シェルドンのすべて
2680 地区 PDG 田中 毅
出生
アーサー・フレデリック・シェルドン Arthur Frederick Sheldon は
1868 年 5 月 1 日に、ミシガン州バーノンで生まれる。
温和な性格、豊かな髪を思い切り左で分けた、大柄な体格。
経営学、特に販売学者であると共に、哲学、医学、音楽にも造詣が
深い。
シェルドンの私生活に関する記録は殆んど残っていないが、数少
ない記録から推測すると、彼はドイツ系アメリカ人であり、WASP い
わゆる White Anglo-Saxon Protestant ではなく、White German
Christian Science 派に属する。思想的にはいわゆるリベラル、民主
党寄りであったと思われる。ほとんどのロータリアンは WASP であ
り、共和党支持なので、宗教的にも思想的にも、特殊な存在だったと思われる。
学歴
1885 年

バーノン高校卒業
フェルトン師範学校卒業

1892 年

ミシガン大学経営学部卒業・販売学専攻

家族歴
父親

Seth Elsworth Sheldon

セス・エルスワース・シェルドン (1834 年～1912 年)

母親

Helen Mary Sheldon

ヘレン・メアリ・シェルドン

姉

Katherine Curtis

キャサリン・カーチス (1866 年～1951 年)

弟

George Sheldon

ジョージ・シェルドン (1878 年～～1893 年)

(1841 年～1930 年)

1889 年 1 月 1 日 Anna Griffiths アンナ・グリフィス (1871 年～1958 年)と結婚
子供

Helen Muriel

ヘレン・ミュリエル (1898 年～1976 年)

Arthur Frederick

アーサー・フレデリック (1899 年～1929 年 29 歳で夭折)

住居
晩年に、妻アンナ・グリフィスの故郷である West Chestnut
Street, Kingstone, N.Y.にある、 1886 年に著名な建築 家
Calvert Vaux によって設計された邸宅 (歴史的建造物) に住
む。
アンナ夫人はピアノ、アーサーはチェロ、子供たちも加わ
ってファミリー・オーケストラを編成。

シェルドンの思考
事業主、顧客が共に利益を享受する、いわゆる修正資本主義に似た経営学に基づくサービス理念を提
唱した。道徳律は後世の人が唱えたものであり、シェルドン自身は、職業道徳や倫理については全く触
れていない、純粋な経営学理論であるが、この経営学理念に基づいた事業を実践すれば、結果として、
高い職業倫理に繋がることになる。
シェルドンは自らが設立したシェルドン・スクールのモットーとして提唱した He profits most who
serves best は、黄金律である Do unto others as you would have them do unto you を現代風に書き直
したものであり、あなたが他人からしてもらいたいことを、先に他人にしてあげなさい、自分一人で儲
けるのではなく、その事業に関係した人と利益を公正に再配分することであり、自分が儲けることより
も他人が利益を得ること優先することによって、後から利益が何倍にもなって還元されることを説いた、
法さえ犯さなければ、金を設けた者が勝者であるという当時のアメリカ人の考え方とは、真っ向から対
立するものである。
黄金律は「マタイ伝」にも引用されているために宗教と思われがちだが、同様な表現は、モーゼの律
法、儒教、仏教、イスラム教などの世界中のあらゆる国で使われている格言なので、シェルドンのモッ
トーは、宗教を超えた人類への奉仕の一般的な指針となる、非宗派的な「キリスト教の」概念、クリス
チャン・サイエンスに基づく言葉だと考えるべきであろう。
サービス

Service

の定義

シェルドンが汎用するサービスという言葉を奉仕と訳することは、大きな間違いである。シェルド
ンはその著作「奉仕の原則と保全の法則Service and Conservation」の冒頭で奉仕とは何かを定義して
いる。
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。
さらに、これに時間やエネルギーやお金や材料を無駄遣いせず有効に活用して保全することを付け
加えることであり、これはすべて安心と豊かな実りを獲得するための道なのである。
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ったり、売ったりしている。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。役に立つこととは奉仕の別名な
のである。
日本語の「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
仕だと考えても良いように思われる。
さらに1904年に発行された「経営学 Science of Business」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のは「満足感」であると述べている。
Serviceをする立場からはどのように表現したら良いのであろうか。「貢献」と訳すのも一つの方法
かもしれない。
利益 Profit の定義

