職業奉仕の理念と原点
2680 地区 PDG 田中 毅

ロータリーの奉仕理念は東洋的発想と似ている部分があ
る影響からか、仏教や儒教のような東洋思想を引き合いに
して奉仕を語る人がいますが、たとえ似ている側面はあっ
たとしても、その本質はシェルドンの奉仕理念とは根本的
に違うものであることを強調しておきたいと思います。
マックス・ウエーバーの天職論がロータリーの職業奉仕
の根底にあると説く人もいますが、これも明らかな間違い
です。マックス・ウエーバーが彼の代表的著作である「プ
ロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を発表したのは 1905 年のことであり、シェルドンはそ
れよりはるか以前に職業奉仕の理念を構築して、それを実社会で応用するためのビジネス・スクールを
経営していたからです。
職業奉仕を倫理高揚運動と説く人がいますが、これも大きな間違いで、職業奉仕とは科学的かつ合理
的な企業経営方法のことであり、シェルドンの職業奉仕理念に則った企業経営は顧客の満足度を最優先
した方法であり、そのような事業経営をする事業所は、当然のことながら高い職業倫理を備えた事業所
であるという結果が現れます。しかしそれは職業奉仕を実践した結果に過ぎず、この運動の出発点は職
業倫理高揚を目的とした活動ではありません。
シェルドンの奉仕理念を正しく知ることが、正しく奉仕を理解することにつながります。そこで今日
はシェルドンの奉仕理念とはどんな考え方なのかについて徹底的に検証してみたいと思います。
シェルドンはミシガン大学の経営学部を卒業した後、図書
の訪問販売のセールスマンとして、素晴らしい営業成績をあ
げ、1899 年には自分で出版社を経営する までに成功します。
その後、大学で学んだ販売学に自らのセールスマンとして
の経験を加え、1902 年に、シカゴにビジネス・スクールを設
立して、その教科書を出版すると共に、サービスの理念を中
核にした販売学を教える道を選びます。
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、科学として捉え、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。
He profits most who serves best は皆様ご承知の通り、シカゴ・ロータリークラブ会員のアーサー・
フレデリック・シェルドンが提唱したロータリーの奉仕理念です。私がアーサー・フレデリック・シェ
ルドンの研究を思い立ったのは、ガバナーを終えた 1997 年のことでした。ロータリーに奉仕理念を提

唱したのはシェルドンなので、奉仕理念を正しく理解するためにはシェルドンの考え方を知る必要があ
ると考えたからです。
シェルドンの奉仕理念は宗教でも倫理でもなく、修正資本主義に酷似した企業経営理論に基づいた純
粋な経営学です。ケインズによって修正資本主義が日の目を浴びたのは、世界大恐慌後の 1935 年です
から、シェルドンそれよりも 35 年も早く、修正資本主義を先取りした経営学を、シェルドン・スクー
ルで教えていました。
ピーター・ドラッガーも最初の論文を発表したのは 1933 年ですから、シェルドンはこの 3 人の中で
最も早く、この学問に手を染めていたわけです。
ロータリーはその考え方をシェルドンから学んで、それを奉仕理念として現在に至ったわけです。

1911 年、ポートランドで開催された全米ロータリークラ
ブ連合会で、He profits most who serves best、Service not
self の二つの奉仕理念が提唱されました。

Service－not self はエキスカーションとして、コロンビア
川をさかのぼる船旅の中で、1910 年に創立されたミネアポ
リス・ロータリークラブ会長の果物商ベンジャミン・フラン
クリン・コリンズが即興演説の中で語った言葉 でした。
1911 年 11 月に発行された National Rotarian にコリン
ズの演説原稿の全文が掲載されていますが、いままでロータ
リアンが独占していた会員同士の相互取引を会員外にも拡
大しようという意味で Service not self が使われているよ
うです。彼自身このモットーは黄金律を言い換えたものであ
ると述べており、自分だけが儲けるのではなく、他人にも恩
恵を与えるように取引を拡大すべきだという意味を持って
おり、むしろ職業奉仕に関するフレーズだと言えます。
原文を読む限り、一部のロータリアンが主張するような己
を犠牲にして他人のために尽くすという宗教的意味を持っている言葉ではありません。
1917 年頃から Service not self に代わって Service above self が使われるようになって、その持つ
意味合いは全くちがったものに変化してしまいました。
決議 23-34 によって The ideal of service は Service
above self である、即ちロータリーの奉仕理念は、超我の奉
仕であると規定され、さらに Official directory において
「Rotary clubs everywhere have one basic ideal -the
“Ideal of Service”, which is thoughtfulness of and
helpfulness to others. 奉仕の理想とは他人のことを思いや
り、他人のために役立とうとすることである。」と定義され

