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こけょゅけすけゃうかぇ おさぇすおうえ けぉいけさз おけすけさにえ うくすっさっしっく すっきз つすけ ゃ おけくちっ нлмм-ゅけ きに せあっ きけあっき ょぇすぬ 
こさっょゃぇさうすっかぬくせの けちっくおせ すけつくけしすう こさけゅくけいぇй ............................................................................................................... 15 
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IйЫ′┿╊¨╂╇Ы╇Ы╆┿╉¨′¨╃┿〈╄╊を]〈╁¨ 
 

1) ′╉¨Ы‶¨〈[┿〈╇╊╇]をЫ′┿Ы╉[〉‶′〉ぃЫ[╄╉╊┿╋〉Ы  
╁ こけこにすおっ こさうゃかっつぬ ゃくうきぇくうっ ╀っかけゅけ ょけきぇ う ╉けくゅさっししぇ お ゃぇあくけしすう くぇかけゅけゃにた かぬゅけすз 
ういゃっしすくぇは おけぇかうちうは ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ う そけくょけゃ ょかは さぇいきっとっくうは 
おけかかっおすうゃくけゅけ けぉさぇとっくうは ゃにおせこうかぇ ちっかせの こけかけしせ ゃ ゅぇいっすっй  
http://philanthropy.com/blogs/government-and-politics/nonprofits-pay-for-big-ad-to-influence-
lawmakers/28740?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en  

 

ぁすけ こけこにすおぇ Independent Sector う ょさせゅうた ょけくけさけゃ こけゃかうはすぬ くぇ さってっくうっ いぇおけくけょぇすっかっえ くっ せさっいぇすぬ 
こさけゅさぇききにз ゃ おけすけさにっ ゃけゃかっつっくに ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにっ けさゅぇくういぇちううз うз ゅかぇゃくけっз くっ しくうあぇすぬ しすぇゃおせ 
くぇかけゅけゃにた ゃにつっすけゃ いぇ こけあっさすゃけゃぇくうは ょかは しけしすけはすっかぬくにた ゅさぇあょぇくз つすけ こさっょかぇゅぇっす しょっかぇすぬ 
‶さっいうょっくす ¨ぉぇきぇй ╀かぇゅけすゃけさうすっかぬくにえ しっおすけさ きけあっす しせとっしすゃっくくけ こけしすさぇょぇすぬ ゃ しゃはいう し こけすっさっえ 
けょくけゅけ うい ゃぇあくっえてうた しすうきせかけゃ こけあっさすゃけゃぇくうえй ]ゃけう こけょこうしう こけょ さっおかぇきけえ こけしすぇゃうかう мнс 
させおけゃけょうすっかっえ おさせこくっえてうた ぇきっさうおぇくしおうた ′╉¨й ¨くう けぉっしこけおけっくに ぉせょせとうき きくけゅうた ぇきっさうおぇくちっゃз 
おけすけさにっ せすさぇすはす こけょょっさあおせ ゃ しゃはいう し こさっおさぇとっくうっき そうくぇくしうさけゃぇくうは こさけゅさぇききз ぇ くぇかけゅけゃにっ 
ういきっくっくうは かうてぇす しけけぉとっしすゃぇ ゃぇあくにた うくゃっしすうちうえй  
 

ндЫ′╄╆┿╁╇]╇╋Ы╊╇Ы╀[╇〈┿′]╉╇╈Ы′╉¨  ]╄╉〈¨[?  

╉けきうししうは こけ くっいぇゃうしうきけしすう ′╉¨ しっおすけさぇ ぉにかぇ せつさっあょっくぇ こけ うくうちうぇすうゃっ そけくょぇ 
Baring ゃ うのくっ нлмм ゅй ╃け おけくちぇ ゅけょぇ けくぇ けぉっとぇっす ゃにこせしすうすぬ こはすぬ けすつっすくにた 
ょけおせきっくすけゃ こけ さっいせかぬすぇすぇき きくけゅけしすけさけくくうた おけくしせかぬすぇちうえй  
http://www.civilsociety.co.uk/governance/news/content/10065/independence_panel_launches_cons
ultation_report  

 

‶さっょしすぇゃうすっかぬくぇは ╉けきうししうは くぇつぇかぇ けすおさにすにっ おけくしせかぬすぇちうう こけ けちっくおっ くっいぇゃうしうきけしすう しっおすけさぇй 
╉ぇあょにえ うい こはすう ぉせょせとうた けすつひすけゃ ゃおかのつうす ゃ しっぉは «╀ぇさけきっすさ くっいぇゃうしうきけしすう»з おけすけさにえ ぉせょっす 
しうゅくぇかういうさけゃぇすぬ け しくうあっくうう うかう こけゃにてっくうう せさけゃくは くっいぇゃうしうきけしすうй ¨こさっょっかはすぬしは しけしすけはくうっ 
くっいぇゃうしうきけしすう ぉせょっす くぇ けしくけゃっ けすゃっすけゃ くぇ ゃけこさけしにз ぇょさっしけゃぇくくにた しっおすけさせй [っいせかぬすぇすに 
きくけゅけしすけさけくくうた おけくしせかぬすぇちうえ せあっ ゃけてかう ゃ こっさゃにえ うい こはすう っあっゅけょくにた けすつひすけゃ ╉けきうししうう 
«′っいぇゃうしうきけしすぬ ′╉¨ しっおすけさぇ» гVoluntary Sector Independenceдй ╁ くっき ゅけゃけさうすしはз つすけ くっいぇゃうしうきけしすぬ 
しっおすけさぇ ぉせょっす けちっくうゃぇすぬしは し すけつおう いさっくうは ゃしった いぇうくすっさっしけゃぇくくにた しすけさけく – おぇお つぇしすくにた おけさこけさぇちうえз 
すぇお う ゅさぇくすけょぇのとうた そけくょけゃй ╃ぇかっっ ゃ くひき ゅけゃけさうすしはз つすけ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ くっいぇゃうしうきけしすぬ しっおすけさぇ 
かっあうす ゃ させおぇた しぇきうた ′╉¨ – こけこっつうすっかっえз しけすさせょくうおけゃз ぇ すぇおあっ かのょっえ う しけけぉとっしすゃз おけすけさにき けくう 
しかせあぇすй ╀けかっっ すけゅけз くっいぇゃうしうきけしすぬ しかっょせっす けすしすぇうゃぇすぬй ╉けゅょぇ くっいぇゃうしうきけしすぬ ′╉¨ しうかぬくぇз ゃけいきけあくけ 
ょけしすうあっくうっ けつっくぬ ゃにしけおうた さっいせかぬすぇすけゃй ¨ょくぇおけ おけゅょぇ くっいぇゃうしうきけしすぬ こけょけさゃぇくぇз こけすっさは こけいうちうえ 
こさけうしたけょうす こけしすっこっくくけз う いぇきっすうすぬ ねすけ きけあくけз おけゅょぇ しかうておけき こけいょくけй 〈ぇおあっ ょけおせきっくす こさうゃけょうす 
ちうそさにз うかかのしすさうさせのとうっ ょけかの ′╉¨ う こけょしっおすけさけゃз こけかせつぇのとうた いくぇつうすっかぬくけっ ゅけしせょぇさしすゃっくくけっ 
そうくぇくしうさけゃぇくうっй ╁ くひき しけょっさあうすしは けこうしぇくうっ くけさきぇすうゃくけ-こさぇゃけゃけえ しさっょに ′╉¨з けぉいけさ «╀けかぬてけゅけ 
けぉとっしすゃぇ» う さぇししせあょっくうは け こけしかっょしすゃうはた しけおさぇとっくうは ゅけしそうくぇくしうさけゃぇくうはй ╆ょっしぬ しすぇゃはすしは う 
ゃけこさけしにй ╉ぇおうっ きけゅせす ぉにすぬ こさっこはすしすゃうは うかう せゅさけいに くぇ こせすう せ しっおすけさぇъ ぁすけ ゃにいけゃに ゃさっきっくう うかう 
いぇしすぇさっゃてうっ こさけぉかっきにъ ╉ぇおうっ うくうちうぇすうゃに う こっさっきっくに こけしかせあぇす せおさっこかっくうの くっいぇゃうしうきけしすう 
しっおすけさぇъ 
 

II. ‶[¨╆[┿』′¨]〈をЫ╇Ы¨〈』╄〈′¨]〈を  

 

мдЫ]╁╄╅╇╈Ы╁╆╂╊ぅ╃Ы′┿Ы‶[¨╆[┿』′¨]〈を  

‶さけそっししけさ And Clay Shrirky せゃっさっくз つすけ こさけぉかっきぇ しせとっしすゃせっす くっ ゃ しゃはいう し 
こっさっういぉにすおけき うくそけさきぇちううз ぇ ゃ しゃはいう しけ しぉけはきう うくそけさきぇちうけくくにた そうかぬすさけゃй  
http://blog.glasspockets.org/2011/07/irvine_20110714.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&ut
m_campaign=Feed%3A+transparencytalk+%28Transparency+Talk%29&utm_content=Yahoo%21+Mail  

 

《けくょにз おぇお かのょうй 〈っけさっすうつっしおう けくう しゃけぉけょくに ゃ しゃけうた くぇきっさっくうはた う きけゅせす おけくすさけかうさけゃぇすぬ しゃけう 
ょっえしすゃうはй ╇くけゅょぇ こけ しけぉしすゃっくくけきせз おけくっつくけ あっз さってっくうのз けくう きけゅせす  しぇきけしすけはすっかぬくけ いぇょぇすぬ しっぉっ 
しこっちうぇかぬくにっ せしかけゃうは うかう ょぇあっ しうしすっきに こけょけすつひすくけしすうз – つすけぉに くぇゃっさくはおぇ こけかせつうすぬ たけさけてうえ 

http://philanthropy.com/blogs/government-and-politics/nonprofits-pay-for-big-ad-to-influence-lawmakers/28740?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en
http://philanthropy.com/blogs/government-and-politics/nonprofits-pay-for-big-ad-to-influence-lawmakers/28740?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en
http://www.independentsector.org/
http://philanthropy.com/article/President-s-Deficit-Plan/127116/
http://www.civilsociety.co.uk/governance/news/content/10065/independence_panel_launches_consultation_report
http://www.civilsociety.co.uk/governance/news/content/10065/independence_panel_launches_consultation_report
http://www.independencepanel.org.uk/about-the-panel
http://www.independencepanel.org.uk/wp-content/uploads/2011/07/Independence-Panel_ReportFinal14July2011.pdf
http://blog.glasspockets.org/2011/07/irvine_20110714.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+transparencytalk+%28Transparency+Talk%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
http://blog.glasspockets.org/2011/07/irvine_20110714.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+transparencytalk+%28Transparency+Talk%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
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さっいせかぬすぇすз しけたさぇくうすぬ きけすうゃぇちうの う けさうっくすぇちうの くぇ ちっかぬй 〈ぇおз くぇこさうきっさз こけおぇいぇすっかう せしこってくけ 
ゃにこけかくっくくけえ さぇぉけすに しかっょせっす さぇいさぇぉぇすにゃぇすぬ う こせぉかうおけゃぇすぬ こっさっょ いぇこせしおけき けつっさっょくけえ くけゃけえ 
こさけゅさぇききにй ╆ぇさぇくっっ こせぉかうおけゃぇすぬ しかっょせっす う こかぇくうさせっきにっ きっすけょに しぉけさぇ う ぇくぇかういぇ ょぇくくにたз ゅさぇそうお 
けしくけゃくにた きっさけこさうはすうえ う けすつひすくけしすうй ╁こけしかっょしすゃうう さっぇかぬくにっ さっいせかぬすぇすに ぉせょっす こさけとっ しさぇゃくうゃぇすぬ し 
けあうょぇっきにきうй 〈ぇおけえ こけょたけょ こさうくちうこうぇかぬくけ けすかうつぇっすしは けす けしくけゃくけゅけ きぇししうゃぇ けすつひすけゃз おけすけさにっ 
うきっのす さっすさけしこっおすうゃくにえ う くっおさうすうつっしおうえ たぇさぇおすっさй ぁすけ くっ いぇけぉかぇつくにっ うょっうй ′っおけすけさにっ そけくょに せあっ 
しっゅけょくは きっくはのす しゃけう しすさぇすっゅうう ゃ ゅさぇくすきっえおうくゅっ う しすぇくけゃはすしは こさけいさぇつくっっ う ょけしすせこくっっ くぇ ねすぇこっ 
こかぇくうさけゃぇくうはй   
 《けくょ ╃あっえきしぇ ぁさゃうくぇ гJames Irvine Foundation) こけすさぇすうか ちっかにえ ゅけょ くぇ すけз つすけぉに こけかせつうすぬ 
おぇさすうくせ けしくけゃくにた そぇおすけさけゃ ゃ うくょせしすさうう うしおせししすゃ ゃ てすぇすっ ╉ぇかうそけさくうはз しそけさきうさけゃぇゃてうたしは いぇ ゅけょ ゃ 
さっいせかぬすぇすっ ょっきけゅさぇそうつっしおうた う すったくけかけゅうつっしおうた こっさっきっくй 《けくょ ぇおすうゃくけ しけすさせょくうつぇか し 
ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはきう う ょさせゅうきう うくそけさきうさけゃぇくくにきう かうちぇきうй  ╇きっくくけ し ちっかぬの ぉけかっっ ぇおすうゃくけゅけ 
ゃけゃかっつっくうは くぇしっかっくうは てすぇすぇ ゃ しゃけの しすさぇすっゅうの そけくょ さぇいきっしすうか ゃ しっすう こさっいっくすぇちうのз 
こさっょくぇいくぇつっくくせの ょかは っゅけ ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえ う ゃしっゅけ すゃけさつっしおけゅけ おぇかうそけさくうえしおけゅけ しけけぉとっしすゃぇй ┿ 
すぇおあっ けすおさにか しこっちうぇかぬくにっ おぇくぇかに ょかは けぉさぇすくけえ さっぇおちうう う おけききっくすぇさうっゃх くぇ しぇえすっз くぇ しすさぇくうつおぇた 
ゃ Facebook う Twitterй ‶けきうきけ ねすけゅけз ゅけょけゃけえ けすつひす そけくょぇ いぇ нлмл ゅй くぇさはょせ し こさうくはすにき こけかくにき 
こっさっつくっき ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえ ゃおかのつうか ゃ しっぉは しかっょせのとうっ ねかっきっくすにх 
 ┿くぇかうい ういきっくっくうえ ゃ さぇきおぇた おぇあょけえ うい ゅさぇくすけゃにた こさけゅさぇきき う ねそそっおすうゃくけしすぬ 

そうかぇくすさけこうつっしおけゅけ うくしすうすせすぇ ゃ ちっかけきй 
 ╁ゃけょくにえ ゃうょっけしのあっす けす こさっいうょっくすぇ けさゅぇくういぇちううй 
 [せぉさうおう «〉こさぇゃかっくうっ くぇ こさぇおすうおっ» う «¨ぉさぇすくぇは さっぇおちうは»з ゃ おけすけさにっ ゃけてかう けしくけゃくにっ 

こけかけあっくうは うい けすつひすぇ «¨すいにゃに ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえ»й 
╊のぉけこにすっく すぇおあっ こさうきっさ 《けくょぇ ‶ぇおおぇさょ (Packard Foundation). ′ぇ こさけすはあっくうう ょゃせた ょっしはすうかっすうえ 
そけくょ さぇしこさっょっかはか ゅさぇくすに くぇ こさけっおすにз しさっょう こさけつっゅけз くぇこさぇゃかっくくにっ くぇ しすさぇすっゅうつっしおけっ 
こかぇくうさけゃぇくうっз さぇいゃうすうっ しけゃっすぇ ょうさっおすけさけゃз こかぇくうさけゃぇくうっ しきっくに させおけゃけょしすゃぇз きけょうそうおぇちうの ゃっぉ-
しぇえすけゃ ゃ ちっかはた せおさっこかっくうは けさゅぇくういぇちうけくくにた ゃけいきけあくけしすっえ ′╉¨й ╆ぇすっき そけくょ こさうゃかっお TCC Group, 
ういゃっしすくせの おけきこぇくうの こけ せこさぇゃかっくつっしおけきせ おけくしぇかすうくゅせз ょかは こさけゃっょっくうは けちっくおう ねすうた молл ゅさぇくすけゃ う 
けすゃっすぇ くぇ おかのつっゃけえ ゃけこさけし – くぇしおけかぬおけ そけくょ せしこってっく ゃ しゃけうた せしうかうはたз くぇこさぇゃかっくくにた くぇ 
けさゅぇくういぇちうけくくせの  ねそそっおすうゃくけしすぬъ ]さっょう こさけつうた ゃけこさけしけゃз くぇ おけすけさにっ そけくょ うしおぇか けすゃっすにх ゃ つひき 
しけしすけうす せしすけえつうゃけっ ういきっくっくうっз おけすけさけっ きに ょけしすうゅぇっき ぉかぇゅけょぇさは くぇてうき ゅさぇくすぇきъ ╉ぇお う ゃ おぇおけえ 
しすっこっくう きに きけあっき けぉかっつぬ ねすけ ういきっくっくうっ ゃ おけかうつっしすゃっくくにっ こけおぇいぇすっかうъ ╉ぇおうっ そぇおすけさに ゃかうはのす くぇ 
せしこった こさけっおすぇъ ╇ つすけ すさっぉせっすしは ょかは せしこってくにた けすくけてっくうえ きっあょせ おけくしせかぬすぇくすけき う おかうっくすけきъ 《けくょ 
しけぉさぇか けゅさけきくにえ きぇししうゃ ょぇくくにた – つっさっい けこさけしに う けすつひすにй ¨ょくぇおけ TCC さってうかぇ くっ せたけょうすぬ し ゅけかけゃけえ 
うしおかのつうすっかぬくけ ゃ ぇくぇかうすうおせз ぇ こさけょっかぇすぬ うくけっз こせぉかうつくけっ せこさぇあくっくうっй 』っさっい しすさぇくうつおせ そけくょぇ こけ 
けさゅぇくういぇちうけくくけえ ねそそっおすうゃくけしすう くぇ wiki う つっさっい こけこせかはさくにっ おぇくぇかに しけちうぇかぬくにた きっょうぇ けくぇ 
さぇしこさけしすさぇくうかぇ こさっょゃぇさうすっかぬくにっ ょぇくくにっ しさっょう ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえз ょけくけさけゃз おけくしせかぬすぇくすけゃ う 
ょさせゅうた いぇうくすっさっしけゃぇくくにた かうち ょかは おけききっくすぇさうっゃ う けぉさぇすくけえ さっぇおちううй ぁすけ せこさぇあくっくうっ ょぇかけ しゃけう 
くっぉっいにくすっさっしくにっ さっいせかぬすぇすに うз しさっょう こさけつっゅけз しかっょせのとうっх 《けくょ ‶ぇおおぇさょ けすきっつぇかしは くぇ くっしおけかぬおうた 
ゃぇあくにた おけくそっさっくちうはた いぇ けすおさにすにえ こけょたけょз つすけз ゃっさけはすくけз けいくぇつぇっすз つすけ くぇ うくおかのいうゃくにえ こさけちっしし 
けちっくおう しこさけし っしすぬц う つすけ ょかは こけかせつっくうは うしおけきけえ けすゃっすくけえ さっぇおちうう しかっょせっす せしすさぇうゃぇすぬ ぉっしっょに ゃ 
«しすぇさけきけょくけき» ょけゃっさうすっかぬくけき ゅさせここけゃけき そけさきぇすっз ぇ すぇおあっ ゃっぉうくぇさにз ゃ たけょっ おけすけさにた きけあくけ 
«ょせきぇすぬ ゃきっしすっ ゃしかせた»й ╁にはしくうかけしぬз つすけ かのょう かせつてっ う かっゅつっ ゃおかのつぇのすしは ゃ こさけちっしし こけしかっ 
くっこけしさっょしすゃっくくけゅけ おけくすぇおすぇ し くうきう う ゃ こさけょけかあっくうっ けぉとっくうは ょっかはすしは うょっはきう けくかぇえくй  
 