日本では相変わらず、Profitを巡って金銭的か精神的かの論争をする人がいるようである。Profitと
いう言葉をロータリーに持ち込んだのは He profits most who serves best を発表したシェルドンであ
るから、その真意はシェルドンの意見に従うべきである。
シェルドンは「経営学 Science of Business」の中でProfit とは、総費用を超えて受け取った余剰の
価値という金銭的な意味に限定すると述べている。さらに、「ロータリー哲学 Rotary Philosophy」
では、価値ある幸福の要素の説明の中で、「他の人々からの愛情や尊敬、曇りのない良心、仲間との
毎日の取引の結果として得られる物質的な富は、少なくとも程よい幸福と言うべきであろう。その物
質的な富こそが、奉仕の理念に基づいた継続的な取引によって顧客からもたらされる Profit 利益であ
る」と述べている。
「奉仕の原則と保全の法則 Service and Conservation」の中では、商売に成功する方法は、継続的に
利益をもたらす顧客を確保することである。一見さん(いちげんさん)だけを相手にしていては、継続的
な事業の発展はあり得ない。リピーターとなって再三、店に訪れる常連客を確保することが、すべて
の事業所を繁栄させるのだ。
適正なProfitを得て、事業を成功させる方法は、
• 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だと、述べている。
職歴
◎ 19 歳から百科事典の訪問販売
◎ 1892 年～1993 年 地元のカレツジの教師 (2 年間)
◎ 1893 年 ヴェルナー出版社就職
◎ 1899 年～1902 年 シカゴにシェルドン出版社を設立 総支配人・社長
◎ 1902 年 36 South State Street, Chicago にシェルドン・スクール(経営学・販売学を教える通
信教育機関)を設立。校長就任。
シェルドン・スクールのモットーとして He profits most who serves best を採用
◎ 1904 年 生徒数 10000 人。リバティビルにシェルドン出版社を設立。

初代 シェルドン・スクール

シェルドン・スクール紋章

シェルドン・スクールの広告

ムンデレインのシェルドン・スクール
◎ 1904 年 シェルドン出版社から、月刊誌 The Business Philosopher 経営哲学者を出版。
◎ 1906 年 シェルドン・スクールを 1714 Republic Bldg., Chicago に移転。
◎ 1908 年 ムンデレインで 600 エーカーの土地を購入。川をせき止めて、1 マイルの湖を作り、湖畔
に学校の建物と家族の家を建設。 学校は 195 人の地元住民を雇用し、学校の敷地は、地域住民のレ
クリエーションと教育のために開放して、タイピング、簿記の教室を提供し、本館の上層階には、
講義、会議、サマースクールの授業、ダンスに使われた大きなホールを作り、敷地は、水泳、ピク
ニック、カヌー、アイススケート、スレーライディングのために年中利用可能とした。通信教育に
使われた地本の郵便局は第 1 クラスに昇格した。
◎ 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

Action にちなんで AREA に変更された。

Ability-Reliability-Endurance-

◎ 1921 年 生徒数 250,000 人
◎ 1921 年 シカゴ大司教区のロバート・ラウズにこの土地を売却して、セント・メアリ教会 (カソリ
ック) を建設。その後、ローマン・カソリックの神学校が建設された。
◎ 1921 年 にシェルドン・スクールを 922, North American Bldg., Chicago に移転
◎ 1922 年 にシェルドン・スクールを 36, South State Street, Chicago に移転。
◎ 1922 年 The Business Science Society を設立。
◎ 自宅を West Chestnut Street, Kingstone, NY に転居。
◎ 1935 年 12 月 21 日 テキサス州ミッションの牧場で逝去。
遺体はグリフィス夫人の故郷、ニューヨーク州アルスター郡キングストンに埋葬。
◎ 1939 年 シェルドン・スクール廃校。教科書は 1946 年まで発行。
出版物
定期刊行物
◎The Business Philosopher 経営哲学者
本書は、最近新しく発見されたものであり、現在、バック・ナンバー
を収集・翻訳中である。
この本はシェルドン出版社によって 1904 年～1923 年まで発行され
た、当時最新のトレンド、経営学、哲学、教育などの記事を満載した総
合月刊誌であり、この本の 1909 年 1 月号に He profits most who serves
best の解説がある。
シェルドンは編集者の立場から、毎号、論文を寄稿しており、初期の
内容はシェルドン・スクールの教科書を一般向けに解説したものが多い
が、1922 年以降は、航空機の時代を予測するなど、未来志向の数々の素
晴らしい論文を発表している。
1921 年以降は、ロータリーの名称を使わず、その代わりに、Business
Service Organization という表現をしている。
この雑誌の編集に当たっては、叔母にあたる女性ジャーナリスト、Helen Wilmans Post ヘレン・
ウイルマンズ・ポストの影響を大きく受けていると言われている。
Elbert Hubbard エルバート・ハバードも、この雑誌に毎号のように寄稿している。
Louise Vesclius Sheldon ベッセル・シェルドンも、この雑誌の執筆者の常連であるが、アーサ
ー・シェルドンと親戚か否かは不明である。彼女は音楽療法の専門家であり、その著作の内容から、
クリスチャン・サイエンスに属していたものと思われる。
教科書
◎The Science of Successful Salesmanship