ています。
この三段論法によって、現在の Service above self は他人のことを思いやり、他人のために奉仕する
いわゆる社会奉仕や世界社会奉仕の活動を推奨するモットーだと考えることができます。
これに比べると、He profits most who serves best は、この大会のロータリー宣言のまとめとして正
式に採択された、ロータリー唯一の奉仕理念ということができます。
シェルドンの奉仕理念を職業奉仕理念だという人がいますが、それは間違いであり、シェルドンが提
唱したのはロータリーの全ての奉仕理念を包括した一般的奉仕理念ものです。すなわち当時は、現在の
社会奉仕に関する考え方は存在せず、ロータリアンの職業上の理念の実践が、ロータリー・ライフのす
べてでした。社会奉仕という概念がロータリーで正式に認められたのは、シェルドンがロータリー活動
から離れた 1923 年のことです。
彼の文献は日本ではほとんど紹介されていませんでしたので、いろいろと探した結果、アメリカの国
会図書館の存在を知り、そこに膨大な文献が集められていて、蒐集されている文献の表題や著者が検索
できることが分かりました。その結果、100 冊近いシェルドンの文献が存在することが分かりました。
さらに、アメリカの古本屋のインターネット上のネットワークの存在も分かったので、シェルドンの
文献のリストを送って、その蒐集作業を再開して、現在までに 60 冊近く集めることができました。
現在までに私が入手したシェルドンの文献リストは次の通りです。


1902 年 商売に成功する方法



1903 年 成功する販売学



1906 年 産業成功学



1911 年 販売術



1916 年 シェルドン・コース



1917 年 経営学



1921 年 ロータリー哲学



1929 年 奉仕の原則と保全の法則
そのほとんどはビジネス・スクールの教科書乃至は経営学の専門書であり、それぞれの本は 10 巻か

ら 30 巻ほどに分冊されています。これらの文献を精読すると、これは単なる How to ものではなく、修
正資本主義に基づいた未来を先取りした経営学の専門書であることが分かります。
前述のシェルドンの文献以外の、ロータリーに関連がある文献のリストです。


1910 年のシカゴ大会におけるスピーチ原稿



1911 年の全米ロータリークラブ連合会におけるスピーチ原稿



1913 年の全米ロータリークラブ連合会におけるスピーチ原稿



1921 年の国際ロータリークラブ連合会におけるスピーチ原稿

 The Symbolism of Service (奉仕の図式) 1918 年 The Rotarian
 The Philosophy of Service (奉仕の哲学) 1921 年 The Rotarian
これらの文献の全ては、私が主宰しております「源流の会」のウエブサイトに収録しておりますので、
ぜひご覧ください。

これらの文献を調べていますと、いろいろと面白い発見が
あります。
He profits most who serves best というモットーは、シェ
ルドンがロータリーのために作ったと信じている方も多いと
思いますが、それは間違いで、このフレーズが最初に使われ
たのは 1902 年に発行された

