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ロックフェラー家との関係
From: Barefoot’s World, silkworth.net

39Q - How did the connection between the Rockefeller's and Alcoholics Anonymous
develop?

Q39：ロックフェラー家とアルコホーリクス・アノニマスの関係はどのように発展したか？

39A - After the meeting in Akron in the Fall of 1937, I went back to New York as we say, all
steamed up. I then made the dismal discovery that the very rich who had the money that we
needed had not the slightest interest in drunks, they just didn't give a damn. I solicited and I
solicited and I became very worried. I even approached the Rockefeller Foundation, you know, I
ﬁgured John D. would have an interest in alcoholism, sociology, medicine and religion and this
should just ﬁt the bill. But no, we didn't ﬁt into any category with the Rockefeller Foundation and
they felt a little poor at the time what with the depression. One day I'm in my brother-in-law's
oﬃce, he a doctor. I was moaning about the stinginess of the rich, our need for money and how it
looked like this thing wasn't going to go anywhere. He said, “Have you tried the Rockefeller
Foundation.” And I told him that I had. “Well,” he said, “it might help if you saw Mr. Rockefeller
personally.” I said, “Dr. Winn, I don't want to seem facetious, but could you recommend me to the
Prince of Wales, he might help out too.” And then came one of those strange turns of fate, if you
like, or providence, if you prefer and the slender thread was this, My brother-in-law the doctor sat
there scratching his head and he said, “When I was a young fellow I used to go to school with a girl
and I think the girl had a uncle and it seemed to me that his name was Willard Richardson and it
seems he was a pretty old guy and he might be dead now but it does seem to me that he had
something to do with the Rockefeller charities. Supposing I call the Rockefeller oﬃces and see if he
is around and if he would remember me. He called this dear old gentleman on the phone, one of
the greatest nonalcoholic friends that A.A. ever had. Immediately he remembered my brother-inlaw and said, “Leonard where have you been all these years. I'd love to see you.”

A39：1937年の秋の（ドクター・ボブらとの）会合の後で、私は情熱に燃えてニューヨークへ戻ってきま
した。やがて悲しい発見をすることになりました。私たちが必要とするだけの金を持っている大金持ち
たちは、私たち酔っ払いには何の関心を示さず、まったく気にかけてもくれませんでした。私は嘆願を
して周ったものの、先行きが不安になりました。ロックフェラー財団にもアプローチしてみました。ジョ
ン・Ｄ（・ロックフェラー）はきっとアルコホリズムにも、社会学にも、医学や宗教にも興味をもっている
だろうから、望み通りの人物にちがいない。ですが、私たちはロックフェラー財団のどのカテゴリにも
収まらず、しかも財団は当時の不景気もあって少々財政が悪かったので、うまくいきませんでした。あ
る日、私は医師をしている義弟のオフィスにいました。私は、金持ちたちがいかにしみったれているか、
私たちに必要な金を見つけるためには、いったいどこへいったらいいのかと愚痴をこぼしていました。
彼は「ロックフェラー財団には頼んでみたか？」と聞くので、もうやったと言いました。彼は「そうか。
じゃあ、ロックフェラー氏と個人的に会えるように手配してやろうか？」と言いました。「ドクター・
ウィン、からかうなよ。まあ、君がイギリスの皇太子に紹介してくれるというのなら喜んで。彼なら僕
らを助けられるだろうから」 それを、奇妙な運命の曲がり角とでも、それとも神の摂理とでも、好き
に呼んでいただいて構いませんが、細いつながりがありました。医師をしている私の義弟は、座って頭
をかきながらこう言いました。「私が学校に通っていた若いころ、ある女性と付き合っていたが、彼女
にはウィラード・リチャードソンという叔父がいたはずだ。かなり年配の男だからもう死んでいるかも
しれないが、彼はロックフェラーの慈善事業の何かに関わっていたはずだ。私がロックフェラーの事務
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所に電話して、彼がまだいるか、私のことを憶えているか聞いてみようか」 彼は電話でこの老紳士を
呼び出してくれました。その人こそ、これまでAAが持った中でも最も偉大なノン・アルコホーリクの友
人の一人になるのですが、彼はすぐに私の義弟のことを思い出してくれ、こう言いました。「レオナー
ド、もう何年も会っていないな。ぜひ会おうじゃないか」