ндЫ╉[┿]′｠╈Ы╉[╄]〈Ы¨]〉╃╇╊Ы′╄‶[╇ぅ〈╇╄Ы┿╃╋╇′╇]〈[┿〈╇╁′｠》Ы[┿]》¨╃¨╁Ы
╉¨[‶¨[┿『╇ぅ╋╇  

╂かぇゃぇ ぉさうすぇくしおけゅけ ╉さぇしくけゅけ ╉さっしすぇ しねさ ′うおけかぇし ぅくゅ г Sir Nicholas Youngд ゃにさぇいうか 
しっさぬひいくけっ さぇいけつぇさけゃぇくうっ しっゅけょくはてくっえ こけいうちうっえ おけさこけさぇすうゃくにた ょけくけさけゃ ゃ けすくけてっくうう 
くっこさはきにた さぇしたけょけゃй   
http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/9991/red_cross_chief_attacks_corporate_
attitudes_to_funding_charity_infrastructure  

 

╁ うくすっさゃぬの CIVILSOCIETY.CO.UK しねさ ′うおけかぇし こけしっすけゃぇか くぇ すけす そぇおすз つすけ おけきこぇくうう きけゅせす ぉにすぬ 
けつっくぬ とっょさにきう う くっ しおせこうすぬしは くぇ ゃくせてうすっかぬくにっ しせききに ょっくっゅз おけゅょぇ さっつぬ いぇたけょうす け 
そうくぇくしうさけゃぇくうう こさけゅさぇききз くぇこさぇゃかっくくにた くぇ ぉけさぬぉせ しけ ]‶╇╃けきк╁╇』 うかう くぇ こさっけょけかっくうっ 
こけしかっょしすゃうえ こさうさけょくにた しすうたうえ う すй ょй ′け おぇお すけかぬおけ さっつぬ いぇたけょうす け さぇしたけょぇたз くぇこさうきっさз くぇ 

http://irvine.org/
http://www.packard.org/
http://www.tccgrp.com/
http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/9991/red_cross_chief_attacks_corporate_attitudes_to_funding_charity_infrastructure
http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/9991/red_cross_chief_attacks_corporate_attitudes_to_funding_charity_infrastructure
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しすさぇすっゅうつっしおうえ こっさしけくぇかз うた けすくけてっくうっ さっいおけ きっくはっすしはй [せおけゃけょうすっかう おけきこぇくうえ くっ しおかけくくに 
しけゅかぇてぇすぬしはз つすけ こけすさっぉくけしすぬ ゃ うくそさぇしすさせおすせさっ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけえ ょっはすっかぬくけしすう こさぇおすうつっしおう すぇおぇは 
あっз おぇお ゃ ぉういくっしっй 〈ぇおз ょかは すけゅけ つすけぉに こけきけとぬ ╉さぇしくけゅけ ╉さっしすぇ гう かのぉにた ょさせゅうた おさせこくにた ぇゅっくすしすゃз 
けおぇいにゃぇのとうた すったくうつっしおせの こけきけとぬд ゃ ぇそさうおぇくしおうた しすさぇくぇた ゃけいにきっかぇ ょけかあくにえ ねそそっおすз 
くっょけしすぇすけつくけ けおぇいにゃぇすぬ っひ ゃ さっあうきっ ょっしぇくすぇз ぇ くっけぉたけょうきけ しけいょぇゃぇすぬ う せおさっこかはすぬ ゃけいきけあくけしすう う 
せしかけゃうは しぇきけしすけはすっかぬくけゅけ ゃにあうゃぇくうは  きっしすくけゅけ くぇしっかっくうはй ╉さぇしくけきせ ╉さっしすせ せょぇかけしぬ しけいょぇすぬ けつっくぬ 
せょぇつくにっ こぇさすくひさしすゃぇ し さはょけき ぇそさうおぇくしおうた しけけぉとっしすゃз こっさゃにっ さけしすおう おけすけさにた せあっ ょぇかう しゃけう 
ゃしたけょにй ′け すっこっさぬ ゃぇあくけ しけたさぇくうすぬ ねすう ょけしすうあっくうはз つすけぉに ょゃうゅぇすぬしは ょぇかぬてっй ¨ょくぇおけ おけきこぇくうう 
けすおぇいにゃぇのすしは こけくうきぇすぬ ゃぇあくけしすぬ しけたさぇくっくうは ねすうた さっいせかぬすぇすけゃй ╇きっくくけ くぇ ねすけ せょさせつぇのとっっ 
こけかけあっくうっ ょっか う こにすぇっすしは こけゃかうはすぬ しねさ ′うおけかぇし ぅくゅй 
 

III. ¨『╄′╉┿ 

 

1) 〉╋╄[╄′′¨]〈をЫ╇Ы╀┿╊┿′]  

╂せきぇくうしすうつっしおうえ う すったくけおさぇすうつっしおうえ こけょたけょに ゃ しそっさっ そうかぇくすさけこうう う けちっくおう 
しせぉなっおすけゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけえ ょっはすっかぬくけしすうх おぇおうき ょけかあっく ぉにすぬ けこすうきぇかぬくにえ 
ゃにぉけさъ ¨ こかのしぇたз きうくせしぇた う しけつっすぇくうう ょゃせた こけょたけょけゃ さぇいきにてかはっす ねおしこっさす 
ぇきっさうおぇくしおけえ おけくしぇかすうくゅけゃけえ けさゅぇくういぇちうう TCC Group…  
http://philanthropy.com/article/Why-Grant-Makers-Must-Lead/128340/?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en 

 

╂けゃけさは せしかけゃくけз しっゅけょくは しせとっしすゃせっす ょゃっ おさぇえくけしすう ゃ そけさきうさけゃぇくうう こけかうすうお ゃ しぇきにた さぇいくにた しそっさぇた 
つっかけゃっつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすうз ゃ すけき つうしかっ う ゃ しそっさっ せこさぇゃかっくうは う けちっくおう ょっはすっかぬくけしすう 
ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにた うくしすうすせすけゃй ╂せきぇくうしすうつっしおうえ こけょたけょ ょっかぇっす ぇおちっくす くぇ ゃぇあくけしすう さけかう 
ぉっししけいくぇすっかぬくけゅけз つせゃしすゃ う おぇつっしすゃぇ きっあかうつくけしすくにた けすくけてっくうえй 〈ったくけおさぇすうつっしおうえ こけょたけょ しすぇゃうす 
ゃけ ゅかぇゃせ せゅかぇ さぇちうけくぇかぬくけしすぬй ¨ぉっ おさぇえくけしすう こさっょしすぇゃかはのすしは せこさけとっくうっきз けしけぉっくくけ くぇ そけくっ 
こけしかっょくうた きっあょうしちうこかうくぇさくにた うししかっょけゃぇくうえз こけょすゃっさあょぇのとうた くっけぉたけょうきけしすぬ しうくすっいぇ かけゅうおう う 
うくしすうくおすぇй ╁ そうかぇくすさけこうう いぇ こけしかっょくうっ мр  かっす すったくけおさぇすうつっしおうえ こけょたけょз ぉっいせしかけゃくけз ょぇか しゃけう 
こかけょに う こけきけゅ さはょせ おさせこくにた そけくょけゃ1 ぉけかっっ つひすおけ しそけさきせかうさけゃぇすぬ ちっかうз しすさぇすっゅううз しすぇすぬ すけつくっっ ゃ 
けすくけてっくうう けちっくおう さっいせかぬすぇすけゃз しけおさぇすうすぬ ょうしすぇくちうの し ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはきう うз ゃ おけくちっ おけくちけゃз 
ょけしすうつぬ ぉけかぬてっゅけ ゃかうはくうはй ¨ょくぇおけ ねすけす こけょたけょ こけゃかうはか すぇおあっ う くぇ きけすうゃぇちうけくくせの う ちっくくけしすくせの 
ぉぇいせ ょけくけさけゃз つすけ うきっかけ けこさっょっかっくくにっ くっゅぇすうゃくにっ こけしかっょしすゃうはй ╂せきぇくうしすうつっしおうえ こけょたけょ ゃ 
そうかぇくすさけこうう こさっょこけかぇゅぇっす ぇかぬすさせうしすうつっしおうっ せぉっあょっくうはз ゅうぉおけしすぬ う うくすせうすうゃくけしすぬ ゃ 
ゅさぇくすきっえおうくゅっз うしこけかぬいけゃぇくうっ おぇつっしすゃっくくけえ けちっくおう ゃ ちっかはた しぇきけけぉせつっくうは う しけたさぇくっくうっ 
けこさっょっかひくくけえ ょうしすぇくちうう し ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはきうй ╋っあょせ すっき くう けょうく うい こけょたけょけゃ ゃ しゃけっえ おさぇえくっえ 
そけさきっ くっ ょっかぇっす そうかぇくすさけこうの ぉけかっっ ねそそっおすうゃくけえ うかう うくくけゃぇちうけくくけえй ]おけさっっз くぇうぉけかっっ 
うくすっさっしくにっ ゃっとう こさけうしたけょはす くぇ しぇきけき しすにおっ ょゃせた すうこけゃ きにてかっくうえх こさう しぉぇかぇくしうさけゃぇくくけき 
しけつっすぇくうう しすさぇしすくけえ せゃかっつひくくけしすう う さっぇかうしすうつっしおうた しすさぇすっゅうえз おけくすさけかは う ゅうぉおけしすうз ちうそさ う 
うしすけさうえй ]さっょう そけくょけゃз おけすけさにき せょぇひすしは せしこってくけ ぉぇかぇくしうさけゃぇすぬ くぇ しすにおっ ょゃせた すうこけゃ こけょたけょけゃз –  
そけくょに Skillman, Cleveland, Heron, Irvine, Mary Reynolds Babcock, NoVo, Packard う Rockefeller Brothers, 
California Wellness, Ford. 
 ╉ぇお あっ そけくょぇき こさうぉかういうすぬしは お あっかぇっきけきせ ぉぇかぇくしせъ 《けくょにз くぇこさうきっさз きけゅせす ぉさぇすぬ くぇ さぇぉけすせ 
しこっちうぇかうしすけゃз おけすけさにっ しこけしけぉくに いょさぇゃけ きにしかうすぬ う せきっかけ しけつっすぇのす こさけそっししうけくぇかぬくにっ くぇゃにおう し 
くぇゃにおぇきう きっあかうつくけしすくけゅけ けぉとっくうはй ╊せつてうっ かうょっさに せきっのす ぇくぇかういうさけゃぇすぬз ぉにすぬ けぉなっおすうゃくにきう う 
けぉかぇょぇのす ねおしこっさすういけえз くけ ねすうき うた ょけしすけうくしすゃぇ くっ けゅさぇくうつうゃぇのすしはй 〈ぇおあっ けくう いくぇのす しゃけう しかぇぉにっ 
しすけさけくにз ゅけすけゃに お しけすさせょくうつっしすゃせз せゃぇあうすっかぬくけ けすくけしはすしは お ょさせゅうきз こけかぇゅぇのすしは くぇ しゃけの うくすせうちうの 
う ゅけすけゃに せきっかけ ょけいうさけゃぇすぬ ねすう くぇゃにおう ゃ いぇゃうしうきけしすう けす けぉしすけはすっかぬしすゃй  ╂せきぇくうしすうつっしおう 
くぇしすさけっくくにき ゅさぇくすけょぇのとうき けさゅぇくういぇちうはき しかっょけゃぇかけ ぉに しすぇすぬ ぉけかっっ ぉっしこさうしすさぇしすくにきう ゃ さぇぉけすっз 
くっ すっさはは こさう ねすけき つせゃしすゃぇ さぇょけしすう う しけこさうつぇしすくけしすうй ¨くう きけゅかう ぉに いぇょせきぇすぬしは け すけきз くっ こっさっょぇのす 
かう けくう しかうておけき きくけゅけ けすゃっすしすゃっくくけしすう ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはきз くっ すさっぉせは ゃいぇきっく ょけかあくけえ 
こけょけすつひすくけしすう う くっ けぉさぇとぇはしぬ お しゃけうき しけぉしすゃっくくにき いくぇくうはきй 〈ったくけおさぇすぇき きけあくけ ぉにかけ ぉに おけゅょぇ-すけ 

                                                                 

1 ]さっょう こっさゃにたз おすけ こさっせしこっかз おぇお きうくうきせきз そけくょにх Edna McConnell Clark, Hewlett, Robin Hood, Broad, Wallace, 
ぇ すぇおあっ Venture Philanthropy Partnersй  

http://philanthropy.com/article/Why-Grant-Makers-Must-Lead/128340/?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en
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ぉにすぬ きっくっっ あひしすおうき ゃ させおけゃけょしすゃっз ゃゃっしすう ねかっきっくすに うきこさけゃういぇちううз ぉにすぬ しくうしたけょうすっかぬくっっ お 
ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはきй 
 

2) «‶[¨[｠╁Ы╁Ы]¨╆′┿′╇╇»  г《¨′╃¨╁д  

╀けかぬてうくしすゃけ させおけゃけょうすっかっえ そけくょけゃ たけすっかう ぉに ゃうょっすぬ ぉけかぬてっ  しゃうょっすっかぬしすゃ 
さっいせかぬすぇすけゃ ょっはすっかぬくけしすう しゃけうた ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえй ╀けかっっ すけゅけз けくう こけくうきぇのすз 
つすけ ょけかあくに しぇきう かせつてっ こけくうきぇすぬ ねそそっおすうゃくけしすぬ ゅさぇくすけゃにた こさけゅさぇきき う 
けさゅぇくういぇちうえз おけすけさにっ けくう こけょょっさあうゃぇのすй ¨ょくぇおけ ゃにしおぇいにゃぇっきにっ くぇきっさっくうは ゃっしぬきぇ 
ょぇかっおう けす さっぇかぬくけしすうй   
http://www.effectivephilanthropy.org/blog/2011/07/why-foundations-need-to-make-a-leap-of-
reason/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+effectivephilanthr
opy+%28The+CEP+Blog%29&utm_content=Yahoo%21+Mail  

 

╊うてぬ мм а ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえ ぉけかっっ つっき нлл ぇきっさうおぇくしおうた そけくょけゃз おけすけさにっ けすゃっつぇかう くぇ ゃけこさけしに 
けこさけしぇ くぇ こさけすはあっくうう こけしかっょくうた ゃけしぬきう かっすз せおぇいぇかう くぇ せつぇしすうっ しゃけっゅけ ょけくけさぇ ゃ こさけちっししっ 
さぇいさぇぉけすおう けちっくけつくにた きったぇくういきけゃй ╋に くっ いくぇっきз け おぇおけえ うきっくくけ そけさきっ せつぇしすうは うょっす さっつぬ – け 
ゅさぇくすぇた かう くぇ うくしすうすせちうけくぇかぬくけっ せおさっこかっくうっз うかう け こさはきけえ こけょょっさあおっ けしくけゃくけえ ょっはすっかぬくけしすう 
けさゅぇくういぇちううз - せすけつくはのとうた ょぇくくにた くっ しせとっしすゃせっすй ′け くっしけけすゃっすしすゃうっ きっあょせ いぇはゃかはっきにきう 
くぇきっさっくうはきう う けすしせすしすゃうっき しけけすゃっすしすゃせのとうた うき こけしかっょせのとうた ょっえしすゃうえ ゃにいにゃぇっすз おぇお きうくうきせきз 
つせゃしすゃけ ぉっしこけおけえしすゃぇй ╉すけ あっ こけょょっさあうす ′╉¨ ゃ ょっかっ けちっくおう ょっはすっかぬくけしすうз っしかう くっ しぇきう そけくょにъ 
╃けくけさに くうおけゅょぇ くっ こけかせつぇす せょけゃかっすゃけさうすっかぬくけゅけ おぇつっしすゃぇ ょぇくくにた さっいせかぬすぇすうゃくけしすうз っしかうз おぇお 
きうくうきせきз くっ こけきけゅせす ′╉¨ けすしかっあうゃぇすぬ ょぇくくにっ け おけくっつくにた こけかせつぇすっかはたз こさけゃけょうすぬ ぉぇいけゃにえ ぇくぇかうい 
ねすうた ょぇくくにた う くっ こけきけゅせす うき こけくはすぬ くぇ けしくけゃっ ねすうた ょぇくくにたз おぇお ゃ こっさしこっおすうゃっ せかせつてうすぬ 
こさけゅさぇききにй ′けз おぇお くう こぇさぇょけおしぇかぬくけз ょけくけさに しおけさっっ ぉせょせす そうくぇくしうさけゃぇすぬ こけょたけょにз おけすけさにっ ゃ 
おけくっつくけき うすけゅっ ゃにかうゃぇのすしは ゃ くっけこさぇゃょぇくくにっ さぇしたけょに うきっくくけ ゃ しうかせ ょっそうちうすぇ こけおぇいぇすっかっえ 
ねそそっおすうゃくけしすうй ¨しすけさけあくうつぇは し さぇしたけょぇきうз きけあくけ しっさぬひいくけ くぇゃさっょうすぬ おけくっつくけえ ちっかうй  
╉ しけあぇかっくうのз きぇかけ おすけ うい そけくょけゃ しっゅけょくは うくゃっしすうさせっす ゃ しうしすっきぇすうつっしおうえ しぉけさ ょぇくくにた けぉ 
ねそそっおすうゃくけしすう させおけゃけょしすゃぇ ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえ うかう ゃ けすょっかぬくけえ しそっさっй ]けぉしすゃっくくけ ゃぇあくけしすう ねすけゅけ 
ょっかぇз くっ こさっせきっくぬてぇは しかけあくけしすうз くけ う ゃしっかはは くぇょっあょせ くぇ ぉせょせとっっз う こけしゃはとっくぇ おくうゅぇ ╋ぇさうけ 
╋けさうくけ гMario Morinoд «‶さけさにゃ ゃ しけいくぇくうう» гLeap of Reason).  
ぁすけ けぉはいぇすっかぬくけっ つすっくうっ ょかは すったз おすけ うしおさっくくっ いぇうくすっさっしけゃぇく ゃ せしすけえつうゃにた ういきっくっくうはたй  

