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第３回アジア・オセアニア・サービスミーティング
一アジアのまだ苦しんでいる３億人のアルコホーリクにＡＡのメッセージを─私たちに残された課題－
【ＡＯＳＭ開催
【ＡＯＳＭ開催】
開催】
オーストラリアのシドニーで開催された第３回Ａ
ＯＳＭは、３月２８日の お互いを知るためのミー
ティング に始まり、３０日の夕方まで、アジアや
南太平洋諸島の国々で、回復の方法を知らずにまだ
苦しんでいるアルコホーリクにＡＡのメッセージを
運ぶべく、各国の経験や力が分かち合われた。今回
の参加国はアジアからは日本、韓国、台湾、ホンコ
ン、インドネシア。オセアニアからはオーストラリ
アとニュージーランドの合計７カ国で、ゼネラルサ
ービスオフィスがあり、全体サービス機構が整った
国々だけではなく、ＡＡが生まれて歴史の浅い国々
の参加もあり、大変実りの多い会議となった。さら
にアドバイザーとしてニューヨークＧＳＯからは国
際担当のリチャードと前所長ジョージが、またオブ
ザーバーとしてＡＯＳＭ元議長やオーストラリアの
常任理事が多数加わった（オブザーバーには発言権
がない）その詳細な内容についてはＷＳＭ評議員の
湯浅さんと山宮さんから皆様への直接の報告や最終
報告書にゆだねることにし、本紙ではＡＯＳＭ発足
時から今回の開催までＡＯＳＭに関わってきた事務
局の立場で皆様に報告させていただきたい。
【世界の
世界の目は東欧から
東欧からアジア
からアジアへ
アジアへ】
１９９０年、私はミュンヘンで開催されたワール
ドサービスミーティングにＷＳＭ評議員として参加
した。当時ベルリンの壁の崩壊という歴史的な出来
事にはずみをつけ、まだ集会の自由も書物を輸入す
る自由も制限されている東欧諸国に、西ヨーロッパ
各国のメンバーがＡＡのメッセージを運ぶために、
さまざまなスパイ活動もどきの方法をとっていると
いう報告に胸をわくわくさせて耳を傾けたものだっ
た。それまでアメリカ・カナダだけが負担していた
ＡＡ出版物の各国語への翻訳出版費用を、私たちの
国々も分担していこうという国際出版基金が提案さ
れたのもこの時のＷＳＭだった。当時のＡＡの課題

はこれら東欧諸国にＡＡのメッセージを運ぶことで
あり、実際に各国の協力のもと、メッセージは運ば
れ、各地でＡＡが始まった。それからたった１０年
もしないうちに、ＡＡはこれらの国々にしっかりと
根をおろし、爆発的な発展を見せた。各国で協力す
れば、メッセージは運ばれ、そこで育つのだという
ことを、だれもが実感できた。だから今、ＡＡにと
っての新たな課題であるアジアや南太平洋の島々、
そしてアフリカの国々にメッセージを運ぶことにつ
いて、たとえ貧困や、文化的な妨げ、数え切れない
ほどの言語の壁があったとしても、ＡＡの歴史を振
り返ればかならず実現できるものだという強い信念
をもつことができるのだ。
【各国の
各国のＡＡ】
オーストラリアには多数の外国人が住んでいる。
その中にはアルコホリズムに苦しみながらも、言葉
の壁のために回復の方法も知らない人が多い。そん
な人達にＡＡのメッセージを運ぼうと、オーストラ
リア常任理事会はＡＡの案内や出版物を各国語に翻
訳している。日本語への翻訳についてはもちろん私
もお手伝いさせていただいている。
ニュージーランドも南太平洋の鳥々のすべてにＷ
ＳＭ評議員が手紙を書いて、ＡＯＳＭのことや、国
際出版基金のことを伝え、ＡＡが存在しない国には、
インターネットを使って保健や健康に関わる公的機
関を探しだして、そちらと連絡をとっている。
ホンコンは、前回のＡＯＳＭのあと、マカオに何
度も足を運び、ついにマカオでもＡＡのミーティン
グが始まった。
台湾のＡＡの歴史は２０年以上と長いのだが、こ
れは英語ミーティングの話であり、台湾人のアルコ
ホーリクにメッセージか届くようになったのはこの
５、６年のことだという。現在は台湾人のミーティ
ングが二つの都市で開かれている。
韓国はソウルを中心にサービス機構が築かれつつ