成功する販売員学 1903 年

(なお本書の別冊は複数の著者による共同執筆) 25 巻
◎The Science of Industrial Success

一部邦訳

産業成功学 1906 年～1907 年 10 巻

◎The Art of Selling 販売学 1909 年
◎The Sheldon Course シェルドン・コース 1902 年～1939 年 12 巻 全文翻訳済
◎The Science of Business Building 経営構築学 1907 年～1910 年 32 巻

◎The Science of Business

経営学 1904 年～1917 年

18 巻 70%翻訳済

◎Successful Selling 成功する販売学 1902 年～1924 年 12 巻
単行本
◎The Principle of Service and The Law of Conservation

奉仕の原則と

保全の法則 1929 年 全文翻訳済。
シェルドンが実質的にロータリー活動から離れた後に発行された著作
であり、従来シェルドン・スクールや数々の講演で説いてきた経営学に基
づくサービス理念と共に、世界大恐慌の教訓を受けたと思われる財産を
保全する必要性を説いた内容となっている。
この年に最愛の息子を失った悲しみからか、死後の世界や天国、地獄に
関する記載があり、彼の著作の中で初めて、神についての言及がある。
ロータリー関係講演集
◎連合会大会講演 1910 年
◎連合会大会講演 My Platform

私の宣言 1911 年

全文翻訳済

◎連合会大会講演 The philosophy and ethics of successful accomplishment

事業を成功させる哲学と

倫理 1913 年全文翻訳済
◎ The Symbolism of service 奉仕の図式 1918 年 全文翻訳済
◎ The philosophy of service 奉仕の哲学 1921 年