 
 

IV. 〉‶[┿╁╊╄′╇╄ 

 

мдЫ]¨╁╄〈｠Ы‶¨‶╄』╇〈╄╊╄╈Ы╁Ы『╄′〈[╄Ы╁′╇╋┿′╇ぅ  

╄しかう ゃぇき くせあくけ けちっくうすぬ さぇぉけすせ しけゃっすぇ こけこっつうすっかっえз しせとっしすゃせのとせの しすさせおすせさせ 
せこさぇゃかっくうはз くけ ゃに くっ いくぇっすっз し つっゅけ くぇつぇすぬз – くけゃにえ けすつひす NPC ょぇひす こさぇおすうつっしおうっ 
さっおけきっくょぇちううз おぇお ねすけ しょっかぇすぬй   
http://www.philanthropyuk.org/news/2011-06-30/trustee-boards-under-spotlight-new-report 

 

¨ちっくおぇ しけゃっすぇ こけこっつうすっかっえ г]‶д けいくぇつぇっす おさうすうつっしおうえ ゃいゅかはょ くぇ しこかぇゃ くぇゃにおけゃз かうつくけしすっえ う けこにすぇ 
ゃ けさゅぇくっ せこさぇゃかっくうはй ╁くうきぇくうっ しかっょせっす けぉさぇすうすぬ くぇ すけз ういきっくうかけしぬ かう つすけ-くうぉせょぬ ゃ ょっはすっかぬくけしすう 
しけゃっすぇ いぇ すけ ゃさっきはз おぇお こさけういけてかう ういきっくっくうは ゃけ ゃくってくうた せしかけゃうはた う こけすさっぉくけしすはた けさゅぇくういぇちううъ 
′ぇいさっかぇ かう くっけぉたけょうきけしすぬ ゃ くけゃにた いくぇくうはたъ ╃けくけさに けちっくうゃぇのす ねそそっおすうゃくけしすぬ ]‶ こけすっくちうぇかぬくけゅけ 
ゅさぇくすけこけかせつぇすっかは – くぇしおけかぬおけ せしすけえつうゃぇ しうしすっきぇ せこさぇゃかっくうは ゃ くっせしすけえつうゃにっ ゃさっきっくぇъ ]けゃっすに 
ぉっさせす くぇ しっぉは けすゃっすしすゃっくくけしすぬз こさうくうきぇは さってっくうっ け しかうゃぇくうう うかう しけすさせょくうつっしすゃっй ′ぇ くうた かっあうす 
くっこさけしすぇは さけかぬ かうょっさけゃз けくう – けしくけゃくけえ うしすけつくうお こけょょっさあおう くっ すけかぬおけ ′╉¨з くけ う 
ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえй 
 ╁ けすつひす ゃけてかう おっえしに ]‶ おさせこくにた う くっぉけかぬてうた ′╉¨ け こさけちっししぇた こっさっしすさけえおう ゃ せしかけゃうはた 
おさういうしぇй ╁ こさうかけあっくうう きけあくけ くぇえすう こっさっつっくぬ ゃけこさけしけゃз おけすけさにっ ぉせょせとうっ ょけくけさに うかう 
ょっえしすゃせのとうっ こけこっつうすっかう きけゅかう ぇょさっしけゃぇすぬ しっぉっ гつひすおけっ こけくうきぇくうっ しすさぇすっゅうつっしおうた こさうけさうすっすけゃз 
せくうおぇかぬくけしすぬ こさっょかけあっくうはз おぇつっしすゃけ かうょっさしすゃぇз すけつくにえ せつひす そうくぇくしけゃз こさぇゃうかぬくぇは おけきぉうくぇちうは 
かのょっえ ゃ しけゃっすっз ゅけすけゃくけしすぬ お しぇきけおさうすうおっз すй ょйдй ╉かのつっゃにっ ぇしこっおすに さぇぉけすに ]‶ – しうかぇ う ゃかうはくうっ 
こさっょしっょぇすっかはц おぇつっしすゃけ けすくけてっくうえ きっあょせ こさっょしっょぇすっかっき う ょうさっおすけさけきц さぇいきっさ ]‶ 
гさっおけきっくょけゃぇくくけっ つうしかけ мндй ¨すょっかぬくにき こっさっつくっき こさうゃけょはすしは ゃけこさけしに ょかは けちっくおう さぇいせきくけゅけ 

http://www.effectivephilanthropy.org/blog/2011/07/why-foundations-need-to-make-a-leap-of-reason/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+effectivephilanthropy+%28The+CEP+Blog%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
http://www.effectivephilanthropy.org/blog/2011/07/why-foundations-need-to-make-a-leap-of-reason/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+effectivephilanthropy+%28The+CEP+Blog%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
http://www.effectivephilanthropy.org/blog/2011/07/why-foundations-need-to-make-a-leap-of-reason/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+effectivephilanthropy+%28The+CEP+Blog%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
http://www.philanthropycapital.org/publications/improving_the_sector/trusteeship/seminars_2011.aspx
http://www.philanthropyuk.org/news/2011-06-30/trustee-boards-under-spotlight-new-report
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ぉぇかぇくしぇ おぇつっしすゃ ]‶ гくぇかうつうっ くぇゃにおけゃз いくぇくうえз ゃけゃかっつひくくけしすぬз おけきぇくょくぇは さぇぉけすぇз  ゅけすけゃくけしすぬ お 
しかけあくけしすはきдй ]すさぇすっゅうつっしおけっ こかぇくうさけゃぇくうっ ]‶ しかっょせっす けしせとっしすゃかはすぬ ぉにしすさけ う ゅうぉおけй  ╇きっっす 
いくぇつっくうっ おぇお さぇしこさけしすさぇくはっすしは うくそけさきぇちうは けぉ けしくけゃくにた こけおぇいぇすっかはた けさゅぇくういぇちうう гくぇこさうきっさз 
ょけたけょに うい さぇいくにた うしすけつくうおけゃз しさっょくっっ おけかうつっしすゃけ ぉけかぬくうつくにた ょくっえз つうしかっくくけしすぬ こっさしけくぇかぇз 
ょけしすうゅくせすにっ ょけゅけゃけさひくくけしすう う くっしけしすけはゃてうっしは しょっかおう – きけあくけ こさっょしすぇゃかはすぬ ゃ くぇゅかはょくけき ゃうょっдй 
╃けくけさに う こけこっつうすっかう おさうすうつっしおう けちっくうゃぇのす くぇょひあくけしすぬ うしすけつくうおけゃ ょけたけょけゃ ′╉¨ う ゅうぉおけしすぬ ゃ 
ゃけこさけしっ いぇすさぇすй ╁ぇあくけ ぉにすぬ ゅけすけゃにき ういきっくうすぬ つすけ-すけ う こさうくうきぇすぬ けすゃっすしすゃっくくにっ ゃぇあくにっ さってっくうは 
гくぇこさうきっさз け こさうけしすぇくけゃかっくうう せしかせゅдй  
 

ндЫ‶[╄╃]╄╃┿〈╄╊をЫ]¨╁╄〈┿Ы╃╇[╄╉〈¨[¨╁Ы′╉¨Ы′〉╅╃┿╄〈]ぅЫ╁Ы‶¨╋¨】╇  

╉けくしぇかすうくゅけゃぇは  けさゅぇくういぇちうは BoardSource こさけゃっかぇ けこさけし う こけかせつうかぇ くっ しぇきにっ 
せすってうすっかぬくにっ さっいせかぬすぇすにх させおけゃけょうすっかう ′╉¨ けちっくうかう しゃけう ]けゃっすに くぇ «すさう し 
こかのしけき» г«]ж»дз ぇ しぇきう つかっくに ]けゃっすけゃ こけしすぇゃうかう しっぉっ すゃっさょせの «つっすゃっさおせ» г«╁»дй 
╃けかあっく ぉにすぬ おぇおけえ-すけ ゃにたけょ うい しうすせぇちううй  
http://philanthropy.com/article/Nonprofit-Board-Leaders-Need-a/127666/   

 

[せおけゃけょうすっかう ′╉¨ しつうすぇのすз つすけ ]けゃっすに ょうさっおすけさけゃ くぇうきっくっっ せしこってくけ しこさぇゃかはのすしは し いぇょぇつぇきうз 
おけすけさにっ おぇしぇのすしは そぇくょさぇえいうくゅぇц ゃいぇうきけょっえしすゃうは し しけけぉとっしすゃぇきうц こさうゃかっつっくうは ゃ しゃけえ しけしすぇゃ くけゃにた 
つかっくけゃц う さぇいさぇぉけすおう しすさぇすっゅううй ╉ すぇおけきせ ゃにゃけょせ こさうてっか おけかかっおすうゃ うししかっょけゃぇすっかっえ BoarSource. 

′ぇょ ゃっつくにきう ゃけこさけしぇきう «こけつっきせ» う «つすけ ょっかぇすぬ» さぇいきにてかはっす ぃょあうく 》й 《さぇき гEugene H. 
Fram)з けょうく うい ぇゃすけさけゃ おくうゅう «‶けかうすうおぇ うかう ぉのさけおさぇすうはх ╁けいきけあくけしすう こさうきっくっくうは 
おけさこけさぇすうゃくけえ きけょっかう ょかは こけゃにてっくうは ねそそっおすうゃくけしすう う さっいせかぬすぇすうゃくけしすう ′╉¨» гPolicy vs. Paper 
Clips: How Using the Corporate Model Makes a Nonprofit More Efficient and Effective). ¨く ゃうょうす 
うしすけつくうお こさけぉかっきに ゃ すけきз つすけ いぇつぇしすせの ょけかあくけしすぬ こさっょしっょぇすっかは ]けゃっすぇ いぇくうきぇっす うしこけかくうすっかぬくにえ 
ょうさっおすけさ ′╉¨з う っゅけ ゃさっきは こけゅかけとぇっす すっおせとぇは さぇぉけすぇц かうぉけ こさっょしっょぇすっかぬ はゃかはっすしは こさけそっししうけくぇかけき 
ゃ ょさせゅけえ しそっさっ ょっはすっかぬくけしすう гょかは こさうきっさぇх こうぇくうしすз ゃけいゅかぇゃかはのとうえ ]けゃっす ょうさっおすけさけゃ しけちうぇかぬくけえ 
しかせあぉにдз う すけゅょぇ っきせ くっ たゃぇすぇっす くう ゃさっきっくうз くう いくぇくうえй ╇ ゃ すけえз う ゃ ょさせゅけえ しうすせぇちうう こさっょしっょぇすっかぬ 
]けゃっすぇ せつうすしは «くぇ たけょせ»з う っきせ くせあっく っょうくけきにてかっくくうお う きせょさにえ しけゃっすくうおй ‶けねすけきせ ぃょあうく 
こさっょかぇゅぇっす けぉさぇすうすぬしは お こさぇおすうおっ ぉういくっしぇ う こけこさけぉけゃぇすぬ ゃゃっしすう くっけそうちうぇかぬくせの ょけかあくけしすぬ 
«ょうさっおすけさぇ-くぇしすぇゃくうおぇ» г«lead director»дй ′ぇ すぇおけえ ねおしこっさうきっくす ゃこっさゃにっ さってうかぇしぬ ′ぬの-╈けさおしおぇは 
そけくょけゃぇは ぉうさあぇз つすけぉに こさけょっきけくしすさうさけゃぇすぬ くぇょかっあぇとっっ せこさぇゃかっくうっ おけきこぇくうっえ ゃ けすゃっす くぇ 
すさっぉけゃぇくうは ╆ぇおけくぇ ]ぇさぉっえくっしぇ-¨おしかう гSarbanes-Oxley Act )2й ╂-く 《さぇき せゃっさっくз つすけ ゃ せしかけゃうはた ′╉¨ 
くっけそうちうぇかぬくにえ くぇしすぇゃくうお きけあっす けおぇいぇすぬ しゃけっきせ おけかかっゅっ しせとっしすゃっくくせの こけきけとぬ ゃ さってっくうう 
しかっょせのとうた いぇょぇつх  
 ╃けしすうあっくうっ おけくしっくしせしぇ きっあょせ つかっくぇきう ]けゃっすぇ ょうさっおすけさけゃц 
 ╉けくちっくすさぇちうは ゃくうきぇくうは ]けゃっすぇ くぇ しすさぇすっゅうつっしおうた ゃけこさけしぇたц 
 ╉けくすさけかぬ けぉなっきぇ う おぇつっしすゃぇ こけしすせこぇのとっえ ゃ ]けゃっす せこさぇゃかっくつっしおけえ うくそけさきぇちううц 
 ¨ぉとっくうっ し くっねそそっおすうゃくにきう うかう おけくそかうおすくにきう つかっくぇきう ]けゃっすぇц 
 ╋けくうすけさうくゅ う おけけさょうくぇちうは ょっはすっかぬくけしすう おけきうすっすけゃ ]けゃっすぇц 
 ┿おすうゃういぇちうは さぇぉけすに くっそせくおちうけくぇかぬくけゅけ ]けゃっすぇц 
 ‶けしすさけっくうっ おけくしすさせおすうゃくにた ゃいぇうきけけすくけてっくうえ きっあょせ させおけゃけょうすっかっき ′╉¨ う ]けゃっすけきц 
 ╉けくしせかぬすうさけゃぇくうっ させおけゃけょうすっかは гうしこけかくうすっかぬくけゅけ ょうさっおすけさぇд ′╉¨ц 
 〉つぇしすうっ ゃ けちっくおっ さぇぉけすに させおけゃけょうすっかは ′╉¨ гくぇ さぇくくっき ねすぇこっдц 
‶さう ねすけき くっ しかっょせっす いぇぉにゃぇすぬз つすけ ゃしの こけかくけすせ けすゃっすしすゃっくくけしすう いぇ さぇぉけつうえ こさけちっしし う こさうくはすにっ 
さってっくうは こけ-こさっあくっきせ ぉせょっす くっしすう こさっょしっょぇすっかぬ ]けゃっすぇй ¨しくけゃくにっ ちっかう くぇしすぇゃくうおぇ – せおさっこうすぬ 
しすさぇすっゅうつっしおせの しけしすぇゃかはのとせの ゃ さぇぉけすっ ]けゃっすぇ う くぇかぇょうすぬ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ し うしこけかくうすっかぬくにき 
ょうさっおすけさけきй ]ぇきけっ ゅかぇゃくけっ – さってうすぬしは くぇ ねおしこっさうきっくす う こけしきけすさっすぬз くぇしおけかぬおけ せかせつてうすしは さぇぉけすぇ 
ゃにしてっゅけ せこさぇゃかはのとっゅけ けさゅぇくぇ ′╉¨й 
 
 

                                                                 

2 ╆ぇおけくЫ]ぇさぉっえくしぇ-¨おしかう (Sarbanes-Oxley Actц こけょこうしぇく こさっいうょっくすけき ]【┿ ол うのかは нллн ゅйд – 『っかぬ いぇおけくぇ 
- «こけかけあうすぬ おけくっち いかけせこけすさっぉかっくうはきз し こけきけとぬの おけすけさにた ぇきっさうおぇくしおうっ おけきこぇくうう いぇゃにてぇかう しゃけう 
そうくぇくしけゃにっ こけおぇいぇすっかう». ╆ぇおけく せあっしすけつうか すさっぉけゃぇくうは お そうくぇくしけゃけえ けすつひすくけしすう おけさこけさぇちうえй г‶さうきй ぇゃすйд 

http://philanthropy.com/article/Nonprofit-Board-Leaders-Need-a/127666/
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V. 《┿′╃[┿╈╆╇′╂Ы  

 

1) ╋¨╀╇╊を′｠╈Ы《┿′╃[┿╈╆╇′╂?  

