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1986年香川県高松市生まれ。 ベルギーと日本を拠点に活動するフルート奏者。 大阪大学外国語学部

を中退し単身渡米。 ニューヨーク州立大学音楽学部卒業後ベルギーに移り、 アントワープ王立音楽院

修士課程、 ゲント王立音楽院上級修士課程を修了。 ブリュッセル ・ フィルハーモニックなどで研鑽を積

んだ後、 古楽の世界に転身。 ラ ・ プティット ・ バンドなど欧州を代表する古楽団体に多く参加し欧州各

地で演奏する他、アントワープ王立音楽院音楽図書館にて研究員として勤務。 ベルギーの B’Rock オー

ケストラの日本ツアーのソリストに抜擢される。 2020年のコロナ禍では 「デリバリー古楽」 をプロデュー

スし、国内外のメディアに多く取り上げられた。2017年より「たかまつ国際古楽音楽祭」の総合プロデュー

サーを 4年間務めた後、 現在は芸術監督として同音楽祭に携わる。 ニューヨークでは秋吉敏子さんに

お世話になるなど、 ジャズとの接点もある大注目の若きフルート奏者、 柴田俊幸に語ってもらった。

【2021年 8月 取材 ・文 ：加瀬正之／取材協力 ： たかまつ国際古楽祭、 久保愛子】
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★音楽とフルートとの出会いについて聞かせて下さい。

　 母親が子供たちにピアノを教えていたので、 生まれる前
からずっと音楽を聴いて育ちました。

　 フルートは昔、 母親が趣味で吹いていたらしいのですが、
金属アレルギーになってしまい、 吹けなくなったんです。

　 その楽器を押し入れの中で見つけ、 吹いてみると簡単に
音が出たことが、 演奏を始めるきっかけになりました。 ヤマ
ハの音楽教室に興味本位でレッスンには通いましたが、 小
学校は野球部、 中学校はバスケ部に所属し、 当時は音楽
家になろうとは思っていませんでした。

★フルートの魅力はどのようなところですか？

　 楽器は自分の音楽を表現するつために使うツール （道
具） ですので、 その楽器で演奏できるレパートリーに魅力
を感じます。

　 そういうことを考えると、 フルートレパートリーの最大の
魅力はバッハでしょうか。 クラシック音楽家だけでなくジャ
ズやポップスの人たちもバッハを取り上げるなど、 音楽家
たちの 「交差点」 として音楽界に強い影響を与えています。

　 そんなバッハが好きな自分だからこそ、 古楽に傾倒して
行ったのはごく自然なことだったのかもしれません。

★古楽の魅力とは？

　 古楽を聴いたことがなくても不思議と懐かしく感じる、 そ
んな不思議な音楽です。 例えば古民家に住んだことがなく
ても、 何故か懐かしく感じたことはありませんか？　自分自
身が古楽に出会った時も同じような感覚を覚えました。

　 また、 楽器はシンプルに可愛く興味深いのです。 博物
館に飾ってあるはずの歴史的楽器を 21世紀に生きる音楽
家たちが演奏する、 それは過去の作曲家たちが残してくれ
た産物を現代に蘇らせるー我々は観客の皆様をタイムトラ
ベルさせる、 案内役なのです。

★ベルギーを拠点に活動されていますが、 ベルギーでの
生活、 ベルギーの音楽シーンはいかがですか？

　 ベルギーはヨーロッパの中心に位置し、 移動がしやすい
こともありますが、 ヨーロッパのフリーランサーは仕事があ
ればどこにでも飛んでいきます。そのため、拠点がベルギー
とはいえ、演奏活動は国外の方が多いです。 特に、ブリュッ
セルのような都市はコスモポリタンで色々な文化に出会う

柴田俊幸

Special Interview

【Toshiyuki Shibata】

© Ayane Shindo

国境とジャンルを超えて活躍する大注目の若きフルート奏者！
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ことができて刺激的です。

　 古楽から現代音楽、 ジャズやテクノ、 あとフォークなども
盛んで、 クロスオーバーなども盛んに行われています。 あ
る意味、 固定観念を揉み解してくれる、 そんな場所です。