全文翻訳済

◎連合会大会講演 Rotary philosophy ロータリー哲学 1921 年 全文翻訳済

政治・宗教
初期ロータリアンのほとんど全員がアメリカ生まれのアメリカ人である。シカゴのロータリアンに
は黒人がまったくいない。当時のロータリアンの共和党支持者は 72％以上であり、民主党支持者は
9％以下に過ぎない。政治的な考え方では、会員の殆どが疑いなく保守的であり、民主党は危険な左翼
政党だと思われていた。
会員のほとんどが教会の信徒であるが、圧倒的多数がプロテスタント福音派であり、カトリックは
僅かである。
シェルドンは全ての著作、教育に関して「GOD 神」という単語を避けて、どうしても使わざるを得な
い場合は、Provider 創造主という単語を使った。
シェルドンは非キリスト教的なキリスト教的観念を持った「アプライドキリスト教徒」であるクリス
チャン・サイエンスの信奉者だと言われている。
宗教上の見地からか、純粋な学問として経営学を説く見地からか、「神」という言葉を敢えて避けた
と思われる。50 冊以上に上るシェルドン・スクールの教科書には、一切「神」という言葉は使われて
いない。しかし、1921 年にエジンバラで行った Rotary Philosophy というスピーチの中で、結語の後
に「Niagara」という別項を恣意的に入れて、神という単語を乱発して、表面上は、神の力をナイアガ
ラの滝に称えて称賛しながらも、結果的には経営学に基づくサービス理念の方がそれに勝っていると
結論付けている。
White Anglo-Saxon Protestant を中心とした、カルビン派プロテスタントのロータリアンが大多数
を占めるイギリスにおいて、純粋な経営学に基づいたサービス理念 (当時はまだ日の目を見ていなかっ
た修正資本主義に基づいたクリスチャン・サイエンス) を語ったことは、いわば、ロータリアンに対す
る宣戦布告とも言えよう。
後日、イギリスのロータリアン、デビッド・ニコルは彼の著書 Golden Wheel の中で「セールスマ
ンの死」というタイトルを儲けて、シェルドンは 1921 年のスピーチで死に、1935 年に本当に死んだ
と、シェルドンのサービス理念を徹底的に批判している。
シェルドンの思考は、修正資本主義を先取りしたものであり、後日この考え方を採用したのが、ア
メリカ民主党であることからも、1913 年～1921 年にかけてのウッドロウ・ウイルソン民主党大統領
時代が、シェルドンが最も輝いた時代だともいえるし、シェルドンの数多くの著作もこの時期に書か
れている。その後、アメリカの政権は共和党に代わり、ロータリアンの大多数は共和党員であったこ
とや、彼の宗教的立場も加わって、シェルドンはロータリーに於ける自分の居場所を失う。この年を
境に、名簿を含めた、シカゴ・クラブや RI のあらゆる記録から、シェルドンの名前は徹底的に削除さ
れている。
シェルドンはこのエジンバラ大会のスピーチを機会に、シカゴ・クラブからキングストン・クラブ
に移籍して、文筆活動の拠点を雑誌 Business philosopher に変える。
この雑誌の 1922 年 12 月号でシェルドンは、自らの宗教観を次のように綴っている。
「宗教は人を神に連れ戻す。それは今日、私たちにとって何よりも必要なことである。商売や産業は
汚いという面があるとすれば、なおさら宗教こそ事業にとって必要なこととなる。事業にふさわしい
宗教こそ、悪に立ち向かえるのである。キリストは、わざわざ神に頼まなくても、時が来ればことは
成就することを信じたに違いない。地上において、事業に必要なのは宗教であり、宗教にも事業が必
要である。役に立つ知識は、それが活用されれば力になる。力を動力に変えて、奉仕を実践すれば、
それは活用されことになる。これが宗教の真実である。
」

この雑誌には、シェルドンがクリスチャン・サイエンス派に属していたと書かれているが、もしそ
うならば、ロータリアンの大多数が属するプロテスタント派からは邪教徒と見做されたと思われる。
ロータリーに対する情熱を完全に失ったシェルドンは、1930 年にロータリーを退会している。
1929 年に書かれた The Principle of Service and The Law of Conservation (奉仕の原則と保全の法
則) に於いて、シェルドンの宗教観は大きく変化する。最愛の息子の死の影響か、天国や地獄などの死
後の世界や神に関する記述が随所にみられる。
クリスチャン・サイエンスに関する注釈
さらに最近発見した月刊誌 Business Philosopher (経営哲学者)に拠れば、シェルドンは、叔母にあ
たる女性ジャーナリスト、ヘレン・ウイルマンズ・ポスト Helen Wilmans Post の影響を大きく受け
ていることが判明した。彼女は精神科学者、新思考運動のパイオニアであると同時に、Emma
Hopkins の下でクリスチャン・サイエンスを学んだ人物であったため、シェルドンの宗教観や生活態
度、医学や生理学の知識に対して大きな影響を与えたものと思われる。
クリスチャン・サイエンスとは、ニューソートの一派であり、19 世紀アメリカで始まったキリスト
教における潮流の一つ、一種の異端的宗教・霊性運動である。現世利益の追求を戒めるキリスト教プ
ロテスタント系カルビン主義への反発を背景に生まれた宗派と言われている。
クリスチャン・サイエンスにおける神の定義 神は、生命、真理、愛である。真理は実在であり、
誤りは非実在である。神の同意語であるもののみが、真の実質である。
クリスチャン・サイエンスにおける人の定義 人は愛の理念であり、映像である。人は神の複合理
念であり、正しい理念をすべて含んでいる。神の映像・似姿を反映するもののすべての総称。聖書
は、人が神の映像、似姿に造られていると教えている。すべての実在性は神と神の創造の中にあっ
て、調和があり永遠である。神の創造するものは善である。人間の心、あるいは体の不調和は、すべ
て幻想であって、実在性も本体もないのに、実在で本体性があるように見えるものである。神はどこ
にでも存在し、神から離れては何も現存せず、力を持たない。
クリスチャン・サイエンスに対する批判