╁にてっか ゃ しゃっす ゃすけさけえ こけ しつひすせ っあっゅけょくにえ けすつひすз けしくけゃぇくくにえ くぇ うししかっょけゃぇくうう  
さぇしこさけしすさぇくっくうは う こさうきっくっくうは きけぉうかぬくにた しさっょしすゃ しゃはいう う きけぉうかぬくけゅけ  そぇくょさぇえいうくゅぇ 
しさっょう ′╉¨й  
http://www.pnnonline.org/nonprofits-report-growing-interest-in-mobile-media-and-mobile-giving  
 

‶け ょぇくくにき うししかっょけゃぇくうはз こさけゃっょひくくけゅけ ゃ нлмм ゅй しさっょう ょゃせたしけす ′╉¨з おけかうつっしすゃけ けさゅぇくういぇちうえз 
うしこけかぬいせのとうた すっおしすけゃにえ そぇくょさぇえいうくゅ «こけ しすぇさうくおっ»з しくうあぇっすしは ゃ すけ ゃさっきはз おぇお ゃしひ ぉけかぬてっっ つうしかけ 
′╉¨ けしゃぇうゃぇのす きけぉうかぬくにっ しさっょしすゃぇ ゃ すった あっ ちっかはたй ¨ょくぇおけ きけぉうかぬくにっ しさっょしすゃぇ けしゃぇうゃぇのすしは ゃ 
こっさゃせの けつっさっょぬ くっ ゃ ちっかはた そぇくょさぇえいうくゅぇ гптадз ぇ し ちっかぬの ゃけゃかっつっくうは ゃ ょっはすっかぬくけしすぬ ゅさぇあょぇくй 〉あっ 
ф а うい けこさけてっくくにた ′╉¨ ゃっょせす こさけゅさぇききにз うしこけかぬいせのとうっ きけぉうかぬくせの しゃはいぬй ぁすぇ ちうそさぇ ゃ ょゃぇ さぇい 
ゃにてっ こけおぇいぇすっかは いぇ нлмл ゅけょз つすけ ゅけゃけさうす け しせとっしすゃっくくけき こけすっくちうぇかっй 》けすは きけぉうかぬくにっ しさっょしすゃぇ 
しゃはいう せゃっさっくくけ ゃくっょさはのすしは ゃ しけゃさっきっくくせの あういくぬз рл а けこさけてっくくにた そぇくょさぇえいっさけゃ ゃにさぇあぇのす 
くっょけゃけかぬしすゃけ すっおせとうきう さっいせかぬすぇすぇきう きけぉうかぬくにた しぉけさけゃй ╁きっしすっ し すっき нн а けこさけてっくくにた こうけくっさけゃ 
きけぉうかぬくけゅけ そぇくょさぇえいうくゅぇ しけけぉとぇのす けぉ せぉっょうすっかぬくにた さっいせかぬすぇすぇた – けす Ямл すにしй ょけ Ям きかく いぇ нлмл ゅй 
гさっいせかぬすぇすに нллф ゅけょぇ  ぉにかう くぇきくけゅけ たせあっдй ╋けぉうかぬくぇは しゃはいぬ しすぇくけゃうすしは すぇおあっ きけとくにき 
うくしすさせきっくすけき ゃけゃかっつっくうは ょけくけさけゃй ╁しっ ねすう ういきっくっくうは う さっいせかぬすぇすに せあっ いぇしすぇゃうかう きくけゅうた 
させおけゃけょうすっかっえ ′╉¨ ゃおかのつうすぬ きけぉうかぬくにっ しさっょしすゃぇ しゃはいう ゃ けぉとせの こけかうすうおせ ちうそさけゃにた きっょうぇй 
 

VIйЫ╁╄′』〉[′┿ぅЫ《╇╊┿′〈[¨‶╇ぅ 

 

мдЫ[〉╉¨╁¨╃]〈╁¨Ы‶¨Ы╁╄′』〉[′¨╈Ы《╇╊┿′〈[¨‶╇╇  

╄ゃさけこっえしおぇは  ぇししけちうぇちうは ゃっくつせさくけえ そうかぇくすさけこうう гEVPAд ゃにこせしすうかぇ ゃ しゃっす 
こさぇおすうつっしおけっ させおけゃけょしすゃけз けさうっくすうさけゃぇくくけっ くぇ つぇしすくにた かうち う つぇしすくにっ おけきこぇくううй   
http://www.philanthropyuk.org/news/2011-06-30/private-equity-community-target-new-venture-
philanthropy-guide 
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/9873/evpa_releases_new_guid_on_venture_ph
ilanthropy 

 

╇いょぇくうっ гすさっすぬっ うい しっさううд こけょゅけすけゃかっくけ 『っくすさけき いくぇくうえ EVPAз きっすけょうつっしおうき う ねおしこっさすくにき 
さっしせさしけき こけ ゃっくつせさくけえ そうかぇくすさけこうう г╁《дй ╁ すっさきうくぇた EVPA ╁《 – ねすけ けしけぉぇは きっすけょけかけゅうは 
さぇいゃうすうは こけすっくちうぇかぇ うくしすうすせすけゃ し しけちうぇかぬくけえ きうししうっえ こさう こけきけとう そうくぇくしけゃけえ う 
くっそうくぇくしけゃけえ こけょょっさあおう ょかは ょけしすうあっくうは ぉけかぬてっゅけ ゃかうはくうはй ‶けきけとぬ  
きけあっす けおぇいにゃぇすぬしは ゃ ゃうょっ ゅさぇくすけゃз おけききっさつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすう う しけちうぇかぬくにた うくゃっしすうちうえ  
こさう せしかけゃうう こけかせつっくうは おぇお そうくぇくしけゃにたз すぇお う しけちうぇかぬくにた ょうゃうょっくょけゃй 

′けゃぇは こせぉかうおぇちうは けこうしにゃぇっす ゃけいきけあくにっ しすさぇすっゅうう せつぇしすうは ゃ ╁《з こけょおさっこかはは うた 
こさうきっさぇきう かせつてうた こさぇおすうおй [せおけゃけょしすゃけ しせききうさせっす こさけそっししうけくぇかぬくにえ けこにす ゃっくつせさくけゅけ 
おぇこうすぇかぇ う つぇしすくにた おけきこぇくうえ ゃ しそっさっ ゃっくつせさくけえ そうかぇくすさけこううз おけすけさせの けくう うしおさっくくっ 
こけょょっさあぇかう きくけゅけ かっす すけきせ くぇいぇょй ¨こうしにゃぇっす おぇお うきっくくけ こさけそっししうけくぇかに きけゅせす うしこけかぬいけゃぇすぬ 
しゃけう くぇゃにおう ょかは ょけしすうあっくうは いくぇつうきにた う せしすけえつうゃにた しけちうぇかぬくにた ういきっくっくうえ г impactдз ぇ 
いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ しすけさけくにз すぇおうっз おぇお そけくょに う しけしすけはすっかぬくにっ かのょうз ねおしこっさうきっくすうさせのす し 
くけゃにきう ょかは くうた しすさぇすっゅうはきうй ╁ くひき すぇおあっ さぇししきけすさっくに さぇいかうつくにっ きけすうゃぇちううз おけすけさにっ しすけはす 
いぇ うくすっさっしけき つぇしすくけゅけ おぇこうすぇかぇ ゃ ╁《й 〈ぇおз ╁《 ょかは おけきこぇくうえ – ねすけ しこけしけぉ さぇいゃうすうは う 
きけすうゃうさけゃぇくうは こっさしけくぇかぇц ゃにさぇあっくうっ ぇかぬすさせうしすうつっしおうた くぇしすさけっくうえц ゃけいきけあくけしすぬ しけいょぇくうは 
こけかけあうすっかぬくけゅけ けぉさぇいぇ おけきこぇくうう ゃ けぉとっしすゃっз ぇ すぇおあっ ゃ しさっょっ こけすっくちうぇかぬくにた うくゃっしすけさけゃй  
╆ぇ こけしかっょくうっ こはすぬ かっす つうしかけ ゅさぇくすけょぇのとうた うくしすうすせすけゃ ╁《з せつさっあょひくくにた おさせこくにきう つぇしすくにきう 
そうさきぇきう ゃ ╄ゃさけこっз せょゃけうかけしぬй ╋くけゅうっ くけゃにっ うくしすうすせすに ゃっくつせさくけえ そうかぇくすさけこうう ぉにかう 
せつさっあょっくに こさっょしすぇゃうすっかはきう つぇしすくけゅけ ぉういくっしぇй ‶はすぬ かっす くぇいぇょ ╁《 くぇつうくぇかぇしぬ し こけかょのあうくに 
ねくすせいうぇしすけゃз ぇ しっゅけょくは ねすけ しけかうょくけっ ょゃうあっくうっ しけ いくぇつうすっかぬくけえ こけょょっさあおけえ つぇしすくけゅけ おぇこうすぇかぇй  
 

http://www.pnnonline.org/nonprofits-report-growing-interest-in-mobile-media-and-mobile-giving
http://www.afpnet.org/files/ContentDocuments/New%20Directions_2011%20Survey%20Findings_NP%20Mobile%20Adoption_K-AFP%20FINAL%20DRAFT(2).pdf
http://www.evpa.eu.com/
http://www.philanthropyuk.org/news/2011-06-30/private-equity-community-target-new-venture-philanthropy-guide
http://www.philanthropyuk.org/news/2011-06-30/private-equity-community-target-new-venture-philanthropy-guide
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/9873/evpa_releases_new_guid_on_venture_philanthropy
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/9873/evpa_releases_new_guid_on_venture_philanthropy
http://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/evpa-publications/
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VII. ╉¨[‶¨[┿〈╇╁′┿ぅЫ╀╊┿╂¨〈╁¨[╇〈╄╊を′¨]〈を 

 

мдЫ╉¨[‶¨[┿〈╇╁′┿ぅЫ《╇╊┿′〈[¨‶╇ぅЫ]〈┿′¨╁╇〈]ぅЫ╀¨╊╄╄Ы]〈[┿〈╄╂╇』╄]╉¨╈  

′っきぇすっさうぇかぬくにっ こけあっさすゃけゃぇくうはз けすゃっつぇのとうっ しけぉしすゃっくくにき ぉういくっし -ちっかはきз しすぇかう 
ょけしすぇすけつくけ こけこせかはさくに ょかは こさぇおすうおう おさせこくにた おけきこぇくうえз しけけぉとぇっす けすつひす «╀けかぬてっз 
つっき こけあっさすゃけゃぇくうっ» гMore than Just Givingдз こけょゅけすけゃかっくくにえ おけくしぇかすうくゅけゃけえ 
そうさきけえ Deloitte.  
http://www.philanthropyuk.org/news/2011-07-15/corporate-philanthropy-more-strategic-deloitte-
report-reveals  
 

╇ししかっょけゃぇくうっ けしくけゃくにた すさっくょけゃ う さぇしたけょけゃ ぉにかけ こさけゃっょっくけ くぇ けしくけゃっ ょぇくくにたз こけかせつっくくにた けす 
おけきこぇくうえ FTSE мллз さぇぉけすぇのとうた ゃ с-すう しっおすけさぇたх すったくけかけゅううз ]╋╇ う すっかっおけききせくうおぇちううз 
こさけそっししうけくぇかぬくにっ う のさうょうつっしおうっ せしかせゅうз けこすけゃぇは う さけいくうつくぇは すけさゅけゃかはз すけこかうゃけз うくそさぇしすさせおすせさぇ 
う おけききせくぇかぬくにっ せしかせゅうз そぇさきぇちっゃすうおぇ う そうくぇくしけゃにっ せしかせゅうй ]けゃさっきっくくぇは こさぇおすうおぇ ╉]¨ ゃ ちっかけき 
しけたさぇくはっす しゃけの そうかぇくすさけこうつっしおせの くぇこさぇゃかっくくけしすぬз くけ しすぇくけゃうすしは  ぉけかっっ しすさぇすっゅうつっしおけえ し すけつおう 
いさっくうは しけぉしすゃっくくにた ぉういくっし-うくすっさっしけゃ おけきこぇくうえй 〈ぇおз ゃ こっさゃせの けつっさっょぬз せつうすにゃぇっすしは うくすっさっし 
おけきこぇくうえ ゃ こけかうすうおっ せょっさあぇくうは おぇょさけゃз ゃにたけょぇ くぇ くけゃにっ さにくおう う せおさっこかっくうは さっこせすぇちううй 
¨しくけゃけこけかぇゅぇのとうえ すさっくょ くぇたけょうす ゃにさぇあっくうっ ゃ うしこけかぬいけゃぇくうう くぇゃにおけゃ う ねおしこっさすういに しけすさせょくうおけゃ 
ゃきっしすっ し すさぇょうちうけくくにきう そけさきぇきう そうかぇくすさけこううй ]けちうぇかぬくにっ こさけゅさぇききに おけきこぇくうえ ゃしひ ぉけかぬてっ 
うしこけかぬいせのす おぇお うくしすさせきっくす くぇかぇあうゃぇくうは けすくけてっくうえ し ゃかぇしすはきうз こけしすぇゃとうおぇきう う こけすさっぉうすっかはきうй 
‶さけしかっあうゃぇっすしは くぇさぇしすぇのとぇは すっくょっくちうは せゃはいにゃぇくうは きっあょせ けしけぉっくくけしすはきう けすょっかぬくにた けすさぇしかっえ 
гくぇこさうきっさз ぇゃうぇちうけくくけえд う うた しけちうぇかぬくにきう うくゃっしすうちうはきう гくぇこさうきっさз くぇこさぇゃかっくくにきう くぇ 
しくうあっくうっ ゃにぉさけしけゃ こぇさくうおけゃにた ゅぇいけゃдй ¨すつひす ゃにょゃうゅぇっす しかっょせのとうっ しすさぇすっゅうつっしおうっ さっおけきっくょぇちううх  
 ╁にたけょは くぇ くけゃにっ さにくおうз すとぇすっかぬくけ こさけょせきぇえすっ しゃはいぬ きっあょせ ちっかはきう ぉういくっしぇ う うくゃっしすうちうはきう ゃ 

しけけぉとっしすゃけй  
 [っゅせかはさくけ しすうきせかうさせえすっ しけすさせょくうおけゃ くぇ ょけぉさけゃけかぬつっしすゃけ う しけゃっさてっくうっ こけあっさすゃけゃぇくうえй 
 ]けしさっょけすけつぬすっ せしうかうは しけすさせょくうおけゃ くぇ すった しそっさぇたз ゃ おけすけさにた けくう こさっせしこっかう ぉけかぬてっ ゃしっゅけй  
 ¨すつひす けちっくうゃぇっす しせききぇさくにえ けぉなひき ょっくっあくにた う くっ ょっくっあくにた こけあっさすゃけゃぇくうえ おさせこくっえてうた 
ぉさうすぇくしおうた おけきこぇくうえ ゃ £мзп きかさょ ゃ ゅけょз けょくぇおけ こけ うすけゅぇき ねすけゅけ ゅけょぇ けぉなひき こけあっさすゃけゃぇくうえ きけあっす 
しくういうすぬしは くぇ すさっすぬй 』っき くっせしすけえつうゃっっ ねおけくけきうつっしおうっ せしかけゃうはз すっき ぉけかっっ さぇいくけこかぇくけゃけえ しすぇくけゃうすしは 
こけょょっさあおぇ おけきこぇくうえ しけけぉとっしすゃぇきй ‶けょけぉくにえ すさっくょ ぉせょっす けいくぇつぇすぬ ゃけいさぇしすぇくうっ くぇゅさせいおう くぇ 
つぇしすくにた そうかぇくすさけこけゃй млл おさせこくっえてうた つぇしすくにた ょけくけさけゃ せあっ ょぇゃくけ けこっさっょうかう ゃ とっょさけしすう 
おけきこぇくううз あっさすゃせは けおけかけ £нзпф きかさょ ゃ ゅけょй 
 

VIII. IT-〈╄》′¨╊¨╂╇╇ 

 

мдЫ〈╄》′¨╊¨╂╇╇Ы–  ¨╀¨ぃ╃¨¨]〈[｠╈Ы╇′]〈[〉╋╄′〈  

╁しっき しせぉなっおすぇき ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすう ゃ しそっさっ さぇいゃうすうは くっ しすけうす くっょけけちっくうゃぇすぬ 
さけかぬ すったくけかけゅうえз くけ すぇおあっ しかっょせっす さっぇかうしすうつくけ こけょたけょうすぬ お けちっくおっ こけしかっょしすゃうえ うた 
こさうきっくっくうはй ╁ こけこせかはさくけき ぉかけゅっ GudeStar International ’s Blog けぉしせあょぇっすしは ょけおかぇょ 
«]ちっくぇさうう ぉせょせとっゅけ ゃ しそっさっ すったくけかけゅうえ う きっあょせくぇさけょくけゅけ さぇいゃうすうは» г Scenarios for 
the Future of Technology and International Development report). 
http://blog.guidestarinternational .org/2011/07/25/how-can-philanthropy-and-technology-co-evolve-
for-development-a-review-of-the-“scenarios-for-the-future-of-technology-a 

 

┿ゃすけさに ょけおかぇょぇз こけょゅけすけゃかっくくけゅけ こさう こけょょっさあおっ 《けくょぇ [けおそっかかっさぇ гRockefeller Foundationд う 
╋っあょせくぇさけょくけえ ょっかけゃけえ しっすう гGlobal Business Network) こさっょかぇゅぇのす こけさぇいきにてかはすぬ け すけきз おぇお 
ょっえしすゃけゃぇすぬ ゃ くっこさっょしおぇいせっきにた しうすせぇちうはた гおけすけさにっ きけゅせす ゃけいくうおくせすぬ ゃしかっょしすゃうっ こさうきっくっくうは 
すったくけかけゅうえдз させおけゃけょしすゃせはしぬ つっすにさぬきは けぉさぇいぇきう ぉせょせとっゅけх 

 «′ぇ いぇきおっ» гLock Step): «╋けょっかぬ きうさぇ し ぉけかっっ あひしすおうき ゅけしせょぇさしすゃっくくにき おけくすさけかっき う 
ぇゃすけさうすぇさくにき せこさぇゃかっくうっきз くぇおかぇょにゃぇのとうき けゅさぇくうつっくうは くぇ うくくけゃぇちうう う せつぇしすうっ 

http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/government-public-sector/b8621d2bf80e0310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
http://www.philanthropyuk.org/news/2011-07-15/corporate-philanthropy-more-strategic-deloitte-report-reveals
http://www.philanthropyuk.org/news/2011-07-15/corporate-philanthropy-more-strategic-deloitte-report-reveals
http://www.gbn.com/articles/pdfs/GBN&Rockefeller%20scenarios.technology&development.pdf
http://www.gbn.com/articles/pdfs/GBN&Rockefeller%20scenarios.technology&development.pdf
http://blog.guidestarinternational.org/2011/07/25/how-can-philanthropy-and-technology-co-evolve-for-development-a-review-of-the-%E2%80%9Cscenarios-for-the-future-of-technology-a
http://blog.guidestarinternational.org/2011/07/25/how-can-philanthropy-and-technology-co-evolve-for-development-a-review-of-the-%E2%80%9Cscenarios-for-the-future-of-technology-a
http://www.rockefellerfoundation.org/
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ゅさぇあょぇく». 』すけぉに さぇぉけすぇすぬ ねそそっおすうゃくけз そうかぇくすさけこうつっしおうっ けさゅぇくういぇちうう さぇいゃうゃぇのす 
ょうこかけきぇすうつっしおうっ くぇゃにおうй 〈ったくけかけゅうつっしおうっ うくくけゃぇちうう ゃくっょさはのすしは こけょ いけさおうき けおけき ゅけしせょぇさしすゃぇз 
おけすけさけっ うしたけょうす うい しけけぉさぇあっくうえ くぇちうけくぇかぬくけえ ぉっいけこぇしくけしすうй  

