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戻 って来た ときに,5号 館 (化学 ・生命系 の約 30研 究室)
のテニス大会で優勝 してやるぞ,と 心に誓 い ました。大体,

私 のささやかなテ ニ ス 自慢

NTT研 究所 で も勢 いの ある研究室はスポー ツ も強か った
ので,私 はまず スポー ツで勢 い を付 け よ う と思い ました。

尾 嶋正治

研究室 ガイダ ンスで 「スポー ツ好 きは是非尾嶋研 へ」 と勧
誘 した ら,い い学生が来 て くれました。3年 連続で準優勝
した後,悲 願の優勝を果 た しました。写真は優勝 した 6名
です (農学部 テニ ス コー ト)。また,卒 論生 (伊藤君)と

私がテニス を始めたのは大学院に進んだときか らですか
ら,テ ニ ス歴 は もうかれ これ 41年 にな ります。実験 の合
間をみて工学部 5号 館 の壁にボール をぶつ けて遊んでいた

一般 の部」 でな
ダブルス を組み,東 大生協テエス大会 の 「
んと準優勝 して しまい ましたが,こ れは嬉 しかったですね。

のが,人 生の友,テ エス との出会いです。が んがんや り始
めたのは電電公社 (現NTT)に

入社 してか らで,武 蔵野

研究所 のテニス部 に入 り,我 流で習得 し,キ ャプテ ンも務
めました。武蔵野研究所 のテニス部員 は当時 200名 くらい
い ましたが,対 外戦 (富士通戦,NEC戦

,沖 戦 など)は

ほぼ全敗。私は大改革 を断行 (?)し ,対 外戦な どの成績
をすべ て管理 し, ランキ ングをつ け,練 習 日などもしっか
り設けました。その結果,対 外戦 の勝率 もぐ―ん と向上 し,
私が ラ ンキ ング NO.1に な りました。 このころは怖 い もの
な しで したね。電電全国大会にも出場 し,120ペ ア以上か
ら四回戦 までを勝ち抜 いてベ ス ト16に なったのが私の唯
一 の 自慢です。
また,つ くば高エ ネルギー加速器研究機構 (KEK)の 放
射光研究施設に NTTの ビーム ライ ンを建設 して放射光実
験 をやって い た関係 で,KEKテ

エ ス大会 に も誘われ まし

た。私は KEK職 員 のふ りをして出場 し,な んと団体戦 で
優勝 して しまい ました。翌年 も出た ところ,彼 は KEK職
・
・
員ではない, とバ レて失格になって しまい ましたが ・
。

化学 ・生命系テニス大会 で尾嶋研が優勝

私 は学生たちとスポー ツをやるのが一番 の楽 しみで,研
究室対抗野球大 会 で は いつ も ピ ッチ ャー で 4番 で した。
2008年 の夏,そ の野球で ピ ッチ ャー ゴロ を拾お う と踏み
出 したとたんに左足アキ レス腔 を切 りました。 もうこれで
スポー ツがで きないので は, と落ち込みましたが,気 を取
り直 してギプスが外れてか ら42日 間毎 日足 の角度を測定
し,プ ロ ッ トしたところ,回 復 は一 次反応 の速度方程式で
表され ることがわか りました (回復時定数 は 14日 )。2011
年 の夏には東大柏キャ ンパスでテニ スの試合 を行 い,(物
理学会会長 の)ゆ るいボー ル を踏み込んでバ シッと打 った

ファミリーテニスを楽 しもうと思い,家 内や娘たちにテ
エスを一生懸命に教えました。 しかしなかなか上手 くいか

こちらも45日 間毎 日測定 したところ,時 定数は 17日で し

ず,「ボ レーはこうや るんだよ。 どうしてこんな簡単なこ

た。私は 「これは左右対称性 の破れ (かぶれ ?)だ 」 と言

とができないのかな」 と言 ったところ,「言 われてできる

った ところ,家 族か ら 「
単なる老化 で しょ」 とバサ リ。 し

ぐらいなら,と っ くにやっているわよ」と居直られました。

か し,駒 場 のガイダンスや講義 で この話 をし,「化学 をや

まさにごもっともで,指 導の難 しさを痛感 しました。この

っていると人生が楽 しくなるよ。転んで もただでは起 きな

言葉は大学に戻ってから学生たちに研究指導をするときに

いのがポイ ン ト」 と言った ところ,け っこう受けて,進 学

大変役立ちました。つ まり,「やって見せ,言 って聞かせて,

希望者増加に少 しは貢献できたかな, と思 っています。
テニスは人生 の友。一生続けてい きたいですね。

や らせてみて,ほ めてや らねば人は動か じ」 とい う山本

とたんに今度 は右足 のアキ レス腱がバ シッと切れました。

五十六の名言を痛感 した次第ですが,そ れに 「
できるまで
が加わります。これが指導の極意です。
待 とう,ホ トトギス」
ー
スタンフォ ド大学に 1年 間容員研究員で滞在 したとき
にもいろんな人達 とテエスで交流できました (実はゴルフ
でも大いに交流を図 りましたので,尾 嶋は一体留学で何を
していたのか, とよ く言われました)。
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13年東京大学放射光連携研究機構 ・特任教授。専門は

1995年に東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻に
化学と工秦 I Vo166 6」

お しま ・まさはる
1972年東京大学工学部工業科学科卒業,74年 東京大学
大学院工学系研究科合成化学修士課程修了。同年 日本
電信電話公社武蔵野電気通信研究所入社,81年 スタン
フォー ド大学客員研究員,84年 工学博士 (東京大学)。
95年 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 ・教
授,2006年 東京大学放射光連携研究機構 ・機構長,09

une 20,3

半導体表面化学,放 射光科学
E―
maii oshima@srt u‐
tokyo acjp

