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産業革命による社会構造が大きく変化

する中で、アダム・スミスは富国論を発表

して、公平、明確、便宜、節約の四つの原

則を実践することによって、全ての人は豊

かになると説きました。 

20 世紀の初頭になって、長く続いた古

い形の資本主義、すなわち資本家が労働者

を搾取することによって利益を得るとい

う考え方が将に終焉を迎えようとしてい

る過渡期を迎えました。政治も経済も従来

型の資本主義を継続できるのか、それとも

社会主義や共産主義に転向すべきかの決

断を迫られた時期でもありました。 

アダム・スミス 
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1905 年 2 月 23 日、親睦

を目的としてロータリー・

クラブは活動を開始しまし

た。 

ロータリーが創立された

当時は、いかにして利潤を

独占しようかと、貪欲な資

本家が弱肉強食の競争に明

け暮れていた時代であり、

特に西部に進出するための

交通の要衝として栄えたシ

カゴは、成功を夢見た人た

ちが集まった無法と腐敗の

街であり、事業主は無秩序

な自由競争に狂奔し、同業

者はすべてライバルであり、法さえ犯さなければ金を儲けた者が成功

者として、即ちアメリカン・ドリームを達成した人としてもてはやさ

れました。 

労働者を搾取したり顧客をごまかしたりした取引で大金を得たこ

とに対する後ろめたい気持ちも、僅かばかりのチャリティをすること

で周囲の人も納得しました。騙すよりも騙される方が悪いという風潮

がまかり通った時代でした。 

すさまじい自由競争の中で生きているビジネスマンにとっては、毎

日過酷な日が続き、孤独感と疎外感に加えて、いつこの過酷な自由競

争の敗者になるかもしれないという恐怖感が常に付きまとっていま

した。そんな環境では親友ができる道理はありません。もしもこの街

の中で心から何でも相談できる、また語り合える友人が居たらどんな

ポール・ハリス 
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に素晴らしいことだろう。そういう発想から、ポール・ハリスはロー