 «¨ぉなっょうくっくうっ うくすっかかっおすせぇかぬくにた さっしせさしけゃ» гClever Together): «╋けょっかぬ きうさぇ し ぉかぇゅけこさうはすくにきう 
せしかけゃうはきう ょかは こけはゃかっくうは しけゅかぇしけゃぇくくにた う せしこってくにた しすさぇすっゅうえз しこけしけぉしすゃせのとうた さってっくうの 
ぇおすせぇかぬくにた けぉとっきうさけゃにた こさけぉかっき». ぁすけ しちっくぇさうえ せおさっこかっくうは きっあょせくぇさけょくけゅけ 
しけすさせょくうつっしすゃぇ う けゅさぇくうつっくうは ゃかぇしすう ゅけしせょぇさしすゃぇз おけゅょぇ すったくけかけゅうう 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 こけゃしっょくっゃくけえ あういくう ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ う けぉっしこっつうゃぇのす こさけいさぇつくけしすぬ う 
こけょけすつひすくけしすぬй  

 «》ぇおっさしおぇは ぇすぇおぇ» гHack Attack): «╋けょっかぬ きうさぇ し くっしすぇぉうかぬくけえ ねおけくけきうおけえ う しかぇぉにき 
ゅけしせょぇさしすゃけきз ゅょっ こさけちゃっすぇっす こさっしすせこくけしすぬ う しけいょぇのすしは せしかけゃうは ょかは けこぇしくにた 
うくくけゃぇちうえ». ぁすけす しちっくぇさうえ こけおぇいにゃぇっすз おぇおうき けぉさぇいけき くっょけしすぇすけお さっしせさしけゃ こさうゃけょうす お 
さぇいくけゅかぇしうはきз さぇいさにゃせ こぇさすくひさしおうた けすくけてっくうえ う さぇいあうゅぇくうの おけくそかうおすけゃз ゃ おけすけさにた 
すったくけかけゅうう しすぇくけゃはすしは ゃっしけきにき ぇさゅせきっくすけきй ╀かぇゅけすゃけさうすっかぬくにっ けさゅぇくういぇちうう ゃ けしくけゃくけき 
さぇぉけすぇのす くぇ きっしすくけき せさけゃくっз しすさっきはすしは けぉっしこっつうゃぇすぬ ぉぇいけゃにっ こけすさっぉくけしすう う こけょょっさあうゃぇすぬ 
しすぇぉうかぬくけしすぬй  

 «╇くすっかかっおすせぇかぬくにっ ゅけくおう» гSmart Scramble): «╋けょっかぬ きうさぇз ゅょっ ねおけくけきうつっしおぇは ょっこさっししうは 
ゃにくせあょぇっす かのょっえ う しけけぉとっしすゃぇ さぇいゃうゃぇすぬしは う うしおぇすぬ しこけしけぉに さってっくうは こさけぉかっき かけおぇかぬくけз 
くっ けぉさぇとぇはしぬ お しせとっしすゃせのとっきせ けこにすせ». ╁ ねすけき しちっくぇさうう せしうかうゃぇのすしは さぇいかうつうは きっあょせ 
ゅけさけょけき う しっかぬしおうきう すっささうすけさうはきうз おけすけさにっ けこさっょっかはのすしは せさけゃくっき ょけしすせこぇ お 
うくそけさきぇちうけくくけ-おけききせくうおぇちうけくくにき すったくけかけゅうはき г╇╉〈дз うい-いぇ くっょけしすぇすおぇ うくゃっしすうちうえ ゃ 
╇╉〈 ゃくっ ゅけさけょけゃй ╀かぇゅけすゃけさうすっかぬくにっ けさゅぇくういぇちうう こけょょっさあうゃぇのす きっしすくにっ うくうちうぇすうゃにз 
こさっょかぇゅぇのとうっ ぇょさっしくせの こけきけとぬ けすょっかぬくにき かのょはきз ぇ くっ うくしすうすせすぇきй ╀っい きっあょせくぇさけょくけえ 
おけけさょうくぇちうう しそっさぇ そうかぇくすさけこうう さぇいけぉとっくぇ う しこけしけぉくぇ けすおかうおぇすぬしは すけかぬおけ くぇ きっしすくにっ 
ゃにいけゃにй  

 

╂かぇゃくぇは うょっは  ょけおかぇょぇ いぇおかのつぇっすしは ゃ すけきз つすけ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにき けさゅぇくういぇちうはき しかっょせっす くっ すけかぬおけ 
けしゃぇうゃぇすぬ すったくけかけゅううз くけ すぇおあっ ゃかうはすぬ くぇ こさけちっしし うた さぇいゃうすうはй 〈けゅょぇ ╇╉〈 ょっえしすゃうすっかぬくけ ぉせょせす 
さぇぉけすぇすぬ くぇ ぉかぇゅけ けぉとっしすゃぇй  
 

ндЫ]〈┿′を〈╄Ы〈╄》′╇』╄]╉╇╋Ы╃¨′¨[¨╋  

╃けしすせこくぇ くけゃぇは けこっさぇすうゃくぇは  きうおさけょけぉさけゃけかぬつっしおぇは 3 こけきけとぬ けす TechSoup こけ 
ゃけこさけしぇき ╇くすっさくっすぇз こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは う こさけつうた すったくうつっしおうた いぇこさけしけゃй  
http://blog.guidestarinternational.org/2011/07/26/techsoup-launches-mirco-volunteering-initiative-
donate-your-
brain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+GuidestarInternatio
nalsBlog+%28GuideStar+International%27s+Blog%29&utm_content=Yahoo%21+Mail 

 

′╉¨з ぉうぉかうけすっおうз ゅけしせょぇさしすゃっくくにっ ぇゅっくすしすゃぇ う こさけつうっ しけちうぇかぬくけ-けさうっくすうさけゃぇくくにっ しかせあぉに けすくにくっ 
きけゅせす いぇょぇすぬ かのぉけえ ゃけこさけし すったくうつっしおけゅけ たぇさぇおすっさぇ う こけかせつうすぬ くぇ くっゅけ けすゃっす くぇ ゃうさすせぇかぬくけき そけさせきっ 
Donate Your Brain. ¨すゃっつぇすぬ くぇ くうた ぉせょせす すったくうつっしおうっ ょけぉさけゃけかぬちにз せあっ ぇおすうゃくにっ ゃ しけちうぇかぬくにた 
しっすはた う ゅけすけゃにっ けこっさぇすうゃくけ こさうえすう くぇ こけきけとぬй ¨くう きけゅせす ゃにぉうさぇすぬ ゃけこさけしにз くぇ おけすけさにっ ぉせょせす 
けすゃっつぇすぬй  
 
 
 
 

                                                                 

3 ╋うおさけょけぉさけゃけかぬつっしすゃけ – そけさきぇ ゃうさすせぇかぬくけゅけ ょけぉさけゃけかぬくけゅけ せつぇしすうはй ╉ぇお こさぇゃうかけз くっ こさっょこけかぇゅぇっす 
こさけちっょせさに こけょぇつう いぇはゃかっくうはз さぇししきけすさっくうは うかう こっさうけょぇ けぉせつっくうはц けおぇいにゃぇっすしは ゃ すっつっくうっ くっしおけかぬおうた きうくせす 
うかう つぇしけゃц くっ しゃはいぇくけ くうおぇおうきう けぉはいぇすっかぬしすゃぇきう しけ しすけさけくに ょけぉさけゃけかぬちぇй 

 

http://blog.guidestarinternational.org/2011/07/26/techsoup-launches-mirco-volunteering-initiative-donate-your-brain/
http://blog.guidestarinternational.org/2011/07/26/techsoup-launches-mirco-volunteering-initiative-donate-your-brain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+GuidestarInternationalsBlog+%28GuideStar+International%27s+Blog%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
http://blog.guidestarinternational.org/2011/07/26/techsoup-launches-mirco-volunteering-initiative-donate-your-brain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+GuidestarInternationalsBlog+%28GuideStar+International%27s+Blog%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
http://blog.guidestarinternational.org/2011/07/26/techsoup-launches-mirco-volunteering-initiative-donate-your-brain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+GuidestarInternationalsBlog+%28GuideStar+International%27s+Blog%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
http://blog.guidestarinternational.org/2011/07/26/techsoup-launches-mirco-volunteering-initiative-donate-your-brain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+GuidestarInternationalsBlog+%28GuideStar+International%27s+Blog%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
http://forums.techsoup.org/cs/p/dyb.aspx
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3) ]¨╁╄[【╇Ы╇′〈╄[′╄〈-]╃╄╊╉〉Ы╇Ы‶¨╃╄╊╇]をЫ╃¨》¨╃¨╋  

╀せおゃぇかぬくけ しけゃしっき くっょぇゃくけ こけはゃうかうしぬ ゃっぉ -こかぇすそけさきにз すけさゅせのとうっ けょくけょくっゃくにきう 
おけききっさつっしおうきう こさっょかけあっくうはきう гつぇとっ しけ しおうょおけえд くぇ てうさけおうえ しこっおすさ 
こけすさっぉうすっかぬしおうた せしかせゅ гけす おせこけくけゃ くぇ せあうく ゃ さっしすけさぇくっ ょけ こさうひきぇ せ しすけきぇすけかけゅぇ 
うかう おけしきっすけかけゅぇдй ]っゅけょくは こけこせかはさくけしすぬ こさうけぉさっすぇのす うた ぇくぇかけゅうз こさうくけしはとうっ ょけたけょ  
くっおけききっさつっしおうき けさゅぇくういぇちうはきй   
http://www.idealist .org/blog/en/snag-one-of-those-daily-deals-and-give-back/  

 

goodtwo: ′╉¨ しけいょぇのす ゃっぉ-しっさゃうしз けすぉうさぇのす しせとっしすゃせのとうっ こさっょかけあっくうは けす さぇいくにた おけきこぇくうえз 
さぇしこさけしすさぇくはのす うくそけさきぇちうの しさっょう いぇうくすっさっしけゃぇくくにた ゃ ′╉¨ ゅさせここ こさう こけきけとう うくしすさせきっくすけゃ 
しけちうぇかぬくにた しっすっえ う ねかっおすさけくくけえ こけつすにй ¨おけかけ нр а けす おぇあょけえ こさけょぇあう すけゃぇさけゃ うかう せしかせゅ 
おけきこぇくうう くぇこさぇゃかはのすしは ゃ ′╉¨й ぁすけ いぇきっつぇすっかぬくにえ う せゃかっおぇすっかぬくにえ しこけしけぉ こさうゃかっつっくうは ょけたけょぇй 
 

Philanthroper: いょっしぬ くうつっゅけ くっ こさっょかぇゅぇのす おせこうすぬз くけ おぇあょにえ ょっくぬ さぇししおぇいにゃぇのす うくすっさっしくせの 
うしすけさうの け おぇおけえ-くうぉせょぬ ′╉¨й ╄しかう つうすぇすっかの うしすけさうは こさうたけょうすしは こけ ょせてっз けく あっさすゃせっす  ねすけえ ′╉¨ 
$1. 
 

CAUSEON, The Daily Hookup う きくけゅうっ ょさせゅうっ こさけしすけ あっさすゃせのす けこさっょっかひくくにえ こさけちっくす けす  
こけかせつっくくにた ょけたけょけゃ けす こさけょぇあ г5–нл ад ゃ きっしすくにっ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにっ けさゅぇくういぇちううз けすゃっつぇのとうっ 
うた うくすっさっしぇきй 
 

IX. ╇′╇『╇┿〈╇╁｠ 

 

1) 《¨[〉╋Ы《╇╊┿′〈[¨‶╇╇Ы╇[╊┿′╃╇╇  

′けゃにえ うくしすうすせす ぉにか うくうちううさけゃぇく ╋うくうしすっさしすゃけき ╇さかぇくょうう こけ けおさせあぇのとっえ しさっょっз 
しけけぉとっしすゃぇき う きっしすくにき けさゅぇくぇき せこさぇゃかっくうはй  
http://www.fundraising.co.uk/news/2011/07/28/forum-irish-philanthropy-launched 

 

╄ゅけ けしくけゃくぇは きうししうは – そけさきうさけゃぇくうっ ぉかぇゅけこさうはすくけえ ょかは さぇいゃうすうは こけあっさすゃけゃぇくうえ う うくけえ 
そうかぇくすさけこうつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすう しさっょに し ちっかぬの ゃけゃかっつっくうは くぇしっかっくうは ゃ こけょょっさあおせ ゅさぇあょぇくしおけゅけ 
けぉとっしすゃぇ う こさっゃさぇとっくうは ╇さかぇくょうう ゃ ぉけかっっ しこさぇゃっょかうゃせの う かせつてせの しすさぇくせй  ]っゅけょくはз おけゅょぇ 
うさかぇくょちに こっさっあうゃぇのす ねおけくけきうつっしおうえ おさういうしз こけょょっさあおぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえз 
ょけぉさけゃけかぬつっしおうた うくうちうぇすうゃ う すゃけさつっしおうた おけかかっおすうゃけゃ けしけぉっくくけ くっけぉたけょうきぇй  
 

ндЫ╀╊¨╂Ы‶¨Ы╂╊¨╀┿╊を′¨╈Ы《╇╊┿′〈[¨‶╇╇  

′けゃけしすくぇは させぉさうおぇ «┿かぬはくしぇ» こけかせつぇっす ょぇかぬくっえてっっ さぇいゃうすうっй  
http://philanthropynews.alliancemagazine.org/welcome-to-latest-from-alliance-
alliance%E2%80%99s-global-philanthropy-blog/ 

 

╁っょせとうえ ゅかけぉぇかぬくにえ あせさくぇか け そうかぇくすさけこううз くっおけききっさつっしおうた う ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた 
けすおさにか せ しっぉは くぇ しぇえすっ ぉかけゅ し こけしすけはくくけえ おけきぇくょけえ ぉかけゅっさけゃкけさゅぇくういぇちうえ うい нл-すう しすさぇく きうさぇй 
╉さけきっ すけゅけз ぉかけゅう ぉせょせす ゃっしすう う こさうゅかぇてひくくにっ ぉかけゅっさにй ′ぇ しぇえすっ ぉせょせす さぇいきっとぇすぬしは けすつひすに け 
きっあょせくぇさけょくにた おけくそっさっくちうはた こけ そうかぇくすさけこうう う さぇいかうつくにっ くけゃけしすう しぇきけゅけ あせさくぇかぇй 
¨ぉくけゃかひくくぇは させぉさうおぇ こけかくけしすぬの うくすっさぇおすうゃくぇ う こさっょくぇいくぇつっくぇ ょかは ゃっょっくうは けあうゃかひくくけえ ぉっしっょに け 
そうかぇくすさけこうう ゃ ゅかけぉぇかぬくけき きぇしてすぇぉっй  
 

3) «╋｠  ╇╆╋╄′╇╋  ′をぃ-╈¨[╉» (CHANGE BY US NYC) 

‶けょ ねゅうょけえ ゃうちっ-きねさぇ ′ぬの-╈けさおぇ いぇこせとっくぇ しけちうぇかぬくけ-きっょうえくぇは こかぇすそけさきぇ ょかは 
うくうちうぇすうゃ きっしすくにた  あうすっかっえ こけ せかせつてっくうの おさせこくっえてっゅけ ゃ きうさっ ゅけさけょぇ う こけゃにてっくうは 
おぇつっしすゃぇ あういくうй  
http://foundationcenter.org/pnd/news/story.jhtml?id=345000022  

 

‶さけっおす ぉにか こけょょっさあぇく そけくょぇきう Rockefeller, Knight う Case, ぇ っゅけ せこさぇゃかっくうっ ょけゃっさっくけ きねさうう ゅけさけょぇй 
╅うすっかはき ′ぬの-╈けさおぇ こさっょけしすぇゃかはのすしは ゃけいきけあくけしすう ょかは ゅさせここけゃにた ゃしすさっつз こさうゃかっつっくうは しさっょしすゃз 
しけすさせょくうつっしすゃぇ し けさゅぇくういぇちうはきう きっしすくにた しけけぉとっしすゃ う ゅけさけょしおうきう ぇゅっくすしすゃぇきう ょかは うくうちううさけゃぇくうは 

http://www.idealist.org/blog/en/snag-one-of-those-daily-deals-and-give-back/
http://goodtwo.com/
https://philanthroper.com/
http://causeon.com/
http://www.thedailyhookup.com/new-york/charities
http://www.fundraising.co.uk/news/2011/07/28/forum-irish-philanthropy-launched
http://philanthropynews.alliancemagazine.org/welcome-to-latest-from-alliance-alliance%E2%80%99s-global-philanthropy-blog/
http://philanthropynews.alliancemagazine.org/welcome-to-latest-from-alliance-alliance%E2%80%99s-global-philanthropy-blog/
http://foundationcenter.org/pnd/news/story.jhtml?id=345000022
http://www.rockefellerfoundation.org/
http://www.knightfoundation.org/
http://www.casefoundation.org/
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う けしせとっしすゃかっくうは こさけっおすけゃ せしすけえつうゃけゅけ さぇいゃうすうはз くぇこさぇゃかっくくにた くぇ せかせつてっくうっ ゅけさけょしおけえ しさっょにй 
╅うすっかう ゅけさけょぇ こけかせつぇす ょけしすせこ お ゅさぇくすぇき ょけ Ямллл くぇ こさけっおすに けいっかっくっくうはз せょけぉさっくうはз せしうかうはき こけ 
せたけょせ いぇ こぇさおぇきう う ょっさっゃぬはきうз すй ょй ′けゃにえ さっしせさし そぇおすうつっしおう ょけかあっく ょぇすぬ すけかつけお お ゃけいくうおくけゃっくうの 
しっすう かうょっさけゃ ょけぉさけゃけかぬつっしおうた こさけっおすけゃй  》けすは ′ぬの-╈けさお せあっ ういゃっしすっく しゃけうきう ねおけかけゅうつっしおうきう 
うくうちうぇすうゃぇきうз くけ くうおけゅょぇ さぇくぬてっ いぇうくすっさっしけゃぇくくにき ゅさせここぇき くっ こさっょけしすぇゃかはかうしぬ すぇおうっ 
ゃけいきけあくけしすう ょかは しけすさせょくうつっしすゃぇй  
 

