっきに ねかっおすさけくくけゅけ せこさぇゃかっくうは, けぉしせあょぇっすしは すったくけかけゅうつっしおうえ 
ゃにぉけさ, し おけすけさにき しすぇかおうゃぇのすしは ぉうぉかうけすっおう こさう さぇししきけすさっくうう ゃけこさけしけゃ 
こさっょけしすぇゃかっくうは けぉけさせょけゃぇくうは う しけっょうくっくうは, ょぇのすしは さっおけきっくょぇちうう 
こけ けぉせつっくうの こけかぬいけゃぇすっかは う さぇししきぇすさうゃぇのすしは ゃけこさけしに さぇいさぇぉけすおう 
こけかうすうおう ゃ けぉかぇしすう うしこけかぬいけゃぇくうは ╇くすっさくっすぇ, おけすけさぇは きけあっす ゃ おけくっつくけき 
うすけゅっ こさうゃっしすう お こさうくはすうの たぇさすうう こさぇゃ こけかぬいけゃぇすっかは. 

[せおけゃけょしすゃけ おぇしぇっすしは しぇきけゅけ てうさけおけゅけ おさせゅぇ ゃけこさけしけゃ う きけあっす こけきけつぬ 
ぉうぉかうけすっおぇさはき うしこけかぬいけゃぇすぬ こさっうきせとっしすゃぇ ╇くすっさくっすぇ, こさうすけき, つすけ 
こさうたけょうすしは しすぇかおうゃぇすぬしは う し っゅけ くっょけしすぇすおぇきう. ╁しっ ゃきっしすっ ねすけ ょぇっす 
ぉうぉかうけすっおぇさはき ゃけいきけあくけしすぬ こかぇくうさけゃぇすぬ う さっぇかういけゃにゃぇすぬ こけかうすうおせ 
ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ ゃ ぉうぉかうけすっおっ, つすけ きけあっす しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ 
こさっょけしすぇゃかっくうの ゃにしけおけおぇつっしすゃっくくけゅけ う さぇゃくけこさぇゃくけゅけ ょけしすせこぇ お 
╇くすっさくっすせ ゃしっき ぉうぉかうけすっつくにき こけかぬいけゃぇすっかはき.
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                                     [〉╉¨╁¨╃]〈╁¨

1. ‶さうくちうこに けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ

2. ‶せぉかうつくにっ ぉうぉかうけすっおう う ょさせゅうっ きっしすぇ けぉとっしすゃっくくけゅけ 
ょけしすせこぇ

3. ‶けかぬいけゃぇすっかう

4. ╉けくすっくす

5. ぁかっおすさけくくにえ しっさゃうし (っ-しっさゃうし), ねかっおすさけくくけっ 
せこさぇゃかっくうっ (っ-せこさぇゃかっくうっ) う ねかっおすさけくくぇは ょっきけおさぇすうは 
(っ-ょっきけおさぇすうは)

6. 〈ったくけかけゅうつっしおうっ さってっくうは

7. ╀ぇさぬっさに:
ぇ. 《うかぬすさぇちうは
ぉ. ′っこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう こけかぬいけゃぇすっかは
ゃ. ╇くすっかかっおすせぇかぬくぇは しけぉしすゃっくくけしすぬ
ゅ. ]っすっゃぇは くっえすさぇかぬくけしすぬ
ょ. ‶かぇすぇ いぇ ょけしすせこ

8. ¨ぉせつっくうっ こけかぬいけゃぇすっかは

9. ‶けかうすうおぇ さぇいゃうすうは ╇くすっさくっすぇ
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1. ‶さうくちうこに けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ

«╀っしこさっこはすしすゃっくくにえ ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう ゃぇあっく ょかは ょけしすうあっくうは 
しゃけぉけょに, さぇゃっくしすゃぇ, ゃしっけぉとっゅけ こけくうきぇくうは う きうさぇ. ‶けねすけきせ, 
╋っあょせくぇさけょくぇは そっょっさぇちうは ぉうぉかうけすっつくにた ぇししけちうぇちうえ う せつさっあょっくうえ 
(╇《╊┿) こさけゃけいゅかぇてぇっす, つすけ:
– ╇くすっかかっおすせぇかぬくぇは しゃけぉけょぇ — ねすけ こさぇゃけ おぇあょけゅけ つっかけゃっおぇ おぇお くぇ 
けぉかぇょぇくうっ
しけぉしすゃっくくにきう せぉっあょっくうはきう, すぇお う くぇ しゃけぉけょくけっ ゃにさぇあっくうっ うた, こさぇゃけ くぇ 
こけうしお う
こけかせつっくうっ うくそけさきぇちうう; うくすっかかっおすせぇかぬくぇは しゃけぉけょぇ はゃかはっすしは けしくけゃけえ 
ょっきけおさぇすうう;
うくすっかかっおすせぇかぬくぇは しゃけぉけょぇ かっあうす ゃ けしくけゃっ ぉうぉかうけすっつくけえ ょっはすっかぬくけしすう.
– ¨ぉっしこっつっくうっ しゃけぉけょくけゅけ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう, ゃくっ いぇゃうしうきけしすう けす 
しさっょしすゃ っっ
こっさっょぇつう うかう ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅさぇくうち, はゃかはっすしは ゅかぇゃくけえ けぉはいぇくくけしすぬの
ぉうぉかうけすっつくけえ う うくそけさきぇちうけくくけえ こさけそっししうう.
– ¨ぉっしこっつっくうっ ぉっしこさっこはすしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっす ゃ ぉうぉかうけすっおぇた う
うくそけさきぇちうけくくにた せつさっあょっくうはた こけきけゅぇっす しけけぉとっしすゃぇき う うくょうゃうょせぇかぬくにき 
かうちぇき
ょけしすうつぬ しゃけぉけょに, こさけちゃっすぇくうは う しけょっえしすゃせっす うた さぇいゃうすうの».

• ‶さっょけしすぇゃかはは ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう ゃ ╇くすっさくっすっ ぉうぉかうけすっおう ょけかあくに 
ょっかぇすぬ ねすけ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し こさうくちうこぇきう, ういかけあっくくにきう ゃ しすぇすぬっ 19 
╁しっけぉとっえ ╃っおかぇさぇちうう こさぇゃ つっかけゃっおぇ, ゃ おけすけさけえ せすゃっさあょぇっすしは, つすけ 
おぇあょにえ つっかけゃっお うきっっす こさぇゃけ くぇ しゃけぉけょせ せぉっあょっくうえ う くぇ しゃけぉけょくけっ 
ゃにさぇあっくうっ うた; ねすけ こさぇゃけ ゃおかのつぇっす しゃけぉけょせ ぉっしこさっこはすしすゃっくくけ 
こさうょっさあうゃぇすぬしは しゃけうた せぉっあょっくうえ う しゃけぉけょせ うしおぇすぬ, こけかせつぇすぬ う 
さぇしこさけしすさぇくはすぬ うくそけさきぇちうの う うょっう かのぉにきう しさっょしすゃぇきう う くっいぇゃうしうきけ けす 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅさぇくうち.
• 』っかけゃっお, ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ, しぇき くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ こけうしお 
くせあくけえ っきせ うくそけさきぇちうう, こけねすけきせ っきせ ょけかあくに ぉにすぬ こさっょけしすぇゃかっくに 
きぇおしうきぇかぬくけ てうさけおうっ ゃけいきけあくけしすう, つすけぉに けく きけゅ しぇきけしすけはすっかぬくけ さってぇすぬ 
お つっきせ うきっすぬ ょけしすせこ ゃ ╇くすっさくっすっ, ぇ お つっきせ くっ うきっすぬ.
• ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに ゅぇさぇくすうさけゃぇすぬ おぇあょけきせ つっかけゃっおせ ょけしすせこ お 
うくそけさきぇちうう, くっいぇゃうしうきけ けす ゃけいさぇしすぇ, さぇしに, くぇちうけくぇかぬくけしすう, さっかうゅうう, 
おせかぬすせさに, こけかうすうつっしおけえ こさうくぇょかっあくけしすう, そういうつっしおけえ うかう こしうたうつっしおけえ 
くっすさせょけしこけしけぉくけしすう, こけかけゃけえ うかう しっおしせぇかぬくけえ けさうっくすぇちうう.
•╀うぉかうけすっおぇさう くっしせす こさけそっししうけくぇかぬくせの けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ 
こさっょけしすぇゃかっくうっ こけかぬいけゃぇすっかはき しこさぇゃっょかうゃけゅけ う さぇゃくけこさぇゃくけゅけ 
ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ; いぇ せゃぇあっくうっ くっこさうおけしくけゃっくくけしすう つぇしすくけえ あういくう 
こけかぬいけゃぇすっかっえ; う いぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ こけかぬいけゃぇすっかはき ゃけいきけあくけしすう 
うしこけかぬいけゃぇすぬ けこすうきぇかぬくにき けぉさぇいけき うくそけさきぇちうの, ょけしすせこくせの ゃ 
╇くすっさくっすっ, けおぇいにゃぇは うき こけきけとぬ う, っしかう くぇょけ, けぉせつぇは うた くっけぉたけょうきにき 
くぇゃにおぇき.
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2.‶せぉかうつくにっ ぉうぉかうけすっおう う ょさせゅうっ きっしすぇ 
けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ

«╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに — ねすけ せつさっあょっくうは, こけしすけはくくけ 
さっぇゅうさせのとうっ くぇ ういきっくっくうは, う しけっょうくはのとうっ かのょっえ し すっきう きうさけゃにきう 
うくそけさきぇちうけくくにきう さっしせさしぇきう, うょっはきう う こかけょぇきう すゃけさつっしすゃぇ, おけすけさにっ 
けくう うとせす. ╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに, うしこけかぬいせは ゃしっ 
うくそけさきぇちうけくくにっ しさっょしすゃぇ, ょっかぇのす ょけしすせこくにきう ゃしっ ぉけゅぇすしすゃけ 
つっかけゃっつっしおけゅけ いくぇくうは う おせかぬすせさくけゅけ さぇいくけけぉさぇいうは.
╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに けぉっしこっつうゃぇのす ゃぇあくにっ こせすう 
ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっす. ╃かは けょくうた こけかぬいけゃぇすっかっえ けくう こさっょかぇゅぇのす せしかけゃうは, 
させおけゃけょしすゃけ う こけきけとぬ, ょかは ょさせゅうた けくう はゃかはのすしは っょうくしすゃっくくけえ すけつおけえ 
ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう. ¨くう こさっょけしすぇゃかはのす きったぇくういき, しこけしけぉくにえ 
こさっけょけかっすぬ こさっこはすしすゃうは, しけいょぇゃぇっきにっ さぇいかうつうはきう ゃ さっしせさしぇた, 
すったくけかけゅうう う けぉせつっくうう».

• ╀うぉかうけすっおう さぇいかうつくにた すうこけゃ う ょさせゅうっ うくそけさきぇちうけくくにっ しすさせおすせさに 
けぉしかせあうゃぇのす さぇいくにっ ゅさせここに こけかぬいけゃぇすっかっえ. ╇ けぉはいぇくくけしすぬの ねすうた 
せつさっあょっくうえ はゃかはっすしは しすさっきかっくうっ しかせあうすぬ しゃけっきせ ょっかせ う ゃしっき 
こけかぬいけゃぇすっかはき こけしさっょしすゃけき:
• こさっょけしすぇゃかっくうは しせとっしすゃせのとうた さっしせさしけゃ つっさっい けくかぇえくけゃにっ おぇくぇかに 
(くぇこさうきっさ, し こけきけとぬの こさけゅさぇきき けちうそさけゃにゃぇくうは);
• しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは しこけしけぉけゃ こさっょけしすぇゃかっくうは くけゃにた さっしせさしけゃ つっさっい 
╇くすっさくっす.
• ‶せくおすに ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ ょけかあくに こさっょけしすぇゃかはすぬしは ゃ すった きっしすぇた, 
おけすけさにっ けすおさにすに ょかは ゃしった, くっいぇゃうしうきけ けす こけかぇ, さっかうゅうう, しけちうぇかぬくけゅけ 
おかぇししぇ うかう おぇしすに.
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3.‶けかぬいけゃぇすっかう

«╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに けぉはいぇくに すぇおあっ こさっょけしすぇゃかはすぬ 
せしかせゅう ゃしっき つかっくぇき きっしすくけゅけ しけけぉとっしすゃぇ ゃくっ いぇゃうしうきけしすう けす うた 
ゃけいさぇしすぇ, さぇしに, くぇちうけくぇかぬくけしすう, さっかうゅうう, おせかぬすせさに, こけかうすうつっしおけえ 
こさうくぇょかっあくけしすう, そういうつっしおうた うかう ょさせゅうた けすおかけくっくうえ, こけかぇ うかう 
しっおしせぇかぬくけえ けさうっくすぇちうう, うかう おぇおうき-かうぉけ うくにき こさうつうくぇき».

• ╀うぉかうけすっおう, こさっょけしすぇゃかはのとうっ けぉとっしすゃっくくにえ ょけしすせこ お ╇くすっさくっすせ, 
くっしせす けしけぉせの けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ すけ, つすけぉに けぉっしこっつうゃぇすぬ ょけしすせこ お 
╇くすっさくっすせ ゅさせここぇき, おけすけさにっ ゃ こさけすうゃくけき しかせつぇっ くっ うきっかう ぉに すぇおけゅけ 
ょけしすせこぇ. ‶けきうきけ すった ゅさせここ, け おけすけさにた ゅけゃけさうかけしぬ ゃ ╋ぇくうそっしすっ ╇《╊┿ 
けぉ ╇くすっさくっすっ, ぉうぉかうけすっおう ょけかあくに いぇぉけすうすぬしは け ゃおかのつっくうう う ょさせゅうた 
こけかぬいけゃぇすっかっえ, くぇこさうきっさ, すぇおうた, おけすけさにっ くぇたけょはすしは ゃ くっゃにゅけょくけき 
こけかけあっくうう ゃしかっょしすゃうっ こさうくぇょかっあくけしすう お くっうきせとうき しけちうぇかぬくにき おかぇししぇき 
う おぇしすぇき, お ぉっいょけきくにき うかう ぉっいいっきっかぬくにき.
• ╁ すった きっしすぇた, ゅょっ きけかけょにき かのょはき こけいゃけかはのす こけかぬいけゃぇすぬしは 
ぉうぉかうけすっつくにき けぉけさせょけゃぇくうっき, せ ぉうぉかうけすっお ょけかあくぇ ぉにすぬ はしくぇは こけかうすうおぇ 
ゃ けぉかぇしすう うしこけかぬいけゃぇくうは ╇くすっさくっすぇ ょっすぬきう うかう くっしけゃっさてっくくけかっすくうきう, う 
ねすぇ こけかうすうおぇ ょけかあくぇ ぉにすぬ さぇいなはしくっくぇ さけょうすっかはき, おけゅょぇ ょっすう くぇつうくぇのす 
ゃこっさゃにっ こけかぬいけゃぇすぬしは すぇおうき けぉけさせょけゃぇくうっき.
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4. ╉けくすっくす

«╁しっきうさくぇは しっすぬ ╇くすっさくっす こさっょけしすぇゃかはっす さぇゃくにえ ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう 
ょかは かうつくけゅけ しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは, けぉさぇいけゃぇくうは, おせかぬすせさくけゅけ さぇいゃうすうは, 
ねおけくけきうつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすう う うくそけさきうさけゃぇくくけゅけ せつぇしすうは ゃ こさけちっししっ 
ょっきけおさぇすういぇちうう ょかは うくょうゃうょせぇかぬくにた かうち う しけけぉとっしすゃ ゃけ ゃしっき きうさっ, 
こさけあうゃぇのとうた ゃ しぇきにた きぇかっくぬおうた う せょぇかっくくにた しっかぇた う ゃ おさせこくっえてうた 
ゅけさけょぇた».

• ╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに ゃにはゃかはすぬ うくそけさきぇちうけくくにえ おけくすっくす, 
しけいょぇゃぇっきにえ ゃ きっしすくにた せしかけゃうはた う ゃぇあくにえ ょかは きっしすくにた あうすっかっえ, 
しけょっえしすゃけゃぇすぬ っゅけ こさけういゃけょしすゃせ う さぇしこさけしすさぇくっくうの. ¨くう ょけかあくに 
すぇおあっ, おけゅょぇ っしすぬ すぇおぇは ゃけいきけあくけしすぬ, さぇぉけすぇすぬ しけゃきっしすくけ し きっしすくにきう 
こさけういゃけょうすっかはきう うくそけさきぇちうう こさう こさけういゃけょしすゃっ きっしすくけゅけ おけくすっくすぇ.
• ╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに しけょっえしすゃけゃぇすぬ ょうぇかけゅせ きっあょせ おせかぬすせさぇきう う 
こさけはゃかはすぬ せゃぇあっくうっ お おけさっくくにき くぇさけょぇき う うた はいにおぇき, しすさっきはしぬ, ゃ 
つぇしすくけしすう, お けぉっしこっつっくうの ょけしすせこぇ お おけくすっくすせ くぇ きっしすくにた はいにおぇた.
• ╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに せゃぇあぇすぬ せしすくにっ いくぇくうは おぇお こけさけあょっくくけっ 
しけけぉとっしすゃけき ゃぇあくけっ けぉとっしすゃっくくけっ ょけしすけはくうっ, ぇ すぇおあっ おぇお きっしすくにえ 
おけくすっくす, お おけすけさけきせ ょけかあっく こさっょけしすぇゃかはすぬしは しぇきにえ てうさけおうえ ょけしすせこ.
• ‶さう せゃぇあっくうう しせとっしすゃせのとうた こさぇゃ うくすっかかっおすせぇかぬくけえ しけぉしすゃっくくけしすう, 
ぉうぉかうけすっおぇさう ょけかあくに こけけとさはすぬ こさっょけしすぇゃかっくうっ けすおさにすけゅけ ょけしすせこぇ お 
きっしすくけきせ おけくすっくすせ くぇ けしくけゃっ こさうくちうこけゃ けぉとっしすゃっくくけゅけ すゃけさつっしおけゅけ 
うしこけかぬいけゃぇくうは (Creative Commons).
• ╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに しすさっきうすぬしは お さぇいゃうすうの こさけゅさぇきき 
けちうそさけゃにゃぇくうは しけぉしすゃっくくにた ぉうぉかうけすっつくにた さっしせさしけゃ せくうおぇかぬくにた うかう 
さっょおうた きぇすっさうぇかけゃ.
• ╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに しすさっきうすぬしは お すけきせ, つすけぉに ぉうぉかうけすっつくにっ 
おぇすぇかけゅう ぉにかう ょけしすせこくに けくかぇえく, う しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ ょけしすせこせ お きっしすくけきせ 
おけくすっくすせ こけしさっょしすゃけき くけゃにた うかう しせとっしすゃせのとうた こけさすぇかけゃ う ゃっぉ しすさぇくうち, 
せこさぇゃかはっきにた ぉうぉかうけすっおけえ.
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5. ぁかっおすさけくくにえ しっさゃうし (っ-しっさゃうし), ねかっおすさけくくけっ 
せこさぇゃかっくうっ (っ-せこさぇゃかっくうっ) う ねかっおすさけくくぇは 
ょっきけおさぇすうは (っ-ょっきけおさぇすうは)

‶けきうきけ ゃしっきう こさういくぇくくけえ さけかう ぉうぉかうけすっお ゃ けぉかぇしすう けぉさぇいけゃぇくうは, 
こさけゃっょっくうは ょけしせゅぇ う うししかっょけゃぇくうえ けくう すぇおあっ うゅさぇのす ゃぇあくせの う くっ 
ゃしっゅょぇ こけかくけしすぬの けしけいくぇゃぇっきせの さけかぬ ゃ こさっゃさぇとっくうう ゅさぇあょぇく うい こさけしすけ 
けしゃっょけきかっくくにた ゃ しぇきけしすけはすっかぬくけ きにしかはとうた. ╁ けしくけゃっ ねすけえ さけかう かっあぇす 
ょけしすせこ お ╇くすっさくっすせ う ょさせゅうき そけさきぇき せしかせゅ, こさっょけしすぇゃかはっきにた し こけきけとぬの 
うくそけさきぇちうけくくけえ すったくけかけゅうう.

• ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに しけょっえしすゃけゃぇすぬ さぇいゃうすうの ょっきけおさぇすうう, うゅさぇは さけかぬ 
しゃはいせのとっゅけ いゃっくぇ ゃ けすくけてっくうはた きっあょせ ゅけしせょぇさしすゃけき う ゅさぇあょぇくうくけき, 
ゃ つぇしすくけしすう, しすうきせかうさせは っ-せこさぇゃかっくうっ しけけぉとっしすゃけき. ╀けかっっ すけゅけ, 
ぉうぉかうけすっおう ょけかあくに ょけこけかくはすぬ う せおさっこかはすぬ っ-せこさぇゃかっくうっ し こけきけとぬの 
こさっょけしすぇゃかっくうは きぇすっさうぇかけゃ, おけすけさにっ ぉせょせす しすうきせかうさけゃぇすぬ さぇいゃうすうっ 
っ-ょっきけおさぇすうう, ゃおかのつぇは きぇすっさうぇかに, しけいょぇゃぇっきにっ けぉとっしすゃっくくにきう 
けさゅぇくういぇちうはきう, かけぉぉうしすしおうきう ゅさせここぇきう う こけかうすうつっしおうきう こぇさすうはきう, 
こさっょしすぇゃかはのとうきう ゃっしぬ しこっおすさ きくっくうえ.
• ╀うぉかうけすっおぇさう, うしこけかぬいせは けしけぉにっ くぇゃにおう しゃけっえ こさけそっししうう, うゅさぇのす 
けすゃっすしすゃっくくせの さけかぬ ゃ しけぉうさぇくうは う けさゅぇくういぇちうう こさぇゃうすっかぬしすゃっくくけえ 
うくそけさきぇちうう, ぇ すぇおあっ ゃ こさっょけしすぇゃかっくうは ょけしすせこぇ お くっえ, ぉせょぬ すけ ゃ そけさきっ 
こっつぇすくにた ういょぇくうえ うかう ゃ そけさきっ ねかっおすさけくくにた ょけおせきっくすけゃ.
• ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに しすうきせかうさけゃぇすぬ ゅさぇあょぇく お うしこけかぬいけゃぇくうの 
うきっのとうたしは ゃ うた さぇしこけさはあっくうう きったぇくういきけゃ けくかぇえくけゃけえ しゃはいう ょかは 
けぉとっくうは し ゃかぇしすぬの.
• ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに ぉにすぬ ゅけすけゃに ゃいはすぬ くぇ しっぉは ょけこけかくうすっかぬくせの さけかぬ 
こけ こさっょけしすぇゃかっくうの ょけしすせこぇ お こけかくけきせ しこっおすさせ せしかせゅ っ-こさぇゃうすっかぬしすゃぇ 
ゃ すけき しかせつぇっ, っしかう ょさせゅうっ ゃけいきけあくけしすう ょかは ねすけゅけ けすしせすしすゃせのす, かうぉけ 
くっねそそっおすうゃくに, かうぉけ こさっょしすぇゃかっくに ょさせゅうきう うくしすうすせすぇきう くっ ゃ こけかくけえ 
きっさっ.
• ╀うぉかうけすっおう うゅさぇのす ゃぇあくせの さけかぬ ゃ しうしすっきっ けぉっしこっつっくうは しゃけぉけょに 
うくそけさきぇちうう, うかう こさぇゃぇ くぇ うくそけさきぇちうの, ゃ しすさぇくぇた, ゅょっ しせとっしすゃせっす 
くっけぉたけょうきぇは こさぇゃけゃぇは ぉぇいぇ, ゃ つぇしすくけしすう, けおぇいにゃぇは こけょょっさあおせ 
こけかぬいけゃぇすっかはき ゃ すさっぉけゃぇくうう しゃけぉけょに うくそけさきぇちうう.
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6.〈ったくけかけゅうつっしおうっ さってっくうは

• ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに しすさっきうすぬしは こさっょけしすぇゃかはすぬ こけかぬいけゃぇすっかはき しぇきっ 
しけゃっさてっくくにっ すったくけかけゅうう ょかは ょけしすせこぇ ゃ ╇くすっさくっす.
• ‶さう ゃにぉけさっ うかう さぇいさぇぉけすおっ うくすっさそっえしぇ, こさうきっくはっきけゅけ ょかは ょけしすせこぇ 
お けくかぇえくけゃけえ うくそけさきぇちうう, ぉうぉかうけすっおう ょけかあくに させおけゃけょしすゃけゃぇすぬしは 
こさうくちうこけき せょけぉしすゃぇ ょかは こけかぬいけゃぇすっかは.
• ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに しすさっきうすぬしは お すけきせ, つすけぉに こさっょけしすぇゃかはすぬ 
こけかぬいけゃぇすっかの ぉにしすさけっ しけっょうくっくうっ し ╇くすっさくっすけき. 〈ぇき, ゅょっ ょけしすせこせ お 
╇くすっさくっすせ きってぇっす こかけたぇは すっかっおけききせくうおぇちうけくくぇは うくそさぇしすさせおすせさぇ, 
くっけぉたけょうきけ すゃけさつっしおう こけょたけょうすぬ お こけうしおせ ぇかぬすっさくぇすうゃくにた うしすけつくうおけゃ 
こうすぇくうは, ぇここぇさぇすくけゅけ う こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは.
• ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに しすさっきうすぬしは けぉっしこっつうゃぇすぬ おぇつっしすゃっくくにえ ょけしすせこ 
し こけきけとぬの おゃぇかうそうちうさけゃぇくくけゅけ こっさしけくぇかぇ, たけさけてけ こけくうきぇのとっゅけ 
すったくけかけゅうつっしおうっ ゃけいきけあくけしすう ぉうぉかうけすっおう う っっ こけすっくちうぇか ょかは 
せょけゃかっすゃけさっくうは いぇこさけしけゃ こけかぬいけゃぇすっかは.
• ′っけぉたけょうきけ ゃくせすさう ぉうぉかうけすっおう つっすおけ さぇしこさっょっかはすぬ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ 
いぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ せしかせゅ し こけきけとぬの ぉぇいけゃにた うくそけさきぇちうけくくにた 
すったくけかけゅうえ, いぇ おけくしせかぬすぇちうう しけすさせょくうおけゃ う こけかぬいけゃぇすっかっえ こけ ゃけこさけしぇき 
すったくけかけゅうえ, いぇ こけおせこおせ けぉけさせょけゃぇくうは う こかぇくうさけゃぇくうっ けぉくけゃかっくうは 
う しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは すったくけかけゅうう. ′っけぉたけょうきけ すぇおあっ せしすぇくけゃうすぬ 
しけゅかぇしけゃぇくくにっ こけさはょけお う こさけちっょせさに ょかは さってっくうは ねすうた ゃけこさけしけゃ.
• ′っけぉたけょうきけしすぬ こかぇくうさけゃぇくうは あういくっしこけしけぉくにた しうしすっき くぇ けしくけゃっ 
けぉくけゃかっくうは すったくけかけゅうう う こけかせつっくうは そうくぇくしうさけゃぇくうは くぇ ねすう ちっかう 
ょけかあくぇ こさういくぇゃぇすぬしは ゃしっきう, おすけ うきっっす けすくけてっくうっ お こさっょけしすぇゃかっくうの 
けぉけさせょけゃぇくうは ょかは けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ.
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7. ╀ぇさぬっさに

«╃けしすせこ お ╇くすっさくっす う おけ ゃしっき っゅけ さっしせさしぇき ょけかあっく しけけすゃっすしすゃけゃぇすぬ 
╁しっけぉとっえ ょっおかぇさぇちうう ¨¨′ こけ こさぇゃぇき つっかけゃっおぇ, う ゃ けしけぉっくくけしすう ]すぇすぬっ 
19:

╉ぇあょにえ つっかけゃっお うきっっす こさぇゃけ くぇ しゃけぉけょせ せぉっあょっくうえ う くぇ しゃけぉけょくけっ 
ゃにさぇあっくうっ うた; ねすけ こさぇゃけ ゃおかのつぇっす しゃけぉけょせ ぉっしこさっこはすしすゃっくくけ 
こさうょっさあうゃぇすぬしは しゃけうた せぉっあょっくうえ う しゃけぉけょせ うしおぇすぬ, こけかせつぇすぬ う 
さぇしこさけしすさぇくはすぬ うくそけさきぇちうの う うょっう かのぉにきう しさっょしすゃぇきう う くっいぇゃうしうきけ けす 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅさぇくうち.

╂かけぉぇかぬくぇは ゃいぇうきけしゃはいぇくくけしすぬ ╇くすっさくっす こさっょけしすぇゃかはっす しさっょしすゃけ, し 
こけきけとぬの おけすけさけゅけ ゃしっ きけゅせす こけかぬいけゃぇすぬしは ねすうき こさぇゃけき. ╁しかっょしすゃうっ ねすけゅけ 
ょけしすせこ くっ ょけかあっく けゅさぇくうつうゃぇすぬしは おぇおけえ-かうぉけ そけさきけえ うょっけかけゅうつっしおけえ, 
こけかうすうつっしおけえ うかう さっかうゅうけいくけえ ちっくいせさに, うかう ねおけくけきうつっしおうきう 
ぉぇさぬっさぇきう».

«‶さっこはすしすゃうは くぇ こせすう うくそけさきぇちうけくくけゅけ こけすけおぇ ょけかあくに ぉにすぬ 
せくうつすけあっくに, けしけぉっくくけ すっ うい くうた, おけすけさにっ しけょっえしすゃせのす さぇしこさけしすさぇくっくうの 
くっさぇゃっくしすゃぇ, くうとっすに う けすつぇはくうは».
 

ぇ. 《うかぬすさぇちうは

• ′っけぉたけょうきけ こさういくぇすぬ, つすけ うしこけかぬいけゃぇくうっ そうかぬすさせのとうた こさけゅさぇきき 
ゃ きっしすぇた けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ はゃかはっすしは けつっゃうょくにき 
くぇさせてっくうっき しゃけぉけょに ょけしすせこぇ こけかぬいけゃぇすっかは お けくかぇえくけゃけえ うくそけさきぇちうう.

• ╁ しうかせ すけゅけ, つすけ しけいょぇくうっ ゃにしけおけすけつくにた そうかぬすさせのとうた こさけゅさぇきき っょゃぇ 
かう ゃけいきけあくけ うい-いぇ くっすけつくけしすう, しゃけえしすゃっくくけえ っしすっしすゃっくくけきせ はいにおせ, 
つぇしすけ こさけうしたけょうす しかせつぇえくけっ ぉかけおうさけゃぇくうっ おけくすっくすぇ, こさぇゃけ くぇ ょけしすせこ お 
おけすけさけきせ くっ ゃにいにゃぇっす しけきくっくうえ.
• ¨しけいくぇゃぇは, つすけ ゃけ きくけゅうた ぉうぉかうけすっおぇた そうかぬすさに こさうきっくはのすしは ゃ 
しけけすゃっすしすゃうっ し いぇおけくけき しすさぇくに, かうぉけ こけ さぇしこけさはあっくうの ゃにてっしすけはとうた 
けさゅぇくういぇちうえ, ぉうぉかうけすっおぇさう ょけかあくに しすさっきうすぬしは うしこけかぬいけゃぇすぬ 
きうくうきぇかぬくけ ゃけいきけあくにえ せさけゃっくぬ ぉかけおうさけゃぇくうは う くっ せきっくぬてぇすぬ 
っとっ ぉけかぬてっ ょけしすせこくけしすぬ うくそけさきぇちうう, せしすぇくぇゃかうゃぇは しけぉしすゃっくくにっ 
ょけこけかくうすっかぬくにっ そうかぬすさせのとうっ こさけゅさぇききに.
• ╄しかう いぇおけく けぉはいにゃぇっす ぉうぉかうけすっおう こさうきっくはすぬ そうかぬすさせのとうっ 
こさけゅさぇききに, くっけぉたけょうきけ きぇおしうきぇかぬくけ つっすおけ せしすぇくぇゃかうゃぇすぬ, おすけ 
くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ さっあうき そうかぬすさぇちうう. ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに 
しすさっきうすぬしは しけたさぇくうすぬ おけくすさけかぬ くぇょ くぇしすさけえおけえ こぇさぇきっすさけゃ う せさけゃくっえ 
そうかぬすさぇちうう. ‶けかぬいけゃぇすっかう ょけかあくに ぉにすぬ こけかくけしすぬの こさけうくそけさきうさけゃぇくに 
け しせとっしすゃけゃぇくうう そうかぬすさぇちうう う うき ょけかあくぇ ぉにすぬ こさっょけしすぇゃかっくぇ 
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ゃけいきけあくけしすぬ けしこぇさうゃぇすぬ おけくおさっすくにっ きけきっくすに ぉかけおうさけゃぇくうは, うかう 
すさっぉけゃぇすぬ おけささっおすうさけゃおう おさうすっさうっゃ ぉかけおうさけゃぇくうは.

                                                                                                     
«╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに ょけかあくに こけょょっさあうゃぇすぬ こさぇゃぇ 
こけかぬいけゃぇすっかっえ こけ こけうしおせ うくそけさきぇちうう. ╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ 
しかせあぉに ょけかあくに せゃぇあぇすぬ こさぇゃぇ こけかぬいけゃぇすっかっえ くぇ くっゃきってぇすっかぬしすゃけ ゃ 
つぇしすくせの あういくぬ う おけくそうょっくちうぇかぬくけしすぬ ゃ けすくけてっくうう うしこけかぬいせっきにた うきう 
さっしせさしけゃ».
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ぉ. ′っこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう こけかぬいけゃぇすっかは

•╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに せゃぇあぇすぬ こさぇゃけ くぇ くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ 
あういくう こけかぬいけゃぇすっかっえ ╇くすっさくっすぇ ゃ ぉうぉかうけすっおっ, ぇ すぇおあっ うた ゃにぉけさ 
うくそけさきぇちうう ょかは こけうしおぇ.
•╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに ゃっしすう いぇこうしう, おぇしぇのとうっしは うしこけかぬいけゃぇくうは 
╇くすっさくっすぇ,すけかぬおけ ゃ すけき けぉなっきっ, おけすけさにえ けこさっょっかはっすしは いぇおけくけき, 
たさぇくうすぬ すぇおうっ いぇこうしう くっ ょけかぬてっ, つっき こさっょこうしぇくけ, う けたさぇくはすぬ 
くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ いぇこうしっえ ゃしった うしこけかぬいけゃぇくうえ.

ゃ. ╇くすっかかっおすせぇかぬくぇは しけぉしすゃっくくけしすぬ
 

• ╇くそけさきぇちうけくくにっ さっしせさしに, しけいょぇくくにっ し こけきけとぬの けぉとっしすゃっくくけゅけ 
そうくぇくしうさけゃぇくうは, ょけかあくに さぇししきぇすさうゃぇすぬしは おぇお けぉとっしすゃっくくけっ ょけしすけはくうっ 
う けしすぇゃぇすぬしは すぇおけゃにき.
• ╁ ゃうょせ いぇこさっすうすっかぬくけゅけ たぇさぇおすっさぇ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ こけ ちうそさけゃけきせ 
おけこうさぇえすせ う せこさぇゃかっくうの ちうそさけゃにきう こさぇゃぇきう, ぉうぉかうけすっおう ょけかあくに 
ゃにしすせこぇすぬ いぇ いぇおけくくにっ ぇかぬすっさくぇすうゃに しせとっしすゃせのとうき そけさきぇき おけこうさぇえすぇ, 
すぇおうき おぇお こさぇゃけ けぉとっしすゃっくくけゅけ すゃけさつっしおけゅけ うしこけかぬいけゃぇくうは (Cre-
ative Commons5), おけすけさけっ しおけさっっ さぇしてうさはっす, つっき しせあぇっす ょけしすせこ お 
うくそけさきぇちうう.
• ╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに こけょょっさあうゃぇすぬ せしかけゃうは ょっえしすゃうは ぇゃすけさしおけゅけ 
こさぇゃぇ,おけすけさにっ けぉっしこっつうゃぇのす しけたさぇくくけしすぬ ちうそさけゃにた きぇすっさうぇかけゃ, う 
ょけかあくにしけょっえしすゃけゃぇすぬ すけきせ, つすけぉに こさぇゃけけぉかぇょぇすっかう けしけいくぇゃぇかう しゃけの 
けぉはいぇくくけしすぬ ゅぇさぇくすうさけゃぇすぬ ょけかゅけゃさっきっくくせの ょけしすせこくけしすぬ けくかぇえくけゃにた 
さっしせさしけゃ.

ゅ. ]っすっゃぇは くっえすさぇかぬくけしすぬ

• ╁ くぇしすけはとっっ ゃさっきは ╇くすっさくっす うきっっす たぇさぇおすっさ けぉとっしすゃっくくけゅけ, 
ょっきけおさぇすうつっしおけゅけ しさっょしすゃぇ.
• ╁ うくすっさっしぇた しけたさぇくっくうは ╇くすっさくっすぇ ゃ おぇつっしすゃっ くっえすさぇかぬくけゅけ 
し すったくうつっしおけえ すけつおう いさっくうは きったぇくういきぇ ょけしすぇゃおう うくそけさきぇちうう う 
せしかせゅ, ぉうぉかうけすっおぇさう ょけかあくに けすおかけくはすぬ かのぉにっ こけこにすおう ゃかうはくうは くぇ 
くっえすさぇかぬくせの こさうさけょせ しっすう6.

«╉ぇお う ゃ しかせつぇっ し ょさせゅうきう けしくけゃくにきう せしかせゅぇきう ぉうぉかうけすっおう, ょけしすせこ 
ゃ ╇くすっさくっす ゃ ぉうぉかうけすっおぇた う うくそけさきぇちうけくくにた しかせあぉぇた ょけかあっく ぉにすぬ 
ぉっしこかぇすくにき».
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ょ. ‶かぇすぇ いぇ ょけしすせこ 

• ╀うぉかうけすっおう ゃしっゅょぇ ょけかあくに しすさっきうすぬしは こさっょけしすぇゃかはすぬ ょけしすせこ お 
╇くすっさくっすせ ぉっしこかぇすくけ, つすけぉに けぉっしこっつうゃぇすぬ さぇゃくにえ う しこさぇゃっょかうゃにえ 
ょけしすせこ お けくかぇえくけゃにき うくそけさきぇちうけくくにき せしかせゅぇき.
• ╀うぉかうけすっおう, おけすけさにっ ゃにくせあょっくに こさっょけしすぇゃかはすぬ ょけしすせこ お 
╇くすっさくっすせ くぇ こかぇすくけえ けしくけゃっ, ょけかあくに しすさっきうすぬしは お こさうきっくっくうの 
ょうそそっさっくちうさけゃぇくくけゅけ こけょたけょぇ お ゃいうきぇくうの こかぇすに いぇ こさっょけしすぇゃかはっきにっ 
せしかせゅう, くぇこさうきっさ, せしすぇくぇゃかうゃぇすぬ こかぇすせ いぇ こけかぬいけゃぇくうっ ねかっおすさけくくけえ 
こけつすけえ う/うかう つぇすぇきう, くけ しけたさぇくはすぬ ぉっしこかぇすくにき ょけしすせこ お けくかぇえくけゃにき 
うくそけさきぇちうけくくにき さっしせさしぇき. ╃うそそっさっくちうさけゃぇくくにえ こけょたけょ きけあっす 
けしくけゃにゃぇすぬしは くぇ かのぉけえ うい せあっ しせとっしすゃせのとうた しうしすっき ゃいうきぇくうは こかぇすに いぇ 
ょさせゅうっ ぉうぉかうけすっつくにっ せしかせゅう, う ょけかあっく けぉっしこっつうゃぇすぬ しくうあっくくにっ ちっくに 
うかう こさっょけしすぇゃかっくうっ ぉっしこかぇすくにた せしかせゅ ぉっいさぇぉけすくにき, うくゃぇかうょぇき う ょさせゅうき 
ゅさせここぇき, くっ うきっのとうき ゃけいきけあくけしすう こかぇすうすぬ.



32

8. ¨ぉせつっくうっ こけかぬいけゃぇすっかっえ

                                                                                                   
«╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに けすゃっすしすゃっくくに いぇ 
こさっょけしすぇゃかっくうっ う けぉっしこっつっくうっ けぉとっょけしすせこくけえ おぇつっしすゃっくくけえ 
うくそけさきぇちうう う しさっょしすゃ おけききせくうおぇちうう. ‶けかぬいけゃぇすっかはき ょけかあくぇ 
こさっょけしすぇゃかはすぬしは くっけぉたけょうきぇは おゃぇかうそうちうさけゃぇくくぇは こけきけとぬ う 
しけけすゃっすしすゃせのとうっ せしかけゃうは しゃけぉけょくけ う おけくそうょっくちうぇかぬくけ こけかぬいけゃぇすぬしは 
ゃにぉさぇくくにきう うきう うくそけさきぇちうけくくにきう うしすけつくうおけゃ う せしかせゅぇきう.
╁ ╇くすっさくっす ょけしすせこくけ きくけあっしすゃけ ちっくくにた さっしせさしけゃ, くけ っしすぬ う くっくぇょっあくにっ, 
ゃゃけょはとうっ ゃ いぇぉかせあょっくうは, ぇ ゃけいきけあくけ う けしおけさぉうすっかぬくにっ. ╀うぉかうけすっおぇさう 
ょけかあくに こさっょけしすぇゃかはすぬ うくそけさきぇちうの う さっしせさしに こけかぬいけゃぇすっかはき, 
けぉせつぇは うた おぇつっしすゃっくくにき う ねそそっおすうゃくにき くぇゃにおぇき さぇぉけすに し ╇くすっさくっす 
う し ねかっおすさけくくけえ うくそけさきぇちうっえ. ¨くう ょけかあくに ぇおすうゃくけ こさけょゃうゅぇすぬ う 
けぉっしこっつうゃぇすぬ けしきにしかっくくにえ ょけしすせこ お おぇつっしすゃっくくけえ しっすっゃけえ うくそけさきぇちうう 
ょかは ゃしった こけかぬいけゃぇすっかっえ ぉうぉかうけすっおう, ゃおかのつぇは ょっすっえ う こけょさけしすおけゃ».
]き. こけょさけぉくっっ ╂かけししぇさうえ. ]き. こけょさけぉくっっ ╂かけししぇさうえ.

• ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに けぉっしこっつうゃぇすぬ けぉせつっくうっ ゃしった こけかぬいけゃぇすっかっえ 
ょけしすせこせ お うくそけさきぇちうう ゃ ╇くすっさくっすっ, ぇ すぇき, ゅょっ ねすけ ゃけいきけあくけ, う けぉせつっくうっ 
こっさっょけゃにき きっすけょぇき うくそけさきぇちうけくくけゅけ こけうしおぇ.
• ╁ こさうくちうこっ すぇおけっ けぉせつっくうっ ょけかあくけ ぉにすぬ ぉっしこかぇすくにき, ぇ すぇき, ゅょっ ねすけ 
くっゃけいきけあくけ, ょけかあくぇ うしこけかぬいけゃぇすぬしは きけょっかぬ ょうそそっさっくちうさけゃぇくくけえ 
けこかぇすに.
• ╁ こさけゅさぇききぇた うくそけさきぇちうけくくけえ ゅさぇきけすくけしすう, こさっょかぇゅぇっきにた 
ぉうぉかうけすっおぇきう, くっけぉたけょうきけ けぉさぇとぇすぬ けしけぉけっ ゃくうきぇくうっ くぇ ょけしすせこ お 
うくそけさきぇちうう ゃ ╇くすっさくっすっ.
• ¨ぉせつっくうっ ょけかあくけ しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ さぇしてうさっくうの う けぉかっゅつっくうの 
ゃけいきけあくけしすう くぇたけあょっくうは おぇつっしすゃっくくけえ しっすっゃけえ うくそけさきぇちうう, 
くっいぇゃうしうきけ けす すけゅけ, はゃかはっすしは かう おけくすっくす きっしすくにき, くぇちうけくぇかぬくにき うかう 
きっあょせくぇさけょくにき こけ しゃけっきせ たぇさぇおすっさせ.
• ‶さう けぉせつっくうう くっけぉたけょうきけ けぉさぇとぇすぬ ゃくうきぇくうっ くぇ さっぇかぬくせの しせとくけしすぬ 
╇くすっさくっすぇ う, ゃ つぇしすくけしすう, こさうゃかっおぇすぬ ゃくうきぇくうっ お すけきせ そぇおすせ, つすけ 
くっおけすけさにっ きぇすっさうぇかに, くぇえょっくくにっ ゃ しっすう, きけゅせす うきっすぬ しけきくうすっかぬくけっ 
こさけうしたけあょっくうっ う ゃけいきけあくけ ぉにすぬ くっょけしすけゃっさくにきう.
• ¨ぉせつっくうっ ょけかあくけ «ゃけしこうすにゃぇすぬ つせすおけしすぬ», せょっかはは けしけぉけっ ゃくうきぇくうっ 
さぇいくけけぉさぇいうの こさっょこけつすっくうえ ょさせゅうた かのょっえ こさう こけうしおっ うくそけさきぇちうう, 
きくけゅけけぉさぇいうの おけくすっくすぇ ゃ ╇くすっさくっすっ う くっけぉたけょうきけしすう くっ きってぇすぬ ょさせゅうき 
こけかぬいけゃぇすっかはき う くっ くぇさせてぇすぬ くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ うた つぇしすくけえ あういくう.
• ╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに けおぇいにゃぇすぬ こけきけとぬ ゃ けぉせつっくうう ておけかぬくにた 
せつうすっかっえ くぇたけょうすぬ う うしこけかぬいけゃぇすぬ けくかぇえくけゃにっ さっしせさしに, 
こさっょくぇいくぇつっくくにっ ょかは ょっすっえ う こけょさけしすおけゃ.
• ╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに しすぇさぇすぬしは くぇせつうすぬ ょっすっえ こさうくうきぇすぬ 
けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ うた しけぉしすゃっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ ╇くすっさくっすぇ.
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• ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに けぉさぇとぇすぬ けしけぉけっ ゃくうきぇくうっ くぇ こけすさっぉくけしすう ゃ 
けぉせつっくうう うくゃぇかうょけゃ う こけあうかにた かのょっえ, おけすけさにっ たけすはす こけかせつうすぬ ょけしすせこ お 
╇くすっさくっすせ.
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9. ‶けかうすうおぇ さぇいゃうすうは ╇くすっさくっすぇ

                                                                                                              
«╇《╊┿ こさういにゃぇっす きっあょせくぇさけょくけっ しけけぉとっしすゃけ しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ 
さぇしてうさっくうの ょけしすせこくけしすう ╇くすっさくっす ゃけ ゃしっき きうさっ, う ゃ けしけぉっくくけしすう ゃ 
さぇいゃうゃぇのとうたしは しすさぇくぇた, すぇおうき けぉさぇいけき けぉっしこっつうゃぇは ゃしっき ゅかけぉぇかぬくせの 
こけかぬいせ けす うくそけさきぇちうう, こさっょかぇゅぇっきけえ ╇くすっさくっす
╇《╊┿ こさういにゃぇっす くぇちうけくぇかぬくにっ こさぇゃうすっかぬしすゃぇ さぇいゃうゃぇすぬ くぇちうけくぇかぬくせの 
うくそけさきぇちうけくくせの うくそさぇしすさせおすせさせ, おけすけさぇは こさっょけしすぇゃうす ょけしすせこ ゃ 
╇くすっさくっす ゃしっきせ くぇしっかっくうの しすさぇくに.
╇《╊┿ こさういにゃぇっす ゃしっ こさぇゃうすっかぬしすゃぇ こけょょっさあうゃぇすぬ ぉっしこさっこはすしすゃっくくにえ 
こけすけお うくそけさきぇちうう, ょけしすせこくけえ ゃ ╇くすっさくっす, ゃ ぉうぉかうけすっおぇた う 
うくそけさきぇちうけくくにた しかせあぉぇた う こさけすうゃけしすけはすぬ かのぉにき こさけはゃかっくうはき ちっくいせさに 
うかう けゅさぇくうつっくうの ょけしすせこぇ.
╇《╊┿ こさういにゃぇっす ぉうぉかうけすっつくけっ しけけぉとっしすゃけ う すった, おすけ こさうくうきぇっす 
さってっくうは くぇ くぇちうけくぇかぬくけき う きっしすくけき せさけゃくっ, さぇいさぇぉぇすにゃぇすぬ しすさぇすっゅうう, 
こけかうすうおせ う こかぇくに, さっぇかういせのとうっ こさうくちうこに, こさけゃけいゅかぇてっくくにっ ゃ ねすけき 
╋ぇくうそっしすっ».

• ╀うぉかうけすっおう ょけかあくに さぇいさぇぉけすぇすぬ つっすおうっ う はしくにっ こさぇゃうかぇ ょけしすせこぇ お 
╇くすっさくっすせ, けぉさぇとぇは けしけぉけっ ゃくうきぇくうっ くぇ さぇしこさっょっかっくうっ けすゃっすしすゃっくくけしすう 
きっあょせ ぉうぉかうけすっつくにきう さぇぉけすくうおぇきう う こけかぬいけゃぇすっかはきう.
• ′ぇちうけくぇかぬくぇは こさぇゃけゃぇは しうしすっきぇ けこさっょっかはっす せしかけゃうは, けぉっしこっつうゃぇのとうっ 
ょけしすせこ お ╇くすっさくっすせ.
• ╁ しかせつぇっ けつっゃうょくけゅけ こさけすうゃけさっつうは きっあょせ いぇおけくぇきう, ぉうぉかうけすっおう 
ょけかあくに けぉさぇとぇすぬしは お こさうくちうこぇき, ういかけあっくくにき ゃけ ╁しっけぉとっえ ╃っおかぇさぇちうう 
こさぇゃ つっかけゃっおぇ, おぇお お しさっょしすゃせ くぇたけあょっくうは さってっくうえ, しこけしけぉしすゃせのとうた 
さっぇかういぇちうう こさぇゃぇ くぇ しゃけぉけょせ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう.

• ╀うぉかうけすっおぇ くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ せしかけゃうえ ょかは 
うしこけかぬいけゃぇくうは ╇くすっさくっすぇ, こさう おけすけさにた ゃしっ こけかぬいけゃぇすっかう くぇたけょはすしは ゃ 
さぇゃくにた せしかけゃうはた, う こさう おけすけさにた せゃぇあぇっすしは おぇお くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ うた 
つぇしすくけえ あういくう, すぇお う うた さってっくうは, おぇしぇのとうっしは こけうしおぇ うくそけさきぇちうう.
• [ぇぉけすぇは ゃ しっすう し こけきけとぬの ぉうぉかうけすっおう, こけかぬいけゃぇすっかぬ ょけかあっく しけぉかのょぇすぬ 
いぇおけくに う こさけはゃかはすぬ せゃぇあっくうっ お ょさせゅうき こけかぬいけゃぇすっかはき こさう こけうしおっ 
きぇすっさうぇかぇ ゃ しっすう, ぇ すぇおあっ こさけはゃかはすぬ すけかっさぇくすくけしすぬ お ょさせゅうき かのょはき, 
けしせとっしすゃかはのとうき しゃけえ しけぉしすゃっくくにえ こけうしお ゃ しっすう.
• ╁ すった しかせつぇはた, おけゅょぇ せ ぉうぉかうけすっお っしすぬ こさういくぇくくぇは けぉはいぇくくけしすぬ しかっょうすぬ 
いぇ すっき, つすけぉに ょっすう う きけかけょにっ かのょう くっ こけょゃっさゅぇかうしぬ くっあっかぇすっかぬくけきせ 
ゃけいょっえしすゃうの きぇすっさうぇかけゃ, おけすけさにっ うた さけょうすっかう う ゃけしこうすぇすっかう きけゅかう 
ぉに しつっしすぬ くぇくけしはとうきう ゃさっょ, くっけぉたけょうきけ さぇししきけすさっすぬ ゃけいきけあくけしすぬ 
こさっょけしすぇゃかっくうは しこっちうぇかぬくけゅけ きっしすぇ, ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉせつっくうは, ぇ すぇおあっ 
しこっちうぇかぬくけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは う こけさすぇかけゃ ゃ ╇くすっさくっすっ, こさっょくぇいくぇつっくくにた 
ょかは ょっすっえ.
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• ‶さぇゃうかぇ こけかぬいけゃぇくうは ╇くすっさくっすけき ょけかあくに こけょゃっさゅぇすぬしは さっゅせかはさくけきせ 
けぉくけゃかっくうの, つすけぉに けくう しけけすゃっすしすゃけゃぇかう ちっかはき う いぇょぇつぇき ぉうぉかうけすっつくけえ 
しかせあぉに ゃ きっくはのとうたしは せしかけゃうはた.
• ╀うぉかうけすっおう, しけゃきっしすくけ し こけかぬいけゃぇすっかはきう, ょけかあくに しすさっきうすぬしは 
さぇしてうさはすぬ おけくちっこちうの こさぇゃうか こけかぬいけゃぇくうは ╇くすっさくっすけき, うかう こさぇゃうか 
ょけこせしすうきけゅけ うしこけかぬいけゃぇくうは, さぇいさぇぉぇすにゃぇは たぇさすうう うかう ょけゅけゃけさに 
こけかぬいけゃぇすっかは. 〈ぇおうっ ょけゅけゃけさに せさっゅせかうさせのす こさぇゃぇ う けぉはいぇくくけしすう 
ぉうぉかうけすっお う うた こけかぬいけゃぇすっかっえ ゃ ょけおせきっくすぇた, こさういゃぇくくにた けぉっしこっつうすぬ 
ゅぇさきけくうつくけっ う こけいうすうゃくけっ うしこけかぬいけゃぇくうは ╇くすっさくっすぇ う ょさせゅうた 
けくかぇえくけゃにた しさっょしすゃ.
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                                        ╂かけししぇさうえ

〈っさきうくに けす ┿ ょけ Z

Acceptable Use Policy (AUP) — ‶さぇゃうかぇ ょけこせしすうきけゅけ 
うしこけかぬいけゃぇくうは

‶さぇゃうかぇ ょけこせしすうきけゅけ うしこけかぬいけゃぇくうは こけいゃけかはのす ぉうぉかうけすっつくにき 
こけかぬいけゃぇすっかはき ╇くすっさくっすぇ こけくはすぬ, つすけ はゃかはっすしは こさうっきかっきにき, ぇ つすけ — くっす, 
こさう うしこけかぬいけゃぇくうう ぉうぉかうけすっつくにた おけきこぬのすっさけゃ, う おぇおうっ しぇくおちうう きけゅせす 
こさうきっくはすぬしは, っしかう こけかぬいけゃぇすっかう くぇさせてぇのす せしすぇくけゃかっくくにっ こさぇゃうかぇ. 

》けすは ねすう こさぇゃうかぇ ぉせょせす, しおけさっっ ゃしっゅけ, さぇいくにきう ゃ さぇいくにた ぉうぉかうけすっおぇた, 
くっおけすけさにっ うい くうた ぉせょせす けぉとうきう ょかは ゃしった. ′ぇこさうきっさ, すっ, つすけ おぇしぇのすしは 
くっいぇおけくくけゅけ うしこけかぬいけゃぇくうは けぉけさせょけゃぇくうは (うしこけかぬいけゃぇくうは ぉうぉかうけすっつくにた 
おけきこぬのすっさけゃ ょかは こけかせつっくうは くっしぇくおちうけくうさけゃぇくくけゅけ ょけしすせこぇ お ょさせゅうき 
おけきこぬのすっさぇき). ‶さぇゃうかぇ ょけかあくに うくそけさきうさけゃぇすぬ こけかぬいけゃぇすっかっえ けぉ うた 
けすゃっすしすゃっくくけしすう, おけすけさぇは ゃおかのつぇっす おぇお すさっぉけゃぇくうは, せしすぇくけゃかっくくにっ 
いぇおけくけき, すぇお う すさっぉけゃぇくうは, けこさっょっかはっきにっ ぉうぉかうけすっおけえ. 
〈ぇおうっ こさぇゃうかぇ くっけぉたけょうきに, つすけぉに いぇおけくけょぇすっかぬくけ いぇとうすうすぬ ぉうぉかうけすっおせ けす 
くっこさうはすくけしすっえ, う うきっくくけ こけねすけきせ けくう ょけかあくに けぉなはしくうすぬ こけかぬいけゃぇすっかはき, 
つすけ ぉうぉかうけすっおぇ くっ くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすう いぇ うた ょっえしすゃうは ゃ しっすう ゃ すけき, つすけ 
おぇしぇっすしは ねかっおすさけくくけえ すけさゅけゃかう う ゃけいきけあくけゅけ けぉきぇくぇ すさっすぬうきう かうちぇきう, 
いぇおぇくつうゃぇのとうたしは せぉにすおぇきう ょかは こけかぬいけゃぇすっかは. 

′ぇこさうきっさ, ゃ こさぇゃうかぇた さぇいなはしくはっすしは, つすけ ゃしっ けくかぇえくけゃにっ けこっさぇちうう くっしせす 
さうしお ょかは こけかぬいけゃぇすっかは う くっ ゃたけょはす ゃ しそっさせ けすゃっすしすゃっくくけしすう ちっくすさぇ. 

╉けくっつくけえ ちっかぬの すぇおうた こさぇゃうか はゃかはっすしは けこさっょっかっくうっ ゅさぇくうち ょけゅけゃけさぇ 
きっあょせ ちっくすさけき う こけかぬいけゃぇすっかっき — けくう ょけかあくに けこさっょっかはすぬ さぇきおう せしかせゅ, 
せしすぇくぇゃかうゃぇは, おぇおうっ うきっくくけ せしかせゅう ょけかあくに こさっょけしすぇゃかはすぬしは, う つすけ きけあっす 
こさうゃっしすう お けすおぇいせ ゃ こさっょけしすぇゃかっくうう せしかせゅ.

Access — ╃けしすせこ

«╃けしすせこ» おぇお こけくはすうっ うきっっす きくけゅけ ょけこけかくうすっかぬくにた けすすっくおけゃ しきにしかぇ, 
けしくけゃくにき あっ けこさっょっかっくうっき はゃかはっすしは しゃけぉけょぇ うかう ゃけいきけあくけしすぬ 
こけかぬいけゃぇすぬしは さっしせさしけき. ╁ ぉうぉかうけすっおぇた ねすけ こけくはすうっ くっしおけかぬおけ てうさっ, 
こけしおけかぬおせ けくけ きけあっす うしこけかぬいけゃぇすぬしは ょかは けぉけいくぇつっくうは さぇいかうつくにた 
ぇしこっおすけゃ ぉうぉかうけすっつくけえ さぇぉけすに, くぇこさうきっさ, ゃにょぇつう きぇすっさうぇかけゃ 
«ぉうぉかうけすっおぇさっき しかせあぉに ょけしすせこぇ», うかう ょっはすっかぬくけしすう こけ しうしすっきぇすういぇちうう 
う かけおぇかういぇちうう きぇすっさうぇかけゃ, おけすけさせの きけあくけ くぇいゃぇすぬ つぇしすぬの こさけちっししぇ 
«せかせつてっくうは ょけしすせこぇ お そけくょぇき». ′っしきけすさは くぇ ねすけ, いくぇつっくうっ すっさきうくぇ 
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«ょけしすせこ» ゃ すったくけかけゅうつっしおけえ すっさきうくけかけゅうう くっ こさけすうゃけさっつうす 
ゃにてっこさうゃっょっくくにき うくすっさこさっすぇちうはき こけくはすうは

Access to the Internet — ╃けしすせこ お ╇くすっさくっすせ

]ぇきけっ さぇしこさけしすさぇくっくくけっ こけくうきぇくうっ ゃにさぇあっくうは «ょけしすせこ お ╇くすっさくっすせ» 
ゃ くぇしすけはとっっ ゃさっきは こけょさぇいせきっゃぇっす さぇぉけすぇのとうえ おけきこぬのすっさ し 
しけけすゃっすしすゃせのとうき ぇここぇさぇすくにき う こさけゅさぇききくにき けぉっしこっつっくうっき う ょけしすせこ 
お すっかっおけききせくうおぇちうけくくけきせ おぇくぇかせ しゃはいう, けぉっしこっつうゃぇのとっきせ ゃにたけょ 
ゃ ╇くすっさくっす. ¨ょくぇおけ こけくはすうっ ょけしすせこぇ ぉけかっっ しかけあくけっ. ‶けかぬいけゃぇすっかう, 
こけかせつうゃてうっ こけょしけっょうくっくくにえ お ╇くすっさくっすせ おけきこぬのすっさ, けすかうつぇのすしは 
こけ しゃけっえ おゃぇかうそうおぇちうう ゃ けぉかぇしすう うしこけかぬいけゃぇくうは ねすけゅけ せしすさけえしすゃぇ う 
こけかせつっくうは うくそけさきぇちうう, あういくっくくけ うき くっけぉたけょうきけえ. ‶さけぉかっきに, おけすけさにっ 
うきっのす ぉけかぬてせの ゃぇあくけしすぬ こさう さぇししきけすさっくうう ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ, 
ゃおかのつぇのす せさけゃっくぬ ぉぇいけゃにた ちうそさけゃにた いくぇくうえ こけかぬいけゃぇすっかっえ (し 
こけこさぇゃおけえ くぇ けすしせすしすゃうっ うくすっさっしぇ, しすさぇた こっさっょ おけきこぬのすっさけき う くぇ 
くっこさうゃかっおぇすっかぬくけしすぬ ょかは くうた くけゃけえ すったくけかけゅうう); しすっこっくぬ, ょけ おけすけさけえ 
しけちうぇかぬくにっ そぇおすけさに (ゃおかのつぇは ょけたけょ, けぉさぇいけゃぇくうっ, さけょ いぇくはすうえ, 
ゃけいさぇしす, こけか, ねすくうつっしおせの こさうくぇょかっあくけしすぬ, ぇ すぇおあっ ゅっけゅさぇそうつっしおけっ 
こけかけあっくうっ — ゃくせすさう しすさぇくに, うかう し すけつおう いさっくうは ゅかけぉぇかぬくけゅけ 
こけいうちうけくうさけゃぇくうは しすさぇくに) ゃかうはのす くぇ ょけしすせこ お おけきこぬのすっさぇき う しっすっゃにき 
こけょおかのつっくうはき; ちうそさけゃにっ くぇゃにおう こけかぬいけゃぇすっかっえ, うかう しこけしけぉくけしすぬ 
せこさぇゃかはすぬ ぇここぇさぇすくにき う こさけゅさぇききくにき けぉっしこっつっくうっき; う うくそけさきぇちうけくくにっ 
くぇゃにおう, — くぇゃにおう こけうしおぇ うくそけさきぇちうう う しこけしけぉくけしすぬ うしこけかぬいけゃぇすぬ 
くぇえょっくくせの うくそけさきぇちうの ょかは ょけしすうあっくうは しけぉしすゃっくくにた ちっかっえ う 
せかせつてっくうは しゃけっゅけ こけかけあっくうは ゃ けぉとっしすゃっ, くぇ さぇぉけすっ, ゃ けぉさぇいけゃぇくうう う ゃ 
おせかぬすせさくけえ ょっはすっかぬくけしすう.

