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最近この本の存在を知り、在庫してい

る店を探し回った結果、シドニーの古本

屋で、やっと入手することができまし

た。 

 革張りの豪華な装丁で、眞柏の木の盆

栽のような見事な枝ぶりです。 

内容は従来の奉仕理念に加えて、企業

の管理運営や企業内に潜む危険性の排除

や積極性高い人材の育て方などが詳しく述べられています。 

 

膨大な内容なので、各章の表題のみをご紹介します。 

第 1 章 調和と互恵の法則 

第 2 章 あなたの価値をどのようにして

判断するのか 

第 3 章 なぜ管理が必要か 

第 4 章 二人の犯人の住家 

第 5 章 消極性から脱却して、二人の犯

人を抹殺する方法 

第 6 章  積極性を開発する方法 

第 7 章  効果的な基準 

第 8 章  強さを表す自己主張 

第 9 章  目標 産業成功学 



82 

 

第 10 章 一般的要約 

第 11 章 璧に近づく方法 どのようにして、実現するのか 

第 12 章 正しい考え方 

第 13 章 正しい呼吸法 

第 14 章 正しい飲み方 

第 15 章 正しい運動 

第 16 章 正しい清潔 

第 17 章 正しい休息 

第 18 章 正しい余暇 

第 19 章 正しい睡眠 

第 20 章 陽気さを保つ 

第 21 章 能力の開発 

第 22 章 考えるときの心構え 

第 23 章 心の中で作られる五つの事柄 

第 24 章 法則と原則 

第 25 章 正しい思想家になるために最初にすべきこと 

第 26 章 感覚、注意力、集中力を訓練するための訓練 

第 27 章 集中力 

第 28 章 継続的な能力開発 

第 28 章 本心 

第 30 章 本心の項目や内容をどのようにして引き出すか 

第 31 章 継続的な想像力を開発する能力 

第 32 章 想像力とは 

第 33 章 制御の利かない想像力の危険性と制御された想像力の価値 

第 34 章 仕事における想像力 

第 35 章 それを成し遂げる方法 

第 36 章 想像力に関する一般的な真実 
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第 37 章 消極的な考え方を克服するために達成すべきこと  
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今までご紹介した文献は、シェルドン・スクールの教科書乃至は専

門書でしたが、シェルドンがロータリアンに対して発信した最初のメ

ッセージが、このスピーチです。 

1910 年に全米ロータリー・クラブ連合会が結成されると、シェルド

ンは Business Method Committee の初代委員長に任命されます。当

時は職業奉仕という考え方も名称もありませんでしたから、この

Business Method Committee が実質上、現在の職業奉仕委員会に相

当する委員会だった訳です。  

1910 年 8 月 15 日から 17 日まで、シカゴのコングレス・ホテルで、

第一回全米ロータリー・クラブ連合会の年次大会が開催されました。 

大会の最終日にゴールド・ルームで開かれた晩餐会の席上、シェル

ドンは、予てから彼がシェルドン・スクールで教えていた、経営学を

基本にした奉仕哲学に関するスピーチを行い、He profits most who 

serves his fellows best という言葉を、ロータリーで始めて披露しま

した。短いスピーチなので全文をご紹介します。 

第一回全米ロータリー・クラブ連合会年次大会・シカゴ 
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会長及びロータリアン諸君。  

19世紀における商習慣の特筆すべ

き点は競争である。人間は長い旅路

を漂いながら進化し成長していくも

のだが、特に今世紀も間近に控えた

19世紀の4分の3を迎えた頃には、毎

日毎日が食うか食われるかという動

物の本能をむきだしにした状態が最

高潮に達していた。  

平均的な実業家の座右の銘は、自

分がしようとすることを、他の人が

しないうちに、最初にすることであ

り、他人のために善いことを行うのではなく、むしろその逆のこと

を行う風潮すらあった。もちろん、注目すべき例外があったとして

も、それが鉄則であった。  

商売の原則は、「買手の自己責任」即ち、買手が用心することで

あった。  

20世紀における人類は、あらゆる面で知性の円熟期に近づきつつ

ある。人類は、無知という精神的な夜のとばりを抜けて、知識の薄

明を迎えようとしている。新聞や書籍や学校教育を通じて、人類

は、昇る太陽の知識の光を享受し、その光は世界中を照らしつつあ

る。今や我々は、知識と知恵が満ち溢れる時代に近づきつつあるの

だ。  

知性の光が輝き始めた、この20世紀の黎明の中に立っていること

は、素晴らしいことである。 
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20世紀の商習慣の特徴は協力することであり、知性の光に満たさ

