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アインシュタイン博士来福



「来福したアインシュタイン博士は，24 日夜，栄屋旅館の 3 階の上大広間にお泊りな

情報検索時代の事例研究 (その 2)
ー アインシュタインの碑の物語 ー
藤 野 清 次†1,†2 久 野

孝

りました．日本滞在中に初めて日本旅館にお泊りになられたことになります．そして
翌 25 日朝，ご希望の和風の朝食を食されました．その後，しばし休憩された後，桑木
九大教授，稲垣改造社員等と，自動車にて博多駅に，前夜門司三井倶楽部に宿泊のエ
ルザ夫人を出迎えに出発されました．午前 11 時，茶のヴェールに茶の服を着たエルザ

子†2

夫人が，ドイツ生まれの年若き稲垣夫人等と共に博多駅に到着されました．プラット
ホームには，真野九大総長と同夫人，三宅教授と同夫人等の挨拶に対して，明るくにこ

大量の情報 (ほとんど無用のゴミかもしれないが) の中から検索で，自分が欲しい
有用な情報を探す時代がやってきた1)10)11)12)13) ．現代社会においてデジタル情報資
源は日々増加の一途を辿り減ることはない．そこで，1922 年 12 月福岡の和風旅館栄
屋に泊ったアインシュタイン博士の軌跡を博士の碑という糸口からインターネットに
よる情報検索を活用し追跡した．その調査結果を以下に報告する．

やかに握手され，今回の訪問に対して感謝の言葉を述べられました．そして，色あざ
やかな花籠が三宅教授の令嬢富士子様からエルザ夫人に贈呈されました．その後，ア
インシュタイン博士，三宅，桑木両教授等の一行は，合計 3 台の自動車に乗車し，栄
屋に一旦戻られました．そして，アインシュタイン博士夫妻は，午後 1 時からの九州
帝大の医学部図書館での歓迎会に出席されました．栄屋の客間では，床の間の土佐派

Case study at the age of Information Retrieval (No.2)
– Episode of Einstein and Sakayeya –
Seiji Fujino

†1

and Takako Hisano

の三幅対欄間に，飾られた東郷平八郎大将の雄筆 (ゆうひつ) や富田渓仙画伯の嵐山な

†2

In the present time, digital sources of variety of information increase greatly
day by day. We introduce certain episodes from Dr. A. Einstein’s traveling in
Japan in 1922. He stayed for a night only at Japanese styled hotel of ”Sakayeya”
in Fukuoka. In this article, we report his interesting episodes gained through
information retrieval.

「今回の日
ど数点の大額をご覧になりました．日本建築の神髄に触れられたご様子で，
本の旅行は，淡い夢のように感じられるが，日本旅館の客間はあたかも詩の国に入っ

1. アインシュタインの福岡訪問と栄屋旅館宿泊

たようだ」と感想を述べられました．
」





アインシュタイン博士の福岡訪問の様子を 1922 年 12 月 26 日付の福岡日日新聞の記事に
現存する扁額⋆1 の写真を加えてご紹介します．図 1 にアインシュタイン博士が博多駅に到着

2. 情報検索と栄屋旅館

されたときとその翌日エルザ夫人が博多駅到着のときの写真を示します．

2.1 三井金属鉱業の所在不明株主の公告

†1 九州大学情報基盤研究開発センター Research Institute for Information Technology, Kyushu University
†2 Sakayeya Project
⋆1 東郷平八郎大将の扁額「静寂なること水の如し」が残っている．横に大きく広がった「八」の字が特徴的である．
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2011 年 10 月のある日，友人の S から「高校の中庭にアインシュタインの碑があったけ
ど，いま無くなっているそうだ．何か知らないか？ 」と突然 E メールが来ました．しかし，
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エルザ夫人博多駅着 (同 25 日)

よく覚えていなかったので，私の返事は「碑のことはよく知らない．そもそも，何故アイン
シュタインの碑が高校にあるのだろう？ 」でした．ここで，ふとした小さな疑問が湧いて

図2

アインシュタインの碑

きました．これがこの物語りの幕開けでした．
早速，検索で「アインシュタインの碑」と入力すると，第 1 番目に高校の HP のページ9)
が見つかりました．そこに，碑の建立の経緯などが詳しく載せられていました．これで一件
落着かと思ったのですが，さらに，次のような事実や素朴な疑問が次々と浮かんできました．

