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because　 333667　 +　333667　 =　produces　 this　 table:

0333667 37 3367(in

between　 37

and333667)

Observatbns:

0667334 74 6734 ln　the　first　column　 note　 how　 the　two　digits　67　1ump　 to　68,　69,

70,　etc.　each　 third　time.　And　 you　 can　 easily　 discover　 similar

behavior　 from　 the　middle　 digits　 Iike　33,　turning　 to　34　 three

places　 down,　 etc,　The　 best　 way　 to　see　 the　beauty　 of　this

phenomenon　 is　to　add　 the　 number　 333667　 unto　 itself
repeatedly　 and　 watch　 the　digits　anywhere　 in　the　number　 and

see　what　 you　 get　each　 third　addition.　 The　 same　 holds　 true,　on

a　smaller　 scale,　 fro　the　columns　 of　the　number　 37　and　 3367.

1001001 111 10101

1334668 148 13468

1668335 185 16835

2002002 222 20202

2335669 259 23569

Etc. Etc. Etc.

　 Numeric　 logic　would　 "di(t.　ate"　 that　 333667　 should　 be　 333666,　 alld

37　 be　 36,　 and　 3367　 be　 3366,　 but　 this　 +1　 variation　 makes　 all　the

difference,asitdoesin123456789+1=123456790.1」ikeWise,1/7=

0.142857_　 and　 not　 142856.　 Again,　 this　 number　 added　 unto　 itself

producesthefbllowingseries:285714,428571,571428,714285,

857142,999999,1142856(onecanadd七he　 firstlto　 the　 last　 6,　as　eg.

also　in　a　later　 appearing　 6999993,　 etc.).

　 11)　ff　we　 were　 to　go　 intO　 negative　 tenitOry　 even　 more　 than　 -1,　we

get　 the　 fbllowing　 series,　 based　 on　 n6±1:　 (all　numbers　 negative,

omitted　 here　 as　I　am　 using　 hyphens　 to　separate　 them:)　 5-6-7;　 11-12-

13,　17-18-19,　 etc,　Thus,　 even　 in　negative　 space,　 the　 prime　 numbers

remain　 of　the　 same　 value,　 because　 they　 hinge　 around　 the　 central

po血tof-1,0,+1.Aga丘1,0ur丘ndmgs　 here　 reitera七e　 that　 1,　2,　and　 3

are　 special　 numbers.

12)http〃 ㎜.plichta.deldeutsch/d -a-raum一 皿d-zeit.php

　 13)　 Thus　 7!　=　1x2x3x4x5x6x7=　 5040,　 which　 is　also　 the

radius　 of　the　 Earth　 +　the　 Moon　 in　miles.

　 14)　Note　 thatasquare　 has　 our　 sides,　 but　 when　 tumed　 intOacube

now　 has　 6　sides,　 and　 12　 edges,　 with　 24　 possible　 directions　 on　 each

edge!　 Also,　 a　hexagon　 can　 be　seen　 as　a　cube　 turned　 sideways.

15)　Peter　 Plichta,　 Go(捻SecreZ丑)rmulα,　 passhn.

　 16)　 While　 playing　 with　 my　 calculator　 (a　wonderful　 way　 to

accidenta-11y　 discover　 interest]ing　 things!),　 I　perfbrmed　 the　 following

1/9,　diVided　 fUrther　 by　 99,　then　 by　999,　 then　 by　 9999,　 etc.　The　 result

wasO.01123595505617977528089887640449438202247191_,which

is　Y89,　 and　 which　 is　the　 Fibonacci　 series　 in　disguise.　 Although　 this
`T「ibonacci　 reciprocal"　 is　apparently　 a　frequently　 rediscovered　 fact

,　I

am　 not　 sure　 if　others　 arrived　 it　in　the　 same　 way　 I　did!
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1.　Introduction

　 ih　any　 given　 age　the　understanding　 of　matter　 and　 material　 beings
underp血s　 the　 thought　 of　that　 age.　 This　 is　because　 our血ndamental

categories　 for　understandmg　 eXistence　 derive　 from　 our　 View　 of　matter .

OntOlogy　 has　 therefore　 been　 an　 important　 branch　 of　philosophy,　 and

evenmUni丘cation　 Thought　 ontOlogical　 conceptS　 are　 the　 foundation

fbr　the　 whole　 structure.　 Histohcally　 the　 investigation　 of　matter　 was

carried　 fbrward　 through　 the　 construction　 of　philosophical　 models,　 and

fbr　 centuries　 the　 philosophy　 of　matter　 originating　 with　 Plato　 and

AristOtlewasthedominantView.

