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シェルドンの森に入って最初に目に入る、「自

然の法則で構成された組織の基本となる実践の

法則」という副題がついた、メタセコイアにも

似た巨木です。それは 1902 年にシェルドン・

スクールの開校に併せて発行されたと思われる

教科書です。全 12 巻、107 節からなる膨大な量

の文献で、毎年のように改訂されて、最終版は

1924 年発行されています。 

 比較的初心者を対象にした内容

ですが、学校にも行ったことのな

い人が口先だけで商売をする当時

としては、初心者に体系的に、セー

スルマンとしての知識を教える貴

重な教科書であり、何回も改訂を

重ねて長い間ベスト・セラーの地

位を保ってきた文献だと思われま

す。 

  冒頭でシェルドン独特の教育

論が述べられ、次いで経営学や販

売学、セールスマン・シップなどが定義されています。 

 

この本の内容とタイトルを簡単に説明しましょう。 
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人間の行動に関する解説には、

プロセスの重要性や決断の必要性、

行動の定義が、さらに人間構築の

項目では、自然の摂理、満足の定

義、卓越した知識とは何か、理論

展望の必要性、失敗の原因などが

述べられています。 

自己開発の項目では、あなたの

センスを磨く方法、能力開発とは、

イメージトレーニング、知覚・聴

力・視力のトレーニング、注意力、

記憶力、度忘れ、名前の思い出し

方、反復トレーニングの必要性、

信頼性などについて詳しく解説されています。 

また、満足感とか幸福の追求、将来の展望、美的感覚養成、与える

心とは何かといった項目もあり

ます。 

健康については、正しい飲食、

正しい睡眠、体操が図解で示され

ており、意思の項目では、人間の

意思、強い意思を持つには、習慣、

認識力、想像力について述べられ

ています。 

顧客については、顧客と常連客

の違い、顧客の分析、顧客の色彩・

体型・顔つき・頭・印象に基づい

た分析が図解付きで詳しく述べ
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られています。 

1860 年代にイタリアの人類学者ロンブローゾが、囚人の遺体解剖

の結果、頭蓋骨の形状から性格を科学的に判断する研究をしたことか

ら、シェルドンも少なからずその影響を受けたものと考えられ、人間

の外見、風貌、骨相を分析して、それを販売につなげようとしたらし

く、かなりのページを割いてそれを細かく説明しています。 

セールスマンとしての心構えの項目には、信念とは、自己判断、自

然の法則、重要性の分析、セールスマンの意識調査、ビジネスの分析、

商品の分析、対象品の分析、商談の仕方、言葉づかい、態度などが詳

しく解説されています。 

各章の最後には、そのまとめと、一門一答式の練習問題がついてお

り、簡単に採点できるように配慮されています。 

 

主な内容を示すタイトルは次の通りです。 

• 自然の法則とは 

• 建設的なセールスマンとは   

• プロのセールスマンとは 

• 学問とは  学問の価値とは 

• 技術とは  商売に成功する技術とは 

• 利益とは 

• 需要と供給 

• 関心と願望 

• 決断のプロセス  行動 

• 満足とは 

• 人間形成  将来展望の必要性 

• 役割の失敗  失敗の法則  適正な判断 
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• サービス精神の構築 

• 自己開発能力  自己開発の方法  教育の必要性 

• 記憶の保存  記憶回復の方法  想像力の開発  体系的な

想像力の構築 

• 概念の把握 

• 永遠の幸福の追求 

• 欲望の分析 

• 失望感の征服 

• 気分の高揚 

• 正しい行動 

• 美的感覚の開発 

• 前向きな感情の育成   

• 正しい考え方の開発 

• 正しい呼吸法  正しい水の飲み方  正しい食事  清潔な

生活  正しい運動  正しい休息 

• 人間の意志  意思決定  決断力の開発  強靭な意志を持

つには 

• セールスマンの動機 

• 専門的学習 

• 自己判断 

• 人間の性格 

• 人間の風貌の分析  肌色の分析  人間の体型の分析  顔

つき、頭の恰好による分析 

• 企業経営の分析  従業員個人の分析  生産物の分析  顧

客の分析 

• 価格決定のプロセス 

• 商談のやり方  商談の態度、身だしなみ  正しい言葉づかい 
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• 顧客の関心を得るための商談 

