Special Interview
“Cateen” 名義の YouTube も話題
クラシックの常識を超えた
大注目の若きピアニスト！

角野隼斗

【Hayato Sumino】
© ogata

3 歳よりピアノを始め、 数々の国際コンクールで優勝。 東京大学大学院を卒業し、 音響工学者と
しての顔も併せ持ち、 “Cateen （かてぃん） ” 名義で自ら作編曲 ・ 演奏した動画を配信している
YouTube も話題の角野隼斗。 2018 年より本格的に音楽活動を開始し、 2020 年 12 月に 1st フ
ルアルバム 『HAYATOSM』 をリリース。 この 6 月 6 日＆ 7 日には初のブルーノート東京公演が
決まっている中、 クラシックの常識を超えた大注目の若きピアニストに、 ジャズについて、 共演して
みたいアーティストや最近注目しているアーティストについてなど、 貴重なインタビューが実現！
アーティスト角野隼斗の魅力満載です！
【2021 年 5 月 22 日 取材 ・ 文 ： 加瀬正之、 山崎かな／取材協力 ： 株式会社イープラス】
♪ 5 月に予定されていましたブルーノート東京公演が 6/6 ＆
6/7 に延期されましたが、 どのような公演になりそうですか？

♪ ジャズとの出会いやジャズからの影響について聞かせ
て下さい。

新しい何か、 実験的な側面が僕の中にあるんです。 自
動演奏ピアノに出会ったんですが、 それをコントロールす
ることでライヴに使えないかなと思ったり。 あと、 この前
YouTube ライヴでルーパーを使って初めてパフォーマンス
をしたんですけど、 ルーパーを用いたオリジナル曲も演奏
したり、 新しい挑戦をするステージにしたなと思っています。

中学 2 年生の頃に上原ひろみさんを聴いて、それがジャ
ズとの出会いです。 「ダンサンド ・ ノ ・ パライーゾ」 という
曲はいつかやりたいと思って、その曲が収録されている 『ア
ナザー ・ マインド』 （上原ひろみさんの世界デビューアル
バム） はかなり聴きましたね。 勿論、 小曽根真さんのパ
フォーマンスにも凄い影響は受けていて、 「ラプソディ ・ イ
ン ・ ブルー」 は数多あるパフォーマンスの中で、 小曽根さ
んが一番だと思っています。 そういう意味で、最近僕も 「ラ
プソディ ・ イン ・ ブルー」 を弾かせてもらったんですけど。

♪ 名門ジャズクラブでもあるブルーノート東京で演奏する
ことに特別な思いはありますか？
ブルーノートは死ぬほど行きましたね。僕はサントリーホー
ルとかで演奏をしますけど、 それよりもブルーノートで演奏し
ているアーティストの方が何かカッコ良く見えますよね。 だか
ら、 ここで演奏するからには絶対にカッコ良いことをしなきゃ
いけないというプレッシャーも勿論あるし、 その中で、 クラシッ
クでやって来た自分なりに出来ることをやりたいですね。
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♪ 角野さんにとってジャズはどのようなイメージですか？
ジャズもいろいろあると思うんですけど、 最近出て来て
いるコンテンポラリー ・ ジャズっていうモダンなものは、 常
に他のジャンル、 ヒップホップとかブラック ・ ミュージックと
かを取り入れて、 どんどん新しいものを作って行こうとして

ますよね。そういう意識が広いっていうのは、凄く自分にとっ
てカッコ良く見えるんです。 常に普通でないというか、 今ま
であったものではないものを作って行くイメージがジャズで
すね。
♪ 昨年 12 月に発売された 1st フルアルバム『HAYATOSM』
は素敵なアルバムで、 セルフプロデュースされていますが、
角野さんにとってどのような作品になりましたか？
このアルバムのコンセプトのきっかけになったのが、 僕
がクラシックをずっと学んできた中で、 クラシックって他と
相入れないイメージが凄く強かったんです。 実際それは
間違っていないと思うんですけど、 クラシックを演奏するこ
とと、 現代の曲をピアノでアレンジして演奏するようなこと
は相入れないものなのだろうかと思った時に、 いや、 でも
200 年前のクラシックでは、 ショパンやリストとか当時の人
気ピアニストが演奏や作曲もしたりというところで、 改めて
そういうことが正に自分がやりたかったことかもしれないと
いうことに気が付いて、 ショパンやリスト等の作曲家に焦
点を当てたアルバムを作りたかったんです。 だから、 ショ
パンやリストの作品に自分の作曲したオリジナルも入れる
ということを決めて、 それを実現したアルバムなんです。

