
お経×即興演奏	 四人四色の音絵巻	 

「お経」と「即興演奏」との出会いで、突如現れた未知なる世界へ、、、。	 

京の都の不思議な森に、しばし迷い込んでください。	 

山下洋輔(p)／日野皓正(tp)／安達久美(g)／岡本博文(g) 

読経：木村龍弘	 川原一修	 木村宗弘	 木村恵順	 木村香雲 
 
【アルバム概要】 
	 京都で、お経と即興演奏を繰り広げた作品がリリースされる。山下洋輔(p)・日野皓正(tp)・安達久美(g)・
岡本博文(g)という日本を代表するアーティスト達により、お経と音楽が一体となった。混沌とする昨今の	 
社会情勢の中、癒しを求めて神社仏閣や仏像等がブームになっている。深い安らぎの力を持ったお経と、	 	 

スリリングなアーティスト達の即興演奏がブレンドされ、かつて経験したことの無い広大な空間に包み	 	 

込まれるだろう。ジャンルや世代を超えて聴いて欲しい一枚。 

 
 

 

＜タイトル＞	 	 「慈愛LOVE」	 

＜アーティスト＞	 	 山下洋輔(p)／日野皓正(tp)／安達久美(g)／岡本博文(g)	 

＜読経＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 木村龍弘	 川原一修	 木村宗弘	 木村恵順	 木村香雲	 

＜品番＞	 	 	 	 	 XQCJ-1005	 

＜価格＞	 	 	 	 	 税込価格￥2500（税抜価格\2381）	 

＜発売日＞	 	 	 	 2010年10月6日	 

＜発売元＞	 	 （株）ラグインターナショナルミュージック	 

＜販売元＞	 	 バウンディ株式会社	 

	 

＜制作＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （株）ラグインターナショナルミュージック	 

〒604-8005	 京都市中京区河原町三条上ル恵比須町534-25ラグビル２Ｆ	 

tel:075-255-7273	 e-mail:	 info@ragnet.co.jp	 	 	 	 

web:	 http://www.ragnet.co.jp/	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 宣伝販促：福本達生	 fukumoto_tatsuo@ragnet.co.jp 



京都から、未知なる世界へ・・・ 

 
 

このアルバムは、 
いにしえの都	 京都を舞台に、 

千年以上の時を超えて読み継がれてきた「お経」を経糸（たていと）に、 
読経にインスピレーションを得て現代の感性で紡ぎだされた「音楽」を緯糸（よこいと）に、 

全身全霊を注いで織り上げた古今音絵巻です。 

 
「お経」の「経」は「経糸」のことで、「不変の真理」を述べたものです。 
その響きには調和のとれた波動がもたらす、深い癒しの力があります。 

信仰の有無に関わらず仏教は日本文化や生活に根づいていて、読経を耳にするとき 
私たち日本人のDNAはなにかしらの刺激を受けます。 

 
このお経の響きに日本を代表するアーティストたちが向き合いました。 

 
緯糸となる彼らの「即興演奏」は、今、この瞬間を鋭く切り取ったもの。 
二度と同じ繰り返しのない時間の流れを体現している「瞬間芸術」です。 

 
「お経」と「即興演奏」との出会いで、突如現れた未知なる世界へ、、、。 

 
どうぞ京のみやこの不思議な森にしばし迷い込んでください。 

 
 
河上ひかる（プロデューサー） 

（株）ラグインターナショナルミュージック 
じわりん工房代表 

 
 
 

「“慈しみの愛”とは何か」を、その生き方や作品を通じて教えてくれた「録音芸術の巨匠」 
故デイヴィッド・ベイカー氏と、キョウコ夫人にこのアルバムを捧げます。 
本作品は、特定の宗教宗派の宗教的活動を意図したものではありません。 
デイヴィッド・ベイカー夫妻の日本の友人たちが試みた実験的創作です。 



 
＜企画趣旨＞ 
 
 

読経と即興演奏が織りなす未知なる世界読経と即興演奏が織りなす未知なる世界  

 
千年以上の時を超えて読み継がれてきた読経には、調和の取れた波動がもた

らす深い癒しの力があります。その読経の響きにインスピレーションを得たア

ーティストたちが四人四様、即興で紡ぎだした魂の音楽の記録です。  
 
 