• 商談のチェック・リスト 

 こういったタイトルの下に、詳しい解説が述べられています。 

  さらに、その後発行された 1917 年改訂版の第 9 巻には、ロータ

リーに関する記述があり、「顧客を見つける目的で、この種類の対社会

的奉仕活動をすべきではありません。利己的な見地からこの種の対社

会的奉仕活動をすると、最高の結果を得ることは不可能です。しかし、

ロータリー・モットー 最も多く奉仕する者、最も多く報いられると

いう言葉は、生命の法則です。ある意味で、この短い文章は、最も基

本的で原理的な生命の法則を表します。この一つの文章に、奉仕の原

則の本質が結晶されています。そして、公衆に対する奉仕の方法を示

してします。その会社を成功に導こうとしているすべての経営者に対

しての言葉は、好ましい興味を示している多くの新しい常連客を素早

く作ることが大切になるでしょう。」 

 

という文章で、He profits most who serves best がロータリー・モ

ットーとなっていることを説明しています。  
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シェルドンの森で次に目に入るの

は巨大な楠にも似た、「シェルドン・

コース Sheldon Course」です。 

「人間管理－人間のエネルギーの賢

明な活用と制御と保護と開発に関す

る学問及び技術は、事業構築と建設

的な販売術をもって、その機能を発

揮する」という長い副題をつけられた豪華な皮表紙のこの書物は、

12 巻 109 節および A から E 間での Appendix が付いた、17 冊から

なる、かなり程度の高い学生を対象にした教科書です。 

 この本の最終ページはすべて、He 

profits most who serves best のモッ

トーで結ばれていることはすでにご紹

介した通りです。 

 医学にも精通しており、大脳皮質や

運動神経(求心性神経)、知覚神経(遠心

性神経)のかなり詳しい説明されてい

ます。 

健全な精神は健全な肉体に宿るとい

う意味や忍耐力を養う意味で、健康に

関する項目にかなりのページを割いて

おり、正しい呼吸法に始まって、食

事、飲料、睡眠、体操、休息に至るま

で、詳しく解説されています。 

シェルドン・コース 
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言行一致とならなかったのか、シェルドンが 57 歳の若さで逝去し 

たことは非常に残念なことです。 

 

 各巻の内容は次の通りです。 

第 1 巻  人間工学の定義 

一般力と人間工学の力とは何か その方法 自己啓発の原則 教育

の 3 段階 理解すべき用語 個人のサービス価値を計る 完遂 学

生  違い 協働の必要性 健康 健全な頭脳 健全な心 健全な身

体  健全な意思 調和 大金 誤り 病 貧困 一般的な示唆およ

び指示 通信教育の価値 ペーパーテストへの準備 質問状 卒業

証書 何を読むべきか 

第 2 巻 ビジネスとは何か 

人生ゲームのサイン あらゆる教育の四つ決定 経済への適応 も

のづくり七つステップ 法則 人間の法則 自然の法則 販売とは

何か ビジネスとは何か 奉仕の原則 奉仕の原則と人力かかわり 

健康な教育の心 奉仕の自然要因 

第 3 巻 

人生の元帳 大きなビジネスの道 なぜ人は奉仕をすべきか セー

ルスマンとは何か 貿易界の二つの面 奉仕の原則と他の自然の法
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則との関係 造る人 成功の方式はあなたの A＋R＋E＋A を伸ばす