Successful Selling というシェ

ルドン・スクールの教科書であり、経営学のモットーとして
作られたものを、ロータリーが借用していることになります。
この He profits most who serves best は、純然たる経営学の理念であり、これは黄金律を説いたもの
だと述べています。
黄金律は宗教ではなく哲学だと述べ、自分が他人からして
もらいたいと考えることを、まず他人にすること。すなわち
自分が金銭を儲けたいと思うのなら、まず他人に奉仕をする
ことであり、先に奉仕があれば、必ず後から報酬が得られる
と説いています。
ビジネスマンの目的は発展的な事業を構築することであり、
その目的を達成するためには、奉仕の理念に基づいて、継続
的に利益をもたらす顧客を確保することが必要であると説いています。
Service という用語を単純に「奉仕」と訳すことには、大
きな問題があります。
辞書を調べると、公務に対する事業、供給、用務、兵役、
勤務、使用人としての務め、修理点検、
客扱い、尽力、貢献、役立つこと、奉仕、宗教上の儀式など
の訳がありますが、日本では一般的に使われている「値引き」
とか「おまけ」といった意味はありません。
ロータリーで使う場合、ロータリアンならば Service とい
う意味は理解できるのですが、それを日本語で表現する場合、果たして「奉仕」と訳して、一般の人に
通用するかどうかという問題があります。
米山梅吉もそのことを心配したらしく、This Rotarian Age の翻訳に当たって、Service をあえて訳さ
ずに、「サーヴィス」とそのまま記載しています。
シェルドンは「Service and Conservation 奉仕の原則と保全の法則」の冒頭で奉仕とは何かを定義して
います。
奉仕とは、1. 仕事を管理する人たち(企業主)を管理すること。2. 管理される人たち(従業員)を管理す
ること。3. この両者に顧客を加えた集団を管理すること。世に有用な職業に従事している人は全員、奉
仕によって品物を作り、それを売っているのです。

すべての従業員は、人に役立つものを作り、雇用主はそれを売っているのです。役に立つこととは奉
仕の別名なのです。私たちが今まで使ってきた「奉仕」とはかなり異なった定義であり、世に有用な職
業に従事して働く行動は、全て奉仕だと考えてもいいように思われます。
さらに「Science of Business 経営学」の中でシェルドンは、Service という単語そのものについて、
あまりにも多くの意味を持った単語なので、一言で言い表すことは不可能であると前置きして、Service
を受けた立場から得られる「満足感」であると述べています。
Service をする立場からはどのように表現したらいいのでしょうか。「奉仕」という言葉が、パチン
コ屋の出血サービスやバーゲン・セールを連想して、どうしても嫌ならば「貢献」と訳すのも一つの方
法かもしれません。

He profits most who serves best の詳しい説明をする前に、
当時の社会情勢を説明しておかなければなりません。
20 世紀初頭、すなわちロータリーが創立された当時は、資
本主義の矛盾が噴出した時期であり、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、
そこが労働者の貧困、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。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、成功を夢見た金の亡者たちが集まっ
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、すなわちアメリカン・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ーを
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。そんな街の中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にすばらしいことだろう。そういう発想からロータリーは生まれた
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かという、さもしい発想が浮かんでき
ました。すなわ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
の定款には、第１節・会員の事業上の利益の促進、第 2 節・
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て創立さ
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、堅固で自己中心的な
物質的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。
前述の定款には、統計係という役職が設けられていて、会
員相互の商取引や斡旋の結果を記載したはがきを郵送して例
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、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。
1911 年の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。これは遠隔地におけるロータリア
ン同士の取引に使われたのです。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わけです。
1911 年の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。

1908 年にシカゴクラブに入会したアーサー・フレデリッ
ク・シェルドンは、こういった互恵取引を禁止する代わりに、
当時誰もが考えつかなかった奉仕理念をロータリーに提唱し
ました。ロータリーがこれを採択して、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っ
たのです。
シェルドンの職業奉仕理念は、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、すなわち会社経営を経営学の実践だととらえて、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。すなわち当時からすれば、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なものであ
ったと言えましょう。
資本主義とは産業革命後の社会における資本家と労働者に
よる経済体制のことで、資本家対労働者の対立の構図だと考
えられています。
19 世紀から 20 世紀初頭、すなわ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、
そこが労働者の貧困、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。
その不合理な資本主義経済そのものを打破するために生まれたのが、社会主義や共産主義で、その典
型的な例が、1905 年-1917 年に起こったロシア革命です。しかし、アメリカやヨーロッパでは、資本主
義の不合理な部分に修正を加えながら、資本主義を維持していこうという考えが主流でしたが、その抜
本的改革は世界大恐慌が起こるまではてがつけられませんでした。
従って、資本主義経済が破綻し、その後修正資本主義が本
格的に採用されるまでの 30 年間を、アーサー・フレデリッ
ク・シェルドンが担ったといっても過言ではありません。
資本主義のもたらすこれらの社会矛盾や害悪を、資本主義
の大枠の中で和らげたり克服するために考えられたのが修正
資本主義です。
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。その考え方のことを修正資本主義と呼んでおり、世界大
恐慌に対処するためにとられた経済政策です。
その考え方を 35 年も先取りしたのが、シェルドンの奉仕理念だったわけです。