Article 19 — ]すぇすぬは 19

╁しっけぉとぇは ╃っおかぇさぇちうは こさぇゃ つっかけゃっおぇ (¨¨′, 1948) ょぇっす けぉとうっ さぇきおう ょかは 
せしすぇくけゃかっくうは, いぇとうすに う けぉっしこっつっくうは こさぇゃ つっかけゃっおぇ. ‶けくはすうっ しゃけぉけょに 
ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう う しゃけぉけょに ゃにさぇあっくうは つっすおけ けこさっょっかっくけ ゃ しすぇすぬっ 
19 ╃っおかぇさぇちうう こさぇゃ つっかけゃっおぇ:
«╉ぇあょにえ つっかけゃっお うきっっす こさぇゃけ くぇ しゃけぉけょせ せぉっあょっくうえ う くぇ しゃけぉけょくけっ 
ゃにさぇあっくうっ うた; ねすけ こさぇゃけ ゃおかのつぇっす しゃけぉけょせ ぉっしこさっこはすしすゃっくくけ 
こさうょっさあうゃぇすぬしは しゃけうた せぉっあょっくうえ う しゃけぉけょせ うしおぇすぬ, こけかせつぇすぬ う 
さぇしこさけしすさぇくはすぬ うくそけさきぇちうの う うょっう かのぉにきう しさっょしすゃぇきう う くっいぇゃうしうきけ けす 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅさぇくうち».
]すぇすぬは 19 ╁しっけぉとっえ ╃っおかぇさぇちうう こさっょしすぇゃかはっす ぉけかぬてせの ゃぇあくけしすぬ ょかは 
きっあょせくぇさけょくけゅけ ぉうぉかうけすっつくけゅけ しけけぉとっしすゃぇ, こけしおけかぬおせ ゃ くっえ ゅけゃけさうすぬしは, 
つすけ ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう ょけかあっく こさっょけしすぇゃかはすぬしは くっいぇゃうしうきけ けす しさっょしすゃ 
こっさっょぇつう うくそけさきぇちうう う ゅさぇくうち. ╊けゅうつっしおうき しかっょしすゃうっき ねすけゅけ はゃかはっすしは 
すけ, つすけ こけかぬいけゃぇすっかう ぉうぉかうけすっお うきっのす こさぇゃけ くぇ しゃけぉけょせ ょけしすせこぇ お 
うくそけさきぇちうう つっさっい ╇くすっさくっす.
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Blogs — ╀かけゅう

 
〈っさきうく ぉかけゅ «blog» こさっょしすぇゃかはっす しけぉけえ しかうはくうっ ぇくゅかけはいにつくにた すっさきうくけゃ 
«web» う «log», おけすけさにっ しくぇつぇかぇ こさうゃっかう お すっさきうくせ «web log», «weblog», 
ぇ いぇすっき う お «blog». ┿ゃすけさうくゅ (ぇゃすけさしおぇは さぇいさぇぉけすおぇ) ぉかけゅぇ, こけょょっさあぇくうっ 
ぉかけゅぇ うかう ょけぉぇゃかっくうっ しすぇすぬう お しせとっしすゃせのとっきせ ぉかけゅせ けぉけいくぇつぇのすしは 
すっさきうくけき «ぉかけゅゅうくゅ» (blogging). ¨すょっかぬくにっ しすぇすぬう ゃ ぉかけゅっ くぇいにゃぇのすしは 
«ぉかけゅ いぇこうしはきう»(blog posts), «いぇこうしはきう»(posts) うかう «しすぇすぬはきう»(entries). 
』っかけゃっお, おけすけさにえ こうてっす ねすう しすぇすぬう, くぇいにゃぇっすしは «ぉかけゅゅっさけき» (blogger). 
〈っさきうく «web log» ぉにか いぇこせとっく ゃ けぉさぇとっくうっ ╈けさくけき ╀ぇさゅっさけき (Jorn Bar-
ger) 17 ょっおぇぉさは 1997 ゅけょぇ. ╉さぇすおぇは そけさきぇ «blog» ぉにかぇ しけいょぇくぇ ‶っすっさけき 
╋っさたけかぬちっき (Peter Merholz). ¨く こさっゃさぇすうか しかけゃけ weblog ゃ せしすけえつうゃけっ 
ゃにさぇあっくうっ «weblog» しょっかぇゃ ゃさっいおせ ゃ しゃけっき ゃっぉかけゅっ ゃ ぇこさっかっ うかう きぇっ 
1999 ゅけょぇ. ]かけゃけ «blog» ぉにかけ こさういくぇくけ ゃ おぇつっしすゃっ しせとっしすゃうすっかぬくけゅけ 
(しけおさぇとっくうっ けす weblog) う ゃ おぇつっしすゃっ ゅかぇゅけかぇ (to blog), けいくぇつぇのとっゅけ 
«さっょぇおすうさけゃぇすぬ しゃけえ ゃっぉかけゅ (weblog) うかう さぇいきっとぇすぬ くぇ しゃけっき ゃっぉかけゅっ»). 
╁ きぇさすっ 2003 ゅけょぇ すっさきうくに weblog, weblogging う weblogger ぉにかう 
ゃおかのつっくに ゃ ¨おしそけさょしおうえ しかけゃぇさぬ (the Oxford English Dictionary).
╀かけゅ けぉかぇょぇっす しゃけうきう たぇさぇおすっさくにきう つっさすぇきう, けすかうつぇのとうきう っゅけ けす 
しすぇくょぇさすくけえ ゃっぉ しすさぇくうちに. ¨く こけいゃけかはっす かっゅおけ しけいょぇゃぇすぬ くけゃにっ 
しすさぇくうちに: くけゃにっ ょぇくくにっ ゃゃけょはすしは ゃ こさけしすせの そけさきせ (けぉにつくけ し 
いぇゅけかけゃおけき, けぉけいくぇつっくうっき おぇすっゅけさうう う しけぉしすゃっくくけ しすぇすぬっえ) う いぇすっき 
こさっょかぇゅぇのすしは ょかは こさけしきけすさぇ. ┿ゃすけきぇすういうさけゃぇくくにっ てぇぉかけくに しかせあぇす 
ょかは ょけぉぇゃかっくうは しすぇすぬう お ょけきぇてくっえ しすさぇくうちっ, しけいょぇゃぇは くけゃせの こけかくせの 
しすさぇくうちせ しけ しすぇすぬっえ (Permalink), う ゃくけしはす しすぇすぬの ゃ こけょたけょはとうえ ぇさたうゃ, 
ゃ しけけすゃっすしすゃうっ し ょぇすけえ うかう おぇすっゅけさうっえ. ぁすけ ょぇっす ゃけいきけあくけしすぬ かっゅおけ 
そうかぬすさけゃぇすぬ おけくすっくす ょかは さぇいかうつくにた こさっいっくすぇちうえ: こけ ょぇすっ, おぇすっゅけさうう, 
ぇゃすけさぇき うかう こけ ょさせゅうき たぇさぇおすっさうしすうおぇき. ぁすけ こけいゃけかはっす ぇょきうくうしすさぇすけさせ 
こさうゅかぇてぇすぬ う ょけぉぇゃかはすぬ ょさせゅうた ぇゃすけさけゃ, し おけすけさにきう ゃけこさけしに け 
こけかせつっくうう さぇいさってっくうは う ょけしすせこぇ かっゅおけ せかぇあうゃぇのすしは. ╀かけゅう きけゅせす ぉにすぬ 
しかっょせのとうた すうこけゃ:

• ╊うつくにっ — ゃおかのつぇのす けくかぇえくけゃにっ ょくっゃくうおう, あうゃにっ あせさくぇかに う す.こ.
• ‶さけそっししうけくぇかぬくにっ うかう しかせあっぉくにっ
• ‶かぇすくにっ ぉかけゅう
• ╉せかぬすせさくにっ
• 〈っきぇすうつっしおうっ
• ╃っかけゃにっ
• ′ぇせつくにっ
• ╋けぉかけゅう — くぇこさうきっさ, すぇおうっ, おけくすっくすに おけすけさにた さぇいきっとぇのすしは し 
きけぉうかぬくけゅけ すっかっそけくぇ うかう し こっさしけくぇかぬくけゅけ ちうそさけゃけゅけ しっおさっすぇさは (PDA)
• ]けゃきっしすくにっ — ぉかけゅう, くぇこうしぇくくにっ ゅさせここけえ かうち
• ぁおかっおすうつっしおうっ
• ¨ぉさぇいけゃぇすっかぬくにっ
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• ╃うさっおすうゃくにっ — しけょっさあぇとうっ せおぇいぇくうは, うくしすさせおちうう
• ]ゃはいせのとうっ
• ╃うしおせししうけくくにっ (そけさせき)
• ]こぇきけゃにっ
• ぁしおういくにっ
• 《けすけぉかけゅう
• ‶けかうすうつっしおうっ ぉかけゅう

                                                                                               
Censorship — 『っくいせさぇ

『っくいせさぇ うきっっす きっしすけ, おけゅょぇ うくそけさきぇちうけくくにっ さっしせさしに, ぉせょぬ すけ こっつぇすくにっ 
うかう ちうそさけゃにっ うしすけつくうおう, うかう ぇせょうけゃういせぇかぬくにっ きぇすっさうぇかに, ゃにゃけょはすしは 
うい けぉさぇとっくうは けさゅぇくぇきう ゃかぇしすう, こさういゃぇくくにきう けしせとっしすゃかはすぬ ちっくいせさせ. ′ぇ 
こさぇおすうおっ ねすけ けいくぇつぇっす, つすけ おくうゅぇ きけあっす ぉにすぬ せぉさぇくぇ し こけかけお ぉうぉかうけすっおう 
うかう おくうあくけゅけ きぇゅぇいうくぇ, ゃっぉ しぇえす きけあっす ぉにすぬ ぉかけおうさけゃぇく うかう そうかぬき 
きけあっす ぉにすぬ いぇこさっとっく お こけおぇいせ ゃ おうくけすっぇすさぇた, う けしくけゃぇくうっき ょかは 
すぇおうた ょっえしすゃうえ はゃかはっすしは さってっくうっ くっおけえ すさっすぬっえ しすけさけくに. ╋ぇすっさうぇかに 
こけょゃっさゅぇのすしは ちっくいせさっ くぇ けしくけゃぇくうう すけゅけ, つすけ つすけ-すけ しつうすぇっすしは 
くっあっかぇすっかぬくにき し きけさぇかぬくけえ, こけかうすうつっしおけえ うかう おぇおけえ-かうぉけ うくけえ すけつおう 
いさっくうは.

The Commons — ¨ぉとっしすゃっくくにっ さっしせさしに

〈ぇお くぇいにゃぇっきにっ «けぉとっしすゃっくくにっ さっしせさしに» — ねすけ さっしせさしに, おけすけさにっ 
くぇたけょはすしは ゃ けぉとっしすゃっくくけき ゃかぇょっくうう, う こけかぬいけゃぇすぬしは おけすけさにきう 
きけあっす ゃ さぇゃくけえ きっさっ けょうく うかう くっしおけかぬおけ つっかけゃっお. ¨ぉにつくけ, おぇあょにえ 
つっかけゃっお, こさうくぇょかっあぇとうえ お しけけすゃっすしすゃせのとっきせ しけけぉとっしすゃせ, うきっっす くぇ 
くうた こさぇゃけ う くっ すさっぉせっすしは くうつぬっゅけ さぇいさってっくうは, つすけぉに こけかぬいけゃぇすぬしは 
うきう, くぇこさうきっさ, けぉとっょけしすせこくにっ せかうちに, こぇさおう う こかはあう. ¨くう, けょくぇおけ, 
はゃかはのすしは そういうつっしおうきう けぉなっおすぇきう, たけすは さっしせさしぇきう, くぇたけょはとうきうしは ゃ 
けぉとっしすゃっくくけえ しけぉしすゃっくくけしすう, きけゅせす ぉにすぬ う うょっう, すぇおうっ おぇお すっけさうは 
けすくけしうすっかぬくけしすう ぁえくてすっえくぇ, うかう さぇぉけすに, けすくけしはとうっしは お けぉとっしすゃっくくけきせ 
ょけしすけはくうの, すぇおうっ おぇお こさけういゃっょっくうは 【っおしこうさぇ. ╁しっ ゃにてっこっさっつうしかっくくけっ 
こさうくぇょかっあうす けぉとっしすゃせ — う おぇあょけっ «ぉっしこかぇすくけ» きけあっす うしこけかぬいけゃぇすぬしは 
ょさせゅうきう. ]せとっしすゃせのす うしおかのつっくうは — くぇこさうきっさ, こかぇすぇ いぇ こけかぬいけゃぇくうっ 
ぇゃすけしすさぇょけえ — くけ しせすぬ いぇおかのつぇっすしは ゃ すけき, つすけ «くうおすけ ゃ けすょっかぬくけしすう くっ 
うきっっす こさぇゃぇ しけぉしすゃっくくけしすう くぇ ねすう さっしせさしに». ╀けかっっ すけゅけ, しせとっしすゃせっす 
ょゃぇ ゃうょぇ けぉとっしすゃっくくにた さっしせさしけゃ. ╉けくおせさうさせのとうっ けぉとっしすゃっくくにっ 
さっしせさしに こけょけぉくに こぇしすぉうとせ せ ゅさぇくうちに ゅけさけょぇ, おけすけさけっ っしかう おすけ-
すけ しけ しゃけうきう おけさけゃぇきう うしこけかぬいせっす しゃっさた きっさに, ねすけ きってぇっす ょさせゅうき, 
ぇ くっ おけくおせさうさせのとうっ けぉとっしすゃっくくにっ さっしせさしに ゃおかのつぇのす こさけょせおすに 
うくすっかかっおすせぇかぬくけえ ょっはすっかぬくけしすう. ╄しかう おすけ-すけ うしこけかぬいせっす しけくっすに 
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【っおしこうさぇ うかう すっけさうの ぁえくてすっえくぇ, くぇこさうきっさ, ねすけ くうおけうき けぉさぇいけき くうおけきせ 
くっ きってぇっす.

Content Rating Systems — ]うしすっきに さっえすうくゅけゃにた けちっくけお 
おけくすっくすぇ

]うしすっきに さっえすうくゅけゃにた けちっくけお おけくすっくすぇ こさっょしすぇゃかはのす しけぉけえ ぇかぬすっさくぇすうゃせ 
— う ょけこけかくっくうっ — そうかぬすさせのとうき こさけゅさぇききぇき, おけすけさにっ うしこけかぬいせのす 
つっさくにっ しこうしおう, ぉっかにっ しこうしおう う ぇくぇかうい おけくすっくすぇ. ╉けきこぬのすっさくぇは しうしすっきぇ 
ょかは けすぉけさぇ おけくすっくすぇ ゃ ╇くすっさくっすっ (The Platform for Internet Content Se-
lection — PICS) はゃかはっすしは くぇうぉけかっっ たけさけてけ ういゃっしすくけえ しうしすっきけえ. ¨くぇ 
ぉにかぇ さぇいさぇぉけすぇくぇ ╉けくしけさちうせきけき World Wide Web (W3C) ゃ 1995 ゅけょせ. 
PICS こさっょしすぇゃかはっす しけぉけえ うくそさぇしすさせおすせさせ, おけすけさぇは こさっょくぇいくぇつっくぇ ょかは 
ぉっいゃけいきっいょくけえ きぇさおうさけゃおう う けすぉけさぇ おけくすっくすぇ ╇くすっさくっすぇ. ¨くぇ ょぇっす 
ゃけいきけあくけしすぬ ぇししけちううさけゃぇすぬ きっすおう (きっすぇょぇくくにっ) し ゃっぉ しすさぇくうちぇきう. 
╁ さっいせかぬすぇすっ けくぇ そせくおちうけくうさせっす, ゃ くっおけすけさけき さけょっ, ぇくぇかけゅうつくけ 
しうしすっきっ さっえすうくゅけゃにた けちっくけお おうくけそうかぬきけゃ. ┿ょきうくうしすさぇすけさに ゃっぉ せいかけゃ 
しけさすうさせのす ゃっぉ しぇえすに こけ けこさっょっかっくくにき おぇすっゅけさうはき けこうしぇくうは おけくすっくすぇ 
(くぇこさうきっさ, けぉくぇあっくくけしすぬ, くぇしうかうっ, しっおしせぇかぬくにえ おけくすっくす う す.こ.) う 
うしこけかぬいせのす けちっくおう ゃ おぇあょけえ おぇすっゅけさうう. ぁすけ ょっかぇっすしは し こけきけとぬの 
うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ いぇこけかくっくうは そけさきに ゅっくっさぇすけさぇ きっすおう, こさっょけしすぇゃかはっきけえ 
ゃっぉ しぇえすけき けさゅぇくういぇすけさぇ さっえすうくゅけゃけえ けちっくおう, うかう し こけきけとぬの 
おけきこぬのすっさくけゅけ ぇくぇかういぇ おけくすっくすぇ ゃっぉ しぇえすぇ. [っえすうくゅけゃぇは けちっくおぇ 
ゃっぉ しぇえすぇ こけょすゃっさあょぇっす, つすけ おぇおうっ-すけ うい こさっょかぇゅぇっきにた きぇすっさうぇかけゃ 
こけょたけょはす くっ ょかは かのぉけえ ぇせょうすけさうう, ぇ ょけぉぇゃかっくうっ きっすおう けぉかっゅつぇっす ょかは 
そうかぬすさせのとうた こさけゅさぇきき ぉかけおうさけゃぇくうっ しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ ょけしすせこぇ. ╉ぇお 
すけかぬおけ さっえすうくゅけゃぇは そけさきぇ いぇこけかくっくぇ, ょっかぇっすしは HTML きっすおぇ, つすけぉに 
ぇょきうくうしすさぇすけさに ゃっぉ せいかけゃ きけゅかう ゃしすぇゃうすぬ っっ ゃ せこさぇゃかはのとせの こさけゅさぇききせ 
しゃけうた ゃっぉ しぇえすけゃ ょかは けこうしぇくうは

すうこぇ おけくすっくすぇ, おけすけさにえ きけあっす ぉにすぬ くぇえょっく くぇ ょぇくくけき しぇえすっ. ]うしすっきに 
さっえすうくゅけゃけえ けちっくおう ょけしすせこくに くっ すけかぬおけ ぇょきうくうしすさぇすけさぇき う ぇゃすけさぇき, けくう 
すぇおあっ うきっのすしは ゃ さぇしこけさはあっくうう すさっすぬうた しすけさけく ょかは けちっくおう う けこうしぇくうは 
しぇえすけゃ う, しかっょけゃぇすっかぬくけ, ょかは ゃけいきけあくけえ ちっくいせさに. ‶けかぬいけゃぇすっかう きけゅせす 
こさうきっくはすぬ こさけゅさぇききに けちっくおう おけくすっくすぇ, つすけぉに けこさっょっかはすぬ, お きぇすっさうぇかぇき 
おぇおけゅけ すうこぇ けくう ぉに くっ たけすっかう うきっすぬ ょけしすせこ. ╉けゅょぇ こけかぬいけゃぇすっかぬ 
こにすぇっすしは こけかせつうすぬ ょけしすせこ お くっおけっきせ ゃっぉ しぇえすせ, こぇさぇきっすさに くぇしすさけえおう 
しけこけしすぇゃかはのすしは し さっえすうくゅけゃけえ けちっくおけえ ゃっぉ しぇえすぇ う っしかう さっえすうくゅけゃにっ 
けちっくおう くっ しけけすゃっすしすゃせのす すさっぉけゃぇくうはき こけかぬいけゃぇすっかは, ょけしすせこ ぉかけおうさせっすしは
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Copyright — ╉けこうさぇえす

『っかう おけこうさぇえすぇ ゃおかのつぇのす しけょっえしすゃうっ すゃけさつっしすゃせ し こけきけとぬの 
いぇとうすに こさぇゃ しけいょぇすっかっえ おせかぬすせさくにた こさけういゃっょっくうえ. ╉けこうさぇえす きけあくけ 
けたぇさぇおすっさういけゃぇすぬ おぇお いぇおけくくけっ こさぇゃけ, ゅぇさぇくすうさけゃぇくくけっ ぇゃすけさせ, 
おけきこけいうすけさせ, ょさぇきぇすせさゅせ, ういょぇすっかの うかう さぇしこさけしすさぇくうすっかの くぇ 
ねおしおかのいうゃくせの こせぉかうおぇちうの, こさけういゃけょしすゃけ, こさけょぇあせ うかう さぇしこさけしすさぇくっくうっ 
かうすっさぇすせさくにた, きせいにおぇかぬくにた, すっぇすさぇかぬくにた うかう たせょけあっしすゃっくくにた 
こさけういゃっょっくうえ. ╉けこうさぇえす — ねすけ ゃうょ うくすっかかっおすせぇかぬくけえ しけぉしすゃっくくけしすう, う 
けく しせとっしすゃせっす ゃ すっつっくうっ けゅさぇくうつっくくけゅけ こっさうけょぇ ゃさっきっくう. ′っしきけすさは くぇ 
すけ, つすけ こさけょけかあうすっかぬくけしすぬ こっさうけょぇ, ゃ すっつっくうっ おけすけさけゅけ ゅぇさぇくすうさせっすしは 
おけこうさぇえす, さぇいくぇは ゃ さぇいくにた しすさぇくぇた う さっゅうけくぇた きうさぇ, けぉとぇは すっくょっくちうは 
いぇおかのつぇっすしは ゃ せゃっかうつっくうう ゃさっきっくう ょっえしすゃうは おけこうさぇえすぇ. [ぇぉけすに, くっ 
こけょこぇょぇのとうっ こけょ ょっえしすゃうっ おけこうさぇえすぇ, けすくけしはすしは お けぉとっしすゃっくくけきせ 
ょけしすけはくうの, けくう けすくけしはすしは お «おせかぬすせさっ, くぇ おけすけさせの くっ さぇしこさけしすさぇくはのすしは 
けゅさぇくうつっくうは», う ょかは うた うしこけかぬいけゃぇくうは くっ すさっぉせっすしは おぇおけゅけ-かうぉけ 
さぇいさってっくうは. ╆ぇおけく け おけこうさぇえすっ けおぇいにゃぇっす ゃかうはくうっ くぇ きくけゅうっ ぇしこっおすに 
ょっはすっかぬくけしすう ぉうぉかうけすっお. ¨く ゃかうはっす くぇ せしかせゅう, おけすけさにっ きけゅせす けおぇいにゃぇすぬ 
ぉうぉかうけすっおぇさう しゃけうき こけかぬいけゃぇすっかはき, う くぇ せしかけゃうは, くぇ おけすけさにた けくう 
きけゅせす こさっょけしすぇゃかはすぬ ょけしすせこ お きぇすっさうぇかぇき, こけょこぇょぇのとうき こけょ ょっえしすゃうっ 
おけこうさぇえすぇ. ¨く ゃかうはっす くぇ すけ, おぇおうき けぉさぇいけき ぉうぉかうけすっおう きけゅせす ゃにしすせこぇすぬ 
ゃ おぇつっしすゃっ くぇゃうゅぇちうけくくけゅけ こけしさっょくうおぇ う けしせとっしすゃかはすぬ ょっはすっかぬくけしすぬ, 
しゃはいぇくくせの し ぇさたうゃうさけゃぇくうっき う しけたさぇくっくうっき. 》けすは ゃ くぇしすけはとっっ ゃさっきは 
おけこうさぇえす さっょおけ うしこけかぬいせっすしは ょかは ゅさせぉけゅけ けゅさぇくうつっくうは しゃけぉけょに 
ゃにさぇあっくうは ゃ こけかうすうつっしおけき しきにしかっ, けく うゅさぇっす, こけ おさぇえくっえ きっさっ, 
くっ きっくぬてせの さけかぬ, つっき しゃけぉけょぇ ゃにさぇあっくうは, ょかは さぇしこさけしすさぇくっくうは 
うくそけさきぇちうう, うょっえ う すゃけさつっしすゃぇ. ′ぇこさうきっさ, せきっくぬてぇのとぇはしは ょけしすせこくけしすぬ 
うくそけさきぇちうう うい-いぇ けゅさぇくうつっくうえ くぇ さぇしこさけしすさぇくっくうっ くぇせつくにた あせさくぇかけゃ, 
しゃはいぇくくにた し おけこうさぇえすけき, ゃっょっす お しけおさぇとっくうの ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう.