♪ 配信の時に飲んでいる飲み物はその日の気分で決めて
いるのですか？ 最近好んで飲んでいるものは何ですか？

そうですね。 僕の YouTube ライヴは、 家でハイボール
とかペリエ等を飲みながら配信するという、 その緩さが良
いと思っているんです。 最近はウィスキーが好きですけど、
ウィスキーは 1 年前位、 ステイホームの時期からですね。
家を出れなくなったので、 家で飲むことになった時、 ウィス
♪ 愛用のピアノ「スタインウェイ B-211 ニューヨーク製」は、 キーって自分で濃さを変えられますし、 1 本買えば全然な
どのように出会ったのですか？
くならないし、それで最近ハマっています。一番好きなのは、
ラフロイグのブローディアですね。
ピティナ ・ ピアノコンペティションの特級というのがあるん
ですけど、 2018 年にそこで優勝させて頂いて、 その副賞 ♪ 角野さんは歌は歌わないのですか？
がスタインウェイのピアノを 1 年間無料で借りれるというも
のだったんです。 それでピアノを選ばせて頂いて、 ニュー
歌わないですね～。 カラオケなんて 3 年に 1 回くらいし
ヨーク製とハンブルグ製があったんですけど、 僕はニュー か行かないです。 歌が嫌いっていう訳ではなくて、 僕が今
ヨーク製のものに一番惹かれたんです。 自分の知っている からヴァイオリンを始めないのと同じように、 今から歌を始
スタインウェイの音じゃなかったんですけど、 新しくて、 ま めないっていう、 ただそれだけのことです。 カラオケは本
ろやかで、 そこに逆に惹かれました。 そのピアノを借りて、 当にたまにしか行かないから、 行った時に歌うのは中高生
1 年後に 「8 割の値段で買えますけどどうしますか？」 と の頃に聴いていたロックバンドの歌とかですね。
言われて買ったんです。 もうこれは間違いなく、 人生で一
番良い買い物をしたと思いますね。
♪ 角野さんの歌を聴きたいファンも多いかと思いますが。
♪ 昨年から続くコロナ禍をアーティストのひとりとしてどう
思われていますか？

まあ、 どこかで歌うことがないとは言い切れないですけ
ど、 そんなに期待しないで下さい （笑）。

辛い状況ですが、 僕はその中で昔から YouTube はやっ
ていたし、 ピアノっていうのは 1 台で家の中で出来るもの
なので、 そういう意味では恵まれていたなって思いますね。
コロナで音楽業界が一時的に縮小してしまっている部分も
あるとは思うんですけど、 けしてそうではないはずなので、
自分ができる範囲のことしか出来ないんですけど、 積極的
にどんどん盛り上げていきたいなっていうのはありますね。
僕は音楽を心から楽しんでやっているつもりなので、 それ
が伝わっていたら嬉しいですし、 伝わっていて欲しいなっ
て思いますね。

♪ 高校時代はバンドで編曲とドラムを担当されていたそう
ですが、 コピーバンドをされていたのですか？ また、 今
後ドラムを叩く可能性はありますか？

♪ YouTube で披露されている上原ひろみさんの 「The
Tom and Jerry Show Medley」 等は、 映像もとても凝っ
ていますが、 映像を手掛けているのは角野さんご自身な
のですか？
「The Tom and Jerry Show」 を配信した当時は、 僕は
動画について何も分からなかったんで、 友達がやってくれ
たんですけど、 最近はほぼ自分でやっています。

