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King of 
Dreams

CNNスペシャル・
インタビュー

現代の男子テニス界の王者として君臨し続けるノバク・ジョコビッチ。
去る6月には全仏オープンで優勝、4大大会全てで2度以上優勝する「ダブル・グランドスラム」の偉業も達成した。
今回お届けするインタビューはその少し前、世界ランク1位の通算在位期間を更新したのを機に行われたものだ。

今年の
全仏オープンでも

優勝！ 

ノバク・ジョコビッチ
 「最強であり続ける理由」
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CNNスペシャル・
インタビュー

Novak Djokovic Just happiness, 

joy. I mean, I...I’m so thrilled and 

proud, very proud, of course, of 

this achievement. And it...it’s kind 

of like a...a crown of all the 

achievements that I had in ［the］ 
last, you know, 15 or 15-plus years 

of ［my］ professional tennis career.

Yeah, on...on this special day, 

obviously, I...I go back in time and 

remember my humble beginnings 

and when I grabbed the racket for 

the first time and the way I fell in 

love with the sport and the support 

that I had from my parents and 

people that helped me realize my 

dreams.

Christina Macfarlane And yet, 

you’ve come through a really tough 

nine months to get here, when you 

consider the criticism that you faced 

over the Adria Tour, your 

disqualification from the US Open 

and then having to overcome a 

really serious injury to win your 

18th Grand Slam. What effect is all 

of that still having on you both 

emotionally and professionally?

thrilled:
大喜びした
be proud of:
～を誇りに思う
achievement:
成果、成績
crown:
頂点、絶頂
-plus:
…以上の
obviously:
言うまでもなく
go back in time:
過去に戻る
humble beginnings:
裕福ではない生い立ち
grab:
～をさっと取る、ひっつかむ
fall in love with:
～に心を奪われる
realize one’s dream:
夢をかなえる

ノバク・ジョコビッチ　とにかく幸せで

す、うれしいです。それはもう、この

新記録達成は感激だし、誇らしい

ですよ、本当に誇らしいです、もち

ろん。頂点のようなものです、この

15年かそれ以上のプロテニス選手

としてのキャリアで手にした全ての

成果のね。

　そうですね、こういう特別な日に

は、やっぱり、昔に戻って思い出し

ますね、決して恵まれてはいなかっ

た生い立ちや、初めてラケットを握

ったときのこと、この競技に心を奪

われたこと、それから、両親をはじ

めとして、夢をかなえるのを応援し

てくれた人たちのサポートのこと

を。

クリスティーナ・マクファーレン　とは

いえ、本当に大変な9カ月間を切り

抜けてここまで来ましたね、アドリ

ア・ツアーを巡っては批判にさらさ

れ、全米オープンでは失格処分を

受け、それから、18度目のグランド

スラムを獲得するためにかなり深刻

なけがを克服しなければならなか

ったことを思えば。こういったことは

精神面とキャリア面にいまだに影響

を及ぼしているのでしょうか。

「人生は長い学習曲線」67

come through:
～を切り抜ける
face:
～に直面する
the Adria Tour:
アドリア・ツアー　▶p.102
コラムを参照。
disqualification:
失格処分
overcome:
～を克服する、乗り越える
Grand Slam:
グランドスラム大会　▶全
豪オープン・全仏オープン・
ウィンブルドン・全米オープ
ンの4大大会のこと。
professionally:
職業面で

■インタビュアー／
 クリスティーナ・マクファーレン
ロンドンに拠点を置く、CNNインターナショナ
ルのスポーツ記者兼アンカー。2010年の
CNN入局以来、’16年リオ・オリンピック、 
’18年平昌冬季オリンピック、’19年ラグビー
ワールドカップ日本大会など、数多くの主要
なスポーツイベントを現地で取材。また、セ
リーナ・ウィリアムズ選手や大坂なおみ選手な
ど、テニスのスター選手へのインタビュー経験
も豊富。

■ゲスト／ノバク・ジョコビッチ
男子テニス世界ランク1位。1987年、セルビ
アの首都ベオグラードで生まれ、4歳でテニス
を始める。’90年代後半、コソボ紛争でセル
ビアの情勢が悪化したこともあり、ミュンヘン
のテニスアカデミーに留学。帰国後、2003
年に16歳でプロ入りし、その2年後には4大
大会に出場。’11年、全豪、全英、全米を制
し、同年7月に世界ランク1位を記録した。

ノバク・ジョコビッチ
 「最強であり続ける理由」

※インタビュー音声はジョコビッチの発言から始まっていますが、実際にはマクファーレン記者による「世界ランク1
位の最長記録を破ったお気持ちをどう表現しますか」のような質問があったものと思われます。