• 1922 年 12 月にアインシュタインは福岡市の旅館に 1 泊しました．しかし，高校 (旧制
中学) には訪れていません．

• 高校の卒業生 (倉成敬二郎氏) の家が博士が泊った旅館「栄屋」を経営していた．
• 碑の発起人の医者の楢橋さんはその倉成さんと卒業年度も違い，知人でもなかったの
に，碑の建立に何故熱心だったのだろう？

• しかも，朝日新聞の元代表取締役の益田豊彦氏や論説主筆の笠信太郎氏など蒼々たる人
がその建立を支援したのは何故だったのだろう？

• 栄屋旅館や倉成氏はその後どうなったのだろう？
しかし，検索キーを「栄屋旅館」や「倉成敬二郎」などとして入力しても，ほとんど何も
情報は得られませんでした．90 年も前のことですので，当然と言えば当然です．何も収穫
がないままおよそ 3 ケ月ほど月日が経ちました．

2012 年 1 月下旬のある日，いつものように検索を始めました．検索キー「倉成敬二郎」
と入力すると，いつもと様子が違います．ずしーとした手ごたえがありました．新しい情報

図 3 三井金属鉱業の公告 (所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告) 2011 年 11 月 18 日付け

がヒットしたのです．まるで，真っ暗な深海に潜んでいた深海魚が，明るい海面に突如浮か
んできたような感じでした．それは，(株) 三井金属鉱業の所在不明株主への公告でした．
私以外の人 (実際には会社ですが) も，同じ「倉成敬二郎」氏を探していたことがわかり
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ました．IT による検索は，現代社会と何か繋がりがあると，ヒットするようです．その申
し立ての締め切りは 2012 年 2 月下旬まででしたので，2013 年 6 月ではそのサイトは見る
ことができません．検索でヒットしません．また暗黒の深海に戻ったようです．何の応答も
ありません．しかし，調査を続けるのに心強い励ましが得られました．
次に，昭和 26 年作成の高校の同窓会名簿 (最初の同窓会名簿) を見ました．その結果，倉
成敬二郎氏は，東京大学法学部卒業ということはわかりましたが，その記載された住所は古
かったので調査の役には立ちませんでした．
さらに，知恵を出して進む必要が出てきました．同窓会名簿に載っていた同姓の方に，三
井金属鉱業と同系列の会社「昭和鉄工」にお勤めだった人がおられました．そこで，倉成姓
図 4 アインシュタインによるサイン書き (栄屋旅館，1922 年 12 月 25 日朝食後) と福岡市ふるさと館の展示「博
多と福岡」1995 年以来の展示リニューアル (2013 年 6 月撮影)

のお二人の方に調査協力の手紙を書くことにしました．その結果，暫くして，敬二郎さん
の次女の方から手紙が届き，その中に写真も同封されていました．間違いなかったようでし



た．ようやく関係者が見つかりました．今考えると，もし「三井金属鉱業」の公告がなけれ

鈴木アナ

ば，この調査も途中で断念したのではないかと思います．



NHK「スポットライト」
ここに日本間に掲げられた額がございます．さかえや

アー

アイン

シュタイン

2.2 アインシュタインの毛筆サイン書き
倉成郁子

登場 (元栄屋旅館

鈴アナ

これは博士の直筆でございますか．

郁子

はい．

Wilder Tag! Um 9 Uhr erscheint Kuwaki, Inagaki auch der Dann Wirtin, die drol-

鈴アナ

はあ．面白い字の書き方でございますねえ．

lige. Sie kommt mit etwa 6 seidenen Stoﬀstüken von etwa 3/4 m Länge und einem

郁子

はあ，姑がいつも申しておりましたが，先生 (しぇんしぇえ) は横に柄

祖母タツはいつもの通りにサッサとアインシュタインのご迷惑も考えずに，筆と硯そして
墨を運び込んで来ました．祖母タツはこのような時はものおじしない性格でした．

アインシュタインの日記より



経営)

Bündel Pinseln und japanischer Tusche, und ich muss alles mit meinem Namen

をこうお握りになりましてね，そしてこうドローイングというか，引く

vollmalen, Gespräch mit Kuwaki über erkenntnistheor.