　 ちなみに、 今年の夏から拠点の半分を故郷の香川県高
松市に移して、 仕事があるときに香川から東京やヨーロッ
パに出稼ぎ、 というスタイルで暮らしていく予定です。

★ 2020年以降のコロナ禍では、 芸術の灯火を消さない
ために 「デリバリー古楽」 をプロデュースされていますが、
「デリバリー古楽」 について聞かせて下さい。

　 演奏家がみなさんのお宅訪問し、1対 1の演奏会を開く、
そんな 「デリバリー古楽」 を去年のコロナ禍で行いました。
「芸術は不要不急か？」 ということが色々な場面で問いか
けられていましたが、 絶対に必要なものだ ということを訴
えたく、 企画しました。

　 コンサートホールも閉まりオンライン配信などが溢れる
中、 どうしても生音を聴きたいというニーズも高く、 多くの
方から問い合わせをいただきました。 多くの国内外メディ
アに取り上げていただくだけでなく、 東京藝術大学大学院
生の論文のテーマになったり、 一橋大学大学院言語社会
研究科 小岩信治研究室より第 9回四十雀賞をいただくな
ど、 思いもよらぬ反響がありました。

★ 2017年より 「たかまつ国際古楽音楽祭」 の総合プロ
デューサーを４年間務められた後、 現在は芸術監督として
同音楽祭に携わっていますが、 どのような音楽祭なのです
か？

　 たかまつ国際古楽祭は、 クラシックの大きなジャンルで
ある古楽を高松 ・ 瀬戸内の皆さんに紹介し、 ヨーロッパの
一流演奏家との文化交流を目指して、 自分の故郷である
香川県高松市で始まりました。 高松の学生たちと共演をし
たり、 コンサートの舞台上に高松の名産である盆栽をディ
スプレイするなど、文化や伝統とのコラボを目指しています。

　 ヨーロッパでは成功している音楽家たちが、 自分の故郷
で小さい音楽祭を主催することは珍しいことではありませ
ん。 そのことから、私が 2017年に 「たかまつ国際古楽祭」
を立ち上げたのもごく自然な感覚でした。 この音楽祭では
「古楽」というメディアを架け橋にして、高松と世界をつなぐ、
そんな夢を抱いています。 今後は子供達へのアウトリーチ
などに力を入れていくつもりです。

★ニューヨーク州立大学音楽学部を卒業されましたが、
ニューヨークでの生活はいかがでしたか？

　 マンハッタンで受けた刺激が今の自分を形成していると
言っても過言ではありません。 自分がいた頃はリーマン
ショック後で比較的元気がない時、 と言われていましたが、
街が放つエネルギーは凄まじく、 トゲトゲしたアーティストが
街中に沢山いました。 一方で、 光を放つ分、 社会の大きな
闇も存在し、 世界の両極端をみることができる街です。 そし
て、 他のアーティストと同じように、 やはりたくさんの苦労が
ありました。

　 パーチェスはウェストチェスター地区でしたので、 勉強に
集中できました。 ジャズが有名な学校で、 放課後は Jazz
科の先生や学生たちのセッションを聴きに行きました。ただ、
楽典の授業はみんな一緒に受けたので、 ベートーヴェンの
田園交響曲をジャズのコードで理解する、 という面白い試み
もあったりして （笑）　型にはまらない教育を受けました。 残
念だったのは Jazz は大好きだったものの、 トライしなかっ
たこと！あそこでやっておけば、 と今悔やんでいます。

　 卒業後、 マンハッタンに移り住みました。 仕事はスタジオ
録音やオーケストラのようなもの多く、 「明日来れる？」 と
いうのが普通。 スーパーサブのような存在にならないと、 街
のスピードに置いてけぼりにされるような感覚でした。

★ニューヨークではジャズ ・ピアニストの秋吉敏子さんにお
世話になったそうですが、 どのような出会いと交流がった
のですか？

　 秋吉敏子さん、 実は香川で演奏会をされており、 学生
時代に数回聴いたことがあります。 そのあと、 ある香川の
ジャズバンドから演奏予定の秋吉さんの楽譜をスキャンし
てきてほしい、 というお願いがありまして、 彼女のお家に
伺ったのが最初のご縁です。 それ以来仲良くなりまして、
年に何度かパーティーに呼んでくださるようになりました。
今でも覚えているのが、 秋吉さんのつくった 「ガチョウの
丸焼き」 です。 もちろん、 彼女の大好きなワインと一緒に
いただきました。

