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『錦織 圭をグランドスラマーに！』座談会
平成30年12月17日（月）午後₇時30分　於：横浜市医師会会議室

広報部です 〉第384回〈
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　司　会	 お忙しい中お集まりいただきありが
とうございます。本日は₂部構成で進めてまい
ります。第１部ではテニスの醍醐味や良さを語
っていただきます。すでにテニスを楽しんでい
る方にとっては今後のテニスライフをより豊か
にする一助に，これから始めたい方にとっては
始めるきっかけになれば幸いです。第２部では，
錦織圭選手にエールを送る意味で，錦織選手の
魅力をお話しいただけたらと思っています。で
は自己紹介からお願いします。

　　森　　港南区で開業してい
ます森です。1978年に大学を卒
業後，済生会横浜市南部病院に
長く勤め，2000年に同病院のす
ぐ隣に小児科を開きました。横
浜市医師会テニス部の部長を仰

せつかっておりますが，部長と言いましても，
皆さんがテニスを楽しめるよう裏方的な役割を
担っております。

　吉　田　港南区港南台₇丁目
で開業しています，吉田医院の
吉田です。父が約40年前に港南
台で開業し，その後を継いで
2017年に院長になりました。 
獨協医科大学の整形外科出身で

すが，救命医療に行き内科も診るようになりま
した。現在は全体的に診ております。
　中　島	 同じく港南区港南台
で整形外科医をしています中島
です。私の場合も父が1977年に
開業し，そこに戻って10年にな
ります。出身は横浜市大で，
1993年卒業です。

　重　富　港北区で小児科を開
業している重富と申します。大
学と国立小児病院（現 国立成
育医療研究センター）時代は腎
移植を専門としていました。
2000年に開業後は，大勢の風邪

のお子さんの中から，見逃してはいけない病気
をいかに見つけ出すかということに日々取り組

んでいます。
　及　能	 磯子区の芦名橋で
1976年に内科クリニックを開業
した及能茂道です。横浜市大の
旧第二内科出身ですので，高血
圧や循環器を専門としておりま
す。
　司　会	 本日の司会の橋本です。父が南区大
岡で1970年に開業し，私が2003年に港南区の上
大岡に分院を開院しました。現在は父の閉院に
伴い，私の分院のみになっております。消化器
内科です。

始めた時期はさまざま，
ブランク後の再開も

　司　会	 まず，テニスを始めたきっかけや現
在の活動状況などについて教えてください。
　　森　	 私は40歳を過ぎて始めました。もと
もと運動音痴で学生時代は勉強ばかりだったの
ですが，以前住んでいた団地に公営コートがた
くさんあって，テニス好きの方が多く住んでい
らしたんですね。そうした方々が地域でテニス
同好会を作っており，わが家のお隣のご夫妻も
そのメンバーでした。あるときそのご夫妻に家
内が勧誘され，知らないうちに私も一緒に入会
していたんです。逃げ腰だったのですが，ご近
所付き合いもあるので，仕方なく週末に団地の
同好会の皆さんとテニスをやるようになりまし
た。同好会の中の上手な方が手ほどきをしてく
ださいました。
　また，ちょうどわが家の真下に壁打ち場があ
ったので，空いていればすぐに行ってポコポコ
壁打ちをしていました。
　そのうち，コートで打つのが週末だけではう
まくならないと感じ，週２回，テニススクール
に週１回平日の夜通うようになりました。
　吉　田	 僕は子どもの頃野球をしていまし
た。でも三振が嫌だったので，空振り三振のな
い競技をしようと中学時代からテニスを始めま
した。神奈川県は硬式テニス部のある中学校が
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　重　富	 私は大学（東邦大学医学部）のテニ
ス部で始めました。入部当初は関東医科歯科リ
ーグで女子₄部だったのが，私が₃年生から₆
年生にかけて１部まで駆け上がったので，非常
に厳しい時代の在籍でした。大学敷地内にクレ
ーコートが₄面あり，自分たちで草をむしって，
雨が降れば新聞紙で水を吸い取って，ローラー
をかけて，という学生生活でした。父に「学費
はテニスコート代ではない！」と怒られたほど