タリーを創ったのです。 

親睦を目的としてロータリーは出発しましたが、せっかく一人一業

種でたくさんの仲間が集まったのだから、お互いの商売を利用して金

儲けにそれを利用したらどうだろうかという、さもしい発想が浮かん

できました。即ち物質的相互扶助という考え方が起こってきたのです。 

1906 年 1 月に制定された最初のシカゴ・ロータリー・クラブの定

款は、7 条の定款と 12 条の細則からなる本格的な規約であり、定款の

第 2 条第１節には会員の事業上の利益の促進、第 2 節には会員同士の

良き親睦と明記されており、当初のシカゴ・クラブには奉仕の概念は

なく、事業の繁栄と親睦を目的にしたクラブ運営が行われたことが分

かります。 

会員同士の互恵取引が積極的に行われ、印刷業者のラグルスは、彼

の保険を保険代理店のトュニソンと契約し、その代わりに、トュニソ

ンはラグルスから文房具や用紙類を買いました。二人はシールに石炭

を注文し、ハリスはごく当たり前のこととして、三人全員からの法的

な問題を喜んで引き受けました。 

四人とも汚れたシャツはアーサー・アーヴィンの洗濯屋に届け、そ

の関係は果てしなく続いていきました。このようにして、彼らは堅固

で自己中心的な相互扶助のグループを作っていきました。自らが掻け

ない自分の背中を、お互いが車座になって掻き合お

うという、バック・スクラッチングというエゴイズム

で、ロータリーは出発したのです。 

1966 年に、オーレン・アーノルドが書いたゴール

デン・ストランド Golden Strad ではこの状態のこ

とを You scratch my buck と表現しています。 

前述の定款には、統計係という役職が設けられていて、会員相互の

ポール・ハリス 

You scratch 

my buck 
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商取引や斡旋の結果を記載した

葉書を郵送して例会で報告した

という記録が残っています。 

1910 年に印刷された葉書形

式の報告書には、例会毎にこの

報告書を配付して、次回の例会

の出欠予告と会員間で行われた

取引状況を記入してポストに投

函することが義務づけられてい

ました。  

ロータリー創立の大きな目的

が会員同士の物質的相互扶助で

あったため、会員各自の事業の

内容や取引状況が部外者に漏れ

ないように、機密保持を徹底し、

定款第 10 条には機密保持とい

う項目を設けて、「例会における

すべての方針、規則、細則、お

よび商取引は、厳密に機密を保

持するものとする。」と定めてい

るのも特徴的です。 

1908 年 12 月 1 日の日付が入

った、会員相互取引明細の報告

書をシカゴ・クラブのアーカイ

ブスの中から発見しましたが、

左側の欄に商品を提供した会員

の氏名が、右側の欄に商品を受

取引報告書 

取引明細報告書 
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取った会員の氏名が手書きで書

かれており、例会ごとに配られた

模様です。 

1911 年に発行された全米ロー

タリー・クラブ連合会の会員名簿

には、当時加盟していた 24 クラ

ブについて 3 ページずつの情報

が記載されています。 

1ページ目はそのクラブのクラ

ブ名と会長、幹事の電話番号と住

所や例会場所や時間が書いてあ

ります。残りの 2 ページにはその

クラブのテリトリーの中にある

著名な企業名、電話番号と住所が書いてあります。これは遠隔地にお

全米ロータリー・クラブ会員名簿 
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けるロータリアン同士の取引に使われたものと考えられます。 

騙すより騙される方が悪いという世の中ですから、シカゴの果物商

がカリフォルニアの農園と取引したとしても、果物商に注文通りのオ

レンジが届く確証はありません。また農園の方にも約束通りの料金が

支払われる確証がありません。しかしロータリアン同士の取引ならば

お互いが信頼できた訳です。 

1911 年の全米ロータリー・クラブ連合会の組織表には、Local 

Trading Committee 、 Intercity Trading Committee 、 National 

Trading Committee という委員会が設置されています。 

Local Trading Committee は自分のテリトリー内における取引を担

当した委員会です。Intercity Trading Committee は近隣都市間の、

National Trading Committee は全米の取引を活性化するために作ら

れた委員会です。 

そういった会員同士の物質的相互扶助を連合会が積極的に援助し

ていたのです。なお、定款から親睦と事業上の利益の促進という目的

が消滅したのは 1912 年になってからのことです。 

ロータリアン同士の物質的相互扶助に基づく企業経営は、ロータリ

アンに大きな収益をもたらし、当初は零細企業に過ぎなかった事業所

はみるみる発展していきました。 

歴史をひも解くと、当時のアメリカでは、物質的相互扶助を目的と

したクラブが雨後の筍のように乱立しており、ポール・ハリスが創っ

たロータリー・クラブも単なる当時の流行の産物の一つに過ぎなかっ

たことが分かります。 

ライオンズを創ったメルビン・ジョーンズも、最初はシカゴの物質

的相互扶助組織である「ビジネス・サークル」の会員でしたし、Service 

not self というフレーズをロータリーに提唱したフランク・コリンズ

も 1905 年に創立された「ミネアポリス・パブリシティ・クラブ」の
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会員でした。 

全米で乱立したこれらの閉鎖的な物質的互恵主義の組織は、世間の

非難を浴びて、次々と消滅していきました。ロータリー・クラブの会

員からもこれを批判する声が起こりました。 
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物質的相互扶助からの決別を加速したのは、1908 年にシカゴ・クラ