今はなき録音芸術の巨匠に捧げた、異色の実験的作品今はなき録音芸術の巨匠に捧げた、異色の実験的作品  

 
僧侶、アーティスト、制作者の縁を繋いだのは、世界的レコーディングエン

ジニア・プロデューサーだった故デイヴィッド･ベイカー氏と、キョウコ夫人。 
生涯 2000 回以上のレコーディング経歴をもつ、グラミー賞受賞エンジニアで
あり、いつも新しい魅力的な音を追い求めていた氏にむけて、日本の友人たち

が試みた音楽実験です。  
 
 

豪華アーティストたちによるコンピレーションアルバム豪華アーティストたちによるコンピレーションアルバム  

 
日本を代表するアーティストたちが、それぞれ全身全霊で「読経」に向かい

あいました。世界が認める唯一無二のオリジナリティを持った彼らをひきつけ

た読経の魅力とは？  
 
 

京都発信京都発信  

 
京都で生まれたアイデア。京都で録られた音。京都で描かれた絵画。このア

ルバムは、暮らしのすぐそばにお寺のある街「京都」の創造的なエナジーをふ

んだんに吸収して出来上がったアルバムです。  
 
 



慈愛慈愛 LOVELOVE	 ＜曲目＞	 

1	 序	 “jo”	 	 	 	 	 	 	 /	 森の音＋マーティ・ブレイシー	 (ガンクドラム)	 (1:00)	 

2	 	 鳴	 “mei”	 	 	 	 	 /	 山下洋輔	 (p)(03:12)	 

3	 	 忠	 “magokoro”	 /	 日野皓正	 川原一修	 木村宗弘（法螺貝）	 (03:04)	 

4	 	 祈	 “inori”	 	 	 	 /	 安達久美	 (g)	 (02:23)	 	 

5 	 	 	 	 	 抱	 “hou”	 	 	 	 	 /	 山下洋輔	 (p)	 (06:28)	 

6 	 	 蓮	 “hasu”	 	 	 	 	 /	 岡本博文	 (g)	 (03:30)	 

7 	 	 	 	 	 信	 “makoto”	 	 /	 日野皓正	 (tp)	 川原一修（法螺貝）(08:08)	 

8	 桜	 “sakura”	 	 	 /	 岡本博文	 (g)	 (03:19)	 

9 	 	 	 	 	 道	 “michi”	 	 	 	 /	 安達久美	 (g)	 (03:30)	 

10	 矢	 “chikai”	 	 	 /	 日野皓正(tp)	 (10:13)	 

11	 輪	 “rin”	 	 	 	 	 /	 山下洋輔(p)	 (06:56)	 

	 

＜読経＞	 木村龍弘	 川原一修	 木村宗弘	 木村恵順	 木村香雲	 

＜制作＞	 河上ひかる 
＜解説＞	 藤岡靖洋	 （ジョン・コルトレーン研究家） 
＜絵画＞	 木村英輝	  
 

＜参加アーティストコメント＞＜参加アーティストコメント＞	 	 （ライナーノーツより抜粋）（ライナーノーツより抜粋）   

山下洋輔	 (p)	 
「お釈迦様の掌の中で、存分に遊ばせてもらいました。・・・	 	 	 

読経は吸引力があるので、何処まで行ってもまた掌に戻って来る	 

心地がしました。」	 

日野皓正	 (tp)	 
「この旅に出る前に、一曲バラードを作ったんだ。	 

でも、作為が見えては良くないので、無の境地。自然に溶け込める
ものならそれが出てくるかもしれない」	 

	 

安達久美	 (g)	 
「お経を曲にしようとしてみたんです。でも、お経は曲にはなり

ませんでした。･･･読経の呼吸に合わせて音を出してみたら、自然

に同化していけました。」	 

岡本博文	 (g)	 
「お経と共演している“瞬間、瞬間にエクスタシーを感じる	 	 

ほどまでにならないと作品としてなりたたない”と考えて、そこに

意識を集中しました。」	 

	 

	 

	 

	 

	 



＜聴きどころ＞	 

 
山下洋輔作品・・・	 

「５．抱」と「１１．輪」は、同じお経に向かって演奏された TAKE1 と TAKE2。	 

それぞれに広がる、まったく異なる世界をご堪能ください。	 

ドイツの名器、グロトリアンの響きもお楽しみください。	 

	 