こと 

第 4 節 才能を伸ばす 思考 

心の内容 精神を造る人 感覚を磨く 精神における想像 概念 

洞察 観察 幻想 メジャーな思考とマイナーな思考 判定 誤 

審 健康な判定 推定 三段論法 結論 類推 詭弁 健康な推論

の基礎 法則 原則 注意 注意の種類 変化に対応する注意 脳

形成 

第 5 巻 才能を伸ばす 記憶と想像 

記憶の価値 良い記憶 記憶力のテストと訓練 思い出をさえぎる

もの 邪魔をどう消すか 記憶の友 連想の法則 この法則の利用

法 名前の覚え方 反復法 忘れることの必要性 記憶と想像力 

感覚を超える想像力 再構築する想像力 構築する想像力 幻想と

幻覚 概念の連結 想像と進化 概念の一覧表の作成 自然 規格

と手作り 想像力のコントロール 想像力が人生を輝かせる 

第 6 巻 信頼性を伸ばす 

頼れる人 頼れない人 決まりきった感情 分類された感情 楽観

と悲観 身につけた感情 建設的心情と破壊的心情 信頼性を造る

複合感情 感情を豊かにする一つの原則と四つの関連法 

第 7 巻 忍耐力を伸ばす 

健康 忍耐の母 身体の手入れ 建設的思考 健康の価値 正しい

呼吸法 何を飲むか どう飲むか 何を食べるか どう食べるか 

運動法器具なし運動 休憩法 リラックスの決まり 入眠法 

第 8 巻 行動力を伸ばす 

意志の要素 習慣法 意志力を鍛える自然のステップ 意志喪失 

二つの哲学 役立たない唯物論の見方 明快な意欲 強い意欲をど

う造るか 
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第 9 巻 消費者の開発 

広告の価値 セールスマンの動機 動機の優位性 大商人の政策 

真の動機 動機が金だった場合 二つ選択 好機についての限界 

プロのセールスマンの 6 分類 注文販売店と小売店 パトロンの見

つけ方 一般募集 パトロンの選び方 運送調査 販売報告 現行

設備 新規投資 売買意欲 市場状況 組合 特需 主導と期待 

エンドレス連鎖への最初の環 宣伝クラブ 記録と報告 公的記録 

広告板と会報 印刷物 同文書簡 検証 管理者と諸出版物 リピ

ーター 予約 新製品 疑問 どちらにハンドルを切るか ビジネ

ス構築の想像力 学習したプロ根性 地位を得る 賢明な自由主義 

一つのテーマの知識 説得の勇気 自己原則 分野の分析 完全性 

第 10 巻 性格を読む 

気質と性格 タイプの分類 色の法則 顔つきの法則 目鼻立ちの

意味するもの 体型の法則 気質と職業気質の段階と組み合わせ 

頭の形と性向 頭脳部分の配置 頭脳を学ぶ 頭脳の分類 脳の精

神・情動部分 生まれつきの性格 骨相学 表情 握手 歩き方 

声 着衣から読み取る 

第 11 巻 分析 

分析の法則 信念の技術についての分析 直接・間接の信念 セー

ルスマンの訓練 あらゆるビジネスに適応できる事実 総合分析と

してのビジネス 個人の分析 商品の分析法 競争の扱い方 値段 

消費者への責任 商店のポリシー 分析法 必要な情報の入手法 

品質分析 消費者に関する分析 分析のシステム 分析の確立 分

析の事例 良い分析者に必要な特性 

第 12 巻 総合－販売 

精神的販売法とその要素 所有欲 法則の普遍性 法則に関する力

点 購買意欲にどう近づくか 四つの決定的販売話法 よい反応を
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どう引き出すか 最初の切り口、その性格、機能、落としどころ 

記憶にコミットする さえぎり対処法 値段を言う 販売の第二の

切り口の決まり 第三の切り口 その性格と目的 精神的てこ入れ

の暗示 精神的てこ入れをどう吹き込むか 目的を明示する 無抵

抗の原則 セールスマンの価値あるサービス 三つの切り口に関係

する気質のタイプ 怠惰は取り除く 一般的な助言 

 

 なお本書は、佐世保北 RC の小西宗十氏の翻訳を基に、千葉西 RC

の海寶勘一氏と私の監修によって、全巻（A5 版 1160 ページ）が翻

訳されて、出版およびウエブ・サイトに収録されていますので、ぜ

ひ、ご一読ください。 
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この見事なアメリカ杉にも似た、ずっしりと