ブに入会したアーサー・フレデリック・シェルドンです。物質的相互

扶助の代わりに、当時誰もが考えつかなかった経営学に基づく奉仕理

念をロータリーに提唱しました。 

会員の事業の発展という目的をそのまま温存し、その具体的な方法

を従来の物質的相互扶助から、継続的に利益をもたらす顧客を確保す

ることによって事業を発展

させようという、経営学に基

づいた奉仕理念に転換した

のです。 

ロータリーがこの考え方

を採択して、物質的相互扶助

から決別したことによって、

その後華々しい発展を遂げ

ることになります。 

 シェルドンは 1868 年 5 月

1日、デトロイトの北西 80マ

イルのミシガン州バーノン

で生まれました。 

父親はセスSeth、母親はヘ

レン Helen、姉はキャサリン

Katherine、弟はジョージ

George の三人兄弟でした。 

ミシガン大学の経営学部
アーサー F. シェルドン 
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で販売学を専攻し、トップの成績で卒業しました。彼は 1913 年の国

際大会のスピーチで、小学校から大学卒業までトップで通したと自ら

語っていますから、これは間違いない事実でしょう。 

今でこそ、経営学はメジャーな学問ですが、当時は、ビジネスのマ

ネージメントを学問として捉えたり、更に販売学などという分野に関

心を持ったりする人は少なく、この分野における草分け的な存在だっ

たと考えられます。 

その学究生活の中で、彼は 19 世紀における商売と、20 世紀におけ

る企業経営は全く違うことを学んだ訳です。卒業後、図書の訪問販売

のセールスマンになりますが、素晴らしい営業成績をあげて、セール

ス・マネージャーに昇進し、31 歳の若さで、1899 年には出版社の経

営を任されるようになりますが、学校で学んだ学問と自らの経験を基

本にして、1902 年にシカゴにシェルドン・スクールを設立して、経営

学、特に販売学を教える道を選びました。 

後日、ロータリーの職業奉仕理念の中核となった「He profits most 

who serves best」に基づくサービス学の概念を、経営学と捉えて、そ

れを体系的に教えることが、シェルドン・ビジネス・スクールの方針

だったのです。 

その考え方

は、シェルド

ン・ビジネス・

スクールの時

代、いや、もっ

と以前の自転

車の荷台に本

を載せて、ワイ

オミングの大
シェルドン・スクール 
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草原の中で訪問販売をしていた時代に培われたことは間違いありま

せん。彼自身は、「大学で学んだことは単なる知識であって、販売学の

全ては、実社会に出てから学んだことだ。」と語っています。 

そして、シェルドン・スクールの教科書として、1902 年には 12 巻

107 章から成る「Successful Selling 商売に成功する方法」、翌 1903

年には 2000 ページに近い 「The Science of Successful Salesmanship 

成功する販売学」を出版するという著作活動も併せて行っています。 

シェルドン・スクールの広告の冒頭には、「人生のあらゆる面は、運

ではなく、自然の法則によって定められている。成功しているセール

スマンとて、例外ではない。」と記載されています。 

1908 年にはロックフェラ

ーの小さな町、ムンデレイン

に 600 エーカーの土地を買い

ました。地盤改良のため小さ

な河をせき止めて長さ 1 マイ

ルの湖を作って、そこに学校

と家族の家を建てました。 

シェルドン・スクールは地

域社会に根付いて繁栄しまし

た。地元住民を大量に雇用し、 

学校の敷地は地域住民のリ

クリエーションと教育の場と

して開放されました。本館の

上層階には、講義、会議、夏期

授業、ダンスに使われた大き

なホールがありました。 

シェルドン・スクールの広告 
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敷地内には、水泳、ピクニック、