日野皓正作品・・・	 

お寺のお堂での一発勝負のライブレコーディング。お堂に漂う張り詰めた	 

空気を感じてください。	 

「７．信」は、多くの宗派で読み親しまれているお経との共演。日野氏自身

も暗誦できるというこのお経をリスナーの皆様も読みながら聴くと、共演体験

ができます。	 

法螺貝による演奏は、レコーディング当日突然やることに。「最初と終わりを

風で。」という以外にまったく何の打合せもないまま、録音が始まりました。	 

	 

安達久美作品・・・	 

「４．祈」は、唯一母子の尼僧と安達氏による、女性だけで作った作品。	 	 	 

醸し出される空気の違いをお楽しみください。	 

	 

岡本博文作品・・・	 

「地中海の石造りの町に響く竪琴のようだ。ギターも先祖がえりしたのか。」

とある僧侶に言わしめた、岡本氏のガットギター。	 

お経と向き合った長い旅の果てに生まれた弦の調べです。	 

	 

RRRAAAGGG	 	 	 CCCSSSRRR	 	 	 PPPRRROOOJJJEEECCCTTT	 	 	 

「「「音音音楽楽楽がががででできききるるるこここととと。。。RRRAAAGGG にににででできききるるるこここととと。。。」」」	 	 	 

	 

RAG は音楽の力を信じて、	 

音楽で人と人がつながりあえる	 

幸せな社会の創造を目指しています。	 	 

このアルバムで得られた利益は、	 

｢音楽・芸術を日本から世界へ発信する	 

活動｣や「音楽で社会に貢献する活動」に	 	 	 	 	 

使われます。	 

	 

	 

	 

	 

	 



参加アーティスト	 プロフィール 
 

山下洋輔 / Yosuke Yamashita（p）	  

1942 年東京生まれ。1969 年、山下洋輔トリオを結成、フリー・フォームのエネルギッシュな	 	 	 
演奏でジャズ界に大きな衝撃を与える。国内外のジャズ・アーティストとはもとより、和太鼓や

シンフォニー・オーケストラなど異ジャンルとも意欲的に共演する。2008 年、「ピアノ協奏曲	 	 
第 3 番<エクスプローラー>」を発表、CD 化。「山下洋輔ニューヨーク・トリオ」結成 20 周年	 	 	 
記念アルバム『トリプル・キャッツ』をリリース。多数の著書を持つエッセイストとしても	 	 	 

知られる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://www.jamrice.co.jp/yosuke/ 
 

日野皓正 / Terumasa Hino（tp） 

1942年東京生まれ。９歳よりトランペットをはじめ、13歳の頃にはダンスバンドで活動を始め
る。1967 年初リーダーアルバムをリリース以降、マスコミに”ヒノテル・ブーム”と騒がれる
ほどの注目を集める。1975 年より活動拠点をニューヨークに移し、数多くのジャズミュージシ
ャンと活動。1989 年ブルーノートレーベルと日本人初の契約。近年は公演の他、絵画や後進の
指導など各方面で活躍。唯一無二のオリジナリティと芸術性の高さを誇る日本を代表する国際的

アーティストである。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://www.terumasa.com/index2.html 
 

安達久美 / Kumi Adachi（g） 

大阪府出身。 11才でギターをはじめ、19才でL.A.の音楽学校に留学。 
2007年、則竹裕之(ds)とのユニット「club PANGAEA」（クラブパンゲア）で1stアルバム「Little 
Wing」を発表。パワフルでブルージーなプレイ・スタイル＆グルーヴ・フィーリング溢れる	 	 	 
オリジナルで、デビューわずかで音楽シーンに旋風を巻き起こす。2008年2nd「WINNERS!」、
2009年3rd「L.G.B」～Lady Guitar Blues～を発表。マイケル・ジャクソンDVD「THIS IS IT」
出演のオリアンティ（g）と共に世界で２人しかいない「ポールリードスミス」の女性モニター。 

http://www.ragnet.co.jp/artist_adachi.html 
 

岡本博文 / Hirofumi Okamoto (g) 

1960 年広島生まれ。京都在住。ジャズ＆フュージョンギタリストを原点にしながらも、その活
動は多彩を極める。代表作にアコースティックを全面に押し出した村上ポンタ秀一（ds）プロデ
ュースの『Jawango』、エレクトリックを中心にした自己のバンド「Okamoto Island」を率いた
『Grand Blue』がある。 
2008 年には、赤木りえ（フルート）のプエルトリコツアーに参加。本格的なラテンのリズム感
覚には定評がある。また、タンゴを伴奏出来るギタリストとしても日本では貴重な存在である。 

http://www.hirofumiokamoto.com/ 