                                                                                                       
Creative Commons — ‶さぇゃけ くぇ けぉとっしすゃっくくけっ すゃけさつっしおけっ 
うしこけかぬいけゃぇくうっ

‶さぇゃけ くぇ けぉとっしすゃっくくけっ すゃけさつっしおけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ さぇぉけす (Creative Com-
mons — CC) — ねすけ くっおけききっさつっしおぇは けさゅぇくういぇちうは, ょっはすっかぬくけしすぬ おけすけさけえ 
くぇこさぇゃかっくぇ くぇ さぇしてうさっくうっ ょうぇこぇいけくぇ すゃけさつっしおうた さぇぉけす, ょけしすせこくにた 
かのぉにき こけかぬいけゃぇすっかはき くぇ いぇおけくくにた けしくけゃぇくうはた ょかは うしこけかぬいけゃぇくうは 
う けぉきっくぇ. ‶さぇゃけ くぇ けぉとっしすゃっくくけっ すゃけさつっしおけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ さぇぉけす 
こけいゃけかはっす ゃかぇょっかぬちぇき おけこうさぇえすぇ こっさっょぇゃぇすぬ つぇしすぬ しゃけうた こさぇゃ けぉとっしすゃせ, 
しけたさぇくはは けしすぇゃてせのしは つぇしすぬ し こけきけとぬの さぇいかうつくにた そけさき かうちっくいうさけゃぇくうは 
う おけくすさぇおすくにた したっき, ゃおかのつぇのとうた こっさっょぇつせ ゃ ょぇさ けぉとっしすゃせ うかう こさけしすけっ 
かうちっくいうさけゃぇくうっ おけくすっくすぇ. ]] こさっょけしすぇゃかはっす くっしおけかぬおけ しゃけぉけょくにた 
かうちっくいうえ, おけすけさにっ きけゅせす うしこけかぬいけゃぇすぬ ゃかぇょっかぬちに おけこうさぇえすぇ, さぇいきっとぇは 
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しゃけう さぇぉけすに ゃ しっすう. 【すぇぉ-おゃぇさすうさぇ ]] ゃ ]ぇく-《さぇくちうしおけ けそうちうぇかぬくけ 
ゃにこせしすうかぇ かうちっくいうう ]] ゃ 2001 ゅけょせ, う ゃ くぇしすけはとっっ ゃさっきは けくう 
うしこけかぬいせのすしは くぇ くっしおけかぬおうた きうかかうけくぇた ゃっぉ しすさぇくうち. ╀けかっっ こけょさけぉくせの 
うくそけさきぇちうの きけあくけ こけかせつうすぬ くぇ しぇえすっ http://creativecommons.org/

Creative Power Supply/Software/Hardware Applications —
〈ゃけさつっしおうえ こけょたけょ お うしこけかぬいけゃぇくうの うしすけつくうおけゃ こうすぇくうは, 
こさけゅさぇききくけゅけ
けぉっしこっつっくうは う ぇここぇさぇすくけゅけ けぉっしこっつっくうは

〈ゃけさつっしおうっ こけこにすおう さってうすぬ こさけぉかっきに ねくっさゅけしくぇぉあっくうは ゃおかのつぇのす 
うしこけかぬいけゃぇくうっ ぇかぬすっさくぇすうゃくにた うしすけつくうおけゃ こうすぇくうは, すぇおうた おぇお うしすけつくうおう 
こうすぇくうは くぇ しけかくっつくけえ ねくっさゅうう, こけかせつっくうっ ねくっさゅうう し こけきけとぬの ゃさぇとっくうは 
こっょぇかっえ うかう うしすけつくうおう こうすぇくうは ぉっい うしこけかぬいけゃぇくうは すけこかうゃぇ. 〈ゃけさつっしおうっ 
ぇかぬすっさくぇすうゃに こさけゅさぇききくにき こさうかけあっくうはき, くぇたけょはとうきしは ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, 
ゃおかのつぇのす けすおさにすにっ こさけゅさぇききくにっ しさっょしすゃぇ, す.っ. こさけゅさぇききくにっ しさっょしすゃぇ, 
うしたけょくにっ すっおしすに おけすけさにた けこせぉかうおけゃぇくに う ょけしすせこくに ょかは けぉとっしすゃぇ, 
つすけ こけいゃけかはっす かのぉけきせ こけかぬいけゃぇすっかの おけこうさけゃぇすぬ, ゃうょけういきっくはすぬ う 
こっさっさぇしこさっょっかはすぬ うしたけょくにっ すっおしすに ぉっい ゃにこかぇすに ぇゃすけさしおうた けすつうしかっくうえ 
うかう うくにた ゃけいくぇゅさぇあょっくうえ. ┿くぇかけゅうつくにき けぉさぇいけき, すゃけさつっしおけっ 
うしこけかぬいけゃぇくうっ ぇここぇさぇすくにた しさっょしすゃ ぉぇいうさせっすしは くぇ すった あっ こさうくちうこぇた, 
くぇ おけすけさにた けしくけゃにゃぇっすしは うしこけかぬいけゃぇくうっ けすおさにすにた こさけゅさぇききくにた 
しさっょしすゃ, つすけ ょぇっす ゃけいきけあくけしすぬ こけかぬいけゃぇすっかはき さぇいさぇぉぇすにゃぇすぬ 
ぇここぇさぇすくにっ しさっょしすゃぇ, しけすさせょくうつぇは し ょさせゅうきう こけかぬいけゃぇすっかはきう. ╀けかっっ 
すけゅけ, くけゃにっ こけおけかっくうは ょってっゃにた こけさすぇすうゃくにた, くぇしすけかぬくにた うかう 
おぇさきぇくくにた おけきこぬのすっさけゃ, すうこぇ しうきこぬのすっさ (simputer), すぇおあっ はゃかはのすしは 
ぇかぬすっさくぇすうゃぇきう しせとっしすゃせのとうき ぉけかっっ ょけさけゅうき おけきこぬのすっさぇき.

Digital Rights Management —『うそさけゃけっ せこさぇゃかっくうっ 
こさぇゃぇきう

╁ くぇしすけはとっっ ゃさっきは おけこうさぇえす きけあっす ゃゃけょうすぬしは ゃ ょっえしすゃうっ う 
さっゅせかうさけゃぇすぬしは し こけきけとぬの すったくけかけゅうう — きったぇくういきに さっゅせかうさけゃぇくうは 
きけゅせす ぉにすぬ ゃしすさけっくに ゃ しさっょしすゃぇ ょけしすせこぇ. 〈ったくけかけゅうは ちうそさけゃけゅけ 
せこさぇゃかっくうは こさぇゃぇきう (DRM) しこっちうぇかぬくけ こさっょくぇいくぇつっくぇ ょかは おけくすさけかは 
くぇょ うしこけかぬいけゃぇくうっき さぇぉけす, けたさぇくはっきにた おけこうさぇえすけき. ] こけきけとぬの 
ねすけえ すったくけかけゅうう けしせとっしすゃかはっすしは いぇさぇくっっ けこさっょっかっくくぇは しすさぇすっゅうは, 
さぇいさぇぉけすぇくくぇは ょかは おけくすさけかは くぇょ ょけしすせこけき お こさけゅさぇききくけきせ 
けぉっしこっつっくうの, きせいにおっ, そうかぬきぇき うかう ょさせゅうき ちうそさけゃにき ょぇくくにき う 
ぇここぇさぇすくにき しさっょしすゃぇき. DRM ょぇっす ゃけいきけあくけしすぬ ゃかぇょっかぬちせ ちうそさけゃけゅけ 
おけこうさぇえすぇ ゃしすさぇうゃぇすぬ しさっょしすゃぇ, おけすけさにっ ゅぇさぇくすうさせのす せしうかっくくせの 
いぇとうすせ っゅけ さぇぉけすっ. ぁすぇ いぇとうすぇ, ゃ しゃけの けつっさっょぬ, こけょおさっこかはっすしは ゃ 
くっしおけかぬおうた しすさぇくぇた «ぇくすう-こうさぇすしおうき» いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき. 『っかぬ 
すぇおけえ いぇとうすに いぇおかのつぇっすしは ゃ すけき, つすけぉに くっ こけいゃけかうすぬ こけかぬいけゃぇすっかの 



43

いぇくうきぇすぬしは ょっはすっかぬくけしすぬの, いぇとうとっくくけえ いぇおけくけき, くぇこさうきっさ, いぇおけくけき 
け ょけぉさけしけゃっしすくけき うしこけかぬいけゃぇくうう. ╆ぇおけくけょぇすっかぬくにっ ぇおすに, すぇおけゅけ すうこぇ 
おぇお ╆ぇおけく け いぇとうすっ ぇゃすけさしおうた こさぇゃ ゃ ちうそさけゃせの ねこけたせ, こさうくはすにえ ゃ ]【┿, 
こさはきけ いぇこさっとぇのす けぉたけょ すったくうつっしおうた しさっょしすゃ, おけくすさけかうさせのとうた ょけしすせこ 
お さぇぉけすぇき, いぇとうとっくくにき おけこうさぇえすけき, う ゅさけいはす ぉけかぬてうきう てすさぇそぇきう うかう 
ょぇあっ すのさぬきけえ すっき, おすけ ぉせょっす うた くぇさせてぇすぬ. 』さっいきっさくけっ こさうきっくっくうっ DRM 
けゅさぇくうつうゃぇっす ゃけいきけあくけしすう こけかぬいけゃぇすっかっえ けすくけしうすっかぬくけ すけゅけ, おぇお けくう 
うしこけかぬいせのす こさうけぉさっすっくくにっ さぇぉけすに, う しせとっしすゃっくくけ せきっくぬてぇっす くっおけすけさにっ 
こさぇゃぇ, しゃはいぇくくにっ し すっき うしこけかぬいけゃぇくうっき, お おけすけさけきせ けくう こさうゃにおかう.

Duty of Care — ¨ぉはいぇくくけしすぬ こさけはゃかはすぬ いぇぉけすせ

¨ぉっしこっつうゃぇは こけすさっぉくけしすう ゃしった ぉうぉかうけすっつくにた こけかぬいけゃぇすっかっえ, 
ぉうぉかうけすっおう, くぇさはょせ し こさっょけしすぇゃかっくうっき ょけしすせこぇ お きぇおしうきぇかぬくけ 
てうさけおけきせ ょうぇこぇいけくせ うくそけさきぇちうけくくにた さっしせさしけゃ, ょけかあくに しすさっきうすぬしは 
せさぇゃくけゃってうゃぇすぬ ねすけ «けぉはいぇくくけしすぬの こさけはゃかはすぬ いぇぉけすせ» こけ けすくけてっくうの 
お くっしけゃっさてっくくけかっすくうき う すっき, おすけ くっ たけつっす こけょゃっさゅぇすぬしは ゃけいょっえしすゃうの 
けこさっょっかっくくにた きぇすっさうぇかけゃ. ╁ せしかけゃうはた こせぉかうつくけえ ぉうぉかうけすっおう くっういぉっあくけ 
ぉせょせす しせとっしすゃけゃぇすぬ うしおかのつっくうは ゃ けすくけてっくうう しゃけぉけょに ょけしすせこぇ お 
うくそけさきぇちうう, おけすけさにっ ゃけいくうおぇのす ゃ こさけちっししっ しけたさぇくっくうは ぉぇかぇくしぇ きっあょせ 
しすけさけくくうおぇきう しゃけぉけょに う すっきう, おすけ
ゃにしすせこぇっす いぇ ぉ┮かぬてうっ けゅさぇくうつっくうは ゃ ゃけこさけしぇた ょけしすせこくけしすう くっおけすけさにた 
すうこけゃ うくそけさきぇちうう.

Equal access — [ぇゃくにえ ょけしすせこ 

[ぇゃくにえ ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう けいくぇつぇっす, つすけ ょけしすせこ お うくそけさきぇちうけくくにき 
さっしせさしぇき ょけかあっく ぉにすぬ けぉっしこっつっく おぇあょけきせ つかっくせ しけけぉとっしすゃぇ, 
けぉしかせあうゃぇっきけゅけ ぉうぉかうけすっおけえ, くっいぇゃうしうきけ けす こさけうしたけあょっくうは, ゃけいさぇしすぇ, 
けおさせあっくうは うかう ゃいゅかはょけゃ. ′っけぉたけょうきけ せょっかはすぬ けしけぉけっ ゃくうきぇくうっ 
きぇさゅうくぇかぬくにき, ぉっいさぇぉけすくにき, くっうきせとうき, こけかぬいせのとうきしは きっくぬてうきう 
こさぇゃぇきう かのょはき, ょっすはき, こけあうかにき かのょはき, うくゃぇかうょぇき, こさっょしすぇゃうすっかはき 
おけさっくくにた くぇさけょくけしすっえ う かのょはき し けしけぉにきう こけすさっぉくけしすはきう. ]すけうきけしすぬ 
ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう ょけかあくぇ ぉにすぬ しこさぇゃっょかうゃけえ, ぇ こけすさっぉくけしすう 
かのぉにた こけかぬいけゃぇすっかっえ ょけかあくに こさうくうきぇすぬしは ゃけ ゃくうきぇくうっ. [ぇゃくにえ ょけしすせこ 
お うくそけさきぇちうう けぉっしこっつうゃぇっすしは こさう すぇおけき こけょたけょっ, おけゅょぇ ゃ ちっくすさっ 
ゃくうきぇくうは くぇたけょうすしは こけかぬいけゃぇすっかぬ, おけゅょぇ けすしせすしすゃせのす ぉぇさぬっさに う くっ 
しせとっしすゃせっす いぇゃうしうきけしすう けす そけさきぇすぇ ょけおせきっくすぇ.

Equitable — ]こさぇゃっょかうゃにえ

╉けゅょぇ くっおけすけさにっ こけかぬいけゃぇすっかう けすしすさぇくはのすしは けす こけかくけちっくくけゅけ せつぇしすうは ゃ 
けぉとっしすゃっくくけえ あういくう うかう くっ けぉかぇょぇのす くっけぉたけょうきにきう ょかは ねすけゅけ いくぇくうはきう, 
ょけたけょけき, けぉけさせょけゃぇくうっき, うかう こけょゅけすけゃおけえ, うき しかっょせっす こさっけょけかっゃぇすぬ 
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こさっこはすしすゃうは くぇ こせすう お ょけしすせこせ, つすけぉに ょけぉうすぬしは しこさぇゃっょかうゃけしすう. ╃かは 
けぉっしこっつっくうは しこさぇゃっょかうゃけゅけ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう, ぉうぉかうけすっおう ょけかあくに 
こさっょこさうくうきぇすぬ てぇゅう, くぇこさぇゃかっくくにっ, ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ, くぇ せしすさぇくっくうっ 
そぇおすけさけゃ, こさっこはすしすゃせのとうた ょけしすせこせ うかう けゅさぇくうつうゃぇのとうた っゅけ. 』すけぉに 
きぇおしうきぇかぬくけ さぇしてうさうすぬ ゃけいきけあくけしすう ょけしすせこぇ ょかは けこさっょっかっくくにた ゅさせここ, 
くっけぉたけょうきけ くぇこさぇゃかはすぬ さっしせさしに くぇ ゃにさぇゃくうゃぇくうっ ゃけいきけあくけしすっえ, 
くぇこさうきっさ, し こけきけとぬの けぉせつぇのとうた こさけゅさぇきき, こさっょくぇいくぇつっくくにた ょかは 
おけくおさっすくにた ゅさせここ こけかぬいけゃぇすっかっえ: こけあうかにた かのょっえ うかう かのょっえ し 
そういうつっしおうきう くっょけしすぇすおぇきう

Filtering — 《うかぬすさぇちうは

《うかぬすさぇちうっえ ╇くすっさくっすぇ くぇいにゃぇのすしは きっすけょに, し こけきけとぬの おけすけさにた 
けしせとっしすゃかはっすしは おけくすさけかぬ くぇょ ょけしすせこけき お うくそけさきぇちうう ゃ ╇くすっさくっすっ. 
‶さけとっ ゅけゃけさは, こさけゅさぇききに そうかぬすさぇちうう くっ こけいゃけかはのす こけかぬいけゃぇすっかはき 
けしせとっしすゃうすぬ ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう けこさっょっかっくくけゅけ すうこぇ ゃ ╇くすっさくっすっ. 
╀けかぬてうくしすゃけ そうかぬすさせのとうた う ぉかけおうさせのとうた こさけゅさぇきき せしうかうゃぇのす 
けゅさぇくうつっくうは くぇ ょけしすせこ ゃけ ╁しっきうさくせの しっすぬ (World Wide Web), うしこけかくはは 
さけかぬ こけしさっょくうおけゃ きっあょせ こけかぬいけゃぇすっかっき う っゅけ しけっょうくっくうっき し 
╇くすっさくっすけき. 《うかぬすさぇちうは きけあっす けしせとっしすゃかはすぬしは くぇ きっしすくけき せさけゃくっ — 
くぇこさうきっさ, くぇ けすょっかぬくけき ‶╉ うかう くぇ ゅさせここっ ‶╉ ゃ ぉうぉかうけすっおっ, — かうぉけ けくぇ 
きけあっす けしせとっしすゃかはすぬしは くぇ せさけゃくっ しすさぇくに, っしかう そうかぬすさせのとぇは こさけゅさぇききぇ 
ゃしすさけっくぇ ゃ くぇちうけくぇかぬくせの うくそさぇしすさせおすせさせ ╇くすっさくっすぇ.
╀┮かぬてぇは つぇしすぬ おけきこかっおすけゃ こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは こけいゃけかはのす 
ゃおかのつぇすぬ そうかぬすさぇちうの, うしおかのつぇすぬ っっ うかう けしせとっしすゃかはすぬ ぇくぇかうい おけくすっくすぇ 
ゃ すけえ うかう うくけえ おけきぉうくぇちうう. ╀かけおうさせのとうっ こさけゅさぇききに, けしくけゃぇくくにっ 
くぇ しこうしおっ, いぇゃうしはす けす しけいょぇくうは しこうしおけゃ ゃっぉ しぇえすけゃ ょかは ゃけいきけあくけえ 
おぇすっゅけさういぇちうう. ┿ゃすけきぇすういうさけゃぇくくにっ しうしすっきに いぇすっき ぇくぇかういうさせのす 
しけけすゃっすしすゃせのとうっ しこうしおう ゃっぉ しすさぇくうち う こさうくうきぇのす さってっくうっ, さぇいさってぇすぬ 
かう こけかぬいけゃぇすっかの ょけしすせこ お ゃにぉさぇくくけきせ しぇえすせ, けしくけゃにゃぇはしぬ くぇ すけき, 
くぇえょっくぇ かう うくすっさっしせのとぇは ゃっぉ しすさぇくうちぇ ゃ しこうしおっ さぇいさってっくくにた しぇえすけゃ 
(そうかぬすさぇちうは ゃおかのつっくうは), うかう くっ くぇえょっくぇ ゃ しこうしおっ いぇこさっとっくくにた 
しぇえすけゃ (そうかぬすさぇちうは うしおかのつっくうは). 〈っさきうく «ゃっぉ しぇえす» きけあっす けぉけいくぇつぇすぬ 
けすょっかぬくにえ おぇすぇかけゅ そぇえかけゃ くぇ しっさゃっさっ (www.geocities.com/libraries) 
うかう ゃっしぬ しっさゃっさ, おけすけさにえ しけょっさあうす おけくすっくす, こさっょけしすぇゃかっくくにえ きくけゅうきう 
こけかぬいけゃぇすっかはきう (www.geocities.com). ╁っぉ しぇえす きけあっす,
すぇおうき けぉさぇいけき, ぉにすぬ きぇかっくぬおうき, おぇお けょくぇ しすさぇくうちぇ うかう しけっょうくっくうっ 
しすさぇくうち, かうぉけ けく きけあっす ぉにすぬ ぉけかぬてうき おぇお おぇすぇかけゅ, しっさゃっさ う ょぇあっ 
さはょ しっさゃっさけゃ. 《うかぬすさぇちうの くぇ けしくけゃぇくうう ぇくぇかういぇ おけくすっくすぇ きけあくけ 
しけこけしすぇゃうすぬ し ちっくいせさけえ けすょっかぬくにた こさっょかけあっくうえ (ゃっぉ しすさぇくうち) ゃ 
しさぇゃくっくうう しけ ゃしっきう おくうゅぇきう (ょけきっくぇきう). ‶さけゅさぇききぇ ぇくぇかういぇ おけくすっくすぇ 
うとっす くぇ ゃっぉ しすさぇくうちぇた しかけゃぇ, けぉかぇょぇのとうっ けこさっょっかっくくにきう こさういくぇおぇきう, 
う っしかう いぇこさっとっくくけっ しかけゃけ くぇえょっくけ こさけゅさぇききぇ そうかぬすさぇちうう こさっこはすしすゃせっす 
ょけしすせこせ こけかぬいけゃぇすっかは くぇ ねすせ しすさぇくうちせ.
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╇い-いぇ すけゅけ, つすけ こさうくはすうっ さってっくうえ ゃ けすくけてっくうう そうかぬすさぇちうう 
ゃけいかけあっくけ くぇ すさっすぬの しすけさけくせ — つぇしすけ ねすけ つぇしすくにっ かうちぇ, つすけ ゃっょっす お 
こさうゃぇすういぇちうう ちっくいせさに — おけくすっおしすせぇかぬくぇは うくそけさきぇちうは う ょうぇこぇいけく 
ゃにぉけさぇ, くっけぉたけょうきにっ ょかは こさうくはすうは けぉけしくけゃぇくくけゅけ さってっくうは, ゃにゃけょはすしは 
うい こさけちっししぇ うくそけさきぇちうけくくけゅけ こけうしおぇ. ¨すしせすしすゃうっ こさけいさぇつくけしすう ゃ 
こさけちっししっ きぇさおうさけゃおう う ぉかけおうさけゃぇくうは しすぇゃうす こけかぬいけゃぇすっかは ゃ くっゃにゅけょくけっ 
こけかけあっくうっ う いぇしすぇゃかはっす こけかぇゅぇすぬしは くぇ きうかけしすぬ そうかぬすさせのとうた こさけゅさぇきき. 
《うかぬすさに はゃかはのすしは «ゅさせぉにきう うくしすさせきっくすぇきう», おけすけさにっ くっ きけゅせす くう 
こさけゃっしすう さぇいゅさぇくうつっくうっ きっあょせ ゃいさけしかにきう う くっしけゃっさてっくくけかっすくうきう, くう 
こさうくうきぇすぬ すぇおけゅけ すうこぇ しせぉなっおすうゃくにっ さってっくうは, おぇおうっ きけゅせす こさうくうきぇすぬ 
かのょう. ¨くう くっ しこけしけぉくに こさけゃっしすう さぇいかうつうっ きっあょせ さっぇかぬくけえ うかう 
しけいょぇくくけえ し こけきけとぬの おけきこぬのすっさぇ こけさくけゅさぇそうっえ う うきっのす しこっちうそうつっしおけっ 
こさっょしすぇゃかっくうっ け しっおしせぇかぬくけき いょけさけゃぬっ, おけくすさぇちっこちうう う きっょうちうくしおうた 
こさけぉかっきぇた, こけきうきけ ゃしっゅけ こさけつっゅけ. 《うかぬすさせのとうっ こさけゅさぇききに くっ けぉかぇょぇのす 
くっけぉたけょうきにき けこにすけき, つすけ ゃにいにゃぇっす こさけぉかっきに かうぉけ つさっいきっさくけゅけ 
ぉかけおうさけゃぇくうは, かうぉけ くっょけしすぇすけつくけゅけ — こさけぉかっきに, けす おけすけさにた くっかぬいは 
けすきぇたくせすぬしは, くっしきけすさは くぇ てうさけおせの さぇしこさけしすさぇくっくくけしすぬ すったくけかけゅうう 
そうかぬすさぇちうう くぇ こさけすはあっくうう こけつすう ょっしはすう かっす.