カヌー、アイススケートのために

年中利用可能でした。大規模な通

信教育が行われたため、地元の郵

便局は第 4 クラスから第 1 クラス

に昇格しました。1909 年、町の名

前はシェルドン・スクールのモッ

トーの頭字語に変更されました。 

第一次世界大戦では、学生の多くが離れ、学校の規模は徐々に減少

しました。 1921 年にこの土地を使って湖沼神殿の聖メアリーを建設

するためにカトリック教区に財産を売却しました。 

後に道徳律の起草委員として、第 11 条をドイツ語で書き上げたジ

ョン・ナトソンは、「1906 年、こ

の学校の広告を偶然に見た私は、

入学金 10 ドルと授業料月額 5 ド

ルを払って、684 番目の学生とし

て入学した。そして 6 ケ月の間に

40 冊の教科書を受け取った。」と

回想しています。 

 即ちシェルドンは、自らがロー

タリーに入会する以前から、本来

の仕事として、経営学を説く活動

をしており、ロータリーはそれを

利用させてもらっていたに過ぎま

せん。 

経営学者として当時の最も新し

い分野である販売学を体系化する

シェルドン・スクール 
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とともに、哲学者として側面から、宇宙の摂理や自然の法則を説き、

それを発展させて奉仕哲学という新しい分野の理念を完成させまし

た。 

インド哲学にも造詣が深く、1913 年の年次大会のスピーチや 1929

年に発行された Service and Conservation には、インドのバガバン・

ダスの哲学書から奉仕の理念を学んだという記述があります。 

どうやら宗教が嫌いであったらしく、当時の人としては珍しく「神 

God」という言葉を殊更避けており、シェルドンの文章の中からは 、

比喩的な使い方、即ち「もしもこの世に God というものが存在すれ

ば」という表現以外で God という単語を探し出すことはできません。 

また天職 Vocation という単語も一切使っておらず、Business、

Profession、Occupation が使われています。  

彼の文章は極めて美しく、なおかつ論理的な文脈であり、1911 年の

論文は韻を踏んだ詩のような文体でまとめています。 

さらに同じ単語を連続して使って強調したり、he profits most who 

serves best に代表されるような、かなり長いフレーズの造語を好ん

で使ったりするくせがあります。しかし哲学者としての側面からか、

わざと難しい表現や、めったに使われない単語を好んで使うくせもあ

り、翻訳者泣かせの一面もあります。 

ビジネス・スクールを運営していたことからも分かるように、教育

とは知識を教えることではなくて、その人の能力を引き出し、それを

成長させることであるという独特な考え方を持った教育者でもあり

ました。 

また高い芸術性を持っていたことは、彼自身はチェロ奏者でもあり、

アンナ・グリフィス夫人はプロのピアニスト、子供達もめいめいに楽

器を演奏して、ファミリー・オーケストラを楽しんだという記録によ

っても明らかです。 
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二人の子供は、母と同じ名前をつけた姉のヘレンと、自分と同じ名

前の弟のアーサーJr. ですが、父親と同じ名前を付けられたアーサー・

フレデリックは、1929年に 30歳という若さでこの世を去っています。 

この年に書かれたのが「奉仕の原則と保全の法則 The Principle of 

Service and the Law of Conservation」です。世界大恐慌の影響から

か、従来の経営学に基づく奉仕理念と共に、財産を保全する必要性を

説くと共に、息子を失ったことからか、学者らしからぬ、人生観や死

後の世界に言及しています。この本がシェルドンの絶筆となっていま

す。 

 

1906 年の後半、シカゴ・クラブは重大な転機を迎えます。1905

年の創立以来、会員同士の親睦と物質的相互扶助に重きを置いてき

たシカゴ・クラブに、対外的な奉仕をすべきだという意思を持って

入会してきたドナルド・カーターの

考え方に同調したポール・ハリス

は、1906 年 12 月に定款を改正して

対社会的奉仕活動に関する項目を追

加し、更に 1907 年 2 月、会長就任

と共に、クラブ運営方針を抜本的に

変更して、会員増強、拡大、社会奉

仕の実践を提唱します。  

しかし、これまで会員に大きな利

益をもたらしてきた物質的相互扶助

と、突然提唱された対社会的奉仕活

動の概念との乖離は大きく、これに

反発する会員との間で激しい論争が
ハリー・ラグルス 
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起こります。  