4дЫ╁╄╊╇╉¨╀[╇〈┿′╇ぅЫ′╄Ы╂¨〈¨╁┿Ы╋╇[╇〈を]ぅЫ]Ы〈╄╋зЫ』〈¨Ы┿╋╄[╇╉┿′『｠Ы】╄╃[╄╄  

╁ うのくっ しけしすけはかぇしぬ けそうちうぇかぬくぇは ちっさっきけくうはз おけすけさぇは こけかけあうかぇ くぇつぇかけ おぇきこぇくううз 
ちっかはきう おけすけさけえ はゃかはのすしは こさけこぇゅぇくょぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすう しさっょう ぉさうすぇくしおけゅけ 
くぇしっかっくうは う けこすうきういぇちうは しこけしけぉけゃ けおぇいぇくうは ぉっいゃけいきっいょくけえ こけきけとうй ] こさういに ゃけき お 
ょっえしすゃうの ゃにしすせこうかぇ しっすぬ かうょっさけゃ そうかぇくすさけこうつっしおうた う くっおけききっさつっしおうた けさゅぇくういぇちうえ 
Philanthropy Review. 
http://www.philanthropyuk.org/news/2011-06-21/power-network-outlines-plans-create-step-change-giving-britain 
http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/9866/philanthropy_review_pledges_to_continue_its_work  
 

[せおけゃけょうすっかぬ Philanthropy Review 》せゅし 》ねかかっすす гHughes-Hallettд けぉさぇすうか ゃくうきぇくうっ くぇ くっおけすけさにっ 
ょぇくくにっз おけすけさにっ гけしけぉっくくけ ゃ しさぇゃくっくうう し こけおぇいぇすっかはきう こけあっさすゃけゃぇくうえ ゃ ]【┿д せおぇいにゃぇのす くぇ すけз 
つすけ ╁っかうおけぉさうすぇくうう っしすぬ け つっき いぇょせきぇすぬしは う っしすぬ お つっきせ しすさっきうすぬしはх «…╊のょうз おけすけさにっ 
いぇさぇぉぇすにゃぇのす ぉけかっっ £нлл すにしй そせくすけゃ しすっさかうくゅけゃ ゃ ゅけょз ゃ しさっょくっき あっさすゃせのす し おぇあょけえ すにしはつう £н 
そせくすぇз ゃ すけ ゃさっきは おぇお ゃ ]【┿ ねすぇ しせききぇ ねおゃうゃぇかっくすくぇ £фл ぉさうすぇくしおうた そせくすけゃ し いぇさぇぉけすぇくくけえ 
すにしはつうй … ╁ ]【┿ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにっ けすつうしかっくうは し いぇさこかぇすに ょっかぇのす ора すさせょけしこけしけぉくにた 
ゅさぇあょぇくз ぇ ゃ ]けっょうくっくくけき ╉けさけかっゃしすゃっ – すけかぬおけ пай ‶さう ねすけき ょけかは  さぇぉけすけょぇすっかっえ ゃ 
╁っかうおけぉさうすぇくううз ぇおすうゃくけ うしこけかぬいせのとうた すぇおせの したっきせз しけしすぇゃかはっす ゃしっゅけ ма…» 

Philanthropy Review こかぇくうさせっす けぉなっょうくうすぬ せしうかうは ぉういくっしぇз そうかぇくすさけこうつっしおうた けさゅぇくういぇちうえ う 
ゅけしせょぇさしすゃぇз つすけぉに せゃっかうつうすぬ つうしかけ つぇしすくにた ょけくけさけゃ う お нлмр ゅけょせ ょけこけかくうすっかぬくけ こさうゃかっつぬ £2 
きかさょй そせくすけゃ しすっさかうくゅけゃй ‶さぇゃうすっかぬしすゃけ ゅけすけゃけ けおぇいぇすぬ ゃしっきっさくけっ しけょっえしすゃうっ うくうちうぇすうゃっз おけすけさぇは 
しすさっきうすしは ゃにゃっしすう おせかぬすせさせ こけあっさすゃけゃぇくうえ ゃ しすさぇくっ くぇ くけゃにえ せさけゃっくぬй ╂かぇゃくにえ おぇいくぇつっえ しすさぇくに 
《さねくしうし ╋けょ гFrancis Maudeд けすきっすうかз つすけ くぇきっつっくくにっ ちっかう こけかくけしすぬの しけゅかぇしせのすしは し くっょぇゃくうき 
«[ってっくうっき こさぇゃうすっかぬしすゃぇ け さぇいゃうすうう こさぇおすうおう こけあっさすゃけゃぇくうえ» гGiving White Paperдз ゃ おけすけさけき 
けぉけいくぇつっくに すさう おかのつっゃにっ いぇょぇつうх せこさけしすうすぬ こけさはょけお こっさっつうしかっくうは ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにた ゃいくけしけゃц 
こけゃにしうすぬ きけすうゃぇちうの かのょっえ お けおぇいぇくうの ぉっいゃけいきっいょくけえ こけきけとうц う ょけぉうすぬしは すけゅけз つすけぉに 
ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすぬ しすぇかぇ しけちうぇかぬくけえ くけさきけえй 〈ぇおあっз けく けいくぇおけきうかしは し さっおけきっくょぇちうはきう 
Philanthropy Review う けすきっすうかз つすけ ╉ぇいくぇつっえしすゃけ ゃさはょ かう しきけあっす けすおかうおくせすぬしは くぇ おぇあょけっ 
こさっょかけあっくうっз くけ こさっょゃぇさうすっかぬくけ けぉけいくぇつうか さはょ くぇうぉけかっっ こっさしこっおすうゃくにた くぇこさぇゃかっくうえх 
 ╃っこけいうすくにき ぉぇくおぇき гhigh street banksд う しすさけうすっかぬくにき けぉとっしすゃぇき гbuilding societies)4 - 

ょけこけかくうすぬ こぇおっすに せしかせゅ しこっちうぇかぬくにきう しつっすぇきう ょかは ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにた こけあっさすゃけゃぇくうえ ゅさぇあょぇく 
う ぇおすうゃくけ こさっょかぇゅぇすぬ ねすせ せしかせゅせц  

 ]けぉしすゃっくくうおぇき ぉういくっしぇ う させおけゃけょうすっかはき つぇしすくにた おけきこぇくうえ – ぇおすうゃくっっ うしこけかぬいけゃぇすぬ したっきせ 
ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにた けすつうしかっくうえ し いぇさこかぇすに う こけょぇゃぇすぬ かうつくにえ こさうきっさ しゃけうき しけすさせょくうおぇきц 

 〉こさけしすうすぬ こさぇおすうおせ くぇかけゅけゃにた けすつうしかっくうえ ょかは しけしすけはすっかぬくにた かのょっえ う さぇしこさけしすさぇくうすぬ 
くぇかけゅけゃにっ かぬゅけすに くぇ ゃしっ ゃうょに ぇおすうゃけゃз ゃおかのつぇは のゃっかうさくにっ ういょっかうはз こさけういゃっょっくうは うしおせししすゃぇ う 
ぇくすうおゃぇさうぇすц  

 ╁おかのつうすぬ ゃ ておけかぬくにっ こさけゅさぇききに おせさしにз こけしゃはとっくくにっ こさぇおすうおっ こけあっさすゃけゃぇくうえз う 
こさっょせしきけすさっすぬ ゃ ぉのょあっすっ £м きかくй そせくすけゃ しすっさかうくゅけゃ ょかは しけそうくぇくしうさけゃぇくうは こけょけぉくにた 
うくうちうぇすうゃй 

 

‶けきうきけ ねすけゅけз Philanthropy Review こさっょかぇゅぇっす こさけゃっしすう くぇちうけくぇかぬくせの おぇきこぇくうの う けぉなはゃうすぬ нлмн-え 
«╂けょけき ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすう»й 〉つさっょうすっかぬ Localgiving.com ╋ぇしっかぬ ]こっかかっさ гMarcelle Speller), 
おけすけさぇは ゃ ╃っくぬ さけあょっくうは ╉けさけかっゃに гQueen’s Birthdayд ぉにかぇ くぇゅさぇあょっくぇ いぇ いくぇつうすっかぬくにえ ゃおかぇょ ゃ 

                                                                 

4 Building society гしすさけうすっかぬくけっ けぉとっしすゃけд - 《うくぇくしけゃぇは けさゅぇくういぇちうはз おけすけさぇは すさぇょうちうけくくけ こさっょかぇゅぇっす 
おかうっくすぇき さぇいくけけぉさぇいくにっ しぉっさっゅぇすっかぬくにっ しつっすぇ し ちっかぬの こさうゃかっつっくうは ょっこけいうすくにた ゃおかぇょけゃз うしこけかぬいせっきにた ょかは 
ょけかゅけしさけつくにた うこけすっつくにた おさっょうすけゃ гmortgagesд くぇ こけおせこおせ うかう こっさっしすさけえおせ ょけきぇй г‶さうきй ぇゃすйд 

http://www.philanthropyuk.org/news/2011-06-21/power-network-outlines-plans-create-step-change-giving-britain
http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/9866/philanthropy_review_pledges_to_continue_its_work
http://www.philanthropyreview.co.uk/index.html
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さぇいゃうすうっ けぉとっしすゃぇз しつうすぇっすз つすけ «ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすぬ こさうくけしうす さぇょけしすぬ»й ¨くぇ せぉっあょっくぇз つすけ 
うきっくくけ ねすぇ うょっは г«message»д くぇえょっす けすおかうお ゃ しっさょちぇた かのょっえ う けぉっしこっつうす せしこった おぇきこぇくううй 
 

]‶╄『╇┿╊を′¨╄Ы‶[╇╊¨╅╄′╇╄ 

 

¨ぉいけさЫすっくょっくちうえЫゃЫしそっさっЫけすつっすくけしすうЫけЫおけさこけさぇすうゃくけえЫ
しけちうぇかぬくけえЫけすゃっすしすゃっくくけしすうЫおけきこぇくうえЫゃЫнлммЫゅけょせ  
 
╁ くけはぉさっ нлмл ゅけょぇ ぁかっえく ╉けたっく гElaine Cohenдз おけくしせかぬすぇくす こけ ゃけこさけしぇき 
おけさこけさぇすうゃくけえ しけちうぇかぬくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう г╉]¨д , こけょゅけすけゃうかぇ ょかは 
CSRwire.com こっさっょけゃうちせ «¨すつっすくけしすぬ け ゃおかぇょっ ゃ せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっх くっ 
しこさぇてうゃぇえすっ ‘しすけうす かう’з しこさけしうすっ ‘おぇお’» гSustainability Reports: Don't ask 
"if," ask "how")5 う こけょっかうかぇしぬ しゃけうきう きにしかはきう け すっくょっくちうはた ゃ しそっさっ 
けすつっすくけしすう ゃ нлмм ゅけょせ ゃ ぉかけゅっ «╉]¨-けすつっすくけしすぬ» гcrs-reporting)6й ‶け 
きぇすっさうぇかぇき ねすうた こせぉかうおぇちうえ ′っおけききっさつっしおぇは おけきこぇくうは Evolution and 
Philanthropy こけょゅけすけゃうかぇ おさぇすおうえ けぉいけさз おけすけさにえ うくすっさっしっく すっきз つすけ ゃ 
おけくちっ 2011-ゅけ きに せあっ きけあっき ょぇすぬ こさっょゃぇさうすっかぬくせの けちっくおせ すけつくけしすう 
こさけゅくけいぇй  
 

 

]くぇつぇかぇ こさっょかぇゅぇっき こけいくぇおけきうすぬしは し ぇゃすけさけき うょっえ う くぇぉかのょっくうえх 
 

ぁかっえくЫ╉けたっくЫ гElaine Cohen)з おけききっくすぇすけさ ゃ しそっさっ けすつっすくけしすう け 
ゃおかぇょっ ゃ せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっз しこっちうぇかうしす こけ おぇょさけゃにき こけかうすうおぇき う 
せこさぇゃかっくうの こっさしけくぇかけきз ぉけかぬてぇは かのぉうすっかぬくうちぇ きけさけあっくけゅけ う 
ぇゃすけさ おくうゅう «╉]¨ ょかは せこさぇゃかっくうは つっかけゃっつっしおうきう さっしせさしぇきうх 
′っけぉたけょうきけっ こぇさすくっさしすゃけ ゃ ちっかはた こさけょゃうあっくうは こさぇおすうお 
けすゃっすしすゃっくくけゅけ ぉういくっしぇ» (CSR for HR: A necessary partnership for 
advancing responsible business practices)7.  
 

 
ぁかっえく けすきっすうかぇз つすけ けこせぉかうおけゃぇくくにっ ゃ けおすはぉさっ нлмл-ゅけ «〈っくょっくちうう ゃ しそっさっ けすつっすくけしすう け ╉]¨ ゃ 
нлмл ゅけょせ» гCSR Reporting Trends 2010)8 けす きっあょせくぇさけょくけえ ぇせょうすけさしおけえ おけきこぇくうう ‶さぇえし ╁けすっさたぇせし 
╉せこっさ гPWC); けぉいけさに っゃさけこっえしおうた う ぉさうすぇくしおうた けすつっすけゃ け ╉]¨ ゃ さぇいょっかっ «╉ぇお うょせす ょっかぇъ» гHow 
does it stack upъд くぇ Radley Yeldar9ц う ゃすけさけえ ょけおかぇょ «╂かけぉぇかぬくにっ かうょっさに» гGlobal Leaders)10 
おけくしぇかすうくゅけゃけえ おけきこぇくうう ╊せくょおゃうしす гLundquistдз ゃ おけすけさけき けちっくうゃぇのすしは けくかぇえく おけききせくうおぇちうう ゃ 
しそっさっ せしすけえつうゃけゅけ さぇいゃうすうは гぇ くっ すけかぬおけ けすつっすにдз くっういぉっあくけ こさうたけょはす お ゃにゃけょせз つすけ けすつっすくけしすぬ け 
ゃおかぇょっ ゃ せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっ – ねすけ きうくうきせきз おけすけさにえ けあうょぇっすしは けす おけきこぇくうえз う つすけ おかのつけき お 
せしすぇくけゃかっくうの さぇいかうつうえ はゃかはっすしは しこけしけぉ けすつっすくけしすう おけきこぇくううз ぇ くっЫそぇおすЫ けすつっすくけしすうЫうかうЫ っっЫ
けすしせすしすゃうは гつすけ はゃかはかけしぬ こさっょきっすけき ょうしおせししうう くっ すぇお せあ きくけゅけ かっす くぇいぇょдй 〈にしはつう おけきこぇくうえ ゃしっ 
っとひ くっ しけけぉとぇのす け すけきз おぇお けくう しけょっえしすゃせのす せしすけえつうゃけきせ さぇいゃうすうのз くけ さぇくけ うかう こけいょくけ ういぉっあぇすぬ 
こけかくけえ こけょけすつっすくけしすう う こさけいさぇつくけしすう ぉせょっす せあっ くっゃけいきけあくけй 〈けすз おすけ たけさけてけ しこさぇゃかはっすしは し ねすけえ 
いぇょぇつっえз こけかせつうす ちっかにえ しこっおすさ こさっうきせとっしすゃ ゃくせすさっくくっゅけ う ゃくってくっゅけ たぇさぇおすっさぇй  
 

                                                                 

5
 http://www.csrwire.com/csrlive/commentary_detail/3196-Sustainability-Reports-Don-t-ask-if-ask-how- 

6
 http://csr-reporting.blogspot.com/2010/11/12-csr-reporting-trends-for-2011.html 

7 http://www.greenleaf-publishing.com/productdetail.kmod?productid=3282  
8 http://www.pwc.com/ca/en/sustainability/publications/csr-trends-2010-09.pdf  
9 http://www.howdoesitstackup.co.uk/  
10http://www.lundquist.it/about/news.php?news=35&title=Lundquist++CSR+Online+Awards+%E2%80%98Global+
Leaders%E2%80%99+published+today:+Eni+retains+top+position,++followed+by+HP+and+Nestl%C3%A9+in+joi
nt+second+place  

http://www.greenleaf-publishing.com/productdetail.kmod?productid=3282
http://www.greenleaf-publishing.com/productdetail.kmod?productid=3282
http://www.csrwire.com/csrlive/commentary_detail/3196-Sustainability-Reports-Don-t-ask-if-ask-how-
http://csr-reporting.blogspot.com/2010/11/12-csr-reporting-trends-for-2011.html
http://www.greenleaf-publishing.com/productdetail.kmod?productid=3282
http://www.pwc.com/ca/en/sustainability/publications/csr-trends-2010-09.pdf
http://www.howdoesitstackup.co.uk/
http://www.lundquist.it/about/news.php?news=35&title=Lundquist++CSR+Online+Awards+%E2%80%98Global+Leaders%E2%80%99+published+today:+Eni+retains+top+position,++followed+by+HP+and+Nestl%C3%A9+in+joint+second+place
http://www.lundquist.it/about/news.php?news=35&title=Lundquist++CSR+Online+Awards+%E2%80%98Global+Leaders%E2%80%99+published+today:+Eni+retains+top+position,++followed+by+HP+and+Nestl%C3%A9+in+joint+second+place
http://www.lundquist.it/about/news.php?news=35&title=Lundquist++CSR+Online+Awards+%E2%80%98Global+Leaders%E2%80%99+published+today:+Eni+retains+top+position,++followed+by+HP+and+Nestl%C3%A9+in+joint+second+place
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╁ しゃけうた こせぉかうおぇちうはた ぁかっえく ╉けたっく さぇししおぇいぇかぇ け すけきз おぇお けぉしすけはかう ょっかぇ し けすつっすくけしすぬの け ╉]¨ ゃ нлмл 
ゅけょせз う ういかけあうかぇ しゃけっ こさっょしすぇゃかっくうっ け すっくょっくちうはたз おけすけさにっ きに гゃけいきけあくけд ぉせょっき くぇぉかのょぇすぬ ゃ 
2011-きх 
 