（笑），毎日テニスをしていました。
　医者になってからは仕事が忙しくてできなか
ったのですが，子どもが中学に入学したのを機
にＹＩＴＣ（中区）に入会し，テニスを再開し
ました。最近の戦績は2016年の全日本医師テニ
ス大会・女子ダブルスの部で，とても強い方と
組んだおかげで優勝しました。（一同より大き
な拍手）
　現在は，雨が降らなければ水・土・日の週₃
日やっています。ＹＩＴＣは屋外コートなので
雨が降るとできないので…。
　及　能	 時間があれば毎日なさるでしょ？
　重　富	 年末年始などは毎日行きます（笑）。
　司　会	 私は中学校時代軟式テニスをしてい
ましたが，高校・大学ではまったくテニスに縁
がありませんでした。森先生と似ているのです
が，私もテニスを再開したきっかけが家内経由
でした。テニススクールに入っていた家内がテ
ニス肘でラケットを握れなくなり，隣家の老夫
妻が「じゃあスクールを辞めて，私たちのサー
クルでやりませんか」と誘ってくれたんです。
81歳と80歳のご夫婦で，非常にテクニシャン。
先頭を切ってご指導してくださいます。再開し
て10年が経ちますが，週１回なのでなかなかレ
ベルアップできず，いまだにポイントを取り続
けることができません。
　及　能	 テニス歴は66年になります。吉田先
生と同じ栄光学園中学校に入学した際，当然の
ようにテニス部に入部しました。というのは父
が医師でしたが，医業そっちのけでテニスを本
職のようにしていたからです。私が在籍してい
た当時のテニス部の先輩には，（元首相の）細

少ないのですが，母校の栄光学園にはあったん
です。部活動は週₂回と決められているので，
その中でどうしたらうまくなるのかを考えなが
ら練習していました。１学年上にとても上手な
先輩が多かったので，全国中学生テニス選手権
大会（全日本中学）にも出場できましたが，高
校では，県内に湘南工科大学附属高校や慶應義
塾高校といった強豪校があるので県大会までで
した。大学でも続けました。東医体（東日本医
科学生総合体育大会）はリーグが１部から₆部
まであるのですが，すごい先輩方のおかげで獨
協が₅部から₃部に駆け上がった時代でした。
　今は週１回，八景島近くの杉田ゴルフ場テニ
スコート（金沢区）で夜１時間だけプレーして
います。大会の方は，今年は鎌倉の熊谷杯と横
浜市民体育大会に出場しました。例年，勝ち残
っても翌週仕事で出られないことが多いのです
が，今年はシングルスが日曜日だったので出る
ことができました。１回戦の相手は学生さんで，
がんばって勝てました。₂回戦はテニスクラブ
のコーチをしている方で，かなりきつかったの
ですが₆−₈で負けました。そんな感じで楽し
くやっています。
　中　島	 私は中学・高校は聖光学院でした。
硬式テニス部に入部したかったのですが，くじ
で負けて入れず，中高₆年間物理部にいました。
大学に入ってからテニス部に入りました。祖父
と父，叔父がテニスで活躍していましたので，
じゃあ自分も，と自然に始めた感じです。中高
時代からやっている人にはかなわず，試合には
なかなか出られませんでしたが，でもすごく楽
しくて，₆年間テニス三昧でした。
　大学卒業後は忙しくて遠のいたものの，私が
入局した年から県内₅大学の整形外科医局で毎
年親善試合を行うようになり，そこに出場して
いました。年によってはその１回きりというこ
ともありましたが，ずっと続けてはいました。
　その後，娘が中学生になってテニスを始めた
ので，娘の相手をしているうちどんどん楽しく
なって，今は近所のルネサンスというスポーツ
クラブのテニススクールに週₂回通っています。
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川護熙さんや（その実弟の）近衛忠煇さんがい
らっしゃいました。
　以来ずっとテニスを続け，内科医としてスポ
ーツ医学をライフワークとすることにもつなが
りました。きっかけは大会に選手として出場し
ていると，コートで肉離れやアキレス腱断裂な
どが起きた際，私を医師だと知っている皆さん
が相談に来ることでした。それなら整形外科的
なことも勉強しなければと，1982年に発足した
ばかりの日本体育協会（現 日本スポーツ協会）
の公認スポーツドクターの資格を1985年に取得
しました。また，日本テニス協会の医事委員も
長く務め，内科医として沢松奈生子選手や伊達
公子選手，遠藤愛選手などのメディカルチェッ
クをしたり，今で言うジャパン・オープンの草
創期に大会ドクターをしたりしました。
　プレーヤーとしては横浜市民大会の学生，一
般，壮年それぞれの部で優勝しています。また
40年前になりますが．国体県予選を兼ねた神奈
川選手権の一般男子複で優勝したことがありま
す。
　司　会	 テニス歴66年！　ただただ敬服で
す。