そんな状態の中で、ハリー・ラグル

スの推薦を受けて、1908 年 1 月に、

アーサー・シェルドンはシェルドン・

スクールの卒業生であるチェスレー・

ペリーと共にシカゴ・クラブに入会し

ます。  

ハリー・ラグルスが互恵・親睦派の

リーダーであったことから、ラグルス

が自派の勢力拡大を計って、彼ら二人

を入会させたことは明らかですが、そ

の後この二人が、ハリー・ラグルスと

袂を分かって、共にポール・ハリスの

片腕となり、シェルドンは奉仕理念の提唱者として、ペリーはロータ

リー組織の建設者として協力したことは皮肉なことです。  

理論構築や理論提唱があまり得意でなかったポール・ハリスは、そ

の作業を全てシェルドンに任せました。シェルドンの奉仕理念は既に

完成の域に達していましたが、彼はビジネス・スクールを通じてその

理念を広げるだけでなく、ロータリーという経営者が集まる組織を通

じて奉仕理念を広げることに魅力を感じたのかも知れません。ロータ

リーはロータリーで、シェルドンの新しい奉仕理念をそっくりそのま

ま導入してロータリーの奉仕理念とし、お互い持ちつ持たれつの関係

で、利用しあったのではないかと思います。 

シェルドンに対するポール・ハリスの信頼がいかに厚かったかは、

入会の翌々月の 1908 年 2 月（当時のロータリー年度は 2 月に始まり

翌年 1 月に終わっていました）に、彼を情報拡大委員長という重大な

役職に任命したことからも明らかです。 

チェスレー・ペリー 
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シェルドンも、入会僅か 1ケ月の新入会員であったにもかかわらず、

多くの古参ロータリアンを前にして、彼の持論である「経営学に基づ

く奉仕理念」を新しいロータリー理念として説くことで、それに応え

た訳です。  

毎回の例会毎に、ポール・ハリスとシェルドンによって繰り返され

る奉仕哲学と拡大の

必要性を説く議論に、

大多数を占める互

恵・親睦派の会員た

ちは、さぞかし辟易

したことでしょう。

その白熱した議論の

雰囲気を和らげるた

めにハリー・ラグル

スが始めたのが「唱

歌」であったことは、

余りにも有名な話です。  

印刷業を専門としていたラグルスは、例会の度に自分の会社で印刷

した歌詞集を持ってきて、会員に配りました。例会で歌を歌う習慣が

定着して、その後 RI が歌詞集や楽譜を発行する習慣がつき、現在に

至っています。 

しかしその緊迫した状況もついに均衡を失い、1908 年 10 月、ポー

ル・ハリスは任期半ばで会長を辞任し、シェルドンも情報拡大委員長

の任を解かれます。 

その状況を憂慮したチェスレー・ペリーは、当時 16 クラブまで拡

大されていたロータリー・クラブの連合体として、全米ロータリー・

クラブ連合会を結成して、その組織にポール・ハリスとシェルドンを
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迎え入れ、自らも事務総長として、その腕を振るうことになります。 

そして、チェスレー・ペリーは、事務総長の職責に 32 年間留まっ

て、ロータリーを巨大な組織に作り上げました。 

 