ようにしてお書きになったようでございます．
鈴アナ

それから女将，あの面白い女性．彼女は 6 枚ほどの 3/4m の長さの絹地と一束の筆と
2)6)

日本の墨を持って来た．私はこのすべてに私の名を書かねばならなかった

[補記]

40 日ほどご滞在中に日本の旅館にお泊まりになったのは，お宅だけだっ

．




⋆1

母郁子は，祖母タツから何度も聞いていたので，その時の様子を NHK の鈴木健二アナウ
ンサーに次のように話しました．(NHK 番組「スポットライト」の題目：アインシュタイン
の贈り物，より引用)

はぁ，それでこの書体になっている訳でございますね．成程ね．日本に
たということですねえ．

郁子

初めて先生も日本の旅館にお泊りになりまして．大変珍しそうに額やら
掛け軸そのう畳やら襖やら見まわしていらっしゃったそうです．





図 5(左) に栄屋旅館に到着した博士，エルザ夫人そして石原純博士の写真を示す．博士の
後ろに，駅で令嬢からもらった歓迎の花籠らしきものが見える．花籠を持っている帽子を

⋆1 書道で使う紙は全紙と言われる．全紙の長さは縦 4 尺 5 寸 (1 尺の長さは約 30.3cm) 約 136.3cm，横 2 尺
3 寸 (約 70cm) 横 (幅) を半分にしたものは半切 (はんせつ)(横幅は 35cm 位) と言われる．一般に，条幅は半
切の大きさの紙を意味し，床の間などに飾られる掛け軸の大半はこの大きさである．
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被った人物は倉成敬二郎氏である可能性がある．
図 5(右) にイラストを示します．栄屋旅館でお通しした部屋は，12 畳敷きの部屋を四つ
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NHK「スポットライト」(続き 2)

鈴アナ

大変名誉だったんじゃないですかね．

郁子

はぁ．(嬉しそうに) もう，父が学問好きでございましたから．特に歓迎い



たしました．
鈴アナ

食事なんかはどうなさいましたかねえ．

郁子

普通の和食を召しあがりましてね．お味噌汁なんかも美味しそうに味わい
ながら．

図 5 栄屋の博士とエルザ夫人 (左)，倉成敬二郎氏 (前列) 旧制修猷館中学の卒業集合写真 (右)，アインシュタイン
が指 1 本で開く襖に驚く様子 (原画：帯田花実作)(中)

並べ，その間を襖で仕切り，周りに廊下をめぐらした，およそ 50 畳の広い部屋でした．部

鈴アナ

はぁ．

郁子

あのう．そのご飯もおかわりをなさったほどでございます．

鈴アナ

あぁ，そうでございますか．でも，筆がその持ち方では，箸もわかります
ねえ．はぁ．そうですか．

屋には東郷平八郎大将による「静寂なるごと水の如し」などの扁額が掲げられていました．
郁子

アインシュタイン博士は，紙で出来た指 1 本で開く襖を大変珍しがられたそうです．



NHK「スポットライト」(続き 1)



照れくさそうに和食を召しあがっていらっしゃったのが目にすがっている
と申しておりました．

鈴アナ

でも，日本間でこのもう博士にとって初めての経験でしたからね．

郁子

はぁ．それで母はベットに慣れていらっしゃいますから，敷布団を 5 枚も

はあ?

鈴アナ

はぁ．

郁子

「自分は今晩どこへ寝るんだろう？」と仰いましたそうです．

郁子

それを包布 (ほうふ: 掛け布団を包む布．掛け布団カバー) で包んでそし

鈴アナ

(笑い．)

郁子

(笑い．) 案内していらっしゃった三宅先生が日本の生活やら習慣やらをご

鈴アナ

あぁ．そうでしたか．

説明になりましたら，やっと安心なさいましたそうでございます．

郁子

はい．シェンシェイは「そんなに気を使わなくて普通の日本式にしてくれ」

鈴アナ

はあ．

郁子

部屋の中にベットがございませんで，それを不思議に思われまして，

鈴アナ

鈴アナ

はあ．そうですか．じゃあそういうことをご両親なりに．

郁子

私は昭和の初めごろ嫁いで参りまして．でもう，その後でございましたか

6 枚も重ねましてね．

てそれをベットのように仕立てましたら，

と仰いまして．また，それを女中が普通の日本人のようにしてお泊めした
そうでございます．

ら．両親は私にその話をきかしぇてくれておりました．はあ．もういつも

鈴アナ

はぁ．そうでございましたか．

きいておりましたから．(笑い．)

郁子

私のほうの父の方針は新しいもの文化的なものを一番に取り入れる主義で

鈴アナ

そうでございましたか．先程のお話ですと大歓迎だったそうですからね．

郁子

はぁ．



ございましたから．その頃，バスもトイレも皆洋式でございまして．先生



大変居心地がいいとお喜びになりまして．はあ．
鈴アナ

残念ながら，戦災で焼けましたそうですね．

郁子

はい．すっかり焼けました．
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NHK「スポットライト」(続き 3)