シェルドンの奉仕理念の詳細を説明します。
「H」は「幸福」という概念を表します。
「L」は「仲間からの愛情」「他人からの尊敬」を表します。
「C」は「良心」「自尊心」を表します。
「M」は、物質的な富や必需品や楽しみや贅沢等の象徴であ
る「お金」を表します。他の人々からの愛情や尊敬を受け、
曇りのない良心と自尊心を持って、仲間との毎日、取引をし
た結果として物質的な富すなわち、報酬または利益を得るこ
とは、事業を営む人として、この上ない幸福と言うべきでしょう。
売るためには良い製品を作って適正な価格つけることが最
初のステップです。
「Q1」は品質です。まず品質の高い製品を作ることが一番重
要です。
「Q2」は量です。いかにして十分の量を作るかです。
「M」は管理方法です。管理の方法すなわち事業を営む人間
の行動を正しく処理することです。
「品質、量、管理の方法」という公式は、物質的な値を測定
する方法、すなわち物の価値を計る普遍的な基準なのです。
簡単に言えば、販売術とは人を説得することです。勧誘術とも言えます。創造的な販売術とは、買う
のをためらっている顧客に商品を販売する技術です。
すべての事業所には正しい「質・量・管理の方法」が適用されなければなりません。
良いセールスマンになろうと思えば、正しい「質・量・管理の方法」で商談を進めてください。
あなたが顧客に言っている言葉の質を確かめてください。あなたは良い言葉を使っていますか。顧客
の心証を害するような発言はしていませんか。

あなたの商談の量は適切ですか。論理的に話していますか。
要点をしぼって話していますか。適切に話していますか。
顧客の前での態度はどうですか。くわえ煙草ではありません
か。
セールスマンを雇っている会社は、そのスタッフによって評
価されていることを忘れてはなりません。
貴方が製造業の良い事業主になろうと思えば、正しい「質・
量・管理の方法」で企業経営を進めてください。
自社の製品の質に自信がありますか。うっかりミスに備え
た対策を講じていますか。
常に研究開発を進めていますか。
十分な製品を作るための設備投資を行っていますか。
万一の場合に備えた対策を講じていますか。
マンパワーを開発するための社員教育を行っていますか。
社員の意見を聞いて、それを反映する機会を設けています
か。
小売商の場合も同様に、正しい管理方法の下で、十分な量
の良い商品を顧客に提供することです。
商品の品質が高いこと。
一度売った商品には責任を持つこと。
理屈に合った価格であること。
商品の種類が豊富で、
十分の量が確保できること。
店主や従業員この態度がいいこと。
商品知識があること。広告が適正であること。
こういうことが守られている店には、何度でも行きたくなるものです。
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
えて、適正な報酬を支払うこと。安全、福利厚生、社会保
障、快適な生活を保証すること。教育の機会を与えること
です。
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
得る方法なのです。
その代わりに、従業員には、最善を尽くして働くこと。
過失を最小限におさえること、会社の管理運営に協力することを要請しています。

人生の元帳は、借り方側には「D-O-R.」、
「貸し方」側には
「R-P-P.」と表示されて、貸借対照表とそっくりな形にまと
められています
借り方側の台帳
D:dutis は義務を表します。O:Obligations は責務を表し
ます。R:responsibilities は責任を表します。
貸し方側の台帳
R:rights は権利を表します。P:privileges は名誉を表しま
す。P:prerogatives は特権を表します。
義務・責務・責任という本来の原因を遂行することが、権利・名誉・特権という結果を得る唯一の方
法です。
雇用主の従業員に対する責務は、報酬を支払うこと。安全、福利厚生、社会保障、快適な生活を保証
すること。教育の機会を与えること。
従業員の雇用主に対する責務は、最善を尽くして働くこと。過失を最小限におさえること。会社の管
理運営に協力すること。
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。
以上の考え方をまとめるとこのようになります。
シェルドンは持続して繁栄し発展しているいくつかの企業
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サービスの品質が高いことが大切です。
適正な価格で品物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。
事業所における経営者、従業員の接客態度もサービスです。
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
広告もサービスです。取り扱いの商品に対する知識も大切です。最近のように、異業種への転向が盛ん
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品物に対して責任を持つことが大切です。こういっ
たものを総称して、シェルドンはサービスという言葉を使ったのです。
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。一現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行ったとしても、その客
が一回行っただけで愛想を尽かし、二度と訪れなかったら、その店は必ず衰退します。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。シ
ェルドンの職業奉仕理念は、このことを理詰めに説いているのです。