れた人間は、他人に利益をもたらすことこそが正しい処理法だとい

うことを理解し、経営学が人間に対するサービス学であることを理

解し、同僚に対して最も奉仕した者が最も報われる He profits most 

who serves his fellows best このことを理解するのである。  

私は、この地でシカゴ・ロータリー・クラブが結成されたとき、

これを歓迎した。そして今、この時代を象徴する、高度な意識へ向

かって人類が成長した証拠の一つとして、全米ロータリー・クラブ

連合会ができたことを歓迎し、サービスの救世主として、飼い葉桶

への道を指し示してくれることは、20世紀の空に輝く実業界のきら

星の一つとして、歓迎するものである。  

遠方から旅して来られた人々の時間を無駄にするつもりはない

が、我々の信条の価値を少しばかり話しておきたいと思う。しかし

その話は、クラブ例会に私よりもっと定期的に出席しているあなた

方の方が、私以上によく知っていると思うので不必要かも知れない

が、我々の可能性について言及することなしに、この話を終える訳

にはいかないのである。  

この運動がどのように発展していくかは、想像することができな

いと、今夜、委員長が語ったのは賢明である。僅か数年前、シカゴ

のレストランで四人の素晴らしい人たちが集まった時に、彼らが考

えたものより、ずっと良いものを作り上げたのである。その時は小

さな出発だと思ったに違いないし、確かにそうであった。この最初

の全国大会も、ある人にとっては小さなものに見えるかもしれな

い。しかし、小さい出発の将来性について、少し考えてみようでは

ないか。  

15年ほど前のある日曜日の朝、私はカリフォルニア州シッソンに

いた。私の友人が、サクラメント川の源流を訪ねてみたくはないか
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と尋ねたので、私はそれに応えて、一緒に出発した。  

町から約3マイルほど離れた大きな岩の下から、冷たく透き通っ

た、泡立つ泉が涌き出ていた。少し離れた所に、鉄泉が涌き出てお

り、更にもう少し先に、硫黄泉が涌き出ていた。  

それぞれは小さなせせらぎを作り、少し先では一つの流れにまと

まって、楽しそうに踊ったり、笑い声をあげたりしながら、谷を下

って海に向う長い旅路を急いでいた。この流れを見ながら､その源は

何処かと尋ねて右を見ると、空に向って14,000フィートの高さに聳

え立ったシャスタ山がそこに輝いていた。 

静かではあるが、その一方では雄弁な自然の女神の偉大なる力の

象徴であり、自らの力を示すために、自らの鼓動と脈拍で高く山を

積み上げた、創世期の記念碑でもある。  

果てしなく続く常緑のシャスタ山のスロープや、斜面の彼方に広

がる山の頂きは、未来永遠に絶えることのない万年雪に覆われてい

た。 

その雪を見上げて、あの小川の源流であるこの泉の源を見つける

ことができた。その後、南の方に足を延ばすと、その小川が川幅を

増し、広くて大きい立派な川なっていく様を目のあたりにした。そ

こで私は、はるか北の彼方で見た三本の小川のことを思い出し、小

さな出発からの可能性についてあれこれ考えた。  

今宵、我々は預言者の偉大なる才能を持っていないにもかかわらず、

未来のことを予言することができる。ロータリーの全国組織はやがて

国際組織になり、現在の会員に世界中の新しいクラブが加わり、恩恵

を与える川となって、世界中を流れるに違いない。真実という万年雪

に端を発している限り、失敗などあり得ないのである。 

田中 毅 訳 
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 シェルドンは、食うか食われるかという人間の本能をむき出しに

した 19 世紀の利己的な経営手法を批判すると共に、単に自分だけが

儲けようという商売から脱して、他人に対してサービスすること

が、事業を成功させる方法であることを力説しました。 

 20 世紀の実業人を成功に導く方法は、利益を他人とシェアすると

いうサービス学を遵守することであると説き、その理念を端的に表

す言葉として、He profits most who serves his fellows best という

モットーを発表したのです。 

現在使われているモットーに his fellows という単語が余分につい

ており、当時広く行われていた物質的相互扶助を意識して、仲間内の

人を限定したものと考えられます。 

「自分の事業に関係する人たちに、最も奉仕した人が、最も多く報

いられる」という意味です。  

小さくまとまった、素晴らしい奉仕理念の提唱であったにもかかわ

らず、本会議ではなく晩餐会におけるスピーチであったことと、数多

くのロータリアンのスピーチの一つに過ぎなかったことも災いして、

このスピーチの内容を理解できた人は殆どいなく、従って反響はゼロ

に等しいものでした。 

シェルドン・スクールの学生には理解できた奉仕の概念が、ロータ

リアンにはまったく理解できなかったという、ブラック・ジョークの

ような現実に、シェルドンはさぞかし落胆したことでしょう。 
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1911 年 8 月 21 日から 23 日まで、オレゴン州ポートランド商業ク