クリスチャン・サイエンスが急激に勢力を伸ばした 19 世

紀後半から 20 世紀初頭にかけてのアメリカは、拝金主義に浮かれた時代であった。クリスチャン・サ
イエンスは、現世利益の追求を戒めるキリスト教プロテスタント系カルビン主義への反発を背景に生
まれ、自分自身や子供に病気を持った上流家庭の婦人をターゲットにした宗派である。クリスチャ
ン・サイエンスの教義は、カトリックとプロテスタントなど既成宗教からは邪教として批難された。
クリスチャン・サイエンスは神学や哲学的要素よりも信仰療法に重きを置いた特異な宗派であり、
その名前と異なり、宗教でもなければ科学でもないという批判がある。
キリスト教の「異端見分けハンドブック」では、キリスト教の中心的な 4 つの事柄である「聖書の
絶対的権威」
「神の人格性」
「イエス・キリストの神性」「十字架の血の贖罪」をすべて否定する異端宗
派であると指摘している。
その運動そのものは、大恐慌と第二次世界大戦後、自助運動、肯定的思考運動、ニューエイジ・ス
ピリチュアリティー、禅・道教・仏教などの東洋思想を取り込んで、韓国では統一教会、日本では生
長の家、ものみの塔などが類似組織である。

影響を受けた人物
Bhagavan Das

バガバン・ダス

シェルドンのサービス理念を具体的に表現した「奉仕の三角形」は、
インドの哲学者、バガバン・ダスの平和学という本の中でヒントを得た
と述べている。シェルドンのサービス理念がインド哲学を経て、更にカ
ントの影響を受けていることは興味深い。
Elbert Hubbard

エルバート・ハバード
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ドは、ミシガン大学の先輩に
あたると同時に、シェルドンが 1904 年に創刊した雑誌「The Business
Philosopher 経営哲学者」に毎号のように寄稿している。
ハバートは、シェルドンの人物像を紹介する著書を発行しており、そ
の中で、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、次のように述べている。
「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。
」
ハバードと親交が深く、彼の書斎や印刷所や家具工場を度々訪れたシェルドンは、
「The Business
Philosopher 経営哲学者」1906 年 12 月号の中で彼を発明王エジソンに例えて、
「独創力と感情が豊
かで、思考、知識、想像力の巨人、そして偉大なる実業家である。
」と褒め讃えている。
Helen Wilmans Post ヘレン・ウイルマンズ・ポスト

(1831 年～1907

年)
Emma Hopkins の下でクリスチャン・サイエンスを学び、「心理学のホ
ームコース」
、
「死の征服」
「世紀の花」などの著書で有名な mental
science 精神科学と新思考運動のパイオニアであり、週刊誌「フリーダ
ム」の発行者でもある女性ジャーナリストである。
シェルドンは Charles C. Post の配偶者に当たる叔母ウイルマンスの影
響を強く受けたと言われている。
ウィルマンスはクリスチャン・サイエンスに関する多数の書籍を出版し、
精神科学を通じて、さまざまな病気から患者を癒すと共に、数多くの生徒に自らの生活を改善すること
によって心身を癒し、活力を与え、自分自身を構築する方法「不在治療」を教えた。治療法を巡って詐
欺罪で告発されたこともある。
シェルドンが教科書の中で解説した、エーテルの存在や医学や生理学 (大脳皮質、知覚神経、運動神
経) や運動法や生活習慣に関するの詳細な知識は、彼女の影響によるものとも考えられる。

Louise Vesclius Sheldon ベッセル・シェルドン
1920 年代に、雑誌「The Business Philosopher 経営哲学者」に再三
寄稿すると共に、音楽療法に関する数多くの著書を出版している専門家
である。
その著作の内容から、クリスチャン・サイエンスに属していたものと思
われる。
シェルドン姓については、たまたま同姓であったのか、アーサー・シェ
ルドンと親戚であったのか否かは不明である。
シェルドン・スクールの卒業生
Jhon Knatson

(ロータリアン)