レベルや年齢に即した楽しみ方

　司　会	 では次に，テニスの好きな点やご自
身への効果について教えてください。
　　森　	 まず，運動ができるということです
ね。ランニングや水泳もしたことがありますが，
長続きしないんです。でもテニスは相手のいる
競技ですから勝ちたい。そのためにうまくなろ

うと練習する。やめられないんですね。それか
ら私の場合，遅く始めたのでちょっとずつ上達
している実感があり，それも非常に楽しいです。
　吉　田	 シングルスの場合は，球を追うのも
展開するのもすべて自分一人で行う楽しさがあ
りますね。それから，お金を払っても味わえな
い緊張感。ゲームが₄−₄になったときや，ポ
イントが15−30の場面で自分がサーブ（コート
の外から相手コートに打つ，プレーの始まりと
なるショット）するときなどの，何ともいえな
い緊張感が意外と好きだったりします。
　ダブルスは，シングルスより番狂わせが起き
やすいというか，技術で劣っていても戦術やポ
イントの取り方で流れを変えることができる。
強さナンバー１のペアと，ナンバー₃のペアが
対戦したら，理論的には「１」のペアが勝つは
ずですが，「₃」が勝つこともある。そういう
点はすごく面白いと思います。
　　森　	 吉田先生のようなハイレベルな楽し
み方もできるし，私のように下手なりの楽しみ
方もあるのがテニスのいいところですね。
　中　島	 私は一時期ゴルフをしていたことが
あるのですが，なかなか上達しませんでした。
朝早くから丸一日かけて，夜がっかりして帰っ
てくる…。結構辛かったです。そんなある日娘
とテニスをしたら，１球決めただけでも本当に
すっごくうれしいんですね。「この解放感！こ
れだな！」と，どんどんテニスに戻っていきま
した。
　今50歳ですが，まだまだ強くなりたくて，も
っともっとうまくなりたくて，筋肉も一所懸命
鍛えています。中高時代からテニスをしている
人になかなか追いつけなかった悔しさが残って
いたのか，まだまだがんばれる気持ちがありま
す。プロの試合のビデオをスロー再生して速い
打ち方を研究したり，YouTubeでいろいろな
コーチの指導を聞いて試してみたり。最近は，
ラケットのグリップにスマートテニスセンサー

（ショットを計測すると同時にプレーを映像で
記録できるソニーの商品）を装着して，速いサ
ーブを打てるよう練習しています。時速130km
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いです。テニスをしているとき視覚や聴覚で感
じられる感覚がとても好きです。
　先ほど中島先生から「強くなりたい」「うま
くなりたい」というお話がありましたが，私は
ミックス（男女のペア）のときはパートナーの
女性を立ててカバーする「うまいテニス」を意
識していますが，男子ダブルスでは，必死で意
地を張り合って「強さ」を追求しており，それ
も楽しいと思っています。
　私たち夫婦を指導してくださる老夫妻は非常
に「うまいテニス」です。コートで向かい合う
とオーラを感じます。そして私の打球を，ほと
んど動かずに打ち返してくるのです。なぜなの
か何年経ってもわからず，あるとき尋ねたら，

「（相手の動きを）読むんだよ。君がどう動くか
はわかるから」と言われ，どきっとしました。
将来的にはそうした「うまいテニス」も目指し
たいですが，今は「強いテニス」が目標です。
　及　能	 私の場合，テニスは趣味というより
習慣です。テニスが好きかどうかなんて考えた
こともありませんでした。テニスは全身を使う
安全な有酸素運動で，健康増進に最適です。も
しテニスをしていなければ，私は現在のような
健康を得られなかったと思っています。
　また，テニスのおかげで多くの友人，知己を
得ることができました。私は天皇皇后両陛下に
ダブルスのお相手をしていただことがあり，妻は
チャリティ大会で高円宮殿下（高円宮憲仁親王）
に₂年続けてパートナーとして試合に出させてい
ただいたり，我々にとってかけがえのない光栄
と思い出になっています。テニスを通じて国内
外で交友が広がったことは大きな財産です。