した重みが伝わる文献には、「利益を得るための

商品売買を管理する基本法則」という副題がつ

けられており、重厚な革表紙の 4 冊組みの豪華

本になっています。 

この文献は単なる教科書として作られたもの

ではなく、あくまでもレベルの高いセールスマ

ンを養成するために作られた、グレードの高い

解説書乃至は専門書です。 

学問としての経営学や販売学は当然のこととして、注文票や各種

伝票や日報の書き方、統計の取り方、在庫管理、安全対策、健康管

理などの実務的な内容も詳しく書かれた 2000 ページ近い大作です。 
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「積極的な販売術で事業構築の機能を発揮し、

成功をもたらす人間活動の哲学」という副題の付

いたこの本は、最もグレードの高い学生に向け

た、「経営学」の教科書です。 

さしずめ、薫り高き檜の大木のようなこの本

は、本編 12 巻と別編 5 巻、合計 17 巻からなる

大作です。 

なおこの本はかな

りの高学歴の学生を対象にした、ビジ

ネス・スクールの教科書であり、経営

学全般にわたって、その定義を含めて

体系的にまとめられています。 

 驚くべきことには、1904 年に発行

された第 5 巻には「奉仕とは気心の知

れない人から見れば異質なものです。

彼は完全に利己的です。そして、He 

profits most who serves best という

モットーが実行不可能な理想主義であ

ると信じています。」という記述があることです。ロータリーは
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1905 年に創立されたのに、ロータリーのモットーである He profits 

most who serves best は、1904 年にはすでに存在していたという事

実があります。 

このように、このモットーはシェルドンがロータリーのために考え

ついたり、シカゴの散髪屋で思いついたりしたフレーズではなく、

ロータリーが創立されるよりかなり以前の 1902 年、またはそれより

も早い時期に作られて、シェルドン・スクールで教えていたカリキ

ュラムの一節として使われていたものであり、それをロータリーが

借用していたに過ぎないということが分かりました。 

 

学問の定義 

・学問は体系化された事実です。哲学は原因による結果の学問で

す。 

・成功は良質な理想の進歩的な実現です。 

・学問の目的は、専門家になるのを助けることです。 

・学問は、研究や観察や他人からのアドバイスを受けることによっ

て学ぶことができますし、技術は、単に習錬や実践や反復によって

獲得することができます。 

・学問とは、終わりなき探求に向かって準備することです。即ち、

素晴らしい結果を求めて物ごとを成し遂げることです。 

・支配の競争から抜け出すことのできる、最も素晴らしい手段は学

問を修めることです。 
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経営学の定義 

・事業を構築することと積極的な販売術は同じ意味を持っており、

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作り、そ

れを維持することです。 

・経営学の故郷は基本的に管理された有益な分配の技術として、基

本原理の論理的な声明や、それに関係づけられた自然の法則です。 

・成功は良質な理想の進歩的な実現です。成功は積極的な販売術と

事業を構築することによります。 

・組織の効率は組織を構築する個人の効率に依存し、団体の成功は

奉仕に従事している個人の成功の合計です。 

・人々には無関心な人、研究者、手際のよい人、専門家という四つ

の序列があます。 

 

技術の定義 

・大部分の人は 30 パーセントの身体的能率を持っているのに、10

パーセント未満の能力しか活性化していません。従って、多くの人

は失敗するのです。 

・分配の技術は、学問の援助を受けた最も新しく、重要な職業上の

技術です。販売術は、分配の技術から成長し、発展したものです。 

・技術は事実の巧みな適用であって、学問は体系化された事実で

す。 

・奉仕に対する能力即ちその人の有用性を決める前に、それが出来

るかどうかを知ることが大切です。 

・適用されるまで、すべての知識は単なる静的な力に過ぎません。

適用されると、役に立つ知識は正しい力を発揮します。 
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・積極的な販売術による高い技術は、実践以外のいかなる方法でも

獲得することはできません。 

・あなたの人生を活動的にしたいのなら、あなたが獲得した知識を

適用しなければなりません。 

 

人間関係の基本的要素 

・人間関係の四つの要素とは。最初の相手と次の相手と、お互いが

相談する対象や物と二つの相手の心の通い合いです。 

・セールスマンに四つの要素を当てはめると、セールスマン本人、

顧客、商品、販売になります。 

 