鈴アナ

よくこの額が残りましたね．

郁子

はい．だんだん戦争が激しくなりまして．軍部の出入りも激しいものです



から．玄関に上げておりましたこの額に目が止まって，
「横文字を上げてい
てけしからん．とにかく下げれ．
」と言われて下ろされまして．そして，他
のものと変えられました．それから父は．
鈴アナ

それがかえって．
．
．

郁子

はい．(うれしそうに) 無事でございました．(笑い．)
二人で額を見上げる．

鈴アナ

はあー．そうですかあ．それにしても，貴重なもんでございますねえ．





図7

NHK 番組 (1977 年 12 月 8 日放送) の新聞記事

ＮＨＫ知財展開センター
ＮＨＫふれあいセンター（放送）

—
次に，祖母タツから聞いた話を元に翌朝の祖母タツとアインシュタイン博士のやりとりを
再現してみました．ただし，標準語だとその場の雰囲気が出にくいので，アインシュタイン
博士には博多弁でも話して頂きました．口語と当時の博多弁、どちらがその場の雰囲気が出
図 6 倉成郁子 (元栄屋旅館経営) の NHK 番組出演のシーンから

ているでしょうか？


From: nhk call base tokyo@nccmail.nhk.or.jp
Date: 25 Sep 2012 13:08:38 +0900
Subject: 番組：
「スポットライト」 放送題目：
「アインシュタインの贈り物」
To: fujino@cc.kyushu-u.ac.jp
藤野清次 様
いつもＮＨＫの番組やニュースをご視聴いただき，ありがとうございます．お問い合わせの件についてご連絡いた
します．お尋ねの番組の放送年月日については，以下のとおりです．
「スポットライト」＜アインシュタインの贈り物＞
１９７７年１２月 ８日午後７：３０〜７：５９（東京ローカル）
１９７７年１２月１１日午前７：３０〜７：５９（ネット＝東京ローカル以外で放送）
なお，この番組については，放送記録のみ残っており，番組の保存はありません．⋆1

タツ

アインシュタイン博士の博多弁



(絹の布地を博士に差し出しながら) 先生，記念に毛筆で何か書いて頂けない
でしょうか．この 6 枚に先生のお名前をぜひとも書いて頂けませんか？
（シェンシェエ，記念に毛筆で何か書いて頂けまっしぇんでっしょうか．こ
の 6 枚にシェンシェエのお名前ば，じぇひ書いてつかあっさっしぇえ？）

博士

毛筆で字を書く？そんなこと今まで一度もしたことがないが．
（毛筆で字ば書
く？そげなこと，いっぺんもしたことなかばい．
）





⋆1 福岡放送局西森大さまのご尽力により，その後この日放送された「アインシュタインの贈り物」は全国の NHK
放送局で聴視できるようになりました．
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アインシュタイン博士の博多弁 (続き)
そうでしょうとも．そういうことなら，稲垣さんに教えてもらわれたらいか

タツ

字の力強さと筆の勢いが比例するということです．(字の力強さと筆の勢い

博士

つまり，相対性ということだな．わかったよ．(つまり，相対性ちゅうことタ

タツ

？？ でも．今回は合格点をつけましょう！(相対性っちゃなんのことれすかい

がでしょうか．そしたら、先生もやり易いでしょう．

がおんなじごと動く．と言いまっしょうか．)

（そげんでっしょうが．そんなら，稲垣さんに教えてお貰いなさっせ．稲垣
さんのしなっさあとおりにしなさったら，シェンシェエも，きやすうお書き

イな．わかったバイ．)

なさすかもしれまっしぇん．
）
博士



サイン出来栄え談義 (続き)

そう言うなら，やってもいいけど．
（そげん言うなら，やってみてもよかばっ

な？バッテンようれきとりますタイ．)

てん．
）

博士



ありがとう．タツさん．嬉しいな．(おおきに．タツさん．嬉しかあ．)

 



2.3 アインシュタインの扁 (へん) 額

さらに，毛筆でサインをした直後の「サイン出来栄え談義」を祖母タツとして頂きまし
た．二人でこのような会話を楽しんだのかもしれません．


博士



サイン出来栄え談義
できた！できた！見てくれんね．タツさん (でけた！でけた！見ちゃんしゃ
い．タツさん)

タツ

まあまあの出来栄えですね．(まあまあですタイ．)

博士

初めてにしてはよく書けているだろう？(初めて筆ばもったとよ．それにし

図 8 アインシュタインの扁額 2 枚 (戦後の住吉栄屋旅館にて)