台がやっとですが，一度でいいから時速150～
180kmの球を打ってみたいです。もっとうまく
なりたいな，と思えるのがテニスの良さだと思
います。
　それから娘は今高校生ですが，テニスという
共通の話題があるので結構喋ってくれます。テ
レビで試合を見ながら意見を言い合ったり，技
術的なことを教えてもらったりしています。
　重　富	 テニスは生涯スポーツですから，そ
の年齢に合ったプレーの仕方や楽しみ方があり
ますね。でも学生時代の私は，楽しむどころか，
勝たなければというプレッシャーにおしつぶさ
れそうでした。失敗したときの後輩の視線を想
像すると恐怖で，緊張のあまり試合中に足がつ
ってしまったこともあります。それから何十年
か経ってテニスを再開したら，やりたいように
プレーしていいんだと解放感でいっぱいになり
ました。今はすごくエンジョイできていると思
います。
　吉　田	 重富先生の学生時代のお話，よくわ
かります。試合で勝ってもうれしくないんです
よ，ほっとするんです。
　　森　	 大学の看板を背負っている責任があ
るからですか？
　吉　田	 それもありますが，コートサイドの
応援が，プロの試合みたいに静かではなく，も
のすごいんです。
　及　能	 医学部のテニスは独特で，ルール無
視です。医学部出身者として恥ずかしいです。
　司　会	 今は，重富先生はのびのびと満喫な
さっているのですね。
　重　富	 はい。
　司　会	 私がテニスをしていて一番楽しい瞬
間は，球の落下地点まで無駄なく体を運べて，
ラケットのスイートスポット（球を打った衝撃
が最小となる領域）にコンパクトに当てた球が
飛び出していくのを見る瞬間です。思った通り
に飛んでくれると非常に達成感があります。ま
だときどきしか味わえませんが…。私はダブル
スでプレーしているので，精度を上げてパート
ナーが安心できるテニスをできるようになりた
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のような重いラケットはもう振れませんので，
軽めのものです。₂本持っていますが，スイン
グウェイト（ラケットを振ったときの重さ）を
きちんと計測し，₂本とも同じウエイトになる
ようにしています。
　シューズは娘に「かかとをしっかりサポート
してくれるから」と勧められ，ミズノ社製を履
いています。ウエアはマークが好きなのでエレ
ッセです。大学時代は上下白一色のウエアでし
たが，娘に「（真っ白は）カッコ悪い」と言わ
れ（笑），なるべく色のついたウエアを着てい
ます。
　　森　	 テニスは用具の進歩によって，とて
も入門しやすいスポーツになったと思います。
私がテニスを始めた頃，ヨネックス社がR−22

（ミッドサイズのカーボンラケット）を発売
（1983年）し，そのラケットを使ったナブラチ
ロワ選手が大活躍しました。ちょうどラケット
の技術が大きく進歩し，初心者でも面に当てさ
えすればボールが飛ぶラケットも登場した時代
でした。私はある程度壁打ちやラリーができる
ようになった頃，昔のウッド（木製）のラケッ
トを貸してもらったことがありますが，全然球
が当たらないんです。ラケットをウッドに変え

ラケットへのこだわりや思い

　司　会	 皆さん，用具やウエアはどのように
選んでいらっしゃいますか。
　吉　田	 ラケットはしなる感じのものが好き
で，今はバボラ社製を使っています。でも実は
ラケットにあまりこだわりはありません。ウエ
アは，ズベレフ選手がフェデラー選手と練習し
ていたときに着ていたピンクのTシャツがもの
すごく格好よくて，すぐに購入しました。イケ
メンのズベレフ選手に，ピンクがとてもよく似
合っていたんです。テニスウエアっぽくないの
で，僕はこれを着て横浜マラソンに出場しまし
た。そのときの写真です（右下写真）。
　一　同 おおーっ！　吉田先生も格好いいで
すよー！
　司　会	 私はテニス肘を発症して以来，それ
まで使っていたプリンス社の硬いラケットを握
れなくなりました。すると80歳の師匠が「これ
を使ってごらん」と，カーボンを使ったダイア
クラスターというダンロップ社のラケットを勧
めてくれました。しなりはないですが，肘に力
がかからないので，以来ずっとそれを使ってい
ます。ただ，ときどきスリクソン社の硬くてこ
しのあるラケットを使うと，別次元のボールを
打てるので，筋力をつけてそちらを使えるよう
になりたいです。
　及　能	 ラケットのメーカーによって肘の痛
みが違ってくるというのは，お上手だからでは
ないでしょうか。テニス肘ではラケットも持て
なくなることがありますので，テニス肘も軽症
だったのでしょう。
　中　島	 私は₅年ほど前に本格的にテニスを
再開した際，ミーハーなので（笑）錦織選手と
同じ，ウィルソン社のSTEAMというラケット
を買いました。その後錦織選手がウィルソンの
BURNに変えると，私もBURNに変えました。
でも今は大学時代に慣れ親しんだウィルソン社
のPRO STAFFを使っています。ロジャー・フ
ェデラー選手のラケットです。ただしプロ選手 吉田先生
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まずはスクールへ！
家族や友人と一緒ならなお良し