常連客とは 

・顧客とは、公衆が使うために注文されたり、作られたり、公開さ

れている物を、特別な顧客が使えるように支援することです。 

・常連客が、あなたを保護するか、支持するか、または是認してい

ます。常連客は、あなたの大義、あなたの仕事、あなたの事業、あ

なたの職業を奨励し、助けています。 

・常連客が、あなたを保護するか、支持するか、または是認してい

ます。常連客は、あなたの大義、あなたの仕事、あなたの事業、あ

なたの職業を奨励し、助けています。 

・世に有用な仕事に就いている人は、みんな常連客か顧客を持って

います。 

・建設的なセールスマンが人生において成功する要点は、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確保する技術を

適用することです。 
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・もしあなたが有益な顧客を十分に持ち続けることができれば、財

政上成功したことを意味します。 

 

確保とは 

・事業に成功するためには、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確保することが必要です。 

・商品を購入するプロセスを体系化すると次の通りになります。 

1.好ましいという興味を抱くこと。 

2.どうしても必要だという確信を抱くこと。 

3.性能や品質に関心を深めること。 

4.商品に対する評価を高めること。 

5.どうしても欲しいという願望を抱くこと。 

6.購入する決断を下すこと。 

7.購入するという行動に移すこと。 

以上の経過を経て、満足を確保します。 

 

継続的な利益とは 

・利益は総費用を超えて得られたものです。価値を超えたものは、 

生産や保存や費用を超えて売れたために、利益として受け取ったも

のです。価値の過剰は、すべての総費用を超えて受け取ったもので

す。 

・個人や会社が理想に向かって前進するためには、継続的な利益を

もたらす顧客を確保することが必要です。 

・お金の存在は、幸福になるために必要です。お金を稼ぐことが、

お金を得るために絶対必要な方法です。 
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・お金を稼ぐのは、それに値する働きをして、お金を受け取ること

です。先ずは価値あることをすることが最初です。あなたが常連客

に価格よりも価値があるものを売ることによって、あなたは価値あ

ることをすることができるのです。 

・総費用を超えて受け取った総受入金額の過剰を貯めなければなり

ません。多くの人が、貴重な商品を提供して、利益を得るためにそ

れを売りますが、有意義に利益を貯めていません。 

・継続的に利益をもたらす顧客の確保するためには、6 つの基本的

条件があります。 

(1) 価値のある商品を作ること。 

(2) 利益を保証する価格で商品を販売すること。 

(3) 利益を貯めておくこと。 

(4) 貯めた利益を 賢明に使うこと。 

(5) 永続性のある顧客を確保すること。 

(6) 奉仕の原則に従うこと。 

 

奉仕の原則とは 

・事業の構築や発展的な販売術は奉仕の原則を条件とします。 

・奉仕の原則が継続的な利益をもたらす顧客を確保するために効果

的な原因です。 

・満足とは継続的な利益をもたらす顧客を確保するための基礎の一

つです。 

・満足するとは、「欲望を満たす、完全に満たす、内容を充実す

る」ことです。そして、それは、永久的な顧客を得て、利益をもた

らし、成長を楽しむ豊かな心の状態を表します。 
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・奉仕の要素は、品質、量、管理状態の三つです。管理の発展的な

状態は、品質、量、管理状態の三つの決定要素です。 

・管理状態が正しければ、品質と量の要素の両方が増加します。 

・管理状態が悪ければ、奉仕に必要な他の二つの要素が徐々に減少

します。 

・奉仕は満足を意味します。 

・常連客の心の満足度は、品質、量、管理状態の素晴らしさの度合

いに直接比例します。 

・奉仕は原因です。報酬は結果です。 

奉仕は事業の生きた血 

・熱には災があるように、価値ある報酬には奉仕の実践がありま

す。 

・炎がなければ、熱はありません。奉仕がなければ、報酬はありま

せん。小さな奉仕には、小さな報酬。多くの火には、多くの熱。よ

り多くの奉仕には、より多くの報酬があります。 

・人間の能力は奉仕の実践と得られた報酬の双方の効果的な原因で

す。 

・地球で横たわっている岩盤の基礎の上に建物があるように、成功

する人間の活動は奉仕の原則という岩盤の上にあります。 

・建物には、岩盤の上に横たわる基礎がなければなりません。そし

てそれらの双方は母なる地球によって支えられます。 

・大きい誤りは、常連客の心の中で、満足感や信用感を破壊するで

しょう。小さい誤りでもたびたび起これば、常連客の心の中の満足

と信用の岩盤は、徐々に破壊していくでしょう。 

 