Unlike me, my brother-in-law is a man of very few words and he rather tensely explained that he
had a relative who was trying to help alcoholics and was making some headway and could we
come over to Mr. Rockefeller's oﬃces and talk about it. “Why certainly,” said the old man, and
soon we were in the presence of this wonderful Christian gentleman who was incredibly one of John
D's closest friends. When I saw that I thought that now we are really getting close to the bankroll
and the old man asked me a few shrewd questions and I told the yarn so far as it had been spun.
Then he said, “Mr. Wilson, would you like to come to lunch with me early next week.” Oh boy,
would I. Now we were really getting warm. So we had lunch and at the lunch he said, “I know of
three or four fellows who would be real interested in this. I'll get a meeting together with them as
they are friends or are associated with Mr. Rockefeller and some were recently on a committee,
which recently recommended the discontinuance of the prohibition experiment. So presently,
several of us alcoholics, Smitty and a couple from Akron, some of the boys from New York, found
ourselves sitting in the company of these friends of Mr. Rockefeller in Mr. Rockefeller's private
boardroom. In fact, I was told that I was sitting in a chair that Mr. Rockefeller had sat in only a halfhour before. I thought, now we are really getting hot.

私と違って、義弟は口数がとても少ない男で、かなり緊張しながら、親戚がアルコホーリクを助けよう
としていて、ある程度進んでいるのだが、ロックフェラーの事務所に行ってそれについて話したいと説
明しました。老紳士は「いいとも」と言ってくれ、すぐに私たちはジョン・Dの非常に近しい友人の一人
である素晴らしいクリスチャンのジェントルマンと会えたのでした。会ったときに、私は財源に近づけ
たと考えていて、老紳士が鋭い質問を幾つかしてきたのに対して、できるだけ長々と作り話をしました。
彼はこう言いました。「ミスター・ウィルソン、週明け早々にいらして、私と一緒に昼食をいかがです
か？」 素晴らしい。私たちは大いに興奮しました。その昼食の時に彼はこう言いました。「あなたの
していることに本当の興味を持ってくれそうな人を３、４人知っています。これから彼らと会議をする
予定ですが、彼らはロックフェラー氏の友人や関係者で、委員会のメンバーになっている人もいます。
委員会は先ごろ禁酒法の廃止を勧告したところです」 そのしばらく後に、アクロンからスミッティと
二人、ニューヨークから何人かのアルコホーリクが、ロックフェラー氏のプライベートな会議室、ロッ
クフェラー氏の友人たちと会いました。私の座っている椅子は、つい30分ほど前までロックフェラー氏
が座っていたと教えられました。私は本当に興奮していました。

Well, we were nonplussed, a little lost for words, so each of us alkies just started telling his story.
Our new friends listened with rapt attention and then with reluctance and modesty I brought up the
subject of money and at once you see that God has worked through many people to shape our
destiny. At once, Mr. Scott who had sat at the head of the table said, “I am deeply impressed and
moved by what has been said here but aren't you boys afraid that if you had money you might
create a professional class, aren't you afraid that the management of plants, properties and
hospitals would distract you from your purely good will aims.” Well, we admitted, we had certainly
thought of those diﬃculties. They had been urged upon us by some of our own members, but we
felt that the risk of not doing these things was greater than the risk of doing at least some of them.
“At least,” we said, “Mr. Scott, this society needs a book in which we can record our experience so
that the alcoholics at a distance can know what has happened.”