　司　会	 これからテニスを始めようと思って
いる方にアドバイスをお願いします。
　中　島	 ボールを打ち返すこと自体がすごく
楽しいので，ぜひ体験してみてほしいです。方
法としては，最初はテニススクールに入るのが
いいと思います。
　及　能	 一緒にプレーできる友人などと入る
と，もっといいですね。
　　森　	 スクールに加え，勝ち負けのある試
合ができる機会があると練習にも身が入りま
す。横浜市医師会のテニス部に入部すれば，仲
間内でいつでも試合ができるので，ぜひおすす
めです。私が入ったような地域の同好会でもい
いですね。練習の機会と試合の機会の両方を持
つことが大事だと思います。
　それから中島先生がお嬢さんと楽しんでいる
という話がありましたが，家族や夫婦で始める
のもおすすめです。私も家内と２人で始めて，
家内の方が上達が早くて私はいつもけなされて
いますが（笑），一緒にプレーしたりテレビ観
戦したりしています。
　重　富	 テニスはラリーができるようになっ
た，試合ができるようになったなど，レベルに
応じた楽しさ，その人なりの楽しさがあります。
一生楽しめますし，何歳からでも始められます。
興味を持ったらぜひ始めてみてほしいです。

たらまるで打てない。ボールが飛ばない。ウッ
ドラケットの時代だったら，私は40歳を過ぎて
テニスを始めることはできなかったと思いま
す。とくに中高年世代にとって，今は非常に入
門しやすい時代だと思います。
　重　富	 私が大学時代に始めた当初は，まさ
にそのウッドの小さなサイズのラケットでし
た。学生時代にプリンス社から「デカラケ」（打
つ面の面積が大きいラケット）が発売され，ウ
ィルソンからプリンスに変えました。その後も
デカラケ全盛だったのでプリンスを使っていた
のですが，数十年後にテニスを再開したとき，

「このままプリンスを死ぬまで使うのは嫌だ，
ウィルソンをもう一度使いたい！」となぜか強
く思ってウィルソンに戻りました。学生時代に
使っていたのは，たぶん面が108平方インチく
らいだったのですが，自分で走って真ん中に当
てようと思い，100平方インチに落としました。
ウィルソンのBURNです。
　バーンを使っているのは錦織選手が使ってい
るからではなく，シモナ・ハレプという女子選
手が好きだからです。粘りのある，決してあき
らめないテニスで，彼女のプレースタイルがと
手も好きなんです。彼女がバーンなので，私も
バーンを買いました。
　ガットは，これは私のこだわりなのだと思い
ますが，学生時代からシープ（動物の腸を使っ
たガット。かつては羊腸だったが，現在は牛の
腸を使う場合が多い。ナチュラルガットとも呼
ぶ）を張っています。ナイロンなどでは得られ
ない打球感がすごく好きです。球を振り抜いた
ときやわらかく弾き返すような感覚があるんで
す。
　及　能	 シープは高価ですから，高価なもの
を張っているという気持ちも大事なのでしょう
ね。私の場合，学生時代から卒業後しばらくは
ウッドラケットの時代でした。当時の面の大き
さは85平方インチくらい。神奈川県テニス選手
権大会で優勝できたのは，私たちペアが誰より
も早くチタンのデカラケを使っていたおかげだ
と思っています。
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面白さがわからないと思います。しかし自分で
プレーするようになると，エースを取るまでど
ういう組み立てをしているか，流して打ち合っ
ていた状態からどちらが仕掛けたのか，あのミ
スは相手にさせられたミスだな，といったこと
がわかってきて観戦が面白くなりました。
　重　富	 試合には流れがあり，潮目が変わる
ポイントがあるんです。１本の打球で流れが変
わるときがあるので，それを見付けようと思い
ながら見るのが楽しいですね。
　司　会	 潮目を変えるには，森先生のお話に
あったようにどちらかが「仕掛ける」のだと思
いますが，具体的にはどういうことですか。
　重　富	 女子の場合，横つまり左右の動きは
素早いのですが，前後の動きがあまり得意では
ありません。そこで相手をなるべく前後に走ら
せようと，深い球を₂～₃球打ったら前にぽと
っと落としてみたり，フォアハンド（ラケット
を握る手の側で打つこと）のクロス（コートの
対角線方向への打球）でロブを続けて打ち，相
手が「次もフォアのクロスが来るだろう」と構
えているところに，ストレートロブを打って後
ろに走らせたりします。成功するかどうかはと
もかく，いろいろ考えます。自滅することも多
いですが（笑）。
　司　会	 観戦するときは，選手がそういうプ
レーをするか意識していらっしゃるのですか？
　重　富	 はい。潮目が変わるプレーは気迫の
こもった１本であることが多いんです。たとえ
ば取れそうにないボールをぎりぎりで取った
ら，その瞬間流れが変わります。そういうシー
ンを見ることができると「あっ！」と興奮しま
すね。
　司　会	 中島先生から視点の高さの話があり
ましたが，テレビ中継でも一瞬，ボールボーイ
の目線でサーブやレシーブが映されることがあ
ります。会場なら，見る位置によってはその高
さで見られるのかなと思いました。上達するに
は，会場で観戦することも必要なんですね。
　及　能	 長くテニスをやっている人間とし
て，ウィンブルドン選手権（グランドスラムと