(2)1999 年 4 月 20 日

ＡＡ日本
ＡＡ日本ニューズレター
日本ニューズレター

ある。評議会はまだないが、各地域からの代表者が
集まる全国インターグループミーティングが３ヶ月
ごとに開催されている。
ＡＯＳＭで何度も繰り返されたことは、１メンバ
ー、１グループ、１カ国ではできないことでも、お
互いに情報を交換し、協力し合えば、必ず実を結ぶ
ということだ。わが国でも外国からの労働者が増加
するにつれ、異国でアルコホリズムに苦しむアルコ
ホーリクの数も増加している。ある医療関係者から
その人達にＡＡのメッセージが運ばれないものだろ
うかという連絡を受けた。そこで、ｅメールなどを
利用して、その人の母国のＡＡメンバーからメッセ
ージか運ばれるようお互いに協力していくことにな
った。
【サービスに
サービスに捧げる人
げる人たち】
たち】
話は大きく変わるが、ＡＯＳＭやＷＳＭで忘れて
ならないのは、日本のＡＡのサービスのために、い
つも全力投球してくれるカリフォルニアのダグが、
今回も日本語通訳としてわが国のＷＳＭ評議員山宮
さんのために航空運賃も自腹でボランティアで参加
してくれたことだ。彼は通訳のプロではないのだが、
両方の国の言葉がわかるものには、彼がどれほど説
得力のあるロジックな英語の表現を駆使して、日本
語から英語に見事に通訳していることが判るはず
だ。この会議の期間中ずっと山宮さんのそばで、み
んなの話をどんどん同時通訳する姿に、ふさわしい
感謝の言葉も見つけられず、ただ頭を下げるだけの
私に、彼はいつもビッグフックの１４６ページの
われわれのほんとうの目的は、神と周囲の人びとへ
のできる限りの奉仕に自分を捧げることである と
いう部分を引用し、山宮さんが言葉のハンデをまっ
たく感じないように手助けすることが、神から自分
に与えられた役割であり、そのようなサービスがで
きることは自分の喜びなのだからと、さらっと言っ
てのける。実はそのために事前にどれだけの準備を
し、どれだけの資料に目を通し、当日どれだけたい
へんな思いをしているかなど、ぜんぜんおくびにも
出さずに。
事務局の仕事のうち、公式な英語の書簡の原稿を
いつも準備してくれ、昨年夏に私が健康を損なった
ときには、ただちに代わって仕事を進めてくれたの
は、オーストラリア常任理事会の常任理事のアンだ
った。
３０項目にも及ぶ議事項目について、自国で話し
合い、すべての項目についてレポートにまとめてき
たニュージーランド評議員サイモン。その熱心さに
心打たれる私に、自分は評議員として自分の国のＡ
Ａから委ねられ、こんなにたくさんの費用をかけて
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送られてきているのだから、そうするのは自分の責
任として当然のことだと、にっこり答えたサイモン。
休憩時間に、次回のチェアパーソンを引受けてもら
えないかしらと話を持っていったら、そのような役
割を任せてもらえるのは、何よりも名誉なことであ
り、責任を持って引受けていきたいという答えに、
またまた圧倒された。サイモンはＡＯＳＭ開催以外
のときにも、各評議員に意見を求めることが生じた
ときには、いつもだれよりも真っ先に意見を寄せて
くれた人だ。
【ＡＯＳＭ事務局
【ＡＯＳＭ事務局の
事務局の交替】
交替】
さて、議事はつつがなく進行し、次回のチェアパ
ーソンも決まり、事務局に話しが及んだとき、会議
は中断した。ＡＯＳＭの成功は事務局が最初から定
まっていて、年間を通じてよどみなく仕事が進んで
きたことによるものだと、ＮＹのＧＳＯの前所長は
高く評価してくれた。たとえばヨーロッパサービス
ミーティング（ＥＳＭ）も、事務局がイギリスのＧ
ＳＯに置かれるようになってから、ＥＳＭはスムー
ズに運ばれるようになった。アメリカ諸国サービス
ミーティングは事務局が持ちまわりのため、熱心な
国が行なうときにはうまくいくが、そうでないこと
もあり、また、継続的に経験が受け継がれないため、
あまり成功していないという。だから当然日本が今