ちゃあようでけとろうもん)
タツ

きれいに書けていますけど，字に勢いが少し足りませんね．(きれいには書
「おふいなる

けとりますバッテン，字に勢いちゅういうもんが足りまっせんタイ．)
博士

「字に勢い？」それは何？(字に勢い？

そりゃいったいぜんたい

タツ

そうねえー．うまく言えないけど．(そうれすなあ

相対性原理の創始者の

Ａ・Ｅ 鬢やや白く

冬の日紅く」

なんの

こっちゃ？)
うまくは言えまっせん

ばってん．)
博士

そう言わないで，わかりやすく教えて．(そげん言わんと．分かりやすう，教

図9

アインシュタインの扁額 1 枚と扁額レリーフ

えちゃんしゃい．)




3. 栄屋旅館に泊られた外国からのお客様
3.1 アジア初ノーベル文学賞受賞のインドの詩人・思想家タゴール
『ギーターンジャリ』によって 1913 年の
ラビーンドラナート・タゴール (1861-1941) は，
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フランスにおいて最も有名な日本人画家である．猫と女を得意な画題とし，日本画の技法を
油彩画に取り入れ，独自の「乳白色の肌」とよばれた裸婦像などは西洋画壇の絶賛を浴びた．

図 10

詩人タゴールによる詩 (英語)，扇子のサイン

ノーベル文学賞を受賞しました．これはアジア人に与えられた初のノーベル賞でした．ま

図 12

オペラ歌手三浦環と藤田嗣治画伯 (右端)(福岡日日新聞より)

た，タゴールはインド国歌及びバングラデシュ国歌の作詞・作曲者で，タゴール国際大学の
設立者でもある．すばらしい詩なので英文学に堪能な先生に邦訳を特にお願いした．
「希望に導かれて訪れ、愛を残して立ち去る

1924 年 6 月 1 日」小野雅子訳

3.2 インドの独立運動家チャンドラ・ボース
スバス・チャンドラ・ボース (Subhas Chandra Bose)(1897 年-1945 年)3)4) は，インド
の独立運動家，インド国民会議派議長，自由インド仮政府国家主席兼インド国民軍最高司令
官．民族的出自はベンガル人．ネータージーの敬称で呼ばれる．

図 13 藤田嗣治画伯の色紙 ，(左) 原画 (右) 拡大図

4. 栄屋旅館に泊った人々
図 11 チャンドラ・ボースのサイン，東京都杉並区日蓮宗蓮光寺の記念像 (2013.7 撮影)

栄屋旅館に泊った多くの方々の中から 2 人を紹介しましょう．1 人は川上音二郎の妻だっ
た女優貞奴です．図 14(中) は貞奴が栄屋に泊ったときの写真 (撮影は，明治 44 年に夫音二
郎がなくなり大正 6 年に明治座での引退興行の間と思われる) と新聞記事 (S60.2.4, 西日本

3.3 歌劇「お蝶夫人」の三浦環 (たまき) とフランス・パリ在住の藤田嗣治画伯

新聞) です．別の 1 人はオペラ歌手の藤原義江です．図 14(右) は彼が栄屋旅館に泊ったと

三浦環 (1884 年-1946 年) は，日本で初めて国際的な名声をつかんだオペラ歌手だった．

きに書き残した色紙です．北原白秋の「かたたちの花」の 1 節「(み) んなみんなやさし」の

十八番であったプッチーニの『蝶々夫人』の「蝶々さん」と重ね合わされ，国際的に (活躍場

歌詞とメロデイーが描いてあります．山口県下関市には「藤原義江記念館」があります

は主に欧米だった) 非常に有名だった．
「栄 (さかえ) 叔母が三浦環に聞こえるように歌を歌っ

また，藤原義江の歌声は最近 (2013.8) の映画「少年 H」7)8) の中で聴くことができます．ウ

たら，大変声がいいと誉められた」と栄屋旅館の女中頭お福の証言が残っているそうです．

エッブサイト5) から北原白秋の「からたちの花」の朗読が聴けます．

藤田嗣治 (つぐはる)(1886 年-1968 年) は，東京都出身の画家・彫刻家だった．現在でも，
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女優貞奴 (左)，栄屋貴賓室で寛ぐ貞奴 (中) とオペラ歌手藤原義江の色紙 (右)

5. お わ り に
三井金属鉱業の所在不明株主の公告と情報検索のお蔭でいままで歴史に埋もれていた多
くの新事実がわかった．
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