観戦では，選手の動きや，
潮目の変わるプレーに注目

　司　会	 ところで，観戦する場合はどんなふ
うに楽しんでいらっしゃいますか。
　吉　田	 プロの試合を現場で見ると，テレビ
ではわからないすごさがわかります。僕は初め
てジャパン・オープン（現 楽天ジャパン・オ
ープン・テニス選手権）を有明テニスの森公園
に見に行ったとき，エドバーグ選手たちのプレ
ーを見たのですが，あの人たちは１球１球スピ
ンをかけ分けているんです。テレビでは全然わ
かりませんでした。速いだけではなく，１球１
球ボールの質が違う。びっくりしました。その
後何年か経って錦織選手を見に楽天オープンに
行ったところ，やはりどの選手も１球１球スピ
ンをかけ分けていました。いかに相手をいやら
しく攻撃するか考えたスピンのかけ方です。二
度目に見てもやっぱりびっくりしました。
　プロの試合でもアマチュアの試合でも，観戦
するときは「自分だったらどうプレーするか」
という視点で見ています。どの位置でリターン
するか，トスはどう上げ分けるか。ダブルスだ
と前衛の立ち位置や，前に出るタイミング，ロ
ブ（高くゆるい返球）が上がったときの反応な
ど，足元ばかり見ています。といっても最終的
にはボールを追ってしまうのですが（笑）。
　中　島	 生で見るのは絶対に面白いので，楽
天オープンなどのほかジュニアの大会も娘と一
緒に見に行きます。テレビやWOWOWを見な
がらどうしたらいい球を打てるか研究していま
すが，テレビカメラは視点が高いので，自分が
プレーしているときと視点の感覚がだいぶ違い
ますね。うまくなりたいので，吉田先生がおっ
しゃったように選手の動きに注目するのです
が，気が付くと私もついボールを追いかけてい
ます。
　　森　	 40歳でテニスを始める前は，テレビ
で観戦しても全然面白くありませんでした。と
くに球の打ち合いは，プレー経験のない人には
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ビはATPファイナルズを放映しませんでした
し，われわれは同大会があることを何十年も知
らなかった。錦織選手のおかげでようやく，こ
の大会の存在を認識することができましたね。
ただ彼は，ATPツアーマスターズ1000（グラ
ンドスラム，ATPファイナルズに次ぐ位置付
けのトーナメント。₉大会が開催される）では
一度も優勝していない。このことは最も悲観的
に考えねばばらないでしょう。
　吉　田	 そうなんです。僕としては，グラン
ドスラムよりもマスターズ1000で優勝してほし
いです。ズベレフ選手はグランドスラムではベ
スト₈に入るかどうかですが，₃セットマッチ
にやたら強くて（男子プロテニスのシングルス
試合には₃セットマッチと₅セットマッチとが
ある），今年2018年の₃セットマッチの大会で
はほとんど優勝しています。錦織選手もそこに
活路があるのではないか。マスターズ1000は₉
大会とも₃セットマッチですから，ここでがっ
つり勝ってランキングを上げてほしいです。
　及　能	 つまりグランドスラムは，全₄大会
ともシングルスは₅セットマッチだから，体力
的に錦織の優勝は難しいと。
　吉　田	 はい。彼はサーブが遅いので１発で
終わらない。その分体力のロスが多くなります。
　及　能	 その通りです。速いコートほど錦織
選手はいいです。
　吉　田	 マスターズ1000で何大会か優勝して
ポイントを稼ぎ，ATPファイナルに毎年出て