★秋吉さんの旦那さんのルー ・ タバキンさんはジャズ ・ フ
ルート奏者ですね。

　 ルーさんにも、本当にお世話になりました。 ジャズフルー
トというのを通り越して、 アーティストとしてどのように自分
の 「言語」 をつくっていけばいいのか、 彼からとても多く
のことを学びました。

　 ブリュッセルのジャズバー L'Archiducに何回かお越しだっ
たので、そこに聴きに行ったり、一度一緒に演奏もしました。

© Jens Compernolle   
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★ジャズ ・ ベーシストの中村恭士さんとも親交があるよう
ですが、 中村さんとはどのように出会ったのですか？

　 東日本大地震の直後、 ニューヨークで義援コンサートを
プロデュースした時に、 秋吉敏子さんにも参加していただ
きました。 その時に特別に組んだカルテットのベースで参
加していただきました。 今となっては日本を代表するベー
シストになられた中村さんとあのような形でご一緒できたの
は本当にご縁としか言いようがありません。

★柴田さんにとって 「ジャズ」 とはどのような音楽、 どの
ような存在ですか？

　 人と人との繋がりをものすごく大事にしているように思い
ます。 ジャズのもとでは、 みんな家族というスタンスでしょ
うか。 あと、 みんな “chill” という言葉をよく使いますよね。
リラックスしながら音楽を楽しむ、音楽に身を委ねる。 ちょっ
と僕がヨーロッパで体験してきた古楽のスタンスにすごく似
ています。 演奏しながらもリラックスできる。

★柴田さんの音楽や活動はクラシックの世界に入ると思い
ますが、海外活動が長い柴田さんから見て、日本のクラシッ
ク会や音楽シーンついて思うことはありますか？

　日本の音楽シーンでは、 長く学歴やコンクール歴が大事
にされていることから、 少し閉鎖的なイメージを持っていま
した。 実際に、日本で活動し始めて知ると、これはやっちゃ
ダメ、 あれもダメ、 という業界ルールにびっくりすることもあ
ります。 幸い、 僕の周りの音楽家の友人たちは楽しい人
ばかりで、 本当に恵まれた環境だと感じております。

　 唯一、 物足りないな、 と思うことは、 自分のやりたいこ
とをノンヴァーバルに伝達するのが苦手ということになるの
かな、 と。 特にその場で音楽を作るときの意思表示がどう
も、 という感じです。

　 人と文化や意見が違うことに慣れていない集団のためな
のでしょうか。 音楽を作る上での議論もそこまでしないよう
な気がします。 アイヌ民族や琉球民族がいるとはいえ、 日
本ではほとんどが日本人。 違う言語も喋ることもなければ、
見た目もほぼ同じ。 固定観念に疑問を抱くことを得意とし
ていない、 もしくはタブー視する人々の集団なのかな、 と
思うこともあります。

★ 『Sonatas for Flute & Continuo』 という作品を発表さ
れていますが、 この作品について聞かせて下さい。

　 『Sonatas for Flute & Continuo』 は 2019年の 9月に
ベルギーの B’Rock オーケストラのソリストとして日本ツ
アーを行った際に、 発売した思い出の CD です。 共演した
バルト ・ ナーセンスは今やブリュッセル王立音楽院の先生
になり、 若気の至りを残した録音というか…ポジティブにい
えば自由奔放に演奏しています （笑）。

★ 2022年 1月にアンソニー ・ ロマニウクとの J.S. バッハ
のフルート作品集をリリース予定だそうですが、 どのような
作品になりそうですか？

　 クラシックは再現芸術であるとよく言われますが、 バロッ
クや古典時代に関しては即興というものがとても重要な時
代だったことは事実です。 バッハもモーツァルトも、ベートー
ヴェンも当時の即興の名手でした。

　 今回のアルバムではバッハの 「即興性」 にスポットライト
を当てて録音をしました。 予定調和の綺麗な演奏というより
かは Live 感を大事にした録り方、 特に少しやりすぎじゃな
いの、 と思われるぐらい装飾も入れてみました。 10年後に
は若気の至りだったな、 と思うかもしれません （笑）。 また、
フルートの無伴奏の曲に鍵盤楽器で伴奏をつけてみたり、
同じベースラインをループさせてその上で即興をする、 いわ
ゆるジャズの 「ビバップ」 を古楽器でやってみました。