Freedom — ]ゃけぉけょぇ 

‶けくはすうっ «しゃけぉけょぇ» きけあっす ゃにいゃぇすぬ くっおけすけさせの こせすぇくうちせ ゃ ぉうぉかうけすっつくけえ う 
うくそけさきぇちうけくくけえ しそっさぇた. «]ゃけぉけょくにえ» ゃ ぉうぉかうけすっおっ きけあっす けぉけいくぇつぇすぬ 
せしかせゅう, おけすけさにっ «しゃけぉけょくに けす けこかぇすに» ょかは こけかぬいけゃぇすっかは. ぁすけ すぇおあっ 
きけゅせす ぉにすぬ せしかせゅう, おけすけさにっ «しゃけぉけょくに けす おけくすさけかは». ¨つっくぬ つぇしすけ くっ 
こけくはすくけ, おぇおけっ うい ょゃせた いくぇつっくうえ うきっっすしは ゃ ゃうょせ. «]ゃけぉけょぇ», ゃ すけき 
しきにしかっ, ゃ おけすけさけき ねすけす すっさきうく せこけすさっぉかはっすしは ゃ [せおけゃけょしすゃっ ╇《╊┿/
ぃ′╄]╉¨ こけ ╋ぇくうそっしすせ ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ, けいくぇつぇっす うくそけさきぇちうの, 
おけすけさぇは くっ こけょゃっさゅぇっすしは おけくすさけかの, たけすは けすすっくけお いくぇつっくうは «ぉっしこかぇすくけ» 
しけたさぇくはっすしは.
 
Freedom of Access to Information — ]ゃけぉけょぇ ょけしすせこぇ お 
うくそけさきぇちうう

]ゃけぉけょぇ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう はゃかはっすしは こさぇゃけき ゅさぇあょぇく くっ すけかぬおけ 
ゃにさぇあぇすぬ しゃけう ゃいゅかはょに, くけ すぇおあっ うきっすぬ ょけしすせこ おけ ゃしっきせ しこっおすさせ 
ゃにさぇあぇっきにた きくっくうえ. ‶さうきっくうすっかぬくけ お ぉうぉかうけすっおぇき ねすけ けいくぇつぇっす 
こさっょけしすぇゃかっくうっ ょけしすせこぇ お うょっはき, おけすけさにっ しぇきう ぉうぉかうけすっおぇさう きけゅせす 
しつうすぇすぬ けしおけさぉうすっかぬくにきう

Freedom of Expression — ]ゃけぉけょぇ ゃにさぇあっくうは
 

]ゃけぉけょぇ ゃにさぇあっくうは けいくぇつぇっす しゃけぉけょせ おぇあょけゅけ つっかけゃっおぇ ゃにさぇあぇすぬ しゃけう 
せぉっあょっくうは う きくっくうは し こけきけとぬの かのぉにた しさっょしすゃ, おけすけさにっ けく しつうすぇっす 



46

こけょたけょはとうきう. 〈ぇおぇは しゃけぉけょぇ ゃおかのつぇっす しゃけぉけょせ ゃにさぇあっくうは ゃ ゃにしてっえ 
しすっこっくう くっこけこせかはさくにた うょっえ くっ ぉけはしぬ さっこさっししうえ, う こさぇゃけ くぇ いぇとうすせ 
ゃ ゃにしてっえ しすっこっくう くっこけこせかはさくけゅけ きっくぬてうくしすゃぇ ゅさぇあょぇく, あっかぇのとうた 
ゃにさぇいうすぬ すぇおうっ うょっう. ぁすぇ しゃけぉけょぇ さぇしこさけしすさぇくはっすしは くぇ かうすっさぇすせさせ, 
うしおせししすゃけ, きせいにおせ う しゃけぉけょせ しかけゃぇ. ]すぇすぬは 19 ╁しっけぉとっえ ╃っおかぇさぇちうう 
こさぇゃ つっかけゃっおぇ こけいゃけかはっす ゃにさぇあっくうっ し こけきけとぬの «かのぉにた しさっょしすゃ». ぁすけ 
けいくぇつぇっす, つすけ

せぉっあょっくうは う きくっくうは きけゅせす さぇしこさけしすさぇくはすぬしは し こけきけとぬの せしすくけえ う 
こうしぬきっくくけえ さっつう, こけしさっょしすゃけき かのぉけゅけ ゃうょぇ うしおせししすゃぇ, うかう し こけきけとぬの 
しけゃさっきっくくにた しさっょしすゃ, くぇこさうきっさ, すっかっゃうょっくうは, さぇょうけ うかう ╇くすっさくっすぇ. 
]せとっしすゃけゃぇくうっ おけくおせさうさせのとうた うょっえ ゃ けぉとっしすゃっ う しゃけぉけょぇ かのょっえ 
ゃにさぇあぇすぬ すぇおうっ うょっう うきっのす ぉけかぬてけっ いくぇつっくうっ ょかは ょっきけおさぇすういぇちうう 
せこさぇゃかっくうは. ]ゃけぉけょぇ ゃにさぇあっくうは しこけしけぉしすゃせっす さぇいゃうすうの ょっきけおさぇすうう, 
こけしおけかぬおせ けくぇ しけけすゃっすしすゃせっす こさぇゃせ けすょっかぬくけゅけ つっかけゃっおぇ くぇ しゃけぉけょせ 
せぉっあょっくうえ う しゃけぉけょせ しかけゃぇ うしたけょは うい こけすさっぉくけしすう ゃ さぇちうけくぇかぬくけき 
けぉとっくうう. ╃かは ]ぇくしすっえくぇ (Sunstein 2002, p.39) «╆ょけさけゃぇは 
ょっきけおさぇすうつっしおぇは しうしすっきぇ しすさっきうすしは けぉっしこっつうすぬ こさうくはすうっ さってっくうえ 
くぇ けしくけゃっ こけかせつっくくけえ うくそけさきぇちうう う さぇいきにてかっくうえ, ぇ くっ こさけしすけ くぇ 
けしくけゃっ けすょっかぬくにた うきこせかぬしうゃくにた しけけぉさぇあっくうえ, しゅさせここうさけゃぇくくにた 
しけけすゃっすしすゃせのとうき けぉさぇいけき». ぁすけゅけ かっゅつっ ゃしっゅけ ょけしすうゅくせすぬ し こけきけとぬの 
てうさけおけゅけ しこっおすさぇ きくっくうえ う すけつっお いさっくうは. ‶けかっいくけしすぬ ぇさゅせきっくすけゃ, 
おけくおせさうさせのとうた くぇ さにくおっ うょっえ, うししかっょけゃぇか ╋うかか (Mill, 1859), おけすけさにえ 
ぉにか せぉっあょっく, つすけ きせょさけしすぬ こさうけぉさっすぇっすしは すけかぬおけ ゃ さっいせかぬすぇすっ 
いくぇおけきしすゃぇ し きくけあっしすゃけき ゃいゅかはょけゃ, いくぇくうっ おけすけさにた くっけぉたけょうきけ ょかは 
ぇくぇかういぇ う おけささっおすうさけゃおう くぇてうた しけぉしすゃっくくにた かうつくにた こけいうちうえ. ╃けしすせこ 
お こさけすうゃけさっつぇとうき う けてうぉけつくにき きくっくうはき くっけぉたけょうき, っしかう つっかけゃっお 
しすさっきうすしは お うしすうくっ, すぇお おぇお «うきっくくけ ゃ さっいせかぬすぇすっ しすけかおくけゃっくうは 
こさけすうゃけこけかけあくにた せぉっあょっくうえ けしすぇっすしは たけすぬ おぇおけえ-すけ てぇくし くぇえすう 
うしすうくせ.» (Mill, 1859, p111).

Freedom of Information — ]ゃけぉけょぇ うくそけさきぇちうう

¨ぉとっしすゃけ, こさうゃっさあっくくけっ しゃけぉけょっ ゃにさぇあっくうは, しけいょぇっす せしかけゃうは ょかは 
しゃけぉけょに うくそけさきぇちうう. ╃かは ぉうぉかうけすっおぇさっえ «しゃけぉけょぇ うくそけさきぇちうう» 
ゃしっけぉなっきかのとうえ, くけ くっけこさっょっかっくくにえ すっさきうく, おけすけさにえ きけあっす ぉにすぬ 
うしこけかぬいけゃぇく, つすけぉに ゃにさぇいうすぬ くっこさうはすうっ かのぉにた そけさき けゅさぇくうつっくうえ 
くぇ さぇしこさけしすさぇくっくうっ うくそけさきぇちうう. ╁ すぇおけき てうさけおけき しきにしかっ 
しゃけぉけょぇ うくそけさきぇちうう しゃはいぇくぇ しけ しすぇさにきう うょっはきう しゃけぉけょに きくっくうえ, 
うくすっかかっおすせぇかぬくけえ しゃけぉけょに, しゃけぉけょに しかけゃぇ う しゃけぉけょに ゃにさぇあっくうは, 
ゃけしたけょはとうきう お ゃさっきっくぇき ゅさっつっしおうた ゅけしせょぇさしすゃ.
]ゃけぉけょぇ うくそけさきぇちうう きけあっす うきっすぬ こさはきけっ けすくけてっくうっ お 
いぇおけくけょぇすっかぬしすゃせ. ╁ すぇおけき しかせつぇっ ねすけす すっさきうく けぉけいくぇつぇっす こさぇゃけ 
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けぉとっしすゃっくくけしすう うきっすぬ ょけしすせこ お けそうちうぇかぬくけえ うくそけさきぇちうう. ぁすけ しゃはいぇくけ 
し うょっっえ けすおさにすけしすう ゃかぇしすくにた しすさせおすせさ, す.っ. し おけくちっこちうっえ, おけすけさぇは 
ゃおかのつぇっす くぇぉかのょっくうっ けぉとっしすゃっくくけしすう いぇ いぇしっょぇくうはきう こさぇゃうすっかぬしすゃぇ 
う せつぇしすうっ ゃ おけくしせかぬすぇちうはた こけ ゃけこさけしぇき こかぇくうさけゃぇくうは う こさうくはすうは 
さってっくうえ. ╇ょっは, かっあぇとぇは ゃ けしくけゃっ いぇおけくけゃ け しゃけぉけょっ うくそけさきぇちうう, 
しけしすけうす ゃ すけき, つすけぉに こさっょけしすぇゃうすぬ けぉとっしすゃせ こさぇゃけ ょけしすせこぇ お 
うくそけさきぇちうう, おけすけさけえ ゃかぇょっのす ゅけしせょぇさしすゃっくくにっ しすさせおすせさに. ‶さう すぇおけき 
こけょたけょっ ゅかぇゃっくしすゃせっす こさうくちうこ «ょけしすせこぇ お そぇえかぇき», ゅょっ そぇえかに — ねすけ 
ょけおせきっくすに, しおけくちっくすさうさけゃぇくくにっ ゃ させおぇた ゃかぇしすう ゃけ ゃしった っっ うこけしすぇしはた, けす 
きっしすくけゅけ ょけ くぇちうけくぇかぬくけゅけ せさけゃくっえ. 《ぇえかに すぇおあっ しけぉうさぇのすしは つぇしすくにき 
しっおすけさけき, ゅかぇゃくにき けぉさぇいけき おけききっさつっしおうきう けさゅぇくういぇちうはきう. ¨すょっかぬくにっ 
かうちぇ きけゅせす すさっぉけゃぇすぬ ょけしすせこぇ お そぇえかぇき, つすけぉに せぉっょうすぬしは ゃ つっしすくけしすう, 
ぇおおせさぇすくけしすう う こけかくけすっ うくそけさきぇちうう け しっぉっ, う ゃくっしっくうは こけこさぇゃけお ゃ 
いぇこうしう, っしかう けくう けぉくぇさせあぇす くっすけつくけしすう. ╁ さっいせかぬすぇすっ ょけしすせこぇ お そぇえかぇき 
こけかうすうつっしおうえ こさけちっしし きけあっす こけょゃっさゅくせすぬしは すとぇすっかぬくけきせ ぇくぇかういせ, ちっかぬの 
おけすけさけゅけ きけあっす しすぇすぬ すさっぉけゃぇくうっ くぇょかっあぇとっえ こけょけすつっすくけしすう, つすけ ゃ うすけゅっ 
こさうゃっょっす お しぉかうあっくうの くぇさけょぇ う ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう.

                                                                                             
Illegal Content — ╆ぇこさっとっくくにえ おけくすっくす

                                                                                                      
╆ぇこさっとっくくにえ おけくすっくす — ねすけ おけくすっくす, こさうしせすしすゃせのとうえ ゃ おぇすっゅけさうはた, 
いぇこさっとっくくにた ょっえしすゃせのとうき いぇおけくけき しけけすゃっすしすゃせのとっえ のさうしょうおちうう, 
すぇおけえ, くぇこさうきっさ, おぇお しけょっさあぇとうえ くっこさうしすけえくけしすう, ぇ すぇおあっ せゅさけいに 
けぉとっしすゃっくくけえ ぉっいけこぇしくけしすう う くっこさうおけしくけゃっくくけしすう つぇしすくけえ あういくう うかう 
おけくそうょっくちうぇかぬくけしすう.

                                                                                                       
Indigenous Peoples — ╉けさっくくにっ くぇさけょに

‶けしおけかぬおせ くっ しせとっしすゃせっす しすぇくょぇさすくけゅけ けこさっょっかっくうは すっさきうくぇ «おけさっくくにっ 
くぇさけょに», ねすけす すっさきうく ぇししけちううさせっすしは し おせかぬすせさくにきう ゅさせここぇきう (う うた 
こけすけきおぇきう), おけすけさにっ けぉかぇょぇのす うしすけさうつっしおけえ ちっかけしすくけしすぬの うかう しゃはいぇくに 
し ょぇくくにき さっゅうけくけき うかう っゅけ つぇしすぬの, う おけすけさにっ あうかう ゃ ょぇくくけき さっゅうけくっ 
ょけ おけかけくういぇちうう う こさけょけかあぇのす あうすぬ ゃ くぇしすけはとっっ ゃさっきは. ぁすけす すっさきうく 
こさうきっくうき すぇおあっ お ゅさせここぇき, おけすけさにっ くっいぇゃうしうきに うかう ゃ いくぇつうすっかぬくけえ 
しすっこっくう ういけかうさけゃぇくに けす ゃかうはくうは こさぇゃうすっかぬしすゃぇ ゅけしせょぇさしすゃぇ-くぇちうう う 
おけすけさにっ しけたさぇくはのす, こけ おさぇえくっえ きっさっ, つぇしすうつくけ, しゃけう けすかうつうすっかぬくにっ 
はいにおけゃにっ, おせかぬすせさくにっ う しけちうぇかぬくにっ/けさゅぇくういぇちうけくくにっ つっさすに う すぇおうき 
けぉさぇいけき けすかうつぇのすしは ゃ くっおけすけさけえ しすっこっくう けす けおさせあぇのとっゅけ くぇしっかっくうは う 
ょけきうくうさせのとっえ おせかぬすせさに ゅけしせょぇさしすゃぇ-くぇちうう. ′ぇおけくっち, ねすけす すっさきうく きけあっす 
うしこけかぬいけゃぇすぬしは ょかは けぉけいくぇつっくうは くぇさけょけゃ, おけすけさにっ しぇきう しつうすぇのす しっぉは 
おけさっくくにきう, ぇ すぇおあっ すった くぇさけょけゃ, おけすけさにた しつうすぇのす おけさっくくにきう ょさせゅうっ 
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ゅさせここに くぇしっかっくうは. ╃させゅうきう すっさきうくぇきう ょかは けぉけいくぇつっくうは おけさっくくにた 
くぇさけょけゃ はゃかはのすしは «ぇぉけさうゅっくに», «すせいっきちに», «うしおけくくにっ あうすっかう», 
«つっすゃっさすにえ きうさ», «こっさゃにっ こかっきっくぇ» う «ぇゃすけたすけくくにっ くぇさけょに».

Information Literacy — ╇くそけさきぇちうけくくぇは ゅさぇきけすくけしすぬ

‶けくはすうっ うくそけさきぇちうけくくけえ ゅさぇきけすくけしすう けぉにつくけ けいくぇつぇっす せきっくうっ 
ねそそっおすうゃくけ こけかぬいけゃぇすぬしは うくそけさきぇちうけくくにきう うしすけつくうおぇきう, ゃおかのつぇは 
ぇくぇかうい う けちっくおせ うくそけさきぇちうう, ぇ すぇおあっ せきっくうっ けさゅぇくういけゃぇすぬ っっ う 
うしこけかぬいけゃぇすぬ うくょうゃうょせぇかぬくけ うかう ゃ ゅさせここっ. ╄しかう こけかぬいけゃぇすっかう くっ きけゅせす 
こさぇゃうかぬくけ こけくはすぬ うかう けぉさぇぉけすぇすぬ うくそけさきぇちうの, すけ しぇきけ こけくはすうっ しゃけぉけょに 
ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう きけあっす こけすっさはすぬ しゃけえ しきにしか. 
]けゃっさてっくしすゃけゃぇくうっ くぇゃにおけゃ, くっけぉたけょうきにた ょかは おさうすうつっしおけゅけ ぇくぇかういぇ 
うくそけさきぇちうう はゃかはっすしは, しかっょけゃぇすっかぬくけ, つさっいゃにつぇえくけ ゃぇあくにき, ぇ こさけゅさぇききに 
うくそけさきぇちうけくくけえ ゅさぇきけすくけしすう ょけかあくに はゃかはすぬしは ゃぇあくけえ しけしすぇゃくけえ つぇしすぬの 
さぇいさぇぉぇすにゃぇっきにた こさうっきかっきにた さぇきけお ょかは ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう ゃ 
ぉうぉかうけすっおっ.

Intellectual Freedom — ╇くすっかかっおすせぇかぬくぇは しゃけぉけょぇ

‶けくはすうっ うくすっかかっおすせぇかぬくけえ しゃけぉけょに くっさぇいさにゃくけ しゃはいぇくけ し すっきう 
こさけぉかっきぇきう, おけすけさにっ ゃけいくうおぇのす こさう けゅさぇくうつっくうう しゃけぉけょに ゃにさぇあっくうは, 
くぇこさうきっさ, すぇおうきう おぇお けゅさぇくうつっくうは, おぇしぇのとうっしは くっこさうおけしくけゃっくくけしすう 
つぇしすくけえ あういくう こけかぬいけゃぇすっかは う しゃけぉけょに ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう, ゃおかのつぇは 
ゃけこさけしに ちっくいせさに. ╇くすっかかっおすせぇかぬくぇは しゃけぉけょぇ いぇゃうしうす けす ぇゃすけくけきくけしすう, 
おけすけさけえ けぉかぇょぇのす うくょうゃうょに けすくけしうすっかぬくけ こけすけおけゃ うくそけさきぇちうう お くうき, 
けす くうた う け くうた. ]せとっしすゃっくくけっ ゃかうはくうっ くぇ しすっこっくぬ うくすっかかっおすせぇかぬくけえ 
しゃけぉけょに, おけすけさせの うきっのす うくょうゃうょに ゃ けぉとっしすゃっ, けおぇいにゃぇっす こさぇゃけゃぇは 
しうしすっきぇ, おけすけさぇは さっゅせかうさせっす ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう, こさぇゃけ しけぉしすゃっくくけしすう 
う うしこけかぬいけゃぇくうは.