人間関係学から奉仕理念を分析すると、利益の適正な再配
分こそが、企業の継続的に利益をもたらす原動力になります。
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
ーの会合に出られるのも、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、業界全体の職業倫理が上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。

経済的に成功する方法は、いつも、価値ある奉仕を実践し
ようという願望を持つこと
奉仕を実践に移す能力を開発すること
開発された能力を、実践活動に適用すること
奉仕に対して正当な報酬を得ること
奉仕の対価として得た報酬は、貯蓄や活用や節約によって
利益を保全することが大切です。
保全とは、損失や危機から守ることです。別な言葉で言え
ば、保存する、節約する、保護することです。
時間やエネルギーは利益を生み出す原因です。お金やお金でかった品物は、原因が作り出した結果で
す。
保全とは、原因と結果の双方を浪費しないで賢明に活用することです。
せっかく蓄えた利益を保全するためには浪費を戒めなけれ
ばなりません。
すべての人に与えられた時間は同じですから、いかに有効
に使うかが鍵です。時間を有効に使うことは、人生を快適に
過ごすことです。
エネルギーの中で最も優れた力を発揮するのは、人間のエ
ネルギー、マンパワーです。マンパワーを有効に使うことが
最も大きなエネルギーの保全につながります。

貯金したり、投資すると、お金の力は増えます。使わずに
済ませる方法を考えることは、より有効な保全につながりま
す。
奉仕に徹してお金を儲けてください。経営学とは、生活費
を稼ぐ学問ではありません。人間の有用性を高める人生の学
問です。
ごく僅かな物質の浪費でも、大勢の人によって浪費された
物質の集積が、多くの損失を生み出します。
家庭における浪費を防ぐためには家族全体の協力が欠かせません。会社においても雇用主、従業員の協
力が不可欠なのです。奉仕をして集めた価値ある財産を保全し、賢明に使いましょう。

以上、シェルドンが提唱した奉仕理念の概要を説明しまし
た。
すでに、皆様もお気づきになったと思いますが、現在 RI
が推奨している職業奉仕と大きく解離していることが分かり
ます。
職業奉仕に関する声明には、職業奉仕の責務は、クラブと
ロータリアンの双方にあると述べられていますが、ロータリ
アンは職業を持っているからできますが、職業を持たないク
ラブがどのようにして職業奉仕の実践をするのか、理解に苦しみます。
またクラブが行う職業奉仕の実践例とし、職場訪問、優良従業員の表彰、ボランティア活動があげら
れていますが、職場訪問は、むしろ親睦活動に当たりますし、優良従業員の表彰は社会奉仕活動の一環
として、また、ボランティア活動は、その実施場所によって社会奉仕か国際奉仕に相当します。
シェルドンの発想に基づく活動を無視して、ロータリアンを受益者から除外したことが、現在のロー
タリーの衰退につながっていることを、大きく反省しなければなりません。
前述の奉仕の三角形はインドの哲学家バガバン・ダスが
「平和学」という本の中で発表したものです。シェルドンは
その文献を 11 年かけて見つけ出して、この奉仕の三角形こ
そが奉仕の要素を端的に表したものであると考えて、1913
年の年次大会のスピーチでそれを紹介しています。
シェルドンは 1930 年にロータリーを退会し、1935 年に
逝去しています。
ニューヨーク州のキングストーンにある、彼のお墓には
「質・量・管理の方法」を表す奉仕の三角形と、He profits most who serves best の文字がはっきりと
刻み込まれています。

職業奉仕理念が確定したことを受けて、この理念を具体的
に実践するために、1913 年のバッファロー大会で特別な道
徳律を作るためのアンケートを出すことが決定しました。
アイオワ州シューシティ・クラブのロバート・ハントが中
心になって、その具体的事項を全国のロータリアンから募集
したところ、数百にものぼる提案が集まりました。しかし、
彼は個人的事情のため、その役割を同じクラブの会員である
パーキンスに譲りました。パーキンスはシューシティ・クラ
ブの友人数名を委員に任命しました。
1915 年のサンフランシスコ大会においてほぼ原文のまま採択されて公式な道徳律となり、
1916 年に、
「ロータリー通解」に収録されて、全会員に配布されました。

