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西村 直子  Naoko Nishimura 
 

研究業績一覧 

 

[1] 博士論文 

  「放牧と敷き草刈り －Yajurveda-Saṁhitā冒頭のmantra集成とそのbrāhmaṇaの研究－」  

東北大学 2002年 

 主査：後藤敏文教授； 副査：桜井宗信助教授（当時），鈴木岩弓教授，井狩彌介

京都大学人文科学研究所教授（当時），永ノ尾信悟東京大学東洋文化研究所教授 

 

[2] 発表論文 

 (1) 「律典の食物観－食蒜禁止規定を中心として－」 

 印度学宗教学会『論集』 第23号 pp.86－104.  1996年 

 

 (2) 「律蔵に見られる女性出家者の生活－式叉摩那を中心として－」 

 仏教思想学会『仏教学』 第40号 pp.109－131. 1999年 

 

 (3) 「Pāli聖典における乳加工関連の定型句について－Rājasūya祭のMitraとBhaspati

に対する献供との比較」 

 東北大学文学会『文化』 第64巻1･2号 pp.159－180.  2000年 

 

 (4) 「Yajurvedaのマントラg(h)oṣád asiをめぐって」 

 日本印度学仏教学会『印度学仏教学研究』第52巻1号, pp.474－479. 2003年 

 

 (5)  「放牧の無事を祈願するYajurvedaのマントラとgveda IV 28,7」 

 日本印度学仏教学会『印度学仏教学研究』第54巻, pp.883－889.  2006年 

 

 (6)  「月と神々の食物－Śatapatha-Brāhmaṇa I 6,4（新月祭の upavasatha）」 

  印度学宗教学会『論集』 第34号，pp.239－264，2007年 

 

 (7)  “The mantra g(h)oṣád asi in the Yajurveda” 

   Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 63, pp.109－119, 2003 年 [2009 年刊行] 

  

 (8) “Change of the theory about Soma’s circulation in the Śatapatha-Brāhmaṇa” 

    日本印度学仏教学会『印度学仏教学研究』第 57 巻，pp.1159－1155，2009 年 

 

 (9)  「ヴェーダ文献における胎児の発生と輪廻説」  

   印度学宗教学会『論集』 第 36 号，pp.69－93，2009 年 [2010 年刊行] 
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 (10) “āmíkṣā and payasy: Processing of fermented milk in ancient India” 

   日本印度学仏教学会『印度学仏教学研究』第 59 巻, pp.10－16, 2011 年   

 

   (11) 「ヴェーダ文献における発酵乳と Soma の神話－sāṃnāyya を中心として」 

    印度学宗教学会『論集』 第 37 号, pp.141－158, 2010 年 [2011 刊行]   

 

 (12) “úlba- and jaryu-: Foetal appendage in Veda” 

  Journal of Indological Studies 23, 印刷中  

 

 (13) “Vedic áti-pavi/pū” 

  日本印度学仏教学会『印度学仏教学研究』第 60 巻，印刷中 

 

[3] 著書 

  「放牧と敷き草刈り －Yajurveda-Saṁhitā冒頭のmantra集成とそのbrāhmaṇaの研究－」 

 東北大学出版会（350ページ） 2006年 

 （平成17年度科学研究費補助金，研究成果公開促進費による） 

 

[4] 口頭発表 

1996年5月 「律典の食物観」 

      第39回 印度学宗教学会学術大会 於・東北大学 

 

1998年6月 「律蔵に見られる女性出家者の生活－式叉摩那を中心として－」 

    第14回 仏教思想学会学術大会  於・東京大学 

 

2002年6月 「月と神々の食物－ŚB I 6,4（新月祭のUpavasatha）」 

    第45回 印度学宗教学会学術大会 於・東北芸術工科大学 

 

2003年9月 「Yajurvedaのマントラg(h)oṣád asiをめぐって」 

     第54回 日本印度学仏教学会学術大会 於・仏教大学 

 

2005年5月 「リグヴェーダ VI 28 －牛達とインドラ－」 

    第48回 印度学宗教学会学術大会 於・東北大学 

 

2005年7月 「放牧の無事を祈願するYajurvedaのマントラとgveda VI 28,7」 

    第56回 日本印度学仏教学会学術大会   於・四天王寺国際仏教大学 

 

2008年9月 「Śatapatha-BrāhmaṇaにおけるSoma循環議論の変遷」 

     第59回 日本印度学仏教学会学術大会    於・愛知学院大学  
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2009年5月 「Veda文献における胎児の発生と輪廻説」 

      第52回印度学宗教学会学術大会        於・金沢大学サテライトプラザ  

 

2009年9月  “Some aspects of Vedic embryology” （招待発表） 

      14th World Sanskrit Conference     Kyoto University (Japan) 
 

2010年5月 「ヴェーダ文献における発酵乳加工」 

     第53回印度学宗教学会学術大会    於・大阪国際大学 

 

2010年8月   “āmíkṣā and payasy: Fermented milk in ancient India －Soma, Indra, and 
the milk” 

     20th World Congress of International Association for the History of Religion 
      University of Toronto (Canada) 
   乳加工関連の神話解釈を中心とするもの。 

 

2010年9月  「āmikṣāとpayasyā－古代インドにおける酸乳加工への一視点」 

    第61回 日本印度学仏教学会学術大会  於・立正大学 

  具体的な乳加工の記述を文献学的に精査したもの。 

 

2010年12月 「úlba-とjaryu-: Veda文献に見られる胎児付属物」 

    第17回インド思想史学会学術大会  於・京都大学 

 

2011年8月  “Cows and bulls in Old Indo-Aryan literature”  （招待発表） 

  インダスプロジェクト国際シンポジウム“Environmental change and the 
Indus Civilization”  於・人間文化研究機構 総合地球環境学研究所（京都） 

後藤敏文教授（東北大学），大島智靖博士（京都大学人文科学研究所非常勤講

師）との共同発表，ヴェーダ文献における牛の産科学と乳加工とに関する記

述の調査結果発表を担当。 

 

2011年9月 「Veda文献における動詞 ati-pū」 

  第62回 日本印度学仏教学会学術大会  於・龍谷大学 

 

2011年9月  “The Development of the New- and Full-Moon Sacrifice and the Yajurveda 
Schools: mantras, their brāhmaṇas, and the offerings.”  （招待発表） 

  5th International Vedic Workshop    Novotel, Centre of Eurasiatic and 
Afroasiatic Studies (CEAS) (Bucharest, Romania) 

 

2012年1月 “Processing of dairy products in the Vedic ritual, compared with Pāli” 
  15th World Sanskrit Conference (Veda section) 
  Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS)  (New Delhi, India)  （予定） 