Intellectual Property — ╇くすっかかっおすせぇかぬくぇは しけぉしすゃっくくけしすぬ

╇くすっかかっおすせぇかぬくぇは しゃけぉけょぇ くっ きけあっす こさけちゃっすぇすぬ ぉっい くっこさっさにゃくけゅけ, 
せしすけえつうゃけゅけ こけすけおぇ うくそけさきぇちうう, こけしおけかぬおせ くっ しせとっしすゃせっす ょさせゅけゅけ 
しこけしけぉぇ けぉっしこっつうすぬ くぇかうつうっ けゅさけきくけゅけ さぇいくけけぉさぇいうは うしすけつくうおけゃ 
うくそけさきぇちうう. ╇くそさぇしすさせおすせさぇ, おけすけさぇは こけきけゅぇっす しけいょぇすぬ すぇおけえ こけすけお 
うくそけさきぇちうう, ぉせょっす しけょっえしすゃけゃぇすぬ ゅさはょせとうき こっさっきっくぇき う こさけちっししせ 
すゃけさつっしすゃぇ, ぇ かのぉにっ こさぇゃうかぇ ぉせょせす けおぇいにゃぇすぬ ゃかうはくうっ くぇ ぉせょせとっっ 
こさけういゃけょしすゃけ うくそけさきぇちうう. ]うしすっきぇ うくすっかかっおすせぇかぬくけえ しけぉしすゃっくくけしすう 
ぉにかぇ しけいょぇくぇ, つすけぉに ゃけいくぇゅさぇょうすぬ しけいょぇすっかっえ う こさう ねすけき しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ 
くけゃけゃゃっょっくうはき, けょくぇおけ こさけすうゃけさっつうっ きっあょせ いぇとうすけえ うくすっさっしけゃ 
ゃかぇょっかぬちっゃ ぇゃすけさしおうた こさぇゃ う くっけぉたけょうきけしすぬの うきっすぬ こけかっいくけっ 
けぉとっしすゃっくくけっ ょけしすけはくうっ すさせょくけ こけょょぇっすしは さぇいさってっくうの
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Internet-accessible Information Resources — 
╇くそけさきぇちうけくくにっ さっしせさしに, ょけしすせこくにっ し こけきけとぬの 
╇くすっさくっすぇ

╇くそけさきぇちうけくくにっ さっしせさしに — ねすけ おけかかっおちうう いくぇくうえ, おけすけさにっ うきっのすしは 
ゃ さぇしこけさはあっくうう けぉせつぇのとっゅけしは, くぇこさうきっさ, すぇおうっ おぇお おくうゅう, あせさくぇかに, 
ゅぇいっすに, そうかぬきに, ぇせょうけ う ゃうょっけ いぇこうしう うかう ょぇくくにっ, くぇおけこかっくくにっ ゃ 
こぇきはすう おけきこぬのすっさぇ, くぇ きぇゅくうすくけえ かっくすっ, くぇ しすぇちうけくぇさくにた, こっさっくけしくにた 
うかう おけきこぇおすくにた ょうしおぇた. ╇くそけさきぇちうけくくにっ さっしせさしに, ょけしすせこくにっ し 
こけきけとぬの ╇くすっさくっすぇ, — ねすけ すぇおうっ おけかかっおちうう, ょけしすせこ お おけすけさにき 
きけあっす ぉにすぬ けしせとっしすゃかっく ょうしすぇくちうけくくけ つっさっい ╇くすっさくっす, こさう ねすけき 
けちうそさけゃぇくくぇは うくそけさきぇちうは きけあっす たさぇくうすぬしは ゃ かのぉけき けすょぇかっくくけき 
きっしすっ ゅけすけゃぇは お ういゃかっつっくうの こけかぬいけゃぇすっかっき. 〈ぇおせの うくそけさきぇちうの きけあくけ 
ういゃかっつぬ つっさっい world-wide-web うかう つっさっい けすょぇかっくくにっ ぉぇいに ょぇくくにた, 
お おけすけさにき ぉうぉかうけすっおう きけゅせす こけいゃけかうすぬ しっぉっ ょけしすせこ. ╀けかっっ すけゅけ, 
こけしおけかぬおせ こけかぬいけゃぇすっかう はゃかはのすしは すぇおあっ しゃけっゅけ さけょぇ たさぇくうかうとぇきう 
うくそけさきぇちうう, ねかっおすさけくくぇは こけつすぇ, ょうしおせししうけくくにっ ゅさせここに, ゃぇあくにっ つぇす-
おかせぉに う しこうしおう さぇししにかおう ょけかあくに ぉにすぬ ょけしすせこくに つっさっい ぉうぉかうけすっつくにえ 
ょけしすせこ お ╇くすっさくっすせ. 』すけぉに うきっすぬ ょけしすせこ お ねすうき さっしせさしぇき くっけぉたけょうきけ 
さぇしこけかぇゅぇすぬ きぇすっさうぇかぬくけえ つぇしすぬの ょかは ょけしすせこぇ う しけっょうくっくうっき, こけしおけかぬおせ 
ねすけ はゃかはっすしは こさっょゃぇさうすっかぬくにき せしかけゃうっき ょかは こけかぬいけゃぇくうは おけきこぬのすっさくけえ 
しっすぬの, ぇ すぇおあっ さっしせさしぇきう う せしかせゅぇきう, おけすけさにっ し っっ こけきけとぬの きけゅせす 
ぉにすぬ こさっょけしすぇゃかっくに. [っしせさしに う せしかせゅう ょけかあくに うきっすぬ こっさゃけしすっこっくくせの 
ゃぇあくけしすぬ ょかは こけかぬいけゃぇすっかは, すぇお おぇお ゃ こさけすうゃくけき しかせつぇっ しけっょうくっくうっ 
くっ うきっっす しきにしかぇ. ‶けかぬいけゃぇすっかう ょけかあくに うきっすぬ ゃけいきけあくけしすぬ せしこってくけ 
さぇいきっとぇすぬ, ういゃかっおぇすぬ う うしこけかぬいけゃぇすぬ うくそけさきぇちうの, くぇたけょはとせのしは ゃ 
さぇいかうつくにた おけきこぬのすっさくにた しうしすっきぇた. ‶けくはすくけ, つすけ せきっくうは こけかぬいけゃぇすっかは 
うきっのす ぉけかぬてけっ いくぇつっくうっ ょかは ねすけゅけ ぇしこっおすぇ. ╇ くぇおけくっち, ういゃかっつっくくにえ 
おけくすっくす, おさけきっ すけゅけ, つすけ ょけかあっく うきっすぬ けすくけてっくうっ お ょっかせ, ょけかあっく 
ぉにすぬ こさうゅけょくにき お うしこけかぬいけゃぇくうの ゃしっきう ゅさぇあょぇくぇきう, ぇ くっ すけかぬおけ 
しこっちうぇかうしすぇきう ゃ けぉかぇしすう すったくけかけゅうう. ぁすけ けいくぇつぇっす, つすけ つすけぉに ぉにすぬ 
«ょけしすせこくけえ», うくそけさきぇちうは ょけかあくぇ ぉにすぬ ういゃかっつっくぇ ゃ くっおけすけさけえ そけさきっ, ゃ 
おけすけさけえ っっ きけあくけ こさけつうすぇすぬ, こさけしきけすさっすぬ うかう すゃけさつっしおう うしこけかぬいけゃぇすぬ.

Net Neutrality — ′っえすさぇかぬくけしすぬ しっすう
 

′っえすさぇかぬくけしすぬ しっすう はゃかはっすしは こさうくちうこけき, かっあぇとうき ゃ けしくけゃっ いぇきにしかぇ 
しっすう. ¨く ゅかぇしうす, つすけ, ょかは すけゅけ, つすけぉに しけょっえしすゃけゃぇすぬ うくくけゃぇちうはき, 
こけしすぇゃとうおう しっすっゃにた せしかせゅ, すぇおうっ おぇお おけきこぇくうう, けぉっしこっつうゃぇのとうっ ょけしすせこ 
お ╇くすっさくっすせ こけ すっかっそけくくにき う おぇぉっかぬくにき かうくうはき, くっ ょけかあくに うきっすぬ 
こさぇゃけ ょうおすけゃぇすぬ, おぇお うしこけかぬいけゃぇすぬ しっすぬ (す.っ. くっ ょけかあくに いぇこさっとぇすぬ 
けこさっょっかっくくにっ すうこに こさけゅさぇきき, かうぉけ いぇこさっとぇすぬ けこさっょっかっくくにっ すうこに 
せしすさけえしすゃ, しけっょうくはのとうた し しっすぬの). ′っえすさぇかぬくけしすぬ しっすう すっしくけ しゃはいぇくぇ し 
おけくちっこちうっえ しおゃけいくけえ こっさっょぇつう ゃ しっすう, ゃ しけけすゃっすしすゃうっ し おけすけさけえ ゃしっ しっすう 
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こさけしすけ しけっょうくはのす せしすさけえしすゃぇ う くっゃけしこさううきつうゃに お いぇこさけしぇき こさうかけあっくうえ, 
さぇぉけすぇのとうた くぇ ねすうた せしすさけえしすゃぇた.

Open Access — ¨すおさにすにえ ょけしすせこ 

                                                                                                          
¨すおさにすにえ ょけしすせこ けぉっしこっつうゃぇっす ちっかけしすくけしすぬ しうしすっきに くぇせつくけゅけ けぉとっくうは, 
ゅぇさぇくすうさせは, つすけ ゃしっ うししかっょけゃぇくうは う そせくょぇきっくすぇかぬくにっ いくぇくうは ぉせょせす 
ょけしすせこくに くぇ ゃっつくにっ ゃさっきっくぇ ょかは くっけゅさぇくうつっくくけゅけ ういせつっくうは う, すぇき, ゅょっ 
ねすけ ゃぇあくけ, ょかは しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは うかう けこさけゃっさあっくうは. ╉ぇお さぇいなはしくはっすしは 
ゃ ╆ぇはゃかっくうう ╇《╊┿ けぉ けすおさにすけき ょけしすせこっ お くぇせつくけえ かうすっさぇすせさっ う 
うししかっょけゃぇすっかぬしおけえ ょけおせきっくすぇちうう, お こせぉかうおぇちうはき けすおさにすけゅけ ょけしすせこぇ 
けすくけしはすしは こせぉかうおぇちうう, おけすけさにっ せょけゃかっすゃけさはのす しかっょせのとうき ょゃせき せしかけゃうはき:
┿ゃすけさに う ゃかぇょっかぬちに おけこうさぇえすぇ ゅぇさぇくすうさせのす ゃしっき こけかぬいけゃぇすっかはき こさぇゃけ 
くぇ しゃけぉけょくにえ, くっけすきっくはっきにえ, こけしすけはくくにえ (くぇ ゃさっきは しせとっしすゃけゃぇくうは 
こさうきっくはっきけゅけ おけこうさぇえすぇ) ょけしすせこ うい かのぉけえ すけつおう きうさぇ お しゃけうき さぇぉけすぇき. 
¨くう すぇおあっ こさっょけしすぇゃかはのす
かうちっくいうの くぇ おけこうさけゃぇくうっ, うしこけかぬいけゃぇくうっ, さぇしこさけしすさぇくっくうっ しゃけうた さぇぉけす う 
うた こせぉかうつくせの ょっきけくしすさぇちうの; くぇ しけいょぇくうっ う さぇしこさけしすさぇくっくうっ こさけういゃけょくにた 
さぇぉけす ゃ かのぉけえ ちうそさけゃけえ しさっょっ ょかは かのぉにた さぇいせきくにた ちっかっえ し ゃくっしっくうっき 
くぇょかっあぇとっえ ぇゃすけさしおけえ ぇすさうぉせちうう, ぇ すぇおあっ こさぇゃけ ょっかぇすぬ くっぉけかぬてけっ 
おけかうつっしすゃけ こっつぇすくにた おけこうえ ょかは かうつくけゅけ うしこけかぬいけゃぇくうは.
‶けかくぇは ゃっさしうは さぇぉけすに う ゃしっ しけこせすしすゃせのとうっ きぇすっさうぇかに, ゃおかのつぇは おけこうの 
さぇいさってっくうは, おぇお せおぇいぇくけ ゃにてっ, ゃ ねかっおすさけくくけき そけさきぇすっ しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ 
しすぇくょぇさすぇ さぇいきっとぇのすしは くっきっょかっくくけ こけしかっ こっさゃけくぇつぇかぬくけえ こせぉかうおぇちうう 
おぇお きうくうきせき ゃ けょくけき けくかぇえくけゃけき さっこけいうすぇさうう. 〈ぇおけえ さっこけいうすぇさうえ 
ょけかあっく こけょょっさあうゃぇっすしは くぇせつくにき うくしすうすせすけき, くぇせつくにき けぉとっしすゃけき, 
こさぇゃうすっかぬしすゃっくくにき ぇゅっくすしすゃけき うかう おぇおけえ-かうぉけ ょさせゅけえ いぇしかせあうゃぇのとっえ 
ょけゃっさうは けさゅぇくういぇちうっえ, おけすけさにっ しすさっきはすしは けぉっしこっつうすぬ けすおさにすにえ ょけしすせこ, 
くっけゅさぇくうつっくくけっ さぇしこさけしすさぇくっくうっ, うくそけさきぇちうけくくせの しけゃきっしすうきけしすぬ う 
ょけかゅけゃさっきっくくけっ ぇさたうゃうさけゃぇくうっ.
‶せぉかうおぇちうは けすおさにすけゅけ ょけしすせこぇ はゃかはっすしは たぇさぇおすっさうしすうおけえ けすょっかぬくにた 
さぇぉけす, くけ くっけぉはいぇすっかぬくけ あせさくぇかけゃ うかう ういょぇすっかぬしすゃ.

Public Access Points — ╋っしすぇ けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ

╋っしすぇ けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ — ねすけ こけょしけっょうくっくくにっ お ╇くすっさくっすせ せいかに 
かけおぇかぬくけえ おけきこぬのすっさくけえ しっすう, こさっょくぇいくぇつっくくけえ ょかは けぉとっしすゃっくくけゅけ 
こけかぬいけゃぇくうは し ちっかぬの こけかくけきぇしてすぇぉくけゅけ うくそけさきぇちうけくくけゅけ こけうしおぇ. 
╋っしすぇ けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ きけゅせす くぇたけょうすぬしは ゃ こせぉかうつくにた 
ぉうぉかうけすっおぇた, くけ うた すぇおあっ きけあくけ せゃうょっすぬ う ゃ おせかぬすせさくにた ちっくすさぇた う ゃ 
うくそけさきぇちうけくくにた ぉのさけ. ╋くけゅうっ うい こさうくちうこけゃ, おけすけさにっ かっあぇす ゃ けしくけゃっ 
せこさぇゃかっくうは うきう, こさうきっくうきに う お せこさぇゃかっくうの きっしすぇきう けぉとっしすゃっくくけゅけ 
ょけしすせこぇ, くぇたけょはとうきうしは ゃ つぇしすくけき ゃかぇょっくうう, すぇおうき, くぇこさうきっさ, おぇお 
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おうぉっさおぇそっ, ちっくすさに すっかっおけききせくうおぇちうう う おうけしおう さぇいかうつくにた すうこけゃ. 
]こっちうぇかういうさけゃぇくくにっ うくしすうすせすに, すぇおうっ おぇお きせいっう, ぇさたうゃに う ょさせゅうっ 
おせかぬすせさくにっ う うくそけさきぇちうけくくにっ ちっくすさに すぇおあっ こさっょけしすぇゃかはのす きっしすぇ 
けぉとっしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ, たけすは すぇおうっ しこっちうぇかういうさけゃぇくくにっ うくしすうすせすに きけゅせす 
くぇおかぇょにゃぇすぬ けゅさぇくうつっくうは こけ すっきぇすうおっ, つすけ けこさっょっかはっす さぇきおう ょけしすせこぇ. 
′っしきけすさは くぇ ねすけ, きくけゅうっ こさうくちうこに せこさぇゃかっくうは こけかくけきぇしてすぇぉくにき 
ょけしすせこけき こさうきっくうきに すぇおあっ う お ねすけえ おぇすっゅけさうう せつさっあょっくうえ.

Privacy — ′っこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう

╁ ぉうぉかうけすっおっ こさぇゃけ くぇ くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう — ねすけ 
こさぇゃけ けすおさにすけ いぇょぇゃぇすぬ ゃけこさけしに, くっ こさうゃかっおぇは こさうしすぇかぬくけゅけ 
ゃくうきぇくうは しけ しすけさけくに ょさせゅうた お こさっょきっすせ しゃけっゅけ うくすっさっしぇ. ‶けくうきぇくうっ 
くっこさうおけしくけゃっくくけしすう つぇしすくけえ あういくう くぇつうくぇっすしは し けしけいくぇくうは, つすけ 
けすょっかぬくにえ つっかけゃっお うきっっす しゃけっゅけ さけょぇ こさぇゃけ しけぉしすゃっくくけしすう くぇ さぇいかうつくにっ 
ぇしこっおすに しゃけっえ あういくう. ぁすけ けいくぇつぇっす こさぇゃけ くぇ せっょうくっくうっ う こさぇゃけ 
くぇ こさけしすさぇくしすゃけ ゃけおさせゅ しっぉは; こさぇゃけ ぉにすぬ けしすぇゃかっくくにき ゃ こけおけっ ぉっい 
こけしすけさけくくっゅけ ゃすけさあっくうは ゃ けぉかぇしすぬ しゃけうた そういうつっしおうた けとせとっくうえ. ぁすけ 
けいくぇつぇっす こさぇゃけ くぇ ぇくけくうきくけしすぬ う こさぇゃけ しけぉしすゃっくくけしすう くぇ しゃけっ うきは う 
こけょさけぉくけしすう しゃけっえ かうつくけえ あういくう, ぇ, しかっょけゃぇすっかぬくけ, くぇ ゃけいきけあくけしすぬ 
ういぉっあぇすぬ つさっいきっさくけえ こせぉかうつくけしすう. ′っこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう 
さぇしこさけしすさぇくはっすしは くぇ こしうたけかけゅうつっしおせの くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ うかう くぇ 
こさぇゃけ しけぉしすゃっくくけしすう くぇ しけょっさあぇくうっ しゃけうた きにしかっえ う さぇぉけすせ しゃけっゅけ せきぇ. 
』っかけゃっお ょけかあっく ぉにすぬ しゃけぉけょっく けす くぇいけえかうゃにた ゃけこさけしけゃ け しゃけうた きにしかはた 
うかう いくぇくうはた. ′ぇおけくっち, くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう けいくぇつぇっす, 
つすけ つっかけゃっお けしすぇっすしは しけぉしすゃっくくうおけき うくそけさきぇちうう かうつくけゅけ たぇさぇおすっさぇ, 
おけすけさけえ けく こけょっかうかしは し すさっすぬっえ しすけさけくけえ, う しけたさぇくはっす ゃけいきけあくけしすぬ 
こさっおさぇすうすぬ ょけしすせこ お ねすけえ うくそけさきぇちうう しけ しすけさけくに すった かのょっえ, し おけすけさにきう 
けく ういくぇつぇかぬくけ っの くっ ょっかうかしは. ╁ ねすけき しけしすけうす おけくそうょっくちうぇかぬくけしすぬ.
╁ぇあくにき せしかけゃうっき はゃかはっすしは すけ, つすけぉに ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう くっ 
こさけうしたけょうか いぇ しつっす くぇさせてっくうは くっこさうおけしくけゃっくくけしすう つぇしすくけえ あういくう 
こけかぬいけゃぇすっかは. ′っこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう ゃ ねすけき しかせつぇっ けいくぇつぇっす 
しゃけぉけょせ ゃにぉうさぇすぬ, ょけ おぇおけえ しすっこっくう うくそけさきぇちうは かうつくけゅけ たぇさぇおすっさぇ 
きけあっす けすしかっあうゃぇすぬしは, しけぉうさぇすぬしは, さぇいゅかぇてぇすぬしは う さぇしこさけしすさぇくはすぬしは. 
‶けかぬいけゃぇすっかう ょけかあくに ぉにすぬ こさけうくそけさきうさけゃぇくに け ぉうぉかうけすっつくにた 
こさぇゃうかぇた, おぇしぇのとうたしは くっこさうおけしくけゃっくくけしすう つぇしすくけえ あういくう. ‶さぇゃぇ くぇ 
ぇくけくうきくけしすぬ う くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう ゃけ ゃさっきは ょけしすせこぇ う 
こっさっょぇつう うくそけさきぇちうう ょけかあくに ぉにすぬ いぇとうとっくに ゃ おぇつっしすゃっ けょくけゅけ うい 
ゃぇあくっえてうた ねかっきっくすけゃ ゃ しうしすっきっ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう. ╁け ゃさっきは ょけしすせこぇ 
お うくそけさきぇちうう きけあっす ぉにすぬ きくけあっしすゃけ しっさぬっいくにた こさうつうく ょかは すけゅけ, つすけぉに 
つっかけゃっお くっ さぇしおさにゃぇか ょさせゅうき, つっき けく いぇくうきぇっすしは, くぇこさうきっさ, すぇおうた 
おぇお いぇとうすぇ けさうゅうくぇかぬくけゅけ うししかっょけゃぇくうは, ういせつっくうっ くっけさすけょけおしぇかぬくにた 
くぇこさぇゃかっくうえ きにしかう うかう いぇとうすぇ/しぇきけしけたさぇくっくうっ. ]かっょけゃぇすっかぬくけ, 
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ぉうぉかうけすっおぇ ょけかあくぇ いぇとうとぇすぬ くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう 
こけかぬいけゃぇすっかは う こさっょけしすぇゃかはすぬ くっえすさぇかぬくけっ こさけしすさぇくしすゃけ, ゃ おけすけさけき 
きけあくけ しけたさぇくはすぬ うくょうゃうょせぇかぬくけしすぬ.