道徳律 (職業倫理訓)
1. 自分の職業は価値あるものであり、社会に奉仕する絶好の機会を与えられたものと考えること。
2. 自己改善を図り、実力を培い、奉仕を広げること。それによって、「最もよく奉仕する者、最も多
く報いられる」というロータリーの基本原則を実証すること。
3. 自分は企業経営者であるが故、成功したいという大志を抱いていることを自覚すること。しかし、
自分は道徳を重んじる人間であり、最高の正義と道徳に基づかない成功は、まったく望まないこと
を自覚すること。
4. 自分の商品、自分のサービス、自分のアイディアを金銭と交換することは、すべての関係者がその
交換によって利益を受ける場合に限って、合法的かつ道徳的であると考えること。
5. 自分が従事している職業の倫理基準を高めるために最善を尽くすこと。そして、自分の仕事のやり
方が、賢明であり、利益をもたらすものであり、自分の実例に倣うことが幸福をもたらすことを、
他の同業者に悟らせること。
6. 自分の同業者よりも同等またはそれに優る完全なサービスをすることを心がけて、事業を行うこと。
やり方に疑いがある場合は、負担や義務の厳密な範囲を越えて、サービスを付け加えること。
7. 専門職種または企業経営者の最も大きい財産の一つこそ、友人であり、友情を通じて得られたもの
こそ、卓越した倫理にかなった正当なものであることを理解すること。
8. 真の友人はお互いに何も要求するものではない。利益のために友人関係の信頼を濫用することは、
ロータリーの精神に相容れず、道徳律を冒涜するものであると考えること。
9. 社会秩序の上で、他の人たちが絶対に否定するような機会を不正に利用することによって、非合法
的または非道徳的な個人的成功を確保することを考えてはならない。物質的成功を達成するために、
他の人たちが道徳的に疑わしいという理由から採らないような、有利な機会を利用しないこと。
10. 私は人間社会の他のすべての人以上に、同僚であるロータリアンに義務を負うべきではない。ロー
タリーの神髄は競争ではなくて協力にあるからである。ロータリーのような機関は、決して狭い視

野を持ってはならず、人権はロータリークラブのみに限定されるものではなく、人類そのものとし
て深く広く存在するものであることを、ロータリアンは断言する。さらに、ロータリーは、これら
の高い目標に向かって、すべての人やすべての組織を教育するために、存在するのである。
11. 最後に、「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」という黄金律の普遍性を
信じ、我々が、すべての人にこの地球上の天然資源を機会均等に分け与えられた時に、社会が最も
よく保たれることを主張するものである。
この文章がマタイ伝から引用されたものであり、宗教色が強いという理由で、この道徳律そのものが
使用停止になる原因の一つになりました。しかし、世界の全宗教に同じような考え方が記載されている
ことは、この言葉は宗教を超越した哲学と考えることができます。
ちなみに、この 11 章を起草したナトソンはシェルドン・スクールの卒業生であることから、黄金律
を宗教的な意味合いで使ったのではないことは明らかであり、アーサー・シェルドンも 1913 年の国際
大会スピーチにおいて、この黄金律は、He profits most who serves best と同義語すなわち経営学の定
義であると述べています。
現在、この道徳律を模して「職業宣言」がでていますが、どのように見ても内容に説得力がなく、本
来の道徳律に戻して、これを拠り所にすべきだというのが、私の個人的見解です。
職業奉仕の理念が完成し、ロータリーの職業奉仕のモットーが確定し、具体的な活動指針となる道徳
律が完成しました。そしてそれから後のロータリー運動は、その道徳律をいかに自分の事業所や所属す
る業界に適用するかという運動に変わっていきました。
道徳律が作られた 1915 年当時はまだ経済規模が小さく、ほとんどの事業所は資本家が経営者を兼ね
ている時代でした。従ってロータリーの奉仕理念は経営者であるロータリアンの意志によって素直に事
業経営に反映されたものと思われます。
1925 年の RI の発表によると、ロータリアンが自ら制定に関与して、正しく実行されている、全世界
の企業の道徳律は 145 に上ることが報告されています。
業界が採用した道徳律の中で有名なのが、ガイ・ガンディ
カーが作ったレストラン協会の道徳律です。若年労働者の深
夜労働が当たり前だった時代に、現在の労働基準関係諸法や
就業規則とまったく引けを取らないような規約を定め、更に
職業倫理基準、接客態度、サービス、取引関係、同業者対策、
行政との関係、こういったものを、こと細かく決めて、それ
を守っていったのです。
1920 年にアメリカに禁酒法が制定され、期を一にしてマフ
ィアがシカゴで活動を開始します。このレストラン協会の道徳律は、禁酒法の絡みで、マフィアのター
ゲットになったレストラン業界を防衛するためにガイ・ガンディカーが作ったものといわれています。
1920 年から 1930 年にかけての 10 年間が、ロータリーの職業奉仕が社会に大きな影響を及ぼした爛熟
期といえます。