Christian　 theologians　 have　 been血1nuenced　 by　 this　 philosophical

tradition,　 and　 mcorporated　 some　 parts　 of　the　 philosophical　 models　 of

matter　 intO　 their　 doctrines　 on　(fOd　 and　 Creation.　 Physics　 subsequent-

lybecametheinheritOrofthisquestandhasmadehugeadvancesin

our　 understanding　 of　matter.　 The　 key　 additional　 technique　 of　physics

was　 the　 experimental　 comparison　 of　the　 conceptual　 model　 with　 the

observed　 universe.　 In　physics　 the　 modem　 cu㎞ation　 of　this　 quest　 to

understand　 matter　 is　fo皿d　 in　two　 theories,　 the　 standard　 model　 of

modemparticlephysics,andEinste血's　 theory　 of　general　 relatiVity.

　 This　 work　 is　primarily　 concerned　 with　 the　 standard　 model,

because,　 fbr　the　 last　thirty　 years　 or　so,　the　 standard　 model　 of　particle

physics　 has　 reigned　 supreme　 in　 answering　 the　 question　 of　what

matter　 is　made　 of　 The　 standard　 model　 describes　 the丘mdamental

particles　 and　 ilteractions　 of　all　physical　 matter.　 Though　 it　is　a　very

power制model　 it　is　not　 yetacomplete　 theory　 of　matter　 since　 it　does



374　 Session　 M

not　 include　 graVity.　 Enough　 is　known　 about　 matter,　 however,　 to　say

with　 some　 confidence　 that　 any　 future　 complete　 model　 will　 be

quantum　 mechanical　 in　nature　 and　 contain　 the　 descriptions　 of　the

standard　 model.　 Thus　 the　 Standard　 Model　 is血mdamental　 to　Physics.

It　is　fundamental　 in　 the　 sense　 that　 the　 existence　 and　 behaVior　 of

eXistingphysicalbeingsattheirrootultinatelydependontheparticle

natureofmatter.

　 Similarly　 to　the　 relationship　 of　the　 standard　 model　 to　physics

Unification　 Thought　 contains　 a　hand丘 【1　0f　ontological　 concepts　 that

are　 fundamental　 to　whole　 structure　 of　Unification　 Thought　 itself.

These　 concepts　 also　 make　 pro釦mdstatementsaboutthena七ureand

eXistence　 of　matter.　 They　 are　 fbund　 in　the　 first　 chapters　 of　the　 text,

the　 chapters　 on　the　 Theory　 of七he　 Original　 Image　 and　 Ontology.　 With

the　 advent　 of　physics　 and　 the　 overturning　 of　Platonic　 and　 AristOtelian

notions　 of　matter　 Christian　 thought　 has　 tended　 to　retreat　 fセom　 areas

of　scientific　 explanation.　 Thus,　 in　introducing　 a　theological　 discussion

on　 the　 nature　 of　matter　 that　 hopes　 to　be　 consistent　 with　 physics,

Unification　 Thought　 is　making　 an　 important　 contribution　 in　 the

realm　 of　the　 relationship　 betWeen　 science　 and　 religion.　 This　 paper　 is

part　 of　an　 exploration　 of　the　 relationship　 between　 the　 modern

uIlderstanding　 of　matter　 and　 Unification　 Thought's　 fUndamental

ontological　 concepts.

il.　Methodology　 '

　 Although　 methodology　 is　not　 directly　 the　 study　 of　matter　 it　is

important　 to　address　 here.　 This　 is　because　 the　 relationship　 between

physics　 and　 Unhication　 [[hought　 will　 be,　in　large　 part,　 defiエ1ed　 by　 the

relationship　 of　their　 respective　 methOdologies.　 Ihtroductory　 textbooks

on　 physics　 almos七always　 begin　 with　 a　discussion　 of　the　 scientific

method,　 which　 outlines　 the　 basic　 principles　 of　scientific　 inquiry.　 This

is　because　 of　 the　 singular　 importance　 of　 the　 method　 to　 the

development　 of　physics　 itSelf.　The　 scien節c　 method　 lifts　ideas　 above

personal　 opinions　 into　 a　realm　 where　 deductive　 logic　 and

experimental　 comparison　 are　 the　 strict,　but　 impartia1,　 arbiters.　 This

strict　 impartiality　 combined　 with　 a　methodology　 that　 allows　 f()r

independent　 verification　 of　ideas　 has　 allowed　 physics　 to　progress

rapidly　 such　 that　 today　 it　is　the　basis　 of　the　 modem　 worldview.

　 Even　 though　 Unification　 Thought　 has　 a　whole　 chapter　 on

methodology　 it　does　 not　 present　 a　methodology　 f()r　inquiry　 into

Unification　 Thought　 itself,　 but　 rather　 gives　 a　set　 of　rules　 and

What　 is　the　MatterξMethodology　 and　Matter　 in　Unification　 Thought　 and　Modern　 Physics　 375

postulates　 underpinning　 the　 thought.　 Dr.　 Lee　 does,　 however,　 suggest

that　 in　unification　 methOdology　 inductive　 and　 deductive　 me七hods　 are

united　 through　 ir皿er　 and　 outer　 give　 andr㏄eive　 action.2　 Thus　 we　 can

develop　 a　methodology　 fbr　the　 practice　