称されるテニスの四大国際大会の一つ）を観戦
するのは一生の夢でした。幸い実現し，₃年連
続で観戦に行ったこともありますが，錦織選手
の試合のチケットが取りづらくなったのでウィ
ンブルドン観戦は卒業しました。プロの試合を
現場で見ると，「芝の上の格闘技」という感じ
が直に伝わってきます。

展開の速さ，リターンの巧みさ…
錦織圭選手の魅力

　司　会	 では次は，及能先生の今のお話にも
出ました錦織圭選手について，第₂部として大
いに語っていただきたいと思います。
　吉　田	 錦織選手は攻撃的なストローカーな
ので，展開が速い。見ている側としては，局面
を打開するスピード感がとても楽しいです。シ
ョットも「おっ」という意外なところでドロッ
プを混ぜるなど多彩で，ショットメーカーとし
ても非常に魅力があります。
　一番印象的な試合は2014年全米オープンの準
決勝，ジョコビッチ選手に勝った試合です。た
だ，決勝で勝てず準優勝で終わった点が，（2018
年の全米オープンで優勝した）大坂なおみ選手
との大きな違いですね。勝てる選手はあそこで
しっかり勝つ。しかし彼は体が小さいので，グ
ランドスラム（全豪オープン，全仏オープン，
ウィンブルドン，全米オープンの四大国際大会）
ではたぶん優勝できないと思います。2014年の
全米オープンが一番近くまでいったのではない
でしょうか。もったいなかった…。
　僕としては，錦織選手はATPファイナルズ

（ATP〈男子プロテニス協会〉に加盟する選手
のうち，年間成績等をもとに選出された上位₈
人が出場する年間最終戦）に出場していること
がすごいと思っています。2014年から18年の₅
年間を見ると，錦織選手は₄回出場しています
が，ほかに₄回出場しているのはフェデラー選
手とジョコビッチ選手くらいです。
　一　同　ほう！
　及　能	 錦織選手が出場するまで日本のテレ

2014年ウインブルドンにて（撮影：及能）
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ラムは厳しいですが，勝負は最後まで分かりま
せん。ぜひグランドスラム₄大会のどれかで優
勝してほしいですね。
　重　富	 錦織選手の試合はちらっちらっとし
か見ていないのですが，欧米選手に比べ体格が
小さいし，体のばねの使い方がすごくうまいと
いうわけでもない。そのためサーブにおいて欧
米選手との差が大きく出てしまい，サービスゲ
ーム（自分がサーブ権を持つゲーム）をキープ
するのがやっと。ただし，中島先生がおっしゃ
るようにリターンが非常に俊敏なので，リター
ンによって相手と拮抗するゲームを作ってい
く，という印象です。あの小さな体でよくあれ
だけがんばっているな，だからあちこちケガも
多いのだろうな，と思います。その意味で，体
格に恵まれている大坂なおみ選手はグランドス
ラムを取るべくして取った気がします。
　　森　	 たしかにかつては，日本人選手がグ
ランドスラムで１回戦でも勝てばすごいという
時代が長らく続いていました。そこにぽーんと
出てきた錦織選手は本当に驚きで，天才だと思
いました。2014年の全米オープンで，決勝まで
進んでチリッチ選手と対戦しましたが，吉田先
生もおっしゃったように，あれが錦織にとって
グランドスラムを取る最大のチャンスではなか
ったかと。他の選手からまだあまり対策を立て
られていない時期に，パッと強みを出してパッ
と勝つ。たしか1989年の全仏オープンで優勝し
たマイケル・チャン選手も，最初のチャンスを
ものにしましたが，グランドスラムの優勝は結
局それ１回でしたよね。
　及　能	 ええ。そのような選手を指す「ワン
スラマー」という呼び方があります。
　　森　	 ここ数年の錦織選手を見ていると，
あの天才錦織にして，やはり体格・体力の差で
グランドスラムの壁は破れないのかと。それか
らもう一つ思うのは，彼をプレーヤーとして育
てたのは日本ではなく，アメリカの環境だった
ということ。レベルは違いますが私は日本のテ
ニススクールに通う中で，システマティックな
コーチングが日本には根付いていないと感じて