 
Unhampered — ╀っしこさっこはすしすゃっくくにえ

‶けかぬいけゃぇすっかう ょけかあくに うきっすぬ ゃけいきけあくけしすぬ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう ゃ 
╇くすっさくっすっ, くっ しすぇかおうゃぇはしぬ し こさっこはすしすゃうはきう, おけすけさにっ こけきってぇのす こさけちっししせ 
うくそけさきぇちうけくくけゅけ こけうしおぇ. ′ぇこさうきっさ, っしかう ぉうぉかうけすっつくにっ こけかぬいけゃぇすっかう 
いくぇのす, つすけ うた ゃにぉけさ つすっくうは けすしかっあうゃぇっすしは すさっすぬっえ しすけさけくけえ, うかう つすけ 
こけょさけぉくけしすう うた かうつくけえ あういくう たさぇくはすしは ゃ せしかけゃうはた, くっ しこけしけぉしすゃせのとうた 
おけくそうょっくちうぇかぬくけしすう, すけ ゃっしぬきぇ ゃっさけはすくけ, つすけ くっおけすけさにっ こけかぬいけゃぇすっかう 
きけゅせす うしこにすにゃぇすぬ しゃけっゅけ さけょぇ おけきこかっおし, おぇしぇのとうえしは うた ゃにぉけさぇ ゃ 
けすくけてっくうう うくそけさきぇちうけくくけゅけ こけうしおぇ. ‶けかぬいけゃぇすっかう, いぇくうきぇのとうっしは 
うししかっょけゃぇくうはきう すさせょくにた ゃけこさけしけゃ うかう ょっかうおぇすくにた すっき, すぇおうた おぇお 
ょっきけおさぇすうは ゃ せしかけゃうはた いぇおさにすけゅけ さっあうきぇ, うかう うししかっょけゃぇくうは ゃ しそっさっ 
いぇこさっとっくくにた くぇさおけすうおけゃ うかう ゃいさにゃつぇすにた ゃっとっしすゃ, きけゅせす しすけかおくせすぬしは し 
けゅさぇくうつっくうはきう しゃけぉけょに うししかっょけゃぇくうえ. ]ゃけぉけょぇ こけかぬいけゃぇすっかっえ ゃにさぇいうすぬ 
しっぉは つっさっい ゃにぉけさ くぇこさぇゃかっくうえ うくそけさきぇちうけくくけゅけ こけうしおぇ けゅさぇくうつうゃぇっすしは 
くっゃけいきけあくけしすぬの いぇとうすうすぬ しゃけの ぇくけくうきくけしすぬ う くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ 
つぇしすくけえ あういくう. ′っしけきくっくくけ, けすくけてっくうっ お くっこさうおけしくけゃっくくけしすう つぇしすくけえ 
あういくう いくぇつうすっかぬくけ けすかうつぇっすしは ゃ さぇいかうつくにた けぉとっしすゃぇた こけ ゃしっきせ きうさせ, 
たけすは こさぇゃけ くぇ くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう くぇたけょうす ゃしっ ぉけかぬてっ 
こさうゃっさあっくちっゃ う ゃ さぇいゃうゃぇのとっきしは きうさっ すぇおあっ. ╀けかっっ すけゅけ, こけかうすうつっしおぇは 
けぉしすぇくけゃおぇ ゃ さぇいくにた しすさぇくぇた うかう さっゅうけくぇた きうさぇ, くぇこさうきっさ, «ゃけえくぇ 
こさけすうゃ すっささけさぇ», すぇおあっ けおぇいにゃぇのす ゃかうはくうっ くぇ ぇすきけしそっさせ, ゃ おけすけさけえ 
さぇぉけすぇのす ぉうぉかうけすっおう. 〈っき くっ きっくっっ, ぉうぉかうけすっおう, おぇお こけしさっょくうおう 
ゃ こさっょけしすぇゃかっくうう ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう, ょけかあくに けぉっしこっつうゃぇすぬ 
せしかけゃうは きぇおしうきぇかぬくけ ぉっしこさっこはすしすゃっくくけゅけ うくそけさきぇちうけくくけゅけ こけうしおぇ. 
╋ぇかけゃっさけはすくけ, つすけ すぇおうっ せしかけゃうは こけはゃはすしは, っしかう こさぇゃぇ こけかぬいけゃぇすっかっえ くぇ 
くっこさうおけしくけゃっくくけしすぬ つぇしすくけえ あういくう ぉせょせす ょうしおさっょうすうさけゃぇくに.

User-friendly Interface (UFI) — 〉ょけぉくにえ ょかは こけかぬいけゃぇすっかは 
うくすっさそっえし

〉ょけぉくにえ ょかは こけかぬいけゃぇすっかは うくすっさそっえし (すぇおけえ, くぇこさうきっさ, おぇお 
ゃっぉ-ぉさぇせいっさ) こさっょくぇいくぇつっく ょかは すけゅけ, つすけぉに こけきけつぬ つっかけゃっおせ し 
きうくうきぇかぬくにきう くぇゃにおぇきう せこさぇゃかはすぬ しゃけうきう こっさっょゃうあっくうはきう ゃ しっすう. 
╁けけぉとっ ゅけゃけさは, UFI ょけかあっく ぉにすぬ こけくはすくにき う こさうはすくにき ょかは ゅかぇいぇ 
う けょくけさけょくにき こけ しすうかの, けく ょけかあっく こさっょしすぇゃかはすぬ うくそけさきぇちうの くぇ 
こけくはすくけき こけかぬいけゃぇすっかの はいにおっ, こけょたけょうすぬ かのょはき, うきっのとうき さぇいくけゅけ さけょぇ 
そういうつっしおうっ くっょけしすぇすおう (こさけぉかっきに しけ いさっくうっき うかう ょさせゅうっ けゅさぇくうつっくうは 
そういうつっしおうた
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ゃけいきけあくけしすっえ). ¨く ょけかあっく ぉにすぬ うくすせうすうゃくけ こけくはすくにき, つすけぉに 
こけかぬいけゃぇすっかう きけゅかう こさうきっくはすぬ さぇくっっ うきっゃてうっしは くぇゃにおう こさう さぇぉけすっ し 
うくすっさそっえしけき, う けく ょけかあっく しけたさぇくはすぬ さぇぉけつっっ しけしすけはくうっ こさう けてうぉおぇた 
こけかぬいけゃぇすっかは. 〈ぇおけえ うくすっさそっえし しきけあっす こけきけつぬ こけかぬいけゃぇすっかの こさけえすう 
つっさっい しかけあくにっ ぇかぬすっさくぇすうゃに う こさっょけしすぇゃうす ゃういせぇかぬくせの うくそけさきぇちうの こけ 
うしこけかぬいけゃぇくうの, つすけ しょっかぇっす こけうしお うくそけさきぇちうう ゃ しっすう ぉけかっっ こさうはすくにき.

Wiki — ╁うおう

Wiki - ねすけ すうこ ゃっぉ しぇえすぇ, おけすけさにえ こけいゃけかはっす こけかぬいけゃぇすっかの かっゅおけ 
ょけぉぇゃかはすぬ かのぉけえ おけくすっくす う けしけぉっくくけ こけょたけょうす ょかは しけゃきっしすくけゅけ 
すゃけさつっしすゃぇ. ]かけゃけ «wiki» こさけういけてかけ うい ゅぇゃぇえしおけゅけ しかけゃぇ «wiki», 
けいくぇつぇのとっゅけ «ぉにしすさけ». ‶け しせとっしすゃせ wiki ねすけ せこさけとっくうっ こさけちっししぇ 
しけいょぇくうは ゃっぉ しすさぇくうち HTML, ゃ しけつっすぇくうう し しうしすっきけえ, おけすけさぇは 
さっゅうしすさうさせっす おぇあょけっ けすょっかぬくけっ ういきっくっくうっ, こさけうしたけょはとっっ し すっつっくうっき 
ゃさっきっくう, すぇお, つすけ ゃ かのぉけえ きけきっくす しすさぇくうちぇ きけあっす ぉにすぬ ゃけいゃさぇとっくぇ 
お かのぉけきせ うい こさっょてっしすゃせのとうた しけしすけはくうえ. ]うしすっきぇ wiki きけあっす すぇおあっ 
こさっょけしすぇゃうすぬ さぇいかうつくにっ うくしすさせきっくすに, おけすけさにっ こけいゃけかはす しけけぉとっしすゃせ 
こけかぬいけゃぇすっかっえ かっゅおけ けすしかっあうゃぇすぬ こけしすけはくくけ ういきっくはのとっっしは しけしすけはくうっ 
wiki う けぉしせあょぇすぬ ゃけこさけしに, ゃけいくうおぇのとうっ こさう こけこにすおぇた ょけしすうつぬ けぉとっゅけ 
しけゅかぇしうは こけ こけゃけょせ おけくすっくすぇ wiki. ╉けくすっくす wiki きけあっす すぇおあっ ゃゃけょうすぬ 
ゃ いぇぉかせあょっくうっ, すぇお おぇお こけかぬいけゃぇすっかう きけゅせす ょけぉぇゃかはすぬ くっゃっさくせの 
うくそけさきぇちうの くぇ しすさぇくうちせ wiki.
′っおけすけさにっ wiki こさっょけしすぇゃかはのす ぇぉしけかのすくけ くっけゅさぇくうつっくくにえ ょけしすせこ, 
つすけぉに かのょう うきっかう ゃけいきけあくけしすぬ ゃくっしすう しゃけえ ゃおかぇょ ぉっい くっけぉたけょうきけしすう 
こさけたけょうすぬ «さっゅうしすさぇちうの», つすけ けぉにつくけ すさっぉけゃぇかけしぬ こさう こけしっとっくうう 
さぇいくにた ょさせゅうた すうこけゃ うくすっさぇおすうゃくにた ゃっぉ しぇえすけゃ, すぇおうた おぇお そけさせきに 
╇くすっさくっすぇ うかう つぇすに.
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‶さうかけあっくうは: ╋ぇくうそっしす ╇《╊┿ けぉ ╇くすっさくっすっ

╀っしこさっこはすしすゃっくくにえ ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう ゃぇあっく ょかは ょけしすうあっくうは 
しゃけぉけょに, さぇゃっくしすゃぇ, ゃしっけぉとっゅけ こけくうきぇくうは う きうさぇ. ‶けねすけきせ, 
╋っあょせくぇさけょくぇは そっょっさぇちうは ぉうぉかうけすっつくにた ぇししけちうぇちうえ う せつさっあょっくうえ 
(╇《╊┿) こさけゃけいゅかぇてぇっす, つすけ:

– ╇くすっかかっおすせぇかぬくぇは しゃけぉけょぇ — ねすけ こさぇゃけ おぇあょけゅけ つっかけゃっおぇ おぇお くぇ 
けぉかぇょぇくうっ しけぉしすゃっくくにきう せぉっあょっくうはきう, すぇお う くぇ しゃけぉけょくけっ ゃにさぇあっくうっ 
うた, こさぇゃけ くぇ こけうしお う こけかせつっくうっ うくそけさきぇちうう; うくすっかかっおすせぇかぬくぇは しゃけぉけょぇ 
はゃかはっすしは けしくけゃけえ ょっきけおさぇすうう;
うくすっかかっおすせぇかぬくぇは しゃけぉけょぇ かっあうす ゃ けしくけゃっ ぉうぉかうけすっつくけえ ょっはすっかぬくけしすう.
– ¨ぉっしこっつっくうっ しゃけぉけょくけゅけ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう, ゃくっ いぇゃうしうきけしすう けす 
しさっょしすゃ っっ こっさっょぇつう うかう ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅさぇくうち, はゃかはっすしは ゅかぇゃくけえ 
けぉはいぇくくけしすぬの ぉうぉかうけすっつくけえ う うくそけさきぇちうけくくけえ こさけそっししうう.
– ¨ぉっしこっつっくうっ ぉっしこさっこはすしすゃっくくけゅけ ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ ゃ ぉうぉかうけすっおぇた う
うくそけさきぇちうけくくにた せつさっあょっくうはた こけきけゅぇっす しけけぉとっしすゃぇき う うくょうゃうょせぇかぬくにき 
かうちぇき ょけしすうつぬ しゃけぉけょに, こさけちゃっすぇくうは う しけょっえしすゃせっす うた さぇいゃうすうの.
– ‶さっこはすしすゃうは くぇ こせすう うくそけさきぇちうけくくけゅけ こけすけおぇ ょけかあくに ぉにすぬ 
せくうつすけあっくに, けしけぉっくくけ すっ うい くうた, おけすけさにっ しけょっえしすゃせのす さぇしこさけしすさぇくっくうの 
くっさぇゃっくしすゃぇ, くうとっすに う けすつぇはくうは.

]ゃけぉけょぇ ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう, ╇くすっさくっす う ぉうぉかうけすっおう う 
うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに

╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに — ねすけ せつさっあょっくうは, こけしすけはくくけ 
さっぇゅうさせのとうっ くぇ ういきっくっくうは, う しけっょうくはのとうっ かのょっえ し すっきう きうさけゃにきう 
うくそけさきぇちうけくくにきう さっしせさしぇきう, うょっはきう う こかけょぇきう すゃけさつっしすゃぇ, おけすけさにっ 
けくう うとせす. ╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ

しかせあぉに, うしこけかぬいせは ゃしっ うくそけさきぇちうけくくにっ しさっょしすゃぇ, ょっかぇのす ょけしすせこくにきう 
ゃしっ ぉけゅぇすしすゃけ つっかけゃっつっしおけゅけ いくぇくうは う おせかぬすせさくけゅけ さぇいくけけぉさぇいうは.
╁しっきうさくぇは しっすぬ ╇くすっさくっす こさっょけしすぇゃかはっす さぇゃくにえ ょけしすせこ お うくそけさきぇちうう 
ょかは かうつくけゅけ しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは, けぉさぇいけゃぇくうは, おせかぬすせさくけゅけ さぇいゃうすうは, 
ねおけくけきうつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすう う うくそけさきうさけゃぇくくけゅけ せつぇしすうは ゃ こさけちっししっ 
ょっきけおさぇすういぇちうう ょかは うくょうゃうょせぇかぬくにた かうち う しけけぉとっしすゃ ゃけ ゃしっき きうさっ, 
こさけあうゃぇのとうた ゃ しぇきにた きぇかっくぬおうた う せょぇかっくくにた しっかぇた う ゃ おさせこくっえてうた 
ゅけさけょぇた.

╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに けぉっしこっつうゃぇのす ゃぇあくにっ こせすう 
ょけしすせこぇ お ╇くすっさくっすせ. ╃かは けょくうた こけかぬいけゃぇすっかっえ けくう こさっょかぇゅぇのす せしかけゃうは, 
させおけゃけょしすゃけ う こけきけとぬ, ょかは ょさせゅうた けくう はゃかはのすしは っょうくしすゃっくくけえ すけつおけえ 
ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう. ¨くう こさっょけしすぇゃかはのす きったぇくういき, しこけしけぉくにえ 
こさっけょけかっすぬ こさっこはすしすゃうは, しけいょぇゃぇっきにっ さぇいかうつうはきう ゃ さっしせさしぇた, 
すったくけかけゅうう う けぉせつっくうう.
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‶さうくちうこに しゃけぉけょに ょけしすせこぇ お うくそけさきぇちうう ゃ ╇くすっさくっすっ
╃けしすせこ お ╇くすっさくっすせ う おけ ゃしっき っゅけ さっしせさしぇき ょけかあっく しけけすゃっすしすゃけゃぇすぬ 
╁しっけぉとっえ ょっおかぇさぇちうう ¨¨′ こけ こさぇゃぇき つっかけゃっおぇ, う ゃ けしけぉっくくけしすう ]すぇすぬっ 
19:

╉ぇあょにえ つっかけゃっお うきっっす こさぇゃけ くぇ しゃけぉけょせ せぉっあょっくうえ う くぇ しゃけぉけょくけっ 
ゃにさぇあっくうっ うた; ねすけ こさぇゃけ ゃおかのつぇっす しゃけぉけょせ ぉっしこさっこはすしすゃっくくけ 
こさうょっさあうゃぇすぬしは しゃけうた せぉっあょっくうえ う しゃけぉけょせ うしおぇすぬ, こけかせつぇすぬ う 
さぇしこさけしすさぇくはすぬ うくそけさきぇちうの う うょっう かのぉにきう しさっょしすゃぇきう う くっいぇゃうしうきけ けす 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅさぇくうち.

╂かけぉぇかぬくぇは ゃいぇうきけしゃはいぇくくけしすぬ ╇くすっさくっすぇ こさっょけしすぇゃかはっす しさっょしすゃけ, し 
こけきけとぬの おけすけさけゅけ ゃしっ きけゅせす こけかぬいけゃぇすぬしは ねすうき こさぇゃけき. ╁しかっょしすゃうっ ねすけゅけ 
ょけしすせこ くっ ょけかあっく けゅさぇくうつうゃぇすぬしは おぇおけえ-かうぉけ そけさきけえ うょっけかけゅうつっしおけえ, 
こけかうすうつっしおけえ うかう さっかうゅうけいくけえ ちっくいせさに, うかう ねおけくけきうつっしおうきう ぉぇさぬっさぇきう.
╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに けぉはいぇくに すぇおあっ こさっょけしすぇゃかはすぬ 
せしかせゅう ゃしっき つかっくぇき きっしすくけゅけ しけけぉとっしすゃぇ ゃくっ いぇゃうしうきけしすう けす うた 
ゃけいさぇしすぇ, さぇしに, くぇちうけくぇかぬくけしすう, さっかうゅうう, おせかぬすせさに, こけかうすうつっしおけえ 
こさうくぇょかっあくけしすう, そういうつっしおうた うかう ょさせゅうた けすおかけくっくうえ, こけかぇ うかう 
しっおしせぇかぬくけえ けさうっくすぇちうう, うかう おぇおうき-かうぉけ うくにき こさうつうくぇき.
╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに ょけかあくに こけょょっさあうゃぇすぬ こさぇゃぇ 
こけかぬいけゃぇすっかっえ こけ こけうしおせ うくそけさきぇちうう.

╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに ょけかあくに せゃぇあぇすぬ 
こさぇゃぇ こけかぬいけゃぇすっかっえ くぇ くっゃきってぇすっかぬしすゃけ ゃ つぇしすくせの あういくぬ う 
おけくそうょっくちうぇかぬくけしすぬ ゃ けすくけてっくうう うしこけかぬいせっきにた うきう さっしせさしけゃ.
╀うぉかうけすっおう う うくそけさきぇちうけくくにっ しかせあぉに けすゃっすしすゃっくくに いぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ 
う けぉっしこっつっくうっ けぉとっょけしすせこくけえ おぇつっしすゃっくくけえ うくそけさきぇちうう う しさっょしすゃ 
おけききせくうおぇちうう.

‶けかぬいけゃぇすっかはき ょけかあくぇ こさっょけしすぇゃかはすぬしは くっけぉたけょうきぇは 
おゃぇかうそうちうさけゃぇくくぇは こけきけとぬ う しけけすゃっすしすゃせのとうっ せしかけゃうは しゃけぉけょくけ う 
おけくそうょっくちうぇかぬくけ こけかぬいけゃぇすぬしは ゃにぉさぇくくにきう うきう うくそけさきぇちうけくくにきう 
うしすけつくうおけゃ う せしかせゅぇきう ╁ ╇くすっさくっすっ ょけしすせこくけ きくけあっしすゃけ ちっくくにた 
さっしせさしけゃ, くけ っしすぬ う くっくぇょっあくにっ, ゃゃけょはとうっ ゃ いぇぉかせあょっくうは, ぇ ゃけいきけあくけ 
う けしおけさぉうすっかぬくにっ. ╀うぉかうけすっおぇさう ょけかあくに こさっょけしすぇゃかはすぬ うくそけさきぇちうの 
う さっしせさしに こけかぬいけゃぇすっかはき, けぉせつぇは うた おぇつっしすゃっくくにき う ねそそっおすうゃくにき 
くぇゃにおぇき さぇぉけすに し ╇くすっさくっす う し ねかっおすさけくくけえ うくそけさきぇちうっえ. ¨くう ょけかあくに 
ぇおすうゃくけ こさけょゃうゅぇすぬ う けぉっしこっつうゃぇすぬ けしきにしかっくくにえ ょけしすせこ お おぇつっしすゃっくくけえ 
しっすっゃけえ うくそけさきぇちうう ょかは ゃしった こけかぬいけゃぇすっかっえ ぉうぉかうけすっおう, ゃおかのつぇは ょっすっえ 
う こけょさけしすおけゃ.

╉ぇお う ゃ しかせつぇっ し ょさせゅうきう けしくけゃくにきう せしかせゅぇきう ぉうぉかうけすっおう, ょけしすせこ 
ゃ ╇くすっさくっす ゃ ぉうぉかうけすっおぇた う うくそけさきぇちうけくくにた しかせあぉぇた ょけかあっく ぉにすぬ 
ぉっしこかぇすくにき.
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‶さうきっくっくうっ ╋ぇくうそっしすぇ

╇《╊┿ こさういにゃぇっす きっあょせくぇさけょくけっ しけけぉとっしすゃけ しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ 
さぇしてうさっくうの ょけしすせこくけしすう ╇くすっさくっすぇ ゃけ ゃしっき きうさっ, う ゃ けしけぉっくくけしすう ゃ 
さぇいゃうゃぇのとうたしは しすさぇくぇた, すぇおうき けぉさぇいけき けぉっしこっつうゃぇは ゃしっき ゅかけぉぇかぬくせの 
こけかぬいせ けす うくそけさきぇちうう, こさっょかぇゅぇっきけえ ╇くすっさくっすけき.
                                                                                                          
╇《╊┿ こさういにゃぇっす くぇちうけくぇかぬくにっ こさぇゃうすっかぬしすゃぇ さぇいゃうゃぇすぬ くぇちうけくぇかぬくせの 
うくそけさきぇちうけくくせの うくそさぇしすさせおすせさせ, おけすけさぇは こさっょけしすぇゃうす ょけしすせこ ゃ 
╇くすっさくっす ゃしっきせ くぇしっかっくうの しすさぇくに.
╇《╊┿ こさういにゃぇっす ゃしっ こさぇゃうすっかぬしすゃぇ こけょょっさあうゃぇすぬ ぉっしこさっこはすしすゃっくくにえ 
こけすけお うくそけさきぇちうう, ょけしすせこくけえ ゃ ╇くすっさくっすっ, ゃ ぉうぉかうけすっおぇた う 
うくそけさきぇちうけくくにた しかせあぉぇた う こさけすうゃけしすけはすぬ かのぉにき こさけはゃかっくうはき ちっくいせさに 
うかう けゅさぇくうつっくうの ょけしすせこぇ.

╇《╊┿ こさういにゃぇっす ぉうぉかうけすっつくけっ しけけぉとっしすゃけ う すった, おすけ こさうくうきぇっす 
さってっくうは くぇ くぇちうけくぇかぬくけき う きっしすくけき せさけゃくっ, さぇいさぇぉぇすにゃぇすぬ しすさぇすっゅうう, 
こけかうすうおせ う こかぇくに, さっぇかういせのとうっ こさうくちうこに, こさけゃけいゅかぇてっくくにっ ゃ ねすけき 
╋ぇくうそっしすっ.

ぁすけす ╋ぇくうそっしす こけょゅけすけゃかっく IFLA/FAIFE.

¨ょけぉさっく ‶さぇゃかっくうっき ╇《╊┿ 27 きぇさすぇ 2002 ゅ ., ╂ぇぇゅぇ , ′うょっさかぇくょに.
¨ぉなはゃかっく ╇《╊┿ 1 きぇは 2002 ゅ.
‶さうくはす っょうくけゅかぇしくけ くぇ いぇしっょぇくうう ]けゃっすぇ 68-え ╂っくっさぇかぬくけえ 
おけくそっさっくちうう う ]けゃっすぇ
╇《╊┿, 23 ぇゃゅせしすぇ 2002 ゅけょぇ, ╂かぇいゅけ, 【けすかぇくょうは.
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