コピーバンドですね。 X JAPAN と LUNA SEA をやって
いました。 最初は THE BLUE HEARTS とかでしたけど。
もうドラムは叩いてないですけど、今日カホンを用いた動画、
カホンに座ってピアノを弾く動画を上げようと思ってます。
（インタビュー後 「WE WILL ROCK YOU」 の動画を披露！）
♪ “Cateen （かてぃん） ” の由来は中学 1 年生の時に太
鼓の達人をプレイする際、 ひらがな 4 文字の名前を登録
することになり、 ゲームのキャラクターの 「かっちゃん」 の
名前を文字って付けたのが 「かてぃん」 だったというのは
本当ですか？
はい、 本当です。
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♪ 好きなファッション ・ ブランドはありますか？

♪ 今ハマっているゲームはありますか？

この質問も女性ファン目線ですね （笑）。 何でしょうね…、
A.P.C. （アー ・ ペー ・ セー） が好きってどこかで言ったこ
とはあるんですけど、 好きというほどいつも着ている訳で
はないんですけどね。 最近はブランドとかではなくて、 ヴィ
ンテージ ・ シャツを買っていますね。

ゲームは昔は良くやっていましたね。 最近はあまりやら
なくなってしまったんですけど、 ちょっと前に知恵の輪をた
くさん買って、 知恵の輪にハマりたいなって思ったんです。
だけど、僕は知恵の輪のセンスがないなあって思ったんで、
その後ジグソー ・ パズルを買って、 それは凄く面白くてハ
マりました。 ディズニーのラプンツェルのパズルで、 幻想
的な風景の 1000 ピースのやつです。 こんなの出来る訳
ないだろう…、 でも頑張れば出来るっていう、 ちょうど良い
絶望感もあるんですよね （笑）。

♪ 髪形はその時々で変えていらっしゃいますが、 その時
の気分で決めているのですか？ 今後してみたい髪型は
ありますか？
ちょうど 2 年前くらいにパーマをかけたんです。 パーマを
伸ばしていれば、 雰囲気が出るし、 ピアノを弾く時も映え
るので良いかなと思って伸ばしていたんですけど、 どこま
で伸ばしたら良いかわからなくなって （笑）。 それが去年の
12 月位で、 その後短く切ったんです。 今はわりと安定して
いる感がありますが、 もうかなり長いのでもう時期切るんで
すけど、 今後どうしようかはあまり考えていないですね。
♪ 将来子供が出来たら、 ミュージシャンやアーティストにさ
せたいと思いますか？
音楽は習わせるかなと思いますけど、 それをやった上で
どうするかは本人に任せるのかなと思います。 楽しんでく
れればいいなとは思いますね。

♪ 最近見たお勧めの映画はありますか？
「東京物語」 （小津安二郎監督） というかなり昔の映画
です。 何で見たかというと、 フランスの先生が凄く映画が
好きで、 その先生に 「シンプルに弾きなさい、 シンプルっ
て大事だから。 『Tokyo Story』 っていう映画を見ればシン
プルの大切さが分かるから」 って言われたんです。 セリフ
は棒読みっぽいし、何の工夫もされていないんじゃないかっ
て最初の 5 分位は思ってしまったんですけど、 けしてそん
なことはなくて、 ちゃんと考えられていて、 あの世界観に
惹かれましたね。
♪ ウィキペディアに好きな食べ物は、 ベビーカステラ、ゴー
ヤチャンプル、 チャーハン、 コーラと記載されていますが、
新たに増えた食べ物はありますか？

♪ 好きな女性のタイプについて聞かせて下さい。
ベビーカステラは間違いなく好きですね （笑）。 結構屋
それは難しい質問ですね…。 強いて言うのであれば、 台の雰囲気が好きっていうのもありますけど。 ゴーヤチャ
自分の意思や考えをはっきり持っている人かな。 話してい ンプルとチャーハンは、 そのメニューがあるお店に行ったら
て楽しい人が良いですね。
必ず頼みます。 普通にお寿司とか焼肉も好きですけどね。
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最近は R-1 （ヨーグルト） にハマってます。 夜に飲むと良
いらしいって （笑）。

