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デュエ ッ ト、それは間違 いな く要求の多い室内楽の形であ り、それは相互の信頼や 自信に裏打ちされた暗黙の了解 と個人 の技量が確立 されて
いないと成 し得ないものであるが、 2人 の友情 と技術 はデュエ ッ トという音楽形態をいとも簡単 に、そ して魅力的に奏でることができる。ク
ラシックの確固たるフォーメーシ ョンを多数経験 した 2人 は、スタイルを熟知 し楽器の素材をさらに追求する事で、力強 くもかつエ レガン ト
な音楽 を表現する。 フランス国内はもとよ り、 ヨーロッパ全土そ してアメ リカ大陸でもコンサー トの成功を収めたデュオが ここに。2005年 に
結成t現 在 までに 2枚 のCDを 収録。
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12歳 よ リト回ワ国立音楽院でパスカル
デュボー氏のクラスで打楽器を始める。 16
歳時同音楽院を首席卒業。18歳 時にパ リ国
立高等音楽院に入学、ジャック・ ドゥレク
リューズ氏のクラスにて研鑽を積む。21歳
で同音楽院を審査員称賛付き満場一致主席
卒業。23歳 の時フナペ ックコンクールにて
優勝、26歳 よリモンペ リエ国立音楽院の教
授就任現在に至る。27歳 時にクラマール国
際打楽器 コンクールにて優勝、29歳 時にク
レル モ ンフェラン国際 ビブラフォンコン
クール にて準優 勝。若 くして、ブー レー
ズ、エ ッシェンバ ッ八、イエルヴィ、クレイ
ヴイン率いるパ リ国立管 3̲● 楽団、パ リオペ

7歳 よリサンティテイエ ンヌ国立音楽院に
て打楽器を始める。15歳 で主席卒業その後
サンティティエ ンヌ国立大学にて数学、化
学、物理を学び学位 を取得。並行 して音楽
を学び続け、20歳 時パ リ国立高等音楽院に
入学、ジャック・ ドゥレク リューズ氏のク
ラスにて研鑽を積む。24歳 の時にユー ス、
グスタフマーラーオーケス トラツアーに参
加 、 25歳 同音楽 院 を首席 で卒業。翌年、
ミュンヘ ン国際音楽 コンクールにてファイ
ナ リス ト、さらに翌年、パ リ国立高等音楽

ラ座管弦楽団、 リヨン国立管弦楽団、フラ

ンス放送響など■流オーケストラにてパーカッション、ティンパニ奏者として
演奏、国内外のツアーに参加。2007年 ‑2011年 フランス打楽器協会会長を
務める。2000年 ‐2011年 ラティニュスブラスバンドにて指揮者として活躍。
1996年 から現在も毎年夏に行われる打楽器、金管合宿 《
EpgvJ》 の音楽監督
として就任 2005年 よリミシェル・ベ ッケ率いる卜ロンボーンアンサンブル
OCTOBONEの l Stパ ーカッショニストとしてCD2枚 を収録。フランス国内は
もとより、欧州をはじめとしてカナダ、ベネズエラなどでもマスタークラスや
演奏会、国際コンクールの審査員として活躍。コンチェル ト委託作品は3曲 、
エ リック・サミュット「Saing for Phし 、ディディ
全て出版化されている。 【
エ・ベネテイ「R9,urgenCeJ、 マーク・リス「THp sicks」 】ヤマ八 (マ リン
バ、ビブラフォン)ヽ セイビアン (シ ンバル ラクロワスティック (マ レッ
ト)プ レイヤー6
)、

̀̀R,11‑プ

院の大学院を首席で卒業する。同年よリパ リオペ ラ座管弦楽団打楽器 ソリス
トとして就任現在に至る。国内の一流オーケス トラと共演を重ね、さらにいく
つもの音楽院の教授を兼任 し、若手の指導 にも力を入れている。審査員 とし
てもパ リ国立高等音楽院を始め招待を受 けている。 1996年 から現在も毎年
夏に行われる打楽器、金管合宿 《Epsiva》 の音楽監督 として就任。その他、

