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Preface

The Eighth CISMOR Annual Conference on Jewish Studies was held this year in the midst of 

Kyoto’s cold winter, from February 28 to March 1, 2015. As in previous years, this time too we had 

the honor of welcoming to Doshisha University distinguished scholars from abroad, but a special 

opportunity was also given to young Japanese scholars to introduce their work and receive valuable 

comments and advice from our eminent guests and their local colleagues.

The focus of this year’s conference was on aspects of mystical thought and practice in both Judaism 

and Islam. Following the tradition established in our previous CISMOR conferences on Jewish 

Studies, we strived to present various religious traditions side by side and examine their mutual 

reflections. The lectures presented by the young scholars widened the scope further through examining 

various other aspects of religious thought throughout the ages.

The public lecture and workshop on the first day of the conference focused on the modern and 

contemporary manifestations and scholarship of Jewish Kabbalah. Prof. Boaz Huss of Ben-Gurion 

University first delivered a public lecture in which he expounded on the history of Kabbalah and then 

focused on its contemporary manifestations, following a new surge of interest in it evident since the 

late 20th century; he emphasized the surprisingly innovative aspects of this surge, such as exotericism, 

practicality and New Age spirit. In his workshop paper Prof. Huss argued against the very use in 

regard to Kabbalah and Hasidism of the term “Mysticism”, which he regards as a “modern, culturally-

dependent, discursive construction”. According to him, this practice involves theological and 

orientalist assumptions, and disregards historical, social and political considerations. His paper was 

followed by a response from Dr. Doron B. Cohen (included in this volume) and a discussion.

The second day offered a public lecture and a workshop focusing on some aspects of Neo-Sufism. 

In his public lecture Prof. Mark Sedgwick of Aarhus University introduced classic Islamic Sufism, 

before focusing on some of the phenomena of Neo-Sufism. He too elaborated on the use of the term 

“Mysticism” and its applicability to Sufism. In his workshop paper Prof. Sedgwick reviewed the 

career of Idries Shah, a prominent popular writer on Sufism and related ideas, against the background 

of Neo-Sufism in the 1960’s. He also elaborated on Shah’s relations with some leading authors of the 

time who promoted his work. This was followed by a response from Prof. Teruaki Moriyama 

(included in this volume) and a discussion.

The earlier workshop on the second day was dedicated to the presentations by young scholars (a 

postdoctoral fellow and three PhD candidates) on four different religious issues, including points of 

contact between Judaism and Christianity on the one hand, and Islam on the other. Mr. Hajime 

Yamamoto turned to the ancient world and expanded on the means of communication between the 
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kings of the Hittite empire and their gods, hinting at possible relevance to the Bible. Mr. Koji Osawa 

looked at Jewish-Christian relations in Late Antiquity by comparing interpretations from rabbinic 

literature and Syriac Christianity of the episode of the “Golden Calf” in Exodus 32, exposing points 

of contact and conflict. Ms. Aiko Kanda expounded on the conditions for attaining true knowledge of 

God according to the final chapters of Maimonides’ Guide of the Perplexed and in relation to his 

other writings. Finally, Dr. Shinichi Yamamoto offered a comparative analysis of the notion of “World 

Cycles” in Kabbalistic and Ismā’īlī literature, suggesting some intriguing ramifications to historical 

messianism in both Judaism and Islam. Each paper was followed by a short comment (not included 

in this volume) and a discussion.

*

As in the previous seventh conference, this year too all papers and comments were delivered in 

English, with no papers or comments presented in Japanese. All the papers and main responses 

delivered at the conference are therefore presented here in English, after having been edited for 

publication by their respective authors.

We wish to express our sincere thanks to all the participants and to those who helped in the 

organization of the conference and the production of this volume. We are especially grateful to the 

CISMOR staff for their constant dedication.

We wish and hope to be able to keep up the tradition of annual CISMOR conferences on Jewish 

Studies in the years to come. 