思考過程 
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・高い能力を発揮するためには、 (1) 明確に考えること、(2) よく

記憶すること、(3) 前向きに想像することが必要です。 

・知能を開発するために、考える力、思い出す力、想像する力が必

要です。 

・物からの刺激は振動となってエーテルを通じて神経に伝わりま

す。神経の知覚部分は、エーテルを通り抜けながら振動して、脳の

灰白質に伝えます。脳の灰白質において、感覚を意識します。 

・外界から人の意識まで振動を伝えるために視覚、聴覚、触覚、臭

覚、味覚 5 組の神経があります。 

 

感覚 

・すべての神経は対になっています。灰白質まで振動を運ぶ神経線

維は、求心性神経です。そして、振動を中心から外側に伝えるもの 

は、遠心性神経です。・視覚、聴覚、触覚、味覚、臭覚、会話、行動

などを知覚するために、脳の特別な領域が使われており、その領域

は細分化されています。 

・書かれたり印刷されたりした単語は、一つの領域における記憶で

あり、発声された言葉は、別の領域における記憶です。 

・もし、話し言葉を記録する脳の領域が、血液による栄養補給を阻

害されれば、その特別な領域のすべてや発声能力が破壊されてしま

います。 

・教育や適切な栄養や知識の適切な応用が、脳の領域を生成する重

要な要件になります。 

・感覚は思考を構築する基礎です。 
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イメージ 

・感覚が十分認識できれば、効果は振動が伝わる外界の物や心を正

確に再現するでしょう。 

・五種類の形に対応する特別な感覚があります。1. 視力、見るこ

と、2. 聴力、聴くこと、3. 触覚、触ること、4. 嗅覚、臭いをかぐ

こと、5. 味覚、味わうこと。 

・明瞭に考える方法は、豊かで明確なイメージを得るために、正確

な感覚を持つことです。 

・見るだけで知ろうとしない、聴くだけで理解しようとしない人の

心は、まだ適切にイメージを知覚するよう訓練されていません。 

 

概念 

・心の表現のことを概念と言います。 

・すべての概念は、(1) 対象または物の種類、(2) 知覚した物の

質、量、管理の状態で言い表せます。 

・概念とは思考が形作られたものです。そして、他のことが等しい

場合でも、直接人間が心に抱いている概念の数によって、個人が明

瞭に考える能力は異なります。 

・概念は思考そのものではありません。 

 

思考 

・考えは最も簡単な思考の形です。 

・イメージという単語は概念を表します。 

判断 

・判断は、良いか悪いか、健全であるかまたは不健全かです。 
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・良い判断は、考えや判断の関係に関わる正確な真実を知覚するこ

とから生じます。悪い判断は、(1) 誤った判断。(2) 急ぎ過ぎた判

断。(3) 不公平な判断。(4) 不合理な判断の四種類があります・ 

・正しく推論して、正しい判断を形づくる力なしで、本当の能力を

持つことはできません。 

 

法則 

・法則とは、幾つかの正しい判断との関係を認識した結果です。 

 

原則 

・原則は最も高次元の法則です。 

・思考の全過程は次の 7 つ段階にかかわります 

(1)感覚の理解、(2)イメージの理解、(3) 概念の理解、(4) 考え方の

理解、(5) 判断の理解、(6) 法則の理解、(7)原則の理解。 

・精神的に理解する能力は、知るという願望によって、より多く理

解を深めた意志によって推進します。 

 

以上が、翻訳を済ませた第 7 巻までの主な内容を箇条書きにした

ものです。なお特別に索引が別巻として用意されており、索引だけ

で 176 ページという大作なので、全てを翻訳し終えるには、かなり

の日月がかかるものと思われます。  