シェルドンの奉仕理念は、継続的な事業の発展を得るためには、自

分の儲けを優先するのではなく自分の職業を通じて社会に貢献する

という意図を持って事業を営む、即ち会社経営を経営学の実践だと捉

えて、原理原則に基づいた企業経営をすべきだと考えました。 

さらに良好な労働環境を提供するのは資本家の責務であると考え、

資本家が利益を独占するのではなくて、従業員や取引に関係する人た

ちと適正に再配分することが継続的に利益を得る方法だと考えたの

です。 

そのような考え方で事業を営んでいる人は誰一人としていなかっ

た時代ですから、当時からすれば、来るべき修正資本主義を先取りし

た彼の考え方は、極めて斬新かつ革命的なものであったと言えるでし

ょう。 

19 世紀から 20 世紀初頭、即ちロータリーが創立された当時は、醜

い資本家の欲望が労働者を搾取した時代でもありました。  

いかに安い賃金で労働者を雇うかが利潤を増やす鍵となり、それが

労働者の貧困、失業などの問題や、無秩序な自由競争による経済恐慌

などの大きな社会矛盾を生む原因になりました。 

当時これに立ち向かう改革の中心的役割を果たしていたのは、カー

ル・メンガーの流れをくむ経済学者のグループであるオーストリア学

派の人たちでした。 
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ミシガン大学でオーストリア学派

に属していたと思われる、エルバー

ト・ハバートやシェルドンなどは資

本主義のもたらすこれらの社会矛盾

や害悪を、社会主義や共産主義に変

えるのではなく、現在の資本主義の

大枠の中で和らげたり克服すること

によって、資本主義の形態を保ちな

がら、この難関を克服できないもの

かと考えました。 

これはとりもなおさず、ミシガン

大学の経営学部では 1890 年代にす

でに修正資本主義を先取りした研究

が行われていたことを物語ります。 

即ち当時のロータリアンは、物質的相互扶助を捨てた代わりに、シ

ェルドンを通じて、誰も知らな

かった時代を 30年先取りした未

来の経営学を学び、それを実践

して、非常に大きなメリットを

得ていた訳です。誰も知らない

未来を先取りした経営学を学ぶ

という、このメリットこそが、そ

の後のロータリーの発展に大き

く繋がっていったのです。 

「ガルシアへの手紙」などの

数々の名言集を残した、有名な

作家･教育者であるハバートは、

カール・メンガー 

エルバート・ハバート 
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時の政府の方針に従わない人をアナ

キスト( 反政府者) 呼ばわりして、「私

はアナキストである。シェルドンもア

ナキストである。すべての善良な人は

アナキストである。社会的、経済的、

国内的、政治的、精神的な自由を信じ、

教養を持った親切な紳士淑女は、すべ

てアナキストである。その中でもイエ

ス・キリストは典型的なアナキストで

ある。アナキズムは、国家や権威の存

在を望まず、不必要、有害であると考

え、その代わりに国家のない一つのまとまった政治思想社会や個人主

義や自由主義の流れを汲むものなど、時には相互に衝突する多数の潮

流の総称なのである。」と述べ

ています。 

シェルドンの修正資本主義

に基づく経営学の理念は当時

の共和党政権の資本主義政策

に合致したものではありませ

んから、アナキストの範疇に

入れたものと思われます。 

 修正資本主義とは、政府が

公共事業などで失業者を減ら

したり、法律で公害や悪い環

境をもたらす資本の活動など

を規制したり、従業員の福利

厚生を図ったりして、これら
ジョン・ケインズ 

ガルシアへの手紙 
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の矛盾を和らげていこうという考え方です。 

この考え方を政府の方針として発表したのがジョン・ケインズで

あり、1935 年に発行された著書「雇用・利子および貨幣の一般理

論」の中で、資本主義のもたらす貧困、失業、恐慌などの社会矛盾

や害悪は、資本主義制度そのものを変えなくても、ニューディール

政策やマクロ政策の展開、政府による公共投資などによって企業家

のマインドを改善することで、緩和し、克服できると述べていま

す。その考え方のことを修正資本主義と呼んでいます。 

ケインズは 1901 年にケンブリッジ大学を卒業して、この著書を書

いたのは 1935 年です。そしてこの考え方は世界大恐慌に苦しんだ、

フランクリン・ルーズベルト大統領によるニューディール政策の強力

なバック・ボーンとなった訳ですから、シェルドンがこの考え方を 30

年も先取りしていたことは驚異的なことです。  

 