♪ 最近注目しているアーティストはいますか？

いろいろいますけど、 友達みたいな感じでも良いです
か？ ichika っていうギタリストで、 共演してみたいアーティ
ストにもなるんですけど、 めちゃくちゃ上手いんです。 ギ
坂本龍一さんみたいにですか？ 自分が芝居を出来ると ターって 1 台で成り立つことがあまりないと思うんですけ
は全く思わないんですけど、 まあ、 面白そうだなとは思い ど、 彼は凄過ぎて 1 台で成り立っちゃうんです。 もの凄い
ます。 でも、いろんなことをやってもあまり意味がないので、 個性があって、 テクニックは勿論のこと、 アーティストです
やる意味が本当にあると思ったらやりたいとは思います。 ね。 あとは、 SHOW-GO っていうヒューマン ・ ビートボク
ピアニスト役とかがたまたまあれば良いですけど、 機会が サーですね。 僕はヒューマン ・ ビートボクサーの上手い下
あればですかね。
手はそんなに詳しくないんですけど、 バリエーションが凄く
て、19 歳か 20 歳位でめちゃくちゃ若いんですけど、和のカッ
♪ コメント欄に 「いいね！」 をしていらっしゃいますが、 コ コ良さを前面に見せているというか、 その部分も含めてカッ
メントは結構ご覧になっていいますか？ またエゴサーチは コ良くて、 今後どうなるのかなって思いますね。 彼とも何ら
かの形でコラボ出来たら良いなって思います。
されますか？
♪ 俳優業はオファーがあればやってみたいですか？

YouTube のコメントは大体見ていると思います。 特に動
画を上げた直後は、 どんな反応が来るんだろうと気になっ
てしまうものなので。 エゴサーチはたまにしますね。 否定
的なコメントは本当にたまにしか見かけないので有難いな
と思いますね。

そうですね。 最近は知り合いもいて、 聴くことはあります
ね。 アカペラっていうと、 ジェイコブ ・ コリアーの動画はヤ
バイなって思います。

♪ ファンの方をどのように思っていらっしゃいますか？

♪ 将来の夢について聞かせて下さい。

本当に嬉しいです。 動画を上げたら、 直ぐにフィードバッ
クを貰えるというのは、 音楽活動をやる上でも凄く貴重だと
思います。 自分が思っていない側面だったり、 自分がこう
いう風に考えて、 それをわかってくれたり、 こだわりポイン
トをわかってくれたっていう嬉しさはありますね。 自分が予
想していない発見とか、 感動してくれる場合もあって、 あ
～なるほど、 そういう見方もあるんだなって思ったり、 その
コメントの良いところをまた次に生かせば良いですし、 本当
に有難いですね。

遠い将来はオーケストラをまたやりたいですね。 そういう
曲を書きたいとういうか、自分のピアノの表現と特徴として、
弦楽器とかオーケストラと共演してみたいというのはありま
す。コンチェルトみたいなものですね。あと、シンセサイザー
を取り入れたいと思って、 数ヶ月前に買ったんです。 未だ
に上達していないので、 シンセはあまり向いていないのか
もしれないですけど、 一度使えたら良いなと思っています。

♪ アカペラは結構注目されているのですか？

♪最後に 「The Walker's」 読者とファンにメッセージをお
願いします。

♪ 共演してみたいアーティストはいますか？
これからも常に新しい試みをしていけたらと思っています
上原ひろみさんは出来るなら一度共演してみたいですね。 ので、 ぜひアルバムを聴いたり、 YouTube を見たりしてく
それと、 ティグラン ・ ハマシアンというピアニスト。 生で見 れたら嬉しいです！ ありがとうございました。
たことはないんですけど、 いつか共演もしてみたいですね。
彼はジャズ ・ ピアニストなんですけど、 クラシックの誇りを
感じるんです。 あとは、アノマリーっていうピアニストですね。

【角野隼斗オフィシャルサイト】
https://hayatosum.com

1st. フルアルバム
『HAYATOSM』
2020/12/23 （水） 発売
2020/12/11 （金） 配信開始
【初回盤 （em-0007）】
¥3,000 （税込）
CD ＋ボーナストラック 1 曲収録
＋ 3 面デジパック
16P ブックレット
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