ラブ会議場において第二回全米ロータリー・クラブ連合会の年次大会

が開催されました。  

大会議事録によると、その最終日に欠席役員及び会員から寄せられ

た多くのメッセージが読み上げられましたが、その中に、シェルドン

が用意した「私の宣言」という表題の演説原稿が同封されており、そ

れをチェスレー・ペリー事務総長が代読したと記載されています。シ

ェルドンは所用のためイギリスに滞在中であり、この大会には参加し

ておりませんでした。  

しかし、前回の例に懲りた、シェルドン・スクールの元学生で、現

在はロータリアンになっている人たちが、一年間かけて、シェルドン

第二回全米ロータリー・クラブ連合会年次大会・ポートランド 
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が提唱する奉仕理念とは何かという情報を全国的に提供していまし

た。これが功を奏して、参加者に極めて強い印象を与えたため、大会

委員長のジョージ・ピンカムの提案によって、大会議事録として配布

された報告書の中に演説の全文が印刷された上、He profits most who 

serves best という言葉が、この大会で採択された「ロータリー宣言」

の結語として採用されました。  

 第二回全米ロータリー・クラブ連合会年次大会におけるシェルドン

のスピーチ原稿は文頭がすべて that で統一された詩のような美し

い文章です。 

 

シェルドンの演説を要約すれば次のようになります。  

• 商業や事業を営むことは、経営学という学問を実践することであ

り、経営学とは He profits most who serves best に基づいた奉

仕哲学である。  

• 広い意味で、すべての人はセールスマンであり、各人はそれが技

術か商品かにかかわらず、売るべきものを持っている。  

• 事業の発展は事業主の力量如何にかかっており、それは継続的に

利益をもたらす常連客を確保する技術を持って、事業を営むこと

である。その技術の基になるものが販売学であり、それを会得す

るためには教育が必要である。  

• 教育の目的は進取の気性を作り出すことによって、能力、信頼性、

持続性、行動力を引き出して、人間の守備範囲を増やすことであ

る。  

• 人生の成功は､心理的、道徳的、物質的な自然の法則によって支配

されており、これらの自然の法則のすべてを調和させる活動こそ、

最高の成功を意味する。  
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• 人生において、絶対的な権限を持った宇宙の摂理を認識すること

が必要である。宇宙の摂理を認識することは、民族の連帯の理解、

すべての物の単一性、人間の兄弟愛の現実などという一般的な感

覚を開発することであり、磨かれた人は、ビジネスのいかなる場

所においても、He profits most who serves best でなければなら

ないという事実に気づくのである。 

• 宇宙を認識する道は、進取の気性を開発することによって作り出

される。奉仕をしたいという願望は、宇宙の摂理を認識できる人

間のたどる道であり、利他の心を持って他人の成功を願うことは、

自らが成功への道を歩んでいることである。 
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この本は、ビジネス・カレッジ、商業高

校、WMCA の学生向けというサブ・タイト

ルがついている、使い勝手が良い松の木の

ような、全 50 章からなる販売学の教科書で

す。 

シェルドンは言葉の定義にも詳しく、特に

学問 Scienceと技術Artを厳しく使い分けし

ており、この本は、実務的な販売技術に限定した内容になっています。 

 

 タイトルから内容をご紹介すると次の通りです。 

• 誰でも売る商品を持っている 

• セールスマンとして成功するには 

• 利益とは何か 

• いかにして利益をあげるか 

• サービスとは何か 

• 商道徳とは 

• 顧客への対応方法 

• 商売の分析 

• セールスマンと注文販売との違

い 

• ネガティブ・キャンペーンとポジ

ティブ・キャンペーン 

• 正しい観点 

• 困難に立ち向かうには 
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• 商品の分析。どのようにして商品を販売するのか 