2007年 からはパ リオペ ラ座主席ヴァイオ リン奏者のエ リック・ラクル ットと
Duo Contrastesを 結成、CDを 1枚 収録。ヤマ八
(シ

ンバル)、 ラクロワスティック

(マ

(マ

リンバ)、 セイビアン

レット)プ レイヤー。

ロフィ̲ル

日本を代表するプレイヤーとして活躍する三上亮と金子鈴太郎が2010年 に結成 したデュオ。 トウキョウ・モーツァル トプレイヤーズやサイ ト
ウ ,キ ネン ￨ォ ■ケス トラなどでも共演する 2人 が、ヴァイオ リンとチェ回のみという異色のコンビネーションだが、その独特な選曲と輝か
しい音色で聴衆を彼らの世界に引き込む。クラシック界の中心で活動する中、 2ヶ 月で全国30公 演を行うほど精力的に活動 し、その音楽は各
地で賞1賛 され続けている。
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東京芸術大学音楽学部首席卒業後、アメリ
カ南メソディス ト大学メ ドウズ音楽院、回―
ザ ンヌ高等音楽院、メニ ューイン国際音楽
アカデミーで研鑽を積む。景山誠治、エ ドウ
アル ド シュミーダー、ピエール アモイヤ
ル、アル ベ ル ト リジー諸氏 に師事。安宅
賞、日本音楽 コンクール第 2位 、ブリテン国
際ヴアイオ リンコンクール特別賞、フォー
ヴァルスカラシップ ス トラディヴアリウス
コンクール第 2位 など受賞。2013年 、オー
ス トリアの巨匠ピアニス ト、ィェルク デー
ムス氏 と東京王子ホールでデュオ リサイタ
ルを開催 し好評を博 した。その他、NHK― E
テレ「らららクラシック」やNHK FM「 気ま
まにクラシック」などにも出演。札幌交響楽
団コンサー トマスター、東京芸術大学非常勤講師、日本音楽 コンクール審査員
など歴任。現在サンアゼ リア フィル八―モニカのコンサー トマスターや トウ
キョウ 。モーツアル トプレイヤーズのコンサー トマスターを務める他、サイ ト
ウ キネン・オTケ ス トラ、ヴィルタスクヮルテットのメンバーとしても活躍。
これまでに 「ツイガーヌ」「奏」など4枚 のCDを リリース。公式ウェブサイ ト
httpソ /ryomikamicom
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桐朋学園ソ リス ト・ ディプロマコースを経
て、八 ンガ リー国立 リス ト音楽院に学ぶ。
コンセール マロニエ、国際ブラームス ・
コンクール、カル ロ ソリヴア室内楽 コン
クールなど、国内外の数々の国際コンクー
ルで優勝、入賞。イタ リア キジアーナ音
楽祭 にて、名誉デ ィプロマを受賞。 2004
年松方ホ ール音楽賞大賞受賞。2008年
月のバ ッ八 :無 伴奏チェロ組曲全曲演奏会
が高 く評価 され、音楽ク リティック クラ
ブ奨励賞を受賞。バ ロックから現代曲まで
の幅広 いしパー トリーを演奏 し、 これまで
に日本や八ンガ リー、オース トリアにおい
て数々の世界初演をお こなう。2001年 八
ンガ リーで現代音楽グループ・shyra"を 結
〜
2003年
2008年
成。
大阪交響楽団特別首席チェロ奏者。現在は トウキ ョ
ウ 。モーツ アル トプ レーヤーズ首席、 Super Trio 3℃ 、 ZAZA quartet、
Quartet MARK、 長岡京室内アンサンブル 各 メンバーの他、サイ トウ 。キ
ネン・オーケス トラ、ジャパン・ヴィル トゥオーゾ・シンフォニーオーケス
トラ等で活躍中。公式ウェブサイ ト httpブ /‖ ntar0 0n ne fr/
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