アル・カポネは、10 代半ばでニョーヨーク・マフィアのチ
ンピラとなり、1910 年頃からシカゴで勢力を伸ばしつつあ
ったジョニー・トリオの片腕となったのは 1919 年、彼が 20
歳の時でした。1920 年禁酒法施行と共に、マフィアは大き
く勢力を伸ばしていきます。
ロータリーの職業奉仕理念が完成し、その理念をロータリ
アン企業が実践に移して、業界全体の倫理基準を高めようと
して活動しだした時期と、マフィアの勢力拡大の時期が、期
せずして一致したことは皮肉なことです。
禁酒法の施行されていないイギリス､特にスコットランドから密輸されてくる酒を取り締まるために、
両国が協定を結んだのは、二国間の争いを未然に防ぐためにロータリアンが実践した、他国法を尊重す
るという国際奉仕の成果であるといわれています。
マフィアによって牛耳られていた映画産業を粛清し、さらに公開前にその内容を検討するために広報
委員会を作って、映画の倫理規制を実施しました。禁酒法の影響を受けて、マフィアの影響力が強かっ
たレストラン業界を、ガイ・ガンディカーが作った「レストラン協会の道徳律」を使って改革したこと
は、先ほど述べた通りです。
シカゴ・クラブ元会長ヘンリー・チャンバリン大佐をシカゴ市防犯委員長に任命して、マフィアの粛
清にのりだして、1920 年にはマフィアの息のかかった保釈保証人を告発したり、シカゴ・クラブ元会
長ローシュ大佐の活躍も有名です。
連邦警察もエリオット・ネスを隊長とする特殊部隊を投入して、ついに 1931 年に所得税法違反でカ
ポネを逮捕し、翌年実刑 11 年の判決を受けて、アル・カトラスに収監されたことは、アンタッチャブ
ルでおなじみの話です。
ちなみに、カポネは若いときに感染した梅毒が悪化したため刑期半ばで釈放されたもののフロリダで
廃人同様の生活を送り、1947 年に 48 歳でこの世を去ります。奇しくもポール・ハリスの逝去と同じ年
でした。
プロフィットを周りの人たちとシェアすることで自らの体質を改善して、大恐慌にも耐え得ることを
実証し、さらに世に有用な職業を尊重し、自らの職業を通じて社会に貢献し、業界の職業倫理の高揚を
求めてマフィアと対決しながら、みごとに勝利を勝ち取ったロータリーに対して、ロータリアンは当然
のことながら、一般社会の人たちも大きな尊敬と賞賛を与え
たことは明らかです。
脱税、贈収賄、不公正取引、市場買占め、おとり商法、他
国法無視、契約不履行、商標侵害、現在はそのほとんどが立
法化されていますが、これらの不合理な商取引が公然とまか
り通っていた時代に、これに敢然と立ち向かって、ついに立
法化にまでこぎつけたのは、ロータリーの功績なのです。
世界大恐慌の時期に、ロータリアンがなしとげた大きな業