• セールス・トーク 

• 効果的な言葉 

• 商品知識について 

• 競争相手 

• セールスマン魂 

• ビジネス・レターの書き方 

• 集金方法 

• セールスマンと広告 

• フォロー・アップの必要性  
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1910 年に、シェルドンが、He profits most who serves his fellows 

best を発表し、1911 年に、He profits most who serves best を発表

したことは、かなりのロータリアンが知っている事実です。但し、そ

のスピーチ原稿の全文が、私のウエブ・サイト以外では紹介されてお

りませんでした。 

また、1913 年のバッ

ファロー大会において

も、シェルドンがスピー

チを行ったという事実

は、私がこのスピーチ原

稿を入手して公開する

まで、殆ど知られていま

せんでした。  

この原稿は、大会議事

録に収録されていた訳

ではなく、1913 年 11 月

に発行された「 The 

Rotarian」の中に掲載さ

れている、二段組十ペー

ジに長文で書かれてい

たのです。  

この「事業を成功させ

る哲学と倫理」というタ

イトルのついたスピーThe Rotarian  1913 年 11 月号 



95 

 

チ原稿の内容は、1911 年に行ったスピーチの内容を更に具体的に補

足する共に、1921 年のエジンバラの年次大会で発表したスピーチの

原本とも言うべきものであります。 

 

ここで述べられている幾つかの点について、簡単にまとめてみると、

次の通りです。  

• 事業経営を経営学の中の販売学の実践と定義づけると共に、原因

結果論から奉仕哲学を説いています。火という原因によって、熱

という結果が生まれます。強い火によって大きな熱が得られるよ

うに、大きい奉仕を行えば、大きな利益が得られるのです。  

• 奉仕を行った人が、現世において受け取る見返りが、利益である

と述べています。即ち、事業経営によって、適正な利益を得るこ

とは極めて正当な行為であることを力説しています。宗教の教義

では、いくら善行を積んでも、その見返りは来世にしか与えられ

ませんが、実業界においては、奉仕に対する見返りが利益として

現世で得られるのです。 

• 1921 年のスピーチに出てくる「価値ある奉仕の要素」は、実はシ

ェルドンが考え出したものではなく、インドの哲学者であるバガ

バン・ダスの本から引用したものであることが述べられており、

シェルドンの奉仕理念の中には東洋的思考が大きく影響してい

ることが窺えます。 

• どのようにして開発し、発展させ、成長させるかという原因によ

って、人間の能力という結果が生まれます。これが教育です。シ

ェルドンがビジネス・スクールを創立するきっかけとなった教育

論が、かなり具体的に述べられており、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
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であると結論付けています。 

• 黄金率「すべて人にせられんと思うことは、他人にもその通りに

せよ」をビジネスの世界に適用した言葉が、He profits most who 

serves best だと説明しています。この大会に提案された道徳律の

制定を強く意識した発言だと思われます。 
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シェルドンは

ザ・ロータリア

ン誌の 1918 年 9

月号に「The 

symbolism of 

service 奉仕の図

式」という、小

論文を寄稿して

います。 

その内容は次

の通りです。 

奉仕の原理は

人間の相互関係に

適用される牽引の

法則です。 

小さい火は少しの熱しか起こしません。より多くの火はより多く

の熱を起こします。少ない奉仕には少ない報酬しか得られませんが、

多くの奉仕にはより多くの報酬が得られます。これは人間関係の自然

の法則です。 

法則に従って行動すれば、意識する、しないに関わらず、成功がも

たらされます。法則に違反すれば、意識する、しないに関わらず、失

敗を招きます。 

経営者と従業員、セールスマンと顧客を始め全ての人間関係を続け

るため基礎は信頼です。信頼が続くためには満足が必要です。満足と

The Rotarian  1918 年 9 月号 
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信頼を支えるのが奉仕です。 

奉仕活動において、大きな誤りは一回でも満足と信頼を失いますし、

小さな誤りでも数多ければ何時かは満足と信頼を失います。 

利益を得る唯一の道は顧客との継続的な信頼関係です。奉仕こそが

満足と信頼を持続するための唯一の道であり、関係を持続させること

が、その結果として利益を得るための唯一な道であります。 

人生とは、与えることと得ることとの絶え間ない潮の満ち引きのよ

うなものです。作用と反作用が等しいことは誰でも知っています。私

たちが人に奉仕するのは作用であり、人から受け取る報酬は反作用で

す。作用が原因で、反作用は結果です。まず作用する原因を作りまし

ょう、そうすれば反作用する結果は自然について来ます。  
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シェルドンはザ・ロータリアン誌の 1921 年 2 月号に「The 

philosophy of service 奉仕の哲学」という小論文を寄稿しています。 

その内容は同年 6 月

にスコットランドのエジ

ンバラで開催された国際

大会のスピーチの前置

き、言い換えれば、この

原稿に肉付けしたものを

国際大会で発表したとも

言えます。 

 従来までの論文との大

きな違いはロータリーの

奉仕理念を科学的に解析

しながらも、創造主の存

在を認めていることです。シェルドンに対する批判の強いイギリス

におけるスピーチを意識したものと思われます。 

 