後もしばらくＡＯＳＭ事務局業務を行なってくれる
ものとだれもが信じて疑っていなかった。私自身、
輪番制の原理にのっとるなら、これほど名誉ある、
やりがいのある役割を独り占めにすることに多少な
りとも後ろめたさを感じていたのだが、現在はまだ
輪番制の原理を実践するよりも、輪番制の原理にも
っていくことができるよう、その基盤を築き上げて
いる時期なのだから、そんなことを考える必要はな
いとあっさり言われた。しかし、日本のＡＡの財政
事情は、事務局業務を引き受けることはもうできな
いところまできているのだ。ましてＡＯＳＭ事務局
業務を行なう人件費を支払う余裕もないのが現状で
ある。そのことが日本の評議員から全員に伝えられ、
なんとか解決策を求めて話し合いを進めるうちに、
出席評議員のなかに初めて、これまでＡＯＳＭ開催
のために財政的に日本にどれだけ依存していたのか
という現実が認識されていった。開催国は毎回持ち
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まわりで開催費用を負担する。けれども日本は年間
を通して事務局経費を負担し、さらに事務局である
私の航空運賃と滞在費用を評議員の分とは別に余分
に負担していたのだ。そのことがここで初めてみん
なに認識された。そして話が暗礁に乗り上げそうに
なったとき、事務局を手伝ってくれていたオースト
ラリアのアンが、常任理事会の承認を受けたら、事
務局を引受けると申し出てくれ、一件落着となった。
アンは常任理事国際委員会担当常任理事としてその
多彩な能力を発揮している物静かで穏やかな女性
で、ソブラエティは今年４０年目になるところだと
いう。
今後の経費についてはＡＯＳＭ基金を設定し、各
国からこの基金に献金してもらい、事務局経費も渡
航費も、またチェアパーソンの渡航費もここから賄
われるような方向に向かうことになった。そして日
本の常任理事会に対し、これまでの援助に対する感
謝状が送られることになった。
オーストラリアは第一回目には参加しなかった。
国内で反対されたからだった。オーストラリアはア
メリカ／カナダの次にＡＡが誕生した歴史の深い国
だ。常任理事はみな３０年、４０年というソブラエ
ティの人達だ。そのオーストラリアが今まで事務局
を日本に任せっきりだったという現実に目を向け、
これからは積極的にＡＯＳＭに関わるという決断を
した。そしてオーストラリアの常任理事会から日本
のＡＯＳＭ事務局に対し、３００ドルの献金が送ら
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れた。日本のＡＡが築き上げた地盤の上に、ＡＯＳ
Ｍが大きく成長してゆくものと信じている。
【次のＡＯＳＭ】
なお、２年後のＡＯＳＭ開催地は韓国になった。
日本が常任理事会の決定として韓国を推薦したのだ
が、とてもユニークなキャラクターの韓国のチョー
さんは、ＡＡのサービスに対してノーとは言えない
からと、快く引受けてくれた。なお前述のように、
チェアパーソンはニュージーランドのサイモン、事
務局はオーストラリアのアンになったことをお伝え
し、報告を終えたいのだが、その前にひとつ付け加
えたいことかある。
【個人の
個人の努力の
努力の評価または
評価またはアノニミティ
またはアノニミティ】
アノニミティ】
この報告の中には個人名があちこちに見られ、日
本のメンバーの方々には個人名を出しすぎと思う方
も多いことだろう。このような会議で海外に行って、
日本のＡＡとの違いに驚嘆するのは、個人評価の部
分である。ハイヤーパワーに与えられた使命を全力
を尽くして果たしているメンバーに対し、周囲の人
達は名前を挙げて心から評価し、賞賛の言葉をおく
る。それでなくても自己評価の低い私は、このよう
な賞賛の言葉を受け、暖かく包み込まれたとき、ど
れだけ心安まる思いをしたことだろう。私もＡＡの
サービスのために惜しみなく時間や力を提供してい
る人達に、心から貰賛の言葉を送りたい。
ＡＯＳＭ事務局
ＡＯＳＭ事務局 山本