績の一つに、四つのテストの制定があります。ハーバート・
テーラーは、折からの経済恐慌の煽りを受けて、40 万ドルの
負債を抱えて、倒産に瀕していたクラブ・アルミニウム社再
建するために考えたスローガンです。
ハーバート・テーラーが 1939 年にクラブの会長になり、更
に、国際ロータリーの会長を歴任した際、［四つのテスト］
があまりにも素晴らしいので、全ロータリアンの職業奉仕の
指針にしたいという声があがり、彼がＲＩ会長に就任した 1954 年に、その版権がロータリーに寄付さ
れ、今日に至っています。
この四つのテストは倒産の危機に瀕した会社を立ち直らせるための純然たる経営上の指針ですから、
その使用を事業上の取引に限定すると共に、邦訳や解釈を厳密にする必要があります。
医師が末期の癌患者に死期を告知する際、四つのテストを適用すべきかどうかという議論を聞きます
が、とんでもないことです。四つのテストはあくまでも事業上の取引に使うものであって、日常生活に
適用するものではなく、いわんや学校や駅に張り出すような性格のドキュメントではありません。

Four-way test

四つのテスト

「事業を繁栄に導くための四通りの基準」ならば、当然 Four-way tests と複数形になるはずです。こ
れが単数形であるのは、事業を繁栄に導くためには、四通りの基準を一つずつクリアーすればいいので
はなく、四つ纏めたものを一つの基準として、そのすべてをクリアーしなければならないことを意味し
ます。ロータリーの綱領が Object of Rotary と単数形であり、四つの項目が渾然一体となって、一つの
綱領を形作っているのと同様です。


Is it the truth ? 真実かどうか

商取引において、商品の品質、納期、契約条件などに嘘偽
りがないかどうかは、非常に大切な基準です。真実というの
は、「80%の真実」という言葉が示すように、人間の心を通じ
たアナログ的な判定であるのに対して、事実とはその事実が
あったのか、無かったのかの二者択一を迫るデジタル的判定
ですから、ここでは「事実かどうか」「嘘偽りがないかどう
か」という言葉を用いるべきでしょう。


Is it fair to all concerned ?

みんなに公平か

fair と all concerned という言葉の翻訳に問題があります。fair は公平ではなく公正と訳すべきでしょ
う。公平とは平等分配を意味するので、例え贈収賄で得た unfair 不正なお金でも平等に分ければ、それ
でよいことになります。all concerned は all だけが訳されており、肝心の concerned が省略されていま
す。冒頭に述べたように四つのテストは「商取引」の基準として定めた文章ですから、この concerned (関
わりのある人、関係する人) は「取引先」のことを意味することは明白です。従ってこのフレーズは「す
べての取引先に対して公正かどうか」ということを意味します。



Will it build goodwill and better friendship ? 好意と友情を深めるか

goodwill は単なる好意とか善意を表す言葉ではなく、商売上の信用とか評判を表すと共に、店ののれ
んや取引先を表します。すなわち、その商取引が店の信用を高めると同時に、よりよい人間関係を築き
上げて、取引先を増やすかどうかを問うものです。「信用を高め、取引先をふやすかどうか」と訳すべ
きです。


Will it be beneficial to all concerned ? みんなのためになるかどうか

Benefit は「儲け」そのものを表す言葉です。商取引において適正な利潤を追求することは当然なこ
とであり、決して恥ずべきことではありません。ただし、売り手だけが儲かった、また買い手だけが儲
かったのでは公正な取引とは言えません。その商取引によって、すべての取引先が適正な利潤を得るか
どうかが問題なのです。「すべての取引先に利益をもたらすかどうか」と訳すべきでしょう。
このような厳密な翻訳を試みることによって、四つのテストが純然たる会社再建の指針であると共に、
会社経営の指針であることが理解できるのです。

本日は職業奉仕のセミナーですから、この奉仕理念をロータ
リーに提唱した、アーサー・フレデリック・シェルドンの考え
方を、忠実に説明いたしました。
ロータリーが奉仕クラブという性格を持つ限り、社会のニー
ズに従った奉仕活動をする必要があります。
設立当初は、ロータリアンからの自分の事業を発展させたい
というニーズに従った一般奉仕概念に基づいた活動をしまし
た。その活動はやがて、職業奉仕と呼ばれるようになりました。
時代の変化とともに、対社会的な奉仕活動の必要性を感じたロータリーは、社会奉仕活動に、方針を
転換し、さらに世界平和を目指した国際奉仕活動が加わりました。現在は、発展途上国の人たちの暮ら
しを助けるための世界社会奉仕の活動が主流になっています。
しかし、ロータリー運動の原点である、シェルドンが提唱した奉仕理念を忘れることなく、地域社会
のニーズを満たす奉仕活動の実践を併せて行う必要があることを、最後に申し述べておきたいと思いま
す。