ジョン・ナトソン

James Pinkham ジェームス・ピンカム
Chesley Pelly

Robert Dennt

ロバート・デニー

Ernst Skeel

エルンスト・スケール、

チェスレー・ペリー

ロータリー歴
1908 年 1 月

シカゴロータリークラブ入会

1908 年 2 月

クラブ情報拡大委員長就任

1910 年

全米ロータリークラブ連合会大会講演
RI Business Method Committee 企業経営委員長就任

1910 年

全米ロータリークラブ連合会大会講演
He profits most who serves his fellows best 提案

1911 年

全米ロータリークラブ連合会大会講演 My Platform
He profits most who serves best 提案・採択

1912 年

ロンドン・ロータリークラブ設立

1913 年

マンチェスター・ロータリークラブ設立

1913 年

國際ロータリークラブ連合会大会講演
The philosophy and ethics of successful accomplishment
事業を成功させる哲学と倫理

1918 年

The Rotarian 9 月号

The Symbolism of Service

奉仕の図式

1921 年

The Rotarian 2 月号

The Philosophy of Service

奉仕の哲学

1921 年

國際ロータリークラブ連合会大会講演
Rotary philosophy ロータリー哲学
この講演を最後に、実質的にロータリーと決別。ロータリー活動中止。
その後、キングストンに転居して、キングストン・ロータリークラブに移籍する。

1929 年

奉仕の原則と保全の法則発行
He profits most who serves and conserves best 提案

1930 年

ロータリー退会

1935 年 12 月 21 日逝去。
遺体は、アンナ・グリフィス夫人の故郷、ニューヨーク州アルスター郡キングストンに埋葬されて

いるが、シェルドンの墓標には十字架が描かれていない。
その代わりに、インドの哲学者バガバン・ダスの平和学から引用した質・量・管理の状態を表す、
価値ある奉仕の要素と、He profits most who serves best の文字がはっきりと刻み込まれている。こ
の経営学のモットーは、健全な事業を構築すること、即ち積極的な販売術を実行することによって、
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の重要性を意味
している。
質、量、管理状態を表す奉仕の三角形をよく見ると、この三角形は円で囲まれ、更にその周りを四
角形で囲んでいることが分かる。

一番外側の四角形の辺に文字が一文字ずつ、刻みこまれており、上にＡ、左にＲ、下にＥ、右にＡ
の文字が読み取れる。これはシェルドンが強調した教育論、すなわち領域学を意味する。
A

Ability 能力。

R

Reliability 信頼性。

E

Endurance 忍耐力。

A

Action 行動力

この頭文字を組み合わせた、AREA すなわち、真の教育とは、知識を教え込むことではなくて、そ
の人のあらゆる部分の守備範囲を広げて、持っている潜在的な能力を引き出すことということにな
り、シェルドンが信奉していたカントやバガバン・ダスの教育論と一致するわけである。
シェルドンがクリスチャン・サイエンスの影響を大きく受けた、非キリスト教的なキリスト教的観
念「アプライド・キリスト教徒である可能性が高いことはすで
に述べたが、20 代で筋委縮性側索硬化症 ALS を発症しなが
ら、ブラック・ホールの存在と量子宇宙学を確立して、2018 年
3 月に逝去したイギリスの著名な物理学者 Stephen William
Hawking ステーブン・ホーキング (1942 年～2018 年)も、シ
ェルドンと同様に、宇宙の創造と人類の発生について、
「創造主
なしで説明は可能」、
「宇宙誕生に神は不要」と神の存在を否定
する態度を終生貫いたため、宗教界から大きなバッシングを受
ステーブン・ホーキング

けた。
多神教徒 (無神論者) が大多数を占める日本では想像もつかな

いことであるが、原理的キリスト教徒が大多数を占めるアメリカやイギリスの宗教観の厳しさは今も
昔も変わらない。これらの国では、自分が信じる宗教以外は、邪教・悪魔なので滅ぼす義務があると
考えている。
宇宙や人間を含めた万物は神が作ったものであり、全ての罪は教会で牧師に懺悔すれば許される
し、プロテスタント系小学校の最近の理科の教科書からは、ダーウインの進化論は抹消されているの
である。
何世紀も続いたヨーロッパのキリスト教を巡る宗教戦争、現在も続くイスラム教内のシーア派とス
ンニ派の抗争など、殺戮を繰り返す一神教における宗教戦争は、外部からの宗教的な侵略を殆んど受
けることなく、日本古来の神道に属する八百万の神が、仏教もキリスト教も全ての神を受け入れて、
平和共存を図る日本人には理解し難い。
シェルドンの宗教観が日本人に近いことが、日本にシェルドンの信奉者が多いことに起因している
のかも知れない。