¨すつっすくけしすぬЫゃЫしそっさっЫ╉]¨ЫゃЫнлмлЫゅけょせЫうЫすっくょっくちううЫくぇЫнлмм-え 
 
2010-え ぉにか たけさけてうき ゅけょけき ょかは けすつっすくけしすうй ¨く せょぇつくけ くぇつぇかしは し くけゃけしすっえ け さっいおけき こけゃにてっくうう 
うくょっおしぇ S&P-10011 ゃ нллф ゅけょせ - すっこっさぬ けすつうすにゃぇのすしは фо うい млл おけきこぇくうえц う ╂かけぉぇかぬくぇは うくうちうぇすうゃぇ 
こけ けすつっすくけしすう гGlobal Reporting Initiative / GRIд しけけぉとうかぇ け すけきз つすけ ゃ нлмл ゅけょせ гこけ しさぇゃくっくうの し 
2009-きд こけおぇいぇすっかぬ けすつっすくけしすう こけゃにしうかしは くぇ слай ╁ おさぇすおけき けぉいけさっ すっくょっくちうえ くぇ нлмл ゅけょ けす PwC 
ゅけゃけさうすしは け いくぇつうすっかぬくにた こけょゃうあおぇた ゃ さぇいゃうすうう おせかぬすせさに けすつっすくけしすうй 〉しこった ╉けくそっさっくちうう GRI-
нлмл ゃ ┿きしすっさょぇきっ12 う しけいょぇくうっ ちっくすさぇ GRI ゃ ]【┿13ц ょぇかぬくっえてっっ さぇしてうさっくうっ ぉぇいに ょぇくくにた け 
おかうきぇすうつっしおうた ういきっくっくうはた くっおけききっさつっしおけえ けさゅぇくういぇちうう Carbon Disclosure Project14 う っっ こけしかっょくうえ 
ょけおかぇょз こけしゃはとっくくにえ さぇしおさにすうの うくそけさきぇちうう け しけしすけはくうう ゃけょに гWater Disclosure Reportдц ぇ すぇおあっ 
きくけゅうっ ょさせゅうっ おけくちっこちうう – ゃしっ ねすけ しゃうょっすっかぬしすゃせっす け ゃけいさぇしすぇのとっき ゃくうきぇくうう お こさけいさぇつくけしすう う 
けすつっすくけしすう ぉういくっしぇй ╉けきこぇくうう ぉけかっっ すゃけさつっしおう こけょたけょはす お ゃにぉけさせ すったくうお けすつっすくけしすう う うしこけかぬいせのす 
ゃけいきけあくけしすう うくすっさくっすз  つすけぉに さぇしてうさうすぬ つうすぇすっかぬしおせの ぇせょうすけさうのй ]っさぬっいくにえ てぇゅ ゃ くぇこさぇゃかっくうう 
╇くすっゅさうさけゃぇくくけえ けすつっすくけしすう гIntegrated Reportingд う しけいょぇくうっ しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ きっあょせくぇさけょくけゅけ 
おけきうすっすぇ – International Integrated Reporting Committee (IIRC)15 - こけしかせあうかう こけゃけょけき ょかは くけゃけえ 
ょうしおせししううз ょっはすっかぬくけしすう う ょぇあっ ょかは ゃゃっょっくうは かうしすうくゅけゃにた すさっぉけゃぇくうえ くぇ くっおけすけさにた そけくょけゃにた 
ぉうさあぇたй ╁くうきぇくうっ お けすつっすくけしすう гおぇお お うしたけょくけきせ きぇすっさうぇかせ ょかは うくしすさせきっくすけゃ うくゃっしすうちうけくくけゅけ 
ぇくぇかういぇд せしうかうかけしぬ ゃ しゃはいう し すっきз つすけ ╇くょっおしに せしすけえつうゃけしすう гSustainable Indexesд こさけょけかあぇのす 
うゅさぇすぬ ゃぇあくせの さけかぬй ╁ すけき つうしかっз さっつぬ うょっす け こせぉかうおぇちうう ╂かけぉぇかぬくけゅけ うくょっおしぇ-1000 (Global 1000 
Indexд おけきこぇくうう CRD Analytics16з おけすけさにえ ゃかうはっす くぇ ╂かけぉぇかぬくにえ うくょっおし ねそそっおすうゃくけしすう ゃおかぇょぇ ゃ 
せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっ гNASDAQ Global Sustainability Top 50).  
 
╁ нлмл ゅけょせ ぇおちっくす ゃ ょうしおせししうう けぉ けすつっすくけしすう しきっしすうかしは し ゃけこさけしぇ け すけきз «しすけうす かう けすつうすにゃぇすぬしは» くぇ 
すけз «おぇお けすつうすにゃぇすぬしは»й ]のょぇ けすくけしはすしは そせくょぇきっくすぇかぬくにっ ゃけこさけしにз しゃはいぇくくにっ し こさっいっくすぇちうっえ 
けすつっすけゃ け しけちうぇかぬくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう гけくかぇえく うかう こっつぇすくぇは ゃっさしうはз おけすけさせの きけあくけ しおぇつぇすぬдц つすけ 
ぉけかっっ こさっょこけつすうすっかぬくけ – さぇいょっかぬくぇは うかう うくすっゅさうさけゃぇくくぇは けすつっすくけしすぬц ぇ すぇおあっ こっさうけょうつくけしすぬ 
けぉくけゃかっくうは うくそけさきぇちうう гっあっゅけょくけ うかう つぇとっдй ′っしきけすさは くぇ すけ つすけ さぇいゅけゃけさに しゃけょはすしは お 
うくすっゅさうさけゃぇくくけえ けすつっすくけしすうз おけきこぇくうう くっ こさけはゃかはのす うしおさっくくっゅけ あっかぇくうは ょゃうゅぇすぬしは ゃ ょぇくくけき 
くぇこさぇゃかっくううз う っとっ きくけゅけっ こさっょしすけうす しょっかぇすぬз つすけぉに しすぇかけ こけくはすくけз つすけ くぇ しぇきけき ょっかっ けいくぇつぇっす 
«うくすっゅさうさけゃぇくくぇは»ц う つすけ くっけぉたけょうきけ しょっかぇすぬз つすけぉに くけゃにえ しこけしけぉ けすつっすくけしすう しすぇか かせつてっ 
しせとっしすゃせのとっゅけй ╁けいきけあくけз きくけゅうっ おけきこぇくうう こけおぇ けあうょぇのす こけはゃかっくうは うくしすさせおちうえ う おけくちっこちうえз 
おけすけさにっ こけきけゅせす さってうすぬ くぇうぉけかっっ しかけあくにっ いぇょぇつうз おけすけさにっ ゃ ょっえしすゃうすっかぬくけしすう しすぇゃうす こっさっょ くうきう 
うくすっゅさうさけゃぇくくぇは けすつっすくけしすぬй 
 

〈っくょっくちううзЫおけすけさにっЫぉせょせすЫこさけしかっあうゃぇすぬしはЫゃЫнлммЫゅけょせ 

                                                                 

11 ¨おけかけ しすぇ うくょっおしけゃ “]すねくょぇさょ ねくょ こせさ” さぇししつうすにゃぇのすしは けょくけうきっくくけえ おけきこぇくうっえ «Standard & Poor’s 
Corporation» (S&Pдй 〈さう うくょっおしぇ はゃかはのすしは しゃけょくにきう う しけしすぇゃかはのすしは くぇ けしくけゃっ けすさぇしかっゃにたз ゃ すйつй S&P 500 
гちっくくにっ ぉせきぇゅう рлл ねきうすっくすけゃдз S&P 400 (плл ねきうすっくすけゃд う S&P мллЫгмллЫねきうすっくすけゃдй ¨くう さぇししつうすにゃぇのすしは 
おぇお けすくけてっくうっ しせきき こさけういゃっょっくうえ ちっく ぇおちうえ くぇ うた おけかうつっしすゃけ すっおせとっゅけ う ぉぇいけゃけゅけ こっさうけょけゃй S&P 100 
うしつうしかはっすしは くぇ すけえ あっ けしくけゃっз つすけ う うくょっおし こけ ぇおちうはき рлл おけさこけさぇちうえз くけ しけしすけうす うい ぇおちうえ おけきこぇくうえз こけ 
おけすけさにき しせとっしすゃせのす いぇさっゅうしすさうさけゃぇくくにっ けこちうけくに くぇ 』うおぇゅしおけえ ぉうさあっ けこちうけくけゃй ╁ けしくけゃくけき ねすけ 
こさけきにてかっくくにっ おけさこけさぇちううй ╀けかっっ こけょさけぉくけ けぉ ねすけき つうすぇえすっ いょっしぬх 
http://www.worldindex.ru/StandardPoors.aspx   
12 http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/ConferenceAndEvents/Conference2010.htm  
13 http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressResources/2010/FocalPointUSA.htm  
14 https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx  
15 www.theiirc.org  
16 http://www.justmeans.com/clientlist?type=insight 〈ぇおあっз こけょさけぉくっっ つうすぇえすっ けぉ ねすけき ゃ «╃ぇえょあっしすっ 
きっあょせくぇさけょくけゅけ そうかぇくすさけこうつっしおけゅけ しけけぉとっしすゃぇ» гゃにこせしお わт いぇ ょっおぇぉさぬ нлмл ゅйд ′っおけききっさつっしおけえ おけきこぇくうう 
Evolution and Philanthropy: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-
ph8xEzigN_ZDE2ZDIwZTUtZTRiNi00MzRiLThiYWItNzI0NjhiZGZmNThm&hl=en_US   

http://www.worldindex.ru/StandardPoors.aspx
http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/ConferenceAndEvents/Conference2010.htm
http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressResources/2010/FocalPointUSA.htm
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://www.theiirc.org/
http://www.justmeans.com/clientlist?type=insight
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-ph8xEzigN_ZDE2ZDIwZTUtZTRiNi00MzRiLThiYWItNzI0NjhiZGZmNThm&hl=en_US
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-ph8xEzigN_ZDE2ZDIwZTUtZTRiNi00MzRiLThiYWItNzI0NjhiZGZmNThm&hl=en_US
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¨すつっすくけしすぬЫ くっおけききっさつっしおうたЫ けさゅぇくういぇちうえЫ г′╉¨дх ′ぇぉかのょぇっすしは せしうかっくうっ ゃくうきぇくうは お 
おさせこくにき ′╉¨й ′ぇさはょせ し ねすうき しおかぇょにゃぇっすしは こけくうきぇくうっз つすけ ょぇくくにっ けさゅぇういぇちうう ょけかあくに ぉにすぬ 
しすけさけくくうおぇきう こさけいさぇつくけしすう «くっしきけすさは くぇ» うかう «ゃ しうかせ すけゅけз つすけ» けくう はゃかはのすしは しけちうぇかぬくにきう うかう 
ねおけかけゅうつっしおうきう こけ しゃけっえ こさうさけょっй ╁こけかくっ ゃけいきけあくけз つすけ くぇ しうすせぇちうの こけゃかうはっす ゃにこせしお 
«[せおけゃけょしすゃぇ ゃ けぉかぇしすう せしすけえつうゃけゅけ さぇいゃうすうは し ‶さうかけあっくうっき ょかは ′╉¨-しっおすけさぇ»з さぇいさぇぉけすぇくくけゅけ 
╂かけぉぇかぬくけえ うくうちうぇすうゃけえ こけ けすつっすくけしすう гGRI NGO sector supplement)17. 
 
╇くすっゅさうさけゃぇくくぇはЫ けすつっすくけしすぬхЫ ╁っかうおぇ ゃっさけはすくけしすぬ せゃっかうつっくうは つうしかぇ おけきこぇくうえз おけすけさにっ 
こけあっかぇのす ゃけいゅかぇゃうすぬ こさけちっしし こさうきっくっくうは うくすっゅさうさけゃぇくくけえ けすつっすくけしすう う くぇつくせす けぉなっょうくはすぬ 
そうくぇくしけゃにえ けすつっす し けすつっすけき け ゃおかぇょっ ゃ せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっ ゃ けょくけき ょけおせきっくすっй ′っしきけすさは くぇ すけ つすけ 
ねすけ くっ はゃかはっすしは こけょかうくくけえ うくすっゅさぇちうっえз くっおけすけさにっ おけさこけさぇちうう こけえょせす こけ ねすけきせ こせすう ゃ しうかせ きくけゅうた 
こさうつうくз くけ すけかぬおけ こさう せしかけゃううз つすけ うた ぉせょせす しつうすぇすぬ かうょっさぇきう くけゃけゅけ ねすぇこぇ けすつっすくけしすう け 
しけょっえしすゃうう せしすけえつうゃけきせ さぇいゃうすうのй ¨ょくぇおけ きけあっす けおぇいぇすぬしはз つすけ おけきこぇくうう しおけさっっ こさっょこさうくうきぇのす 
こけこにすおせ すっき うかう うくにき けぉさぇいけき こけしつうすぇすぬЫそうくぇくしけゃせのЫけすょぇつせЫけすЫ しゃけっえЫくっおけききっさつっしおけえЫ
ょっはすっかぬくけしすうй ╃ぇゃくけ こけさぇ ねすけ しょっかぇすぬ う すっき しぇきにき こけしこけしけぉしすゃけゃぇすぬ さぇいゃうすうの ¨すつっすくけしすう け 
ゃおかぇょっ ゃ せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっ гSustaiability Reportingдз ょぇあっ っしかう こけかくぇは うくすっゅさぇちうは こけおぇ くっ 
はゃかはっすしは けぉとっこさうくはすけえ こさぇおすうおけえй 
 
╁いぇうきけょっえしすゃうっЫ ゃЫ さっあうきっЫ けくかぇえくЫ こけЫ こけゃけょせЫ けすつっすぇхЫ ╁ нлмм ゅけょせ ぉせょっす くぇぉうさぇすぬ けぉけさけすに 
うしこけかぬいけゃぇくうっ けすつっすくけしすう ょかは ぇおすうゃういぇちうう ゃいぇうきけょっえしすゃうはй ]っゅけょくは かうてぬ くっぉけかぬてけっ つうしかけ 
けすつうすにゃぇのとうたしは しせぉなっおすけゃ гゃけす くっおけすけさにっ うい くうた - おけきこぇくうう Guardian, SAP う Timberland) 
ょっえしすゃうすっかぬくけ けさゅぇくういけゃぇかう こけょゅけすけゃおせ けすつっすけゃз させおけゃけょしすゃせはしぬ ぉけかっっ ちっかけしすくにき こさっょしすぇゃかっくうっき 
け ゃいぇうきけょっえしすゃうう こけ こけゃけょせ せしすけえつうゃけゅけ さぇいゃうすうはз う すっこっさぬ うしこけかぬいせのす しゃけう けすつっすに ゃ おぇつっしすゃっ 
おぇすぇかういぇすけさぇ ょかは こさうゃかっつっくうは しすっえおたけかょっさけゃй 』っさっい くっおけすけさけっ ゃさっきは しすぇくっす ぉけかぬてっ おけさこけさぇちうえз 
けしけいくぇのとうたз つすけ すぇおけえ こけょたけょ くっ すぇお さうしおけゃぇくз おぇお うき おぇいぇかけしぬц う つすけ けく はゃかはっすしは くっけすなっきかっきけえ 
つっさすけえ かうょっさぇ ゃ しそっさっ せしすけえつうゃけゅけ さぇいゃうすうはй 
 
╇しこけかぬいけゃぇくうっЫ うくしすさせきっくすけゃЫ しけちうぇかぬくにたЫ きっょうぇЫ ょかはЫ ゃけゃかっつっくうはЫ しすっえおたけかょっさけゃЫ ゃЫ
こさけちっししЫけすつっすくけしすうхЫ‶け きっさっ さぇしこさけしすさぇくっくうは けくかぇえく ゃいぇうきけょっえしすゃうはз せ おけきこぇくうえ くっ けしすぇくっすしは 
ゃにぉけさぇ おさけきっ けしゃけっくうは ゃけいきけあくけしすっえ しけちうぇかぬくにた きっょうぇ う うしこけかぬいけゃぇくうは うくしすさせきっくすけゃз おけすけさにっ 
こさっょかぇゅぇっす うくすっさくっすй ′ぇき こさっょしすけうす くぇぉかのょぇすぬ せゃっかうつっくうっ つうしかぇ おけさこけさぇすうゃくにた ぉかけゅけゃз 
こけしゃはとっくくにた ╉]¨з しすさぇくうち くぇ Facebook う きうおさけぉかけゅけゃ おけきこぇくうえ ゃ Twitterй ′っおけすけさにっ こけしかっょせのす 
こさうきっさせ おけきこぇくうう ╂ぇさょうぇく гGuardianдз うしこけかぬいせのとっえ こかぇすそけさきせ しゃけっゅけ ぉかけゅぇз つすけぉに ゃにはしくうすぬ 
きくっくうっ しすっえおたけかょっさけゃ け しけょっさあぇくうう ぉせょせとっゅけ けすつっすぇ18й 〈ぇおうき けぉさぇいけきз おけさこけさぇちうう こけこにすぇのすしは くっ 
すけかぬおけ こけかせつうすぬ さっぇおちうの しすっえおたけかょっさけゃз くけ けぉしせょうすぬ し くうきう しけょっさあぇくうっ う せしけゃっさてっくしすゃけゃぇすぬ しゃけの 
けすつっすくけしすぬй 
 
‶さっうきせとっしすゃっくくけっЫ ゃくうきぇくうっЫ おЫ けくかぇえく-そけさきぇすぇきхЫ ╁しっ ぉけかぬてっ おけきこぇくうえ ぉせょせす さぇいゃうゃぇすぬ 
けくかぇえく ぇさたうすっおすせさせз つすけぉに けすさぇいうすぬ うくそけさきぇちうの け ゃおかぇょっ ゃ せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっ う うしこけかぬいけゃぇすぬ 
ちうおか こけょゅけすけゃおう ゅけょけゃけえ けすつっすくけしすう ょかは けこさっょっかっくうは こけさはょおぇз こさうけさうすっすけゃ う しけいょぇくうは 
しすさせおすせさうさけゃぇくくけゅけ けすつっすぇз おけすけさにえ さぇしこっつぇすにゃぇっすしは すけかぬおけ ゃ ゃうょっ おさぇすおけゅけ けぉいけさぇй ╁っぉ-しぇえすに 
しすぇくせす ょけきうくうさせのとうきう くけしうすっかはきう うくそけさきぇちううй 
 
