
京都大学人文科学研究所共同研究実績・活動報告書 

（ 5 年計画の 5 年目） 

 
1. 研究課題  
「ヴァードゥーラ・シュラウタスートラ」研究  
A Study of the Vādhūla Śrautasūtra  
 
2. 研究代表者氏名  
藤井 正人  
Fujii, Masato  
 
3. 研究期間  
2015 年 04 月 - 2020 年 03 月 (5 年度目)  
 
4. 研究目的  

本研究の中心は、井狩が南インド・ケーララ州で入手したヴェーダ文献関係伝承写本群のう

ち、ヤジュル・ヴェーダ所属の祭式古学派ヴァードゥーラ派の主要祭式文献の研究である。従

来、同派文献は欠陥の多い二次写本のみを用いて研究が試みられて来たが、本写本群の発

見によりほぼその全容が知られ、研究は新しい段階に入っている。学界から要請されてきた同

派主要文献の全体の公刊に向けて準備が進められている。 本研究期間においては、ヴェー

ダ・シュラウタ祭式体系の中核をなすふたつの重要祭式をヴァードゥーラ派の伝承に焦点をあ

てて文献学的検討を行うことが課題である。具体的には、ヴェーダの最古文献リグ・ヴェーダ

以来、ヴェーダ祭式の中核に置かれた「ソーマ祭」と、ヴェーダ中期に展開した社会と文化の

改革再編を象徴する大規模な祭式「アグニチャヤナ祭」を扱う。共同研究では、祭式綱要書ヴ

ァードゥーラ・シュラウタスートラの当該部分のテクストの批判刊本の作成と注解付翻訳の作成

に向けて班員による会読を進める方式と当該祭式で扱われる主題の研究報告の方式のふた

つを併用して進める。最終成果としては、ヴァードゥーラ・シュラウタスートラの当該部分（第６−
７章、第８章）の批判刊本と詳細な訳注の刊行を予定している。  
 

The main purpose of this joint study is the examination of the ritual manuals of 
the Vādhūla school of the Yajurveda, whose original manuscripts were discovered 
by the coordinator of this joint study in the Kerala State of South India. The texts 
of the Vādhūla school had been taken up by the scholars with the secondary 
defective manuscripts only available back at the time. The discovery of the new 
original manuscripts has drastically changed the situation and we are now in a far 

95



better position to get almost the full picture of the original texts of this Vādhūla 
school. We have been preparing the editions of the fundamental texts of this school 
which have been requested by the scholars of Vedic philology. In this joint study, we 
proceed to take up the texts of two significant rituals of the Vedic Śrautasūtra, and 
conduct comprehensive examinations of them. They are the rituals of the Soma 
(Agniṣṭoma) and the Construction of the Fire-altar (Agnicayana). The former is the 
central core of the entire Vedic ritual tradition starting from the Rig Veda, the 
oldest Vedic literature, and the latter represents the culmination of the history of 
Vedic culture, the reformation and restructure both social and cultural of the 
middle Vedic age. Our researches will be carried out by combining two types of 
studies: one is joint reading and examination of the manuscripts of the concerned 
portions of the Vādhūla Śrautasūtra (6th, 7th and 8th Chapters) by all the 
members, and the other one consisting of the respective reports of important topics 
from the concerned rituals by the coordinator and the members. Our plan at the 
end of the joint study is to publish a critical edition and an annotated English 
translation of the three chapters of the Vādhūla Śrautasūtra.  
 
5. 本年度の研究実施状況  

本年度の研究実施状況【日】 ヴァードゥーラ・シュラウタスートラの第８章（アグニチャヤナ

祭）を研究対象にして、井狩（班長）が校訂テキストと訳注を作成し、研究会で報告するととも

に、参加者全員によって検討を行った。昨年度と同様に、テキストの会読を中心に、補説的な

研究を混ぜながら共同研究を進めた。 
 
6. 研究成果の概要 
最終報告書に記載 
 
7. 本年度の研究実施内容  
2019-05-17  Vadhula Srautasutra 8 Prapathaka: Contents Survey 発表者 井狩 

彌介  
2019-06-14  Carrying forth of Agni (agnipraharana) and oblations 8.48.1-50.10 発

表者 井狩 彌介  
2019-07-12  Carrying forth of Agni (agnipraharana) and oblations 8.48.1-50.7 発

表者 井狩 彌介  
2019-09-27  Carrying forth of Agni (agnipraharana) and oblations 8.48.1-50.29 発

表者 井狩 彌介  
2019-10-25  Vasordhara 8.50.30-8.51.1 発表者 井狩 彌介  
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2019-11-22  Vajaprasaviya-homas etc. 8.51.2-27 発表者 井狩 彌介  
2019-12-20  Vadhula Srautasutra と Agnicayana 祭式（総括１） 発表者 井狩 彌介

8. 共同研究会に関連した公表実績

9. 研究班員

所内

藤井 正人、井狩 彌介

学内

横地 優子（文学研究科)、天野 恭子（白眉センター)、八木 綾子（文学研究科・非常勤講

師)、高橋 健二（文学研究科・博士後期課程)、趙 世弘（文学研究科・博士後期課程) 
学外

伊澤 敦子（国際仏教学大学院大学・図書館職員）、永ノ尾 信悟（東京大学・名誉教授）、大

島 智靖（東京大学・研究員）、尾園 絢一（東北大学・専門研究員）、梶原 三恵子（東京大

学）、川村 悠人（日本学術振興会海外特別研究員）、小林 正人（東京大学）、柴崎 麻穂（中

村元東方研究所・専任研究員）、手嶋 英貴（京都文教大学）、堂山 英次郎（大阪大学）、名

和 隆乾（大阪大学）、西村 直子（東北大学・非常勤講師）、山田 智輝（大阪大学・研究員）

10. 共同利用・共同研究の参加状況

なし

11. 本年度 共同利用・共同研究を活用して発表された論文数

なし

12. 費目の 30%を超える大幅な変更があった場合の変更理由

なし

13. 次年度の研究実施計画

なし

14.次年度の経費

なし

15. 研究成果公表計画および今後の展開等

なし
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