シェルドンは持続して繁栄し発展している幾つかの企業に共通し

て見られる特徴を、サービスと名づけました。販売する商品や提供す

る技術はその品質が高いことが重要です。 

適正な価格で商品や技術を顧客に提供することも大切です。いつで

も、どの場所でも、顧客がリーズナブルだと感じる価格を設定するこ

とが必要です。品薄に乗じて高い価格設定をしても、一次的に儲かっ

たとしても、何れ価格が安定したときには、顧客は離れているに違い

ありません。 

事業所における経営者、従業員の接客態度も大切です。無愛想な態

度をとられると、二度と行きたくなくなるものです。 

十分な品揃えもサービスです。 

公正な広告も大切です。当時の広告は誇大広告か虚偽広告が当たり

ジョン・ケインズ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%94%BF%E7%AD%96
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前でした。ロータリアン企業を中心にした適正広告が順次法制化され

て、現在のような適正広告になっていきました。 

取り扱いの商品に対する知識も大切です。最近のように、異業種へ

の転換が盛んな時代では、商品知識も不充分のまま、単に売りっぱな

しにする店がかなりあるようです。 

商品のアフター・フォローも大切です。一度自分の店で売った商品

や提供した技術に対しては、最後まで責任を持つことが大切です。こ

れについては、経営者の間から大きな反論が上がったことも事実です。

無制限にアフター・フォローをしていたら莫大な経費がかかって、屋

台骨を揺るがし兼ねないという懸念です。しかしリスクを犯して敢え

てこれに挑戦した企業が、逆に繁栄した結果、現在の製造物責任法に

発展するという結果に繋がりました。 

こういうことが守られている店には、もう一度行ってみようという

気が起こりますし、親しい人を紹介しようという気も起こります。 

一見さんだけを相手にしていたのでは、事業の発展は望めません。

リピーターが再三訪れるからこそ、事業が発展するのです。たとえ一

時的に客が訪れたとしても、その店に愛想を尽かして、二度と訪れな

かったら、必ず衰退します。これは製造業であらうと、小売業であろ

うと、医者であろうと同じです。これは現在でも立派に通用する真理

です。 

奉仕とは顧客に満足感を与えることであり、そのために必要な条件

は、「質」と「量」と「管理の状態」です。これについては後に詳しく

解説する予定です。 

シェルドンは経営学に基づいた販売術を、奉仕の原則を条件とする

継続的に利益をもたらす常連客を保証する技術だと定義しています。 
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もう一つの考え方は、人間関係学から見た利益の適正な再配分です。

私たちがロータリアンの身分を保っているのも、ロータリーの会合に

出席できるのも、ひとえに自分の事業が上手くいっているからです。

これは、事業主の力量によるところが大ですが、会社で働いてくれて

いる従業員、事業所に色々な品物を納めてくれている取引業者や下請

け業者、事業所から品物を買ってくれる顧客、さらに、その事業が、

その町の中で普遍的に営んでいけるのは同業者がいるおかげである

ことを忘れてはなりません。 

事業主を取り巻く全ての人たちのおかげで事業が成り立っている

ことを考えるならば、得た利益を、事業主が一人占めするのではなく、

事業に関係する人たちと適正にシェアをしながら、事業を進めていけ

ば、必ずその事業は発展していくはずです。 

そのような経営方針を採用して事業が発展していく様子を、自らの

事業所をサンプルとして実証すれば、同業者の人たちは、その事業態

度を真似るに違いありません。そうすれば、業界全体のレベル・アッ

プに繋がっていくというのが、He profits most who serves best のも

う一つ意味です。この考え方は今も昔も変わらない真理です。 

雇用主の従業員に対する責務は、 

1. 適正な報酬を支払うこと。 

2. 安全、福利厚生、社会保障、快適な生活を保証すること。 

3. 従業員に教育の機会を与えることです。 

従業員の雇用主に対する責務は、 

1. 職場では最善を尽くして働くこと。 

2. 過失を最小限におさえること。 

3. 会社の管理運営に協力することです。 

雇用主と従業員がこの 3 種類の責務をお互いに果たすことが、会社

の発展に繋がるのです。 
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それでは、シェルドンの文献と講演原稿を、年代別に、順次、ご紹

介していきたいと思います。  