私たちは戸惑い、何を言って良いか分からなくなってしまったので、アルコホーリク一人ひとりが自分
のストーリーを話し始めました。新しい友人たちはその話に引き込まれていたのですが、次に私は気が
進まないながらも慎み深く金の話題を持ち出しました。すると、すぐに神が多くの人たちを通じて私た
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ちの運命に働きかけることになりました。テーブルの上座に座っていたスコット氏がこう言いました。
「私は皆さんのお話に感動し、心を動かされました。だが私が懸念しているのは、もし皆さんが金銭を
得れば、職業階級を作り出すのではないでしょうか。設備や、資産や、病院などの管理は、皆さんを純
粋な善意という目的に集中するのを難しくする恐れはありませんか」 ええ、その通りです。確かに私
たちもそうした困難について考えていました。私たちのメンバーの中にも再考を促してくる人たちもい
ました。ですが、私たちは何もしないことのリスクの方が、一部でも何かをするリスクより大きいと感
じていました。私たちは言いました。「スコットさん、遠く離れたところにいるアルコホーリクに今起
きていることを知らせるためには、少なくとも私たちの経験を記録した本が私たちの団体に必要なので
す」

One of the gentlemen said that he would go out to Akron and we kind of steered him that way as
the mortgage on the Smith's house was bigger than mine and he went out to Akron and came back
with a glowing report which Mr. Richardson placed in front of Mr. Rockefeller. This marked another
turning point. After hearing the story and reading the report on Akron Group No.1, Mr. Rockefeller
expressed his deep interest and feelings about us. “But Dick,” he said, “If we give these fellows
real money its going to spoil them and it will change the whole complexion. Maybe you fellows
think it needs money and if you do go ahead and get them up some.” He said, “I'll tell you what I'll
do, I'll put a small sum in the Riverside Church treasury and you can draw it out and at least try to
help these two men for a while but this thing should be self sustaining. Money, Dick, will spoil it.”
What a profound realization. God did not work through us but through Mr. Rockefeller whose every
interest we had actually claimed from that moment. This man who had devoted his life to giving
away money said “not this time.” And he never did give us real money, praise God. (Chicago, Ill.,
February1951)

紳士の一人がアクロンに視察に行くと言うので、私たちはスミスの家に設定された抵当権が私のものよ
り大きいことを伝えました。彼はアクロンに出かけていき、賞賛に満ちた報告書を手に戻ってきました。
リチャードソン氏はそれをロックフェラー氏に提出しました。その時がもう一つのターニングポイント
になりました。アクロン第一グループについての話を聞き、報告書を読んだロックフェラー氏は、私た
ちに深い関心を抱き、心を動かされたと語りました。彼は言いました「だが、ディック。もし私たちが
彼らに大金を渡せば、その金は彼らをすっかりダメにし、状況は一変してしまうだろう。それでも君た
ちはこれには金が必要だと考えているのだろうから、話を進めて、彼らには少々の金を渡せば良いだろ
う。私はこうするのが良いと思う。リバーサイド教会の基金に少額を入れておくから、君たちはそれを
引き出して、この男たち二人をしばらく助けてやるといい。だが、彼らの活動は（経済的に）自立する
べきだろう。ディック、金はこれをダメにするよ」 なんという深謀遠慮でしょうか。神は私たちを通
じては働きかけませんでしたが、ロックフェラー氏を通じて働きかけました。彼とAAとの関係は、この
ときに実際にはこのようにして得られたのです。生涯を通じて慈善資金を提供してきた彼が、この時は
「今回は違う」と言いました。彼が私たちに大金を与えなかったことについて、神を讃えようではあり
ませんか。（1951年2月、イリノイ州シカゴ）。
1938年2月のビル・Wたちと ジョン・D・ロックフェラー2世との接触については、『アルコホーリクス・
アノニマス 成年に達する』のpp.223-230に記述がある。また1940年2月の ネルソン・ロックフェラー
がAAメンバーを招いた晩餐会については、pp.276-284 に記述されている。
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