ほしいというのが僕の期待です。ファイナルで
の錦織選手の試合を見るのはすごく楽しいで
す。
　中　島	 吉田先生のお話と重なりますが，錦
織選手の魅力は，キュキュキュッというフット
ワークの速さですね。また，ベースライン付近
で前に出てライジングショットを打つので，展
開が非常に速く，見ていて楽しいです。ファー
ストセットはあまり相手のサーブをリターンで
きなくても，セカンド，サードセットと進むと
サーブリターンがよくなってくるので，かなり
コースの読みが深いのではないかと思います。
　それから，コートの中では攻撃的なプレーで
負けん気の強さが伝わってきますが，インタビ
ューなどのときは謙虚で優しい語り口で，その
ギャップがすごくいいなあと思います。
　2014年に「勝てない相手も，もういない」と
いう有名な発言がありましたが，テレビで見て
いて「心からそう思っているんだ」と感じて，
感動しました。
　及　能	 私はあの発言は，「ポジティブであ
れ」との意図でコーチに言われされたのだと思
っています。本音は「しんどくてこれ以上は戦
えない」だったのでは…。
　中　島	 かつて松岡修造さんがウィンブルド
ンでベスト₈まで進んだ1995年当時，日本人選
手がそこまで行くなんて本当にすごいと思いま
した。ところが錦織選手は，優勝するかしない
かが当たり前のように話題になっている。松岡
さんの頃を思うと夢のようです。そんな時代に
自分が生きていることが幸せです。グランドス
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した。銅メダルを「むしり取った」と言いたく
なるゲームでした。
　つねに優勝の期待を持たせてくれるようなプ
レーヤーになってほしいと思います。それから，
一度は会場で彼の試合を見てみたいです。
　及　能	 錦織選手は早熟で，17歳でプロとし
てツアーに参戦しました。まだ体ができていな
い年頃から技術が長けていたため，技術に体力
が追いつかず，疲労による故障を頻発しました。
フェデラーやジョコビッチやナダルは早くから

「錦織は必ずトップ10になる」と評していまし
た。すべてが攻撃的で，とくにリターンは自由
自在。フェデラーいわく「世界屈指の両手バッ
クハンド」です。考えてみれば，体の小さい錦
織選手は攻撃しなければ勝てない。ですからボ
ールが来たら，どんなボールでもどんな態勢か
らでも，その場で打つトレーニングをしている
のではないでしょうか。
　ATPのトップ10の選手の平均身長は187㎝
で，錦織は178cm。もしも，自動車レースや格
闘技のようにテニスにもクラス分けがあって，

「180cm以下」というカテゴリーがあったら…。
　一　同　ふふふ…（笑）
　吉　田	 ナンバーワンはきっと…。

　司　会　…ですね（笑）。さ
て今日は先生方から貴重なお話
をお聞きし，さまざまなテニス
の楽しみ方を学ばせてもらいま
した。これからも上達に励み，
楽しんでいきたいと思います。

ありがとうございました。

います。打ち合いの相手をすればいいと考えて
いるようなコーチが多い。
　及　能	 テニスだけでなく，日本のすべての
スポーツ界にいえることですね。たとえば町の
おじさんが柔道を教えるなど，職業としての指
導者の地位が低い。日本のスポーツ界の未熟さ
だと思います。
　　森　	 錦織選手や大坂選手が出てきたこと
で，トップレベルの選手を育てる方法が日本で
もだいぶ変わるのではないかと期待していま
す。ともあれ錦織選手のがんばりには感服しま
す。グランドスラムで優勝できなくても，あの
がんばっている姿を見ること自体が楽しいで
す。
　司　会	 私が一番印象に残っているのは，
2016年のリオ五輪で銅メダルを獲得したときの
ナダル戦です。第₂セットのタイブレークで「絶
対自分が勝てる」という自信をもってサーブを
打ち続け，あそこまで粘ったのが本当に素晴ら
しくて，うれしくて。観戦していて，彼のこれ
までの努力があの一戦で実ったように思われま
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