ＡＡ出版物の著作権

ビル・Ｗと草創期のメンバーたちは１９３８年か
ら３９年にかけて、ビッグブックの発刊に向け、け
んけんごうごうたる議論を重ねた。アルコホリズム
という悲惨な病気の解決の方法を、遠く離れた地方
の人達や、遠い将来にわたって伝えようとしている
のだ。その内容は本当にフェローシップ全体の経験
がゆがめられることなく、正確に伝えられているだ
ろうか。その一字一句の表現をめぐり、何ヶ月も何
ヶ月も論争が繰り広げられた。そしてやっとメンバ
ー全員の合意にこぎつけ、ついにビッグ・ブックが
出版された。でもまだ越えなければならない壁があ
った。この本とそこに書かれたメッセージをいった

い誰が所有すべきなのか。だれであれ、いったんそ
れを所有したら、その規制を行なうのは当然のこと
だろう。ビルも言っているように 、 ＡＡのような
集まりは自分たちの出版物は自分達で発行し、自分
達で規制すべき なのだ。もしどこかの出版社がそ
の原稿を買って出版したら、その本のすべての権利
はその出版社が持つことになる。草創期のメンバー
たちは自分達でビッグブックを発行するため、なり
ふり構わずお金を集め、自分たちで責任をもってＡ
Ａのメッセージを保護した。それは今日にも及び、
ＡＡの出版物はすべてＡＡのフェローシップ全体で
所有し、規制している。このようにして初めてわた
したちはＡＡのメッセージを完全な形で保ち、曲解
されずに次世代へと受け継ぐことかできるのだ。
でももしどこかで著作権の侵害があったら、ＡＡ
メンバーが法廷に出向くだろうか。ＡＡ本来の目的
とはかけ離れた次元でメンバーは論争に巻き込まれ
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ることになるのだろうか。そこで、ビルと草創期の
メンバーたちはビッグ・ブックのすべての権利を常
任理事会に託した。その権利を守る責任も併せて。
このようにして、法的なことについては常任理事会
が責任を担い、ＡＡという集合体はＡＡの第一の目
的だけに目を向けることができるようになった。
それは現在でも受け継がれている。ＡＡは著作権
など所有すべきではないし、著作権を侵害した人を
罰すべきではないという意見がある。それは正しい。
ＡＡという集まりは著作権を所有していないし、し
たがって法廷に出て行くこともない。ＡＡという集
まりに代わって常任理事会が、霊的なＡＡの集まり
とは分離して、ＡＡのさまざまなことがらを管理運
営し、責任を担い、必要とあらば法廷に出向く。
ＡＡの出版物の著作権はアメリカ／カナダのＡＡ
によって設立された法的機関であるＡＡワールドサ
ービス社（ＡＡＷＳ）にある。日本語に翻訳された
ＡＡ出版物の著作権もＡＡＷＳにある。翻訳出版物
の著作権をわが国で守る責任はＪＳＯを通して日本
の常任理事会に託されている。
世界中のＡＡメンバーが自由にＡＡ出版物を利用
できるよう、ＡＡＷＳは各国のゼネラルサービスオ
フィスに対して翻訳出版の認可を与えている。日本
の場合、各ＡＡ著作権出版物の翻訳発行の許可書は
常任理事会議長が著名をしている。ＡＡ出版物の翻
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訳発行にあたっては、まず著作権者から書面による
認可を受け、初めて印刷物として発行できるように
なっている。そしてその認可は各国のゼネラルサー
ビスオフィス一箇所だけに与えられており、それ以
外のところには与えられていない。
著作権の侵害があった場合、わが国での著作権保
護を託された日本のＡＡ常任理事会が、日本のＡＡ
メンバーに代わり、そしてＡＡＷＳに代わり、法的
措置をとる権利を与えられている。
私たちにとって何よりも大切なＡＡの出版物。そ
れは草創期のメンバーたちから私たちに受け継がれ
た恩恵であり、遺産である。それを次の世代のアル
コホーリクに受け継いでいく責任が私たちにはあ
る。アルコホリズムに苦しんだ経験、奇跡的な解決
の方法を見出した経験、それらを印刷物の形で将来
のＡＡメンバーたちのために私たちは託されて預か
っているのだ。ＡＡメンバーの一人一人がそのこと
を認識し、守っていく責任を担っているといえる。
なお、ＡＡ出版物の著作権の問題については世界
のＡＡが真剣に受けとめており、この文章も、オー
ストラリアで作成したメンバーに対するお知らせを
参考に作成したものであることを、ご了承いただき
たい。
出版担当常任理事 金田

GSO のためにあなたに出来ることは？
［Your A．A．General Service Office］というパン
フレットがワールドサービス社から無償で各グルー
プに届けられています。オフィスの受付の写真など
もプリントされ、その内容はオフィスの始まりから
現在までの機能や役割を簡潔に紹介しています。そ
して、最後に以下の文章が載っています。
１．あなたの経験をＧＳＯにお知らせください。
グループやメンバーの皆様が現在立ち向かい、手
応えを得ていることについてお知らせください。
ＡＡのメッセージを運んでいる各地のメンバー
にとって大変役立つはずです。
２．ＧＳＯに必ず連絡を入れてください。
住所録や記録ファイルに掲載されているグルー
プ、メンバー、ミーティング、委員会、セントラ
ルオフィス等の情報が最新のものであることを確
認出来るのは、あなたしかいないのですから。
３．伝統７をいつも心にとめておいてください。
ＡＡはすべて、つまり、あなたのグループもＧＳ
Ｏも、自立することに責任をもって関わっていま

す。皆様におなじみの献金プランは、①バースデ
ィプラン…ＡＡバースディにちなんで１年につき
１ドルの献金、②毎月もしくは４半期ごとのグル
ープ献金（一つの例として；６・３・１のプラン
で、６割をセントラルオフィス、３割をＧＳＯ、
１割を地区、地域に）といった方法があります。
最も望まれることは、献金額の多少ではなく、全
てのグループに関わっていただくことです。
４．新しい人にもお伝えください。あなたのＧＳＯ
のことを…。
５．ＧＳＯを是非お訪ねください。
暖かい歓迎を受けるでしょう。スタッフメンバー、
各担当責任者、そしてグレープバインのスタッフ
が紹介され、オフィス全てが案内されます。
スタッフが出かけたり、手紙での連絡でＧＳＯ
とあなたの町との距離はとても近づきます。けれ
どもなによりも嬉しいのは、皆様のＧＳＯであな
たとお会いできることなのです。