奉仕の概念は、重力、引力、牽引力等の概念と同様に、絶対に確

実で正確な自然界の確定的な事実を表しています。奉仕の概念は重

力の概念が法則を表しているのと全く同じように自然の法則を表し

ています。実際に、奉仕の法則が商業、産業、専門職をはじめその

他全ての人間関係を支配しています。 

正にそれは人間関係の重力の法則です。如何なる職種に於いても

The Rotarian 1921 年 2 月号 
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顧客に最もよく奉仕する企業に取引が引き寄せられるのも重力の法

則と全く同様な自然の現象であります。  

顧客に最もよく奉仕する営利企業に顧客が自然に引き付けられる

のと同様に、優秀な従業員は、従業員に対して最もよく奉仕する雇

用者に引き付けられるのも同様に自然の現象です。  

如何なる組織でも、雇用者に本当の意味で最も良く奉仕する従業

員に、高い報酬や望ましい昇進が与えられるのも、全く同様に自然

の現象なのです。  

奉仕の哲学を科学的に理解すると、そこには感傷的な感情とか感

情的な要素は全くありません。これは正しく健全な経済の法則の一

つであるからです。  

卓越した奉仕と正当な報酬との関係は火と熱との関係と全く同じ

です。弱い火は弱い熱、強い火は強い熱をもたらします。火の量と

温度が高まれば熱の量と温度は高まります。これと同じように、人

間の取引の場面では、どんな事業であれ有用な努力、卓越した奉仕

は原因であり正当な報いは結果です。少ない奉仕には少ない報酬、

より大きい奉仕にはより大きい報酬。これが人間の努力と正当な報

酬との間の原因と結果の自然の法則です。  

個人又は会社の生きかたは、個人又は会社、奉仕、利益で表され

ます。  

人生の計算では、最後にはこれらの三つは同じ大きさになりま

す。  

多くの人が破滅するのは百人中約九十五人が、利益を優先したか

らです。 

利益を得ようと思えば、まず奉仕に専念しなければなりません。

有用な奉仕を提供したいという意欲と、価値ある奉仕を提供出来る

能力との間には大きな違いがあります。有用な奉仕を提供するには
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奉仕する意欲と能力が必要になるのです。  

ロータリーのモットーに使われている利益の概念を科学的に理解

しようと思えば、あらゆる物質的な利益は利益全体を構成している

本来の三要素の一つに過ぎないことを知らなければなりません。  

最も重要な要素は仲間の愛情です。分かりやすく表現すれば知り

合った全ての人からの尊敬とも言えます。 

次に利益を構成する要素は良心です。現実的な考えをする人はこ

のことを自尊心と呼んでいます。  

三番目の要素は物質的な利益です。他の人からの尊敬と自尊心を

犠牲にして物質的な収益を得た人は、真の意味での利益を得たこと

にはなりません。このような人は一時的に莫大な物質的な収益を手

に入れても大抵は長持ちしません。物質的な収益、つまり金銭的な

収益を確実にするためには、その収益を得る過程の当然な結果とし

て取引先の尊敬と自尊心が自動的に自然と得られるような仕方が必

要であります。  

物質的な収益を得るためには、継続的に利益をもたらす顧客を確

保することが必要です。 

金銭は価値の象徴に過ぎません。金属、ゴム、材木の世界一の職

人は創造主が授けた天然素材をただ組み合わせているに過ぎませ

ん。摂理によって授けられた天然素材は人間の手と心によって形作

られ人類のために有用な奉仕に役立っています。しかし奉仕の哲学

の真の思慮深い研究者は奉仕の実践にどれだけ尽くしても、無限大

の力の存在を考えると謙虚にならざるを得ません。彼にとって創造

主は偉大なる未知のものであり、最後までその恩寵に浴して、その

助けがなければ自分一人では何事もなし得ることができません。  

真の奉仕の哲学を学ぶためには黄金律を常に銘記しなければなり

ません。世の中で奉仕の原則を真に応用する最善の方法は黄金律の
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原理を実践することです。奉仕の原則を成功の法則として説明する

ことは特に目新しいことではありません。  

貴方が相手の人からして欲しいと願っている全てのことを、貴方

も又相手にしなければならないのです。  

利己主義は全て破壊的です。他の人に対する奉仕は建設的です。

他の人に対する奉仕は啓発された自己利益であり、それに反して単

なる利己主義は無智による自己破壊です。それ故、「最もよく奉仕す

る者、最も多く報いられる」ことが一層貴重になります。 

 

  