　 ロマニウクは、 元々ジャズマンでその後クラシックのピア
ノをニューヨークで勉強し古楽をオランダで、 そしてロック
やテクノ、 現代音楽も演奏する引き出しの多いアーティスト
です。 鬼才パトリツィア ・ コパチンスカヤとも共演するなど
本当に世界トップクラスの音楽家、 そんな彼との化学反応
が CD になることが、 僕自身も楽しみです。

★ 2022年の他の大きな出来事はありますか？

　 2022年の 「東京 ・ 春 ・ 音楽祭」 でリサイタルをするこ
とになっています。 こちらも先程ご紹介したアンソニー ・ ロ
マニウクとの共演です。 ベルギーで受難説の仕事を終え
た後に日本に飛び演奏する予定です。

　 あと、 モーツァルトのフルート四重奏全集の CD も録音
予定で、 インプット、 アウトプットに追われる毎日になりそ
うです。

★ 2023年春には、作曲家の藤倉大さんとのコラボレーショ
ンを予定しているそうですが、 言える範囲でどのようなコラ
ボになるか聞かせて下さい。

　 詳細はまだ発表できないのですが、 古楽の可能性という
のを広げるという意味ではとても楽しみなプロジェクトです。
藤倉大さんとはブリュッセルの現代音楽祭 Ars Musica で
お会いしたのがご縁です。 その時は古楽が苦手だと言っ
ていたのですが （笑）。 藤倉さんご自身も、 とても大きな
挑戦になる、 とおっしゃっていました。 ぜひ期待してくださ
い！

★ジャンルに関わらず、 今後共演してみたいアーティスト
はいますか？

© Malou Van den Heuvel
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【柴田俊幸 オフィシャルサイト】

https://www.toshiyuki-shibata.com

"The emotion has awakened." 
Introducing the dark side of C. 
P. E. Bach's chamber music for 

flute and continuo.

Toshiyuki Shibata, traverso
Bart Naessens, harpsichord

『Sonatas for Flute & Continuo』
Carl Philipp Emanuel Bach

　 例えばですが、 坂本龍一さんとバッハでコラボなどして
みたいですね。 彼にチェンバロを弾いてもらうとか （笑）。
先ほども言いましたが、 バッハは当時の即興の達人でも
ありました。 彼に古楽器を弾いてもらえたりすると、 より多
くの人が古楽のよさに気づいてくれると思うんですよね。

　 あとは、 宮本亜門さんの演出でバロックオペラをやって
みたいです。 素晴らしい感性の持ち主ですよね。 彼の演
出のオペラを指揮できるように、 今から勉強を始めないと
（笑）。

★趣味は讃岐うどんづくりだそうですが、 故郷の香川 ・ 高
松愛を感じますね。

　 ソウルフードですね。 うどんと音楽、 どっちが好きです
か？と言われると困ります。

★柴田さんの将来の夢や目標は？

　 実は、 高校時代にベートーヴェンの第九を指揮したこと
がきっかけでクラシック音楽により興味を持つようになったの
で、 指揮は今からでも勉強したいと思っています。 特にドイ
ツ語圏の作品を多く取り組みたいので、 ひょっとしたら勉強
してドイツにもう一度留学しようかな、 と野望もあります。

★最後に、 「The Walker's」 読者とファンに向けてメッセー
ジをお願いします。

　 これからも細く長く芸術活動を続けていこうと思います。
このインタビューをきっかけに古楽に興味を持って貰えば
嬉しいです。機会があれば「たかまつ国際古楽祭」にふらっ
と寄っていただければ幸いです。

レコード芸術 19.11月号 輸入盤 CD
「今月の特選盤」 に選出！

【第 4回たかまつ国際古楽祭】
　2021年 9月 25日 （土）、 26日 （日）

　【出演】 柴田俊幸 （フラウト ・ トラヴェルソ）、 スガダイロー （ジャズピアノ）

　　　　　　 カニササレアヤコ （雅楽芸人）、 鈴木大介 （ギター） ほか

　公演詳細は公式ホームページにてご確認ください。 https://mafestivaltakamatsu.com/

© Chakky Kato 