〈っきぇすうつっしおうっЫ けすつっすにхЫ ╁ нлмл-き くぇぉかのょぇかけしぬ せゃっかうつっくうっ つうしかぇ けすつっすけゃз おけすけさにっ こけしゃはとっくに 
おけくおさっすくけきせ さっゅうけくせ うかう すっきっх おけきこぇくうは L’Oreal ゃにこせしすうかぇ けすつっす け さっぇかういぇちうう こさうくちうこぇ 
くっょうしおさうきうくぇちううкきくけゅけけぉさぇいうは おせかぬすせさ う しこけしけぉけゃ しぇきけゃにさぇあっくうは うくょうゃうょせぇかぬくけしすう гReport on 
Diversityдц ぉさうすぇくしおぇは こうゃけゃぇさっくくぇは おけきこぇくうは SAB Miller けすつうすぇかぇしぬ け しけちうぇかぬくけき ねそそっおすっ しゃけっえ 
ょっはすっかぬくけしすう ゃ ぃあくけえ ┿そさうおっц おけきこぇくうは ぃくうかっゃっさ гUnileverд こけょゅけすけゃうかぇ ちっかせの しっさうの けすつっすけゃз 

                                                                 

17 ′っおけききっさつっしおぇは おけきこぇくうは Evolution and Philanthropy こけょょっさあぇかぇ さぇいさぇぉけすおせ [せおけゃけょしすゃぇ くぇ せしかけゃうはた しけ-
そうくぇくしうさけゃぇくうは う ゃにこけかくうかぇ こっさっゃけょ ょぇくくけゅけ ょけおせきっくすぇз こさけすけおけかけゃ う きっすけょうつっしおうた さっおけきっくょぇちうえ くぇ 
させししおうえ はいにお. 
18 http://www.guardian.co.uk/sustainability/blog/sustainability-audit  

http://www.guardian.co.uk/sustainability/blog/sustainability-audit


╃ぇえょあっしす こせぉかうおぇちうえ きっあょせくぇさけょくけゅけ そうかぇくすさけこうつっしおけゅけ しけけぉとっしすゃぇ  
╁にこせしお わ 9 (16), けおすはぉさぬ 2011 ゅ. / Evolution & Philanthropy 

 

18 

 

こけしゃはとっくくにた さぇいかうつくにき ぇしこっおすぇき しゃけうた うくうちうぇすうゃ ゃ しそっさっ せしすけえつうゃけゅけ さぇいゃうすうはц ′っしすかっ гNestle) 
ゃにこせしすうかぇ けすつっす けぉ せこさぇゃかっくうう ゃけょくにきう さっしせさしぇきう う っとっ けょうく – け こさぇゃうかぬくけき こうすぇくうう う ょうっすっй 
]すぇくっす ぉけかぬてっ おけきこぇくうえз ういなはゃうゃてうた あっかぇくうっ うしこけかぬいけゃぇすぬ ょうそそっさっくちうさけゃぇくくにえ こけょたけょз しきにしか 
おけすけさけゅけ いぇおかのつぇっすしは ゃ ゃにこせしおっ ちっかっゃにた けすつっすけゃз しそけおせしうさけゃぇくくにた くぇ  おけくおさっすくにた さっゅうけくぇた うかう 
すっきぇたй  
 
«]せとっしすゃっくくけしすぬ»ЫうЫ«╁いぇうきけょっえしすゃうっ»19: ぁすけ ょゃぇ ぇしこっおすぇз こけ おけすけさにき ぉけかぬてうくしすゃせ おけきこぇくうえ 
くっ せょぇっすしは けすつうすぇすぬしは ょけかあくにき けぉさぇいけきз たけすは けくう うゅさぇのす おかのつっゃせの さけかぬ ゃ けぉっしこっつっくうう 
おぇつっしすゃっくくけえ おけききせくうおぇちうう けぉ せしすけえつうゃけき さぇいゃうすううй ぁかっえく ╉けたっく う っひ おけかかっゅう くぇぉかのょぇかうз おぇお 
きっくはっすしは う しすぇくけゃうすしは ぉけかっっ いさっかにき けすくけてっくうっ おけきこぇくうえ お けすつっすくけしすう こけ ょぇくくにき ゃけこさけしぇきй 
‶けねすけきせ ぁかっえく せゃっさっくぇз つすけ けすつっすに нлмм ゅけょぇ ぉせょせす けすかうつぇすぬしは ぉけかっっ おぇつっしすゃっくくにき けしゃっとっくうっき 
«しせとっしすゃっくくけしすう ゃうかはくうは けさゅぇくういぇちうう くぇ ねおけくけきうおせз けおさせあぇのとせの しさっょせ う けぉとっしすゃけ» う  
«ゃいぇうきけょっえしすゃうは しけ しすっえおたけかょっさぇきう»й 
 
′っおけすけさにっЫ すっくょっくちううзЫ おけすけさにっЫ たけすっかけしぬЫ ぉにЫ ゃうょっすぬзЫ くけЫ っしすぬЫ しけきくっくうはзЫ つすけЫ けくうЫ
こさけはゃはすしはЫゃЫнлммЫゅけょせ 
 
¨すつっすくけしすぬзЫけさうっくすうさけゃぇくくぇはЫくぇЫこけすさっぉうすっかっえЫおけくおさっすくけゅけЫぉさっくょぇхЫ》けすっかけしぬ ぉに ゃうょっすぬ 
ぉけかぬてっ おけきこぇくうえз けおぇいにゃぇのとうた ゃかうはくうっ くぇ こけすさっぉうすっかっえ こけしさっょしすゃけき しゃけうた けすつっすけゃ け ゃおかぇょっ ゃ 
せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっ - し こけきけとぬの ぉさっくょけゃз おけすけさにっ けくう こさけょゃうゅぇのすз う おかうっくすけゃз ょかは おけすけさにた けくう 
さぇぉけすぇのすй ╅っかぇすっかぬくけз つすけぉに ぉにかけ ぉけかぬてっ ¨すつっすけゃ け ゃおかぇょっ ゃ せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっз こけしゃはとっくくにた 
おけくおさっすくけきせ ぉさっくょせ гSustainability Reports for Brands)20з つっき ゅかけぉぇかぬくにた けすつっすけゃз おけすけさにっ くっ うきっのす 
けしけぉけゅけ いくぇつっくうは ょかは きっしすくにた こけすさっぉうすっかっえ うかう おかうっくすけゃй ぁかっえく ╉けたっく たけすっかけしぬ ぉにз つすけぉに 
ゃけゃかっつっくうっ こけすさっぉうすっかは こさけうしたけょうかけ ゃ きけきっくす こさけょぇあう し こけきけとぬの うくそけさきぇちうう けぉ せしすけえつうゃけき 
さぇいゃうすううз せおぇいぇくくけえ くぇ せこぇおけゃおっц う つすけぉに おかうっくすに きけゅかう しょっかぇすぬ こさぇゃうかぬくにえ ゃにぉけさ ゃ きけきっくす 
こけおせこおうй 
 
〉つぇしすうっЫ しけすさせょくうおけゃх 》けすっかけしぬ ぉに ゃうょっすぬ ぉけかぬてっ しゃうょっすっかぬしすゃ ゃけゃかっつっくくけしすう う せつぇしすうは 
しけすさせょくうおけゃ ゃ こけょゅけすけゃおっ けすつっすけゃй ╋くけゅうっ おけきこぇくうう くっ けすさぇあぇのす ゃ けすつっすっ こさけちっしし っゅけ さぇいさぇぉけすおう 
かうぉけ くっ ゃおかのつぇのす きっすおうっ おけききっくすぇさうう う さぇいきにてかっくうは しけすさせょくうおけゃй ╅っかぇすっかぬくけз つすけぉに ぉにかけ 
ぉけかぬてっ こけょすゃっさあょっくうえ さっぇかぬくけえ おせかぬすせさに ╉]¨ ゃ ぉういくっしっз ぇ すぇおあっ っひ さっぇかういぇちうう おぇお ゃ こさけちっししっ 
こけょゅけすけゃおう けすつっすけゃз すぇお う ゃ しぇきうた ょけおせきっくすぇたй 
 
[っいせかぬすぇすにкういきっくっくうはхЫ ′ぇうぉけかっっ ゃぇあくけっ あっかぇすっかぬくけっ ういきっくっくうっ – こっさっきっとっくうっ ぇおちっくすぇ し 
すけゅけз «つすけ しょっかぇくけ»з くぇ すけз «つすけ ういきっくうかけしぬ»з すйっйз たけすっかけしぬ ぉに こっさっえすう けす けぉいけさぇ さっしせさしくけゅけ ゃおかぇょぇз 
さってっくうえз こかぇくけゃ う ょっえしすゃうえ お さっぇかぬくけえ けちっくおっ しけちうぇかぬくけゅけ ねそそっおすぇз おけすけさにえ ょかは おけきこぇくうう 
はゃかはっすしは さっいせかぬすぇすけき ゃかけあっくうは さっしせさしけゃ う さっぇかういぇちうう すった しぇきにた さってっくうえз こかぇくけゃ う ょっえしすゃうえй 
╇いきっくっくうは ょけかあくに ぉにすぬ ゃ ちっくすさっ ゃくうきぇくうは ゃ нлмм ゅけょせй ¨ょくぇおけ ぁかっえく こけょけいさっゃぇっすз つすけ きくけゅうっ 
おけきこぇくうう こけ-こさっあくっきせ こけえょせす こけ かっゅおけきせ こせすう こっさっつうしかっくうは しゃけうた ょっえしすゃうえз くっ こさうおかぇょにゃぇは 
ょけこけかくうすっかぬくにた せしうかうえз つすけぉに きに ゃしっ きけゅかう こけくはすぬз くぇしおけかぬおけ いくぇつうきぇ ねすぇ ょっはすっかぬくけしすぬй ╃かは 
ねすけゅけ こけすさっぉけゃぇかけしぬ ぉに こさけょっかぇすぬ ぉけかぬてせの さぇぉけすせ うз ゃ つぇしすくけしすうз さぇししきけすさっすぬ おけしゃっくくにっ う こさはきにっ 
しけちうぇかぬくにっ ねそそっおすに う ういきっくっくうは21з おけすけさにた ょけぉうかぇしぬ おけきこぇくうはй 
 
╊けおぇかういけゃぇくくぇはЫけすつっすくけしすぬхЫ》けすっかけしぬ ぉに ゃうょっすぬ ぉけかぬてっ ゅかけぉぇかぬくにた おけきこぇくうえз ゃにこせしおぇのとうた 
けすつっすに かけおぇかぬくけゅけ たぇさぇおすっさぇ し けこうしぇくうっき しけちうぇかぬくけゅけ ねそそっおすぇкういきっくっくうえ くぇ きっしすくけき せさけゃくっй 
╉けゅょぇ けすつうすにゃぇっすしは ぉういくっし ゅかけぉぇかぬくけゅけ きぇしてすぇぉぇз すけ ょかは きっしすくにた しすっえおたけかょっさけゃ ねすけ しかうておけき 
ゃにしけおうえ せさけゃっくぬз おけすけさにえ くっ くぇたけょうす けすさぇあっくうは ゃ うた こけゃしっょくっゃくけえ あういくうй ╉けきこぇくうう Intel, General 
Electric, Vodafone,  Telefonica, Motorola う きくけゅうっ ょさせゅうっ しょっかぇかう てぇゅ ゃこっさっょ – せ くうた ゃけてかけ ゃ 

                                                                 

19 ‶けょさけぉくっっ し ょぇくくにきう こさうくちうこぇきう きけあくけ けいくぇおけきうすぬしは ゃ «[せおけゃけょしすゃっ こけ けすつっすくけしすう ゃ けぉかぇしすう 
せしすけえつうゃけゅけ さぇいゃうすうは し ‶さうかけあっくうっき ょかは ′╉¨-しっおすけさぇ» гしすさй мр う омдз さぇいさぇぉけすぇくくけゅけ ╂かけぉぇかぬくけえ 
うくうちうぇすうゃけえ こけ けすつっすくけしすう гGRIдй ]おぇつぇすぬ ゃっさしうの [せおけゃけょしすゃぇ ょかは ′╉¨-しっおすけさぇ くぇ させししおけき はいにおっ きけあくけ くぇ 
ゃっぉ-しぇえすっ GRI: http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/RussianLanguagePage.htm  
20 http://csr-reporting.blogspot.com/2010/11/sustainability-reporting-going-too-far.html  
21 http://csr-reporting.blogspot.com/2010/11/sustainability-reporting-going-too-far.html  

http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/RussianLanguagePage.htm
http://csr-reporting.blogspot.com/2010/11/sustainability-reporting-going-too-far.html
http://csr-reporting.blogspot.com/2010/11/sustainability-reporting-going-too-far.html
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こさうゃにつおせ こぇさぇかかっかぬくけ さぇいさぇぉぇすにゃぇすぬ けすつっすに きっしすくけゅけ せさけゃくはй ぁかっえく くぇょっっすしはз つすけ ゃ нлмм ゅけょせ 
きくけゅうっ おけきこぇくうう こけしかっょせのす ねすけきせ こさうきっさせй 
 
¨すつっすくけしすぬЫ きぇかけゅけЫ うЫ しさっょくっゅけЫ ぉういくっしぇх ╄しすぬ くっおけすけさにっ こさけぉかっしおう くぇょっあょに ゃ しけけぉとっしすゃっ 
きぇかけゅけ う しさっょくっゅけ ぉういくっしぇ г╋]╀дз くけз ゃ けぉとっき う ちっかけきз けすつっすくけしすぬ こけおぇ くっ こさうあうかぇしぬ ゃ ねすけき 
しっおすけさっй ¨ょくぇおけ гし せつっすけき すけゅけз つすけ ╋]╀ はゃかはのすしは ょゃうゅぇすっかっき ねおけくけきうおうд きに くっ きけあっき 
うゅくけさうさけゃぇすぬ おけかかっおすうゃくけっ ゃけいょっえしすゃうっ ╋]╀ くぇ けぉとっしすゃけй 〉 おけかかっゅ ぁかっえく しかけあうかけしぬ きくっくうっз つすけ ゃ 
こさけちっししっ こけょゅけすけゃおう けすつっすけゃ おけきこぇくうう ╋]╀ ぉせょせす ゃ けしくけゃくけき させおけゃけょしすゃけゃぇすぬしは すさっぉけゃぇくうはきう お 
けすつっすくけしすう ょかは ちっこけつおう こけしすぇゃけお きくけゅけくぇちうけくぇかぬくにた おけさこけさぇちうえ г╋′╉дз こけょけぉくけ すけきせз おぇお ねすけ 
こさけうしたけょうかけ ゃ さぇきおぇた うくうちうぇすうゃに おけきこぇくうう PUMA ゃ おけくすっおしすっ こさけっおすぇ GRI22 うかう ゃ そけさきぇすっ 
すさっぉけゃぇくうえ お こけしすぇゃとうおぇき こっさゃけゅけ せさけゃくは おけきこぇくうう Walmartй 》けつっすしは ゃうょっすぬ ぉけかぬてっ ╋′╉з 
おけすけさにっ けさうっくすうさせのすしは くぇ ねすう こさうきっさに う こけょょっさあうゃぇのす しすさっきかっくうっ おけきこぇくうえ ゃ しゃけうた ちっこけつおぇた 
こけしすぇゃけお お ぉけかぬてっえ こさけいさぇつくけしすう う ぉけかっっ いくぇつうすっかぬくけきせ ゃおかぇょせ ゃ せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっй  
 
╇ くぇおけくっちз くっしおけかぬおけ しかけゃ け おけくすっおしすっй ]かけあうかけしぬ こさっょしすぇゃかっくうっз しけゅかぇしくけ おけすけさけきせ けすつっすくけしすぬ け 
ゃおかぇょっ ゃ せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっ ょけかあくぇ ぉにすぬ おけくすっおしすせぇかぬくけえз すйっй しけちうぇかぬくにっ ねそそっおすに う ういきっくっくうは 
こさっょかぇゅぇっすしは けこさっょっかはすぬ し こけいうちうう うた いくぇつうきけしすう ょかは けぉとっえ ゅかけぉぇかぬくけえ せしすけえつうゃけしすうз ぇ くっ 
けちっくうゃぇすぬ うくょうゃうょせぇかぬくにっ さぇいさけいくっくくにっ さっいせかぬすぇすにз ょけしすうゅくせすにっ けょくけえ おけきこぇくうっえй ぁかっえく ╉けたっく 
ゅけすけゃぇ けすくけしうすぬしは お ねすけきせ しこけおけえくけз こけおぇ こけかくけしすぬの ゃしひ くっ けぉょせきぇっすй ¨ょくぇおけ ょけしすぇすけつくけ すけゅけз つすけ 
おさけきっ ょけこけかくうすっかぬくけえз ぉけかっっ けぉとっえ おけくすっおしすくけえ うくそけさきぇちうう гおけすけさぇは ゃ けすつっすぇた しかせあうす そけくけき 
ょかは ぉけかっっ しせとっしすゃっくくにた ぇしこっおすけゃд けくぇ くっ ゃうょうす きくけあっしすゃぇ おけきこぇくうえз おけすけさにっ しかっょけゃぇかう ぉに ねすけきせ 
こせすうз くっいぇゃうしうきけ けす すけゅけз いぇしかせあうゃぇっす けく けょけぉさっくうは うかう くっすй  
 
〈ぇおうっ ゃけす ょっかぇй ‶けかぇゅぇっきз つすけ ねすけ ょぇかっおけ くっ っょうくしすゃっくくにえ けぉいけさ しさっょう ておゃぇかぇ きくっくうえ う こさけゅくけいけゃ 
くぇ нлмм ゅけょ けすくけしうすっかぬくけ すっくょっくちうえ ゃ しそっさっ けすつっすくけしすうй ¨くう けすかうつぇのすしは ょさせゅ けす ょさせゅぇз う かうてぬ 
くっおけすけさにっ こけょすゃっさょはす しゃけの しけしすけはすっかぬくけしすぬй  
 

                                                                 

22 http://safe.puma.com/us/en/2010/05/puma-commits-its-strategic-suppliers-to-sustainability-reporting/  
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