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ロジャー・フェデラー、ノバク・ジョコビッチ、アンディ・マリーとともに男子テニス界の「ビッグ・フォー」と称されるラファエル・ナ
ダル選手。キャリア初期から足の慢性疾患を抱えながら、四大大会通算22勝という史上最多の戦績を誇る。近年も深刻な
足の痛みに悩まされており、今年の全仏オープンでは毎試合前に足に注射を打って神経を麻

ま
痺
ひ
させるという壮絶な戦いぶり

の末に、「赤土の王者」が見事全仏14勝目を挙げた。その試合翌日に行われたインタビューをお届けする。

男子テニス界のレジェンド

CNN SPECIAL INTERVIEW

For the Love 
of the Game

ラファエル・ナダル
満身創痍で14度目の
全仏オープン制覇！
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Christiane Amanpour There’s so 

many superlatives: the greatest of 

all time, inspiring, unique. The only 

word I can think of is hallucinatory. 

What you produced these two 

weeks—it defies reason; it defies 

logic; it defies physics. Do you be-

lieve that?

Rafael Nadal Well, have been a...

an interesting two weeks, emotional 

two weeks. And we went through, 

yeah, a little bit of everything. But 

at the end, the things finishes the 

best way possible, no, so, yeah, I 

can’t be happier, and I can’t be 

more thankful to...to everyone, be-

cause the support and the love that 

I received during the...both weeks 

have been unforgettable.

Amanpour A lot of love. And...

and there’s the cup, the great tro-

phy—14 times; 22 Grand Slams; a 

whole load of other...you know, US 

Open, Australian Open, two Olym-

pic gold medals. Are you ready to 

declare—or at least have people 

クリスティアン・アマンプール　（あな

たへの）最上級の賛辞というものは

たくさんあります。「史上最高の選

手」、「奮起させるような」、「無類の」

など。私が思いつく唯一の言葉は、

「幻のような」です。この2週間であ

なたがやり遂げたこと—それは理

屈を超えています。論理を超えてい

ます。物理法則に反しています。ご

自分で信じられますか。

　

ラファエル・ナダル　そうですね、興

味深い（大会の）2週間、感情あふ

れる2週間でした。私たちは、そう、

あらゆることを少しずつ経験しまし

た。ですが最終的に、ありうる最高

の形で終わって、だから、ええ、こ

れ以上の幸せはないし、みんなに

はこの上なく感謝しています、その

2週間に私が受けた支援と愛は、

忘れ難いものでしたから。

　

アマンプール　たっぷりの愛です

ね。そして、そのカップがそこにあ

りますね、立派なトロフィーが。14

度の（全仏オープン）制覇。22度

のグランドスラム制覇。ほかにもた

くさん……その、全米オープン、全

豪オープン、2度のオリンピック金

全仏オープン14度目の優勝62

superlative:
最上級の賛辞
the greatest of all time:
史上最高の者
inspiring:
感動的な、人を鼓舞する
hallucinatory:
幻覚のような、幻を見てい
るような
produce:
～を生み出す、（腕前など
を）見せる
defy:
～を絶する、～に反する
reason:
道理、理屈

男子テニス界のレジェンド

■ゲスト／ラファエル・ナダル
スペイン・マヨルカ島出身のプロテニス選手。
2001年にプロデビューし、ツアー通算103
回の優勝、四大大会ではシングルスで史上
最多の22回の優勝という戦績を誇る（2022
年7月時点）。世界ランクの最高位は1位
（2008年）。オリンピックでは’08年の北京
五輪で金（シングルス）、’16年のリオデジャネ
イロ五輪でも金（ダブルス）を獲得している。

■インタビュアー／
　クリスティアン・アマンプール
イラン人の父と英国人の母を持つ。生まれは
ロンドンだが、幼少期はテヘランで過ごした。
英国でジャーナリズム養成講座を修了。渡
米し、ロードアイランド大学でジャーナリズム
を専攻し、首席で卒業。1983年、CNNに
入社。数々の紛争地帯で現地取材を行い、
ジャーナリストとして高い評価を得ている。

ラファエル・ナダル
満身創痍で14度目の
全仏オープン制覇！

have been:
▶it has beenが正しい。
emotional:
感情あふれる、感情的な
go through:
～を体験する、経験する
at the end:
▶in the end（結局）が正しい。
the things finishes:
▶動詞は finishedが正しい。
no:
▶スペイン語話者などが文
の区切りや文末でよく用い、
付加疑問文のようなはたら
きをする。「～ですよね」く
らいの意。
unforgettable:
いつまでも記憶に残る

Grand Slam:
グランドスラム　▶国際テニ
ス連盟が定めた四大大会
（全豪オープン、全仏オープ
ン、全米オープン、全英オー
プン＝ウィンブルドン）の総
称。
a whole load of:
大量の、たくさんの
declare that:
～と宣言する、断言する