 Ada Taggar-Cohen, Etsuko Katsumata, Doron B. Cohen

 Editors

 Kyoto, October 2015
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巻頭言

第 8回 CISMOR	ユダヤ学会議は、2月 28 日から 3月 1日にかけて、京都の厳しい冬
の最中に開催された。これまでと同じく海外から著名な研究者を光栄にも同志社大学に
迎えることができたが、今回は、日本の若手研究者に彼らの研究を発表し、優れたゲス
トと同僚から貴重なコメントを受ける特別な機会にもなった。
本年の本会議の焦点は、ユダヤ教とイスラーム双方における神秘主義思想とその実践
の諸側面についてである。これまでの CISMORユダヤ学会議の伝統に倣って、我々は
様々な宗教伝統を互いに比較しそれらの相互の影響を検証しようと努めた。若手研究者
の発表は、時代を通じた宗教思想の様々な側面の検証を通して更に視座を拡大した。
初日の公開講演と研究会は、ユダヤ・カバラーの現代、同時代における兆候とカバラー
学に焦点が当てられた。まず、ベン・グリオン大学ボアズ・フス教授が、カバラーの歴
史を解説し、同時代の兆候に焦点を当て、20 世紀後代以降明らかになった新しい関心
の潮流を追った。彼が強調するのは、秘教性、実践性、そしてニューエージの精神性な
ど、この潮流における驚くべき革命的側面である。研究会では、フス教授は、カバラー
とハスィデイズムに対して、彼が「現代の文化的に依存したとりとめのない」用語とみ
なす「神秘主義」を使用すること自体に対して異議を呈した。彼によれば、ここには、
神学的なまたオリエンタリズム的な仮定があり、歴史的社会的政治的考察を無視してい
る。彼の論考に対して、Dr.	ドロン・B	･ コヘンのレスポンス（本巻に収録）があり、
議論が続いた。
2日目は、ネオ・スーフィズムの諸側面に焦点を当てた公開講演会と研究会が開かれ
た。オーフス大学のマーク・セジウィック教授の公開講演会では、イスラームの古典スー
フィズムが紹介された上で、ネオ・スーフィズムのいくつかの現象に焦点が当てられた。
彼も「神秘主義」という用語の使い方とそれをスーフィズムに適用することについて詳
細に論じた。セジュウィック教授の研究会では、卓越した人気を誇るスーフィズム作家
イドリース・シャーの経歴と 1960 年代のネオ・スーフィズムの背景に逆らう関連する
理念について、論評した。また、シャーと、彼の作品を促したその時代を牽引した作家
数名との関係を詳細に論じた。続いて森山央朗准教授からのレスポンス（本巻に収録）
があり、議論が続いた。
2日目の午前中の研究会では、4人の若い研究者（博士研究員 1名と博士号論文提出
資格者 3名）が、各々の宗教的論題について発表した。そこには、ユダヤ教とキリスト
教、ユダヤ教とイスラームの接触も含まれた。山本孟氏は、古代世界に目を向け、ヒッ
タイト王国の王と彼らの神々とのコミュニケーションの手段について論じ、聖書に対す
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る可能な関係性を示唆した。大澤耕史氏は、出エジプト記 32 章「金の子牛」のエピソー
ドに対するラビ文献とシリア・キリスト教徒の解釈を比較し、接点と対立点を挙げなが
ら、古代におけるユダヤ－キリスト教の関係を論じた。神田愛子氏は、真の神の知識を
獲得するための条件をマイモニデスの『迷えるものへの手引き』の最終章と彼の他の著
作との関係の中から論じた。最後に山本伸一博士は、カバラーとイスマイール派におけ
る「世界周期」の概念を比較分析し、ユダヤ教徒イスラームにおける史的メシアニズム
についての興味深い分岐点を示唆した。それぞれの発表には短いコメント（本巻には収
録されていない）と議論が続いた。
前回の第 7回の会議と同様、今回もすべての発表とコメントは英語でなされており、
日本語での発表、コメントはない。よって、本巻においても、論文、コメントは、それ
ぞれの著者による編集を経た上で、すべて英語で収録している。
参加者全員と会議の運営、本巻の作成に携わってくださった方々すべてに感謝したい。
特に、CISMORスタッフにはその絶えざる献身に特に感謝したい。
来年も、CISMROユダヤ学会議の伝統を維持できることを心から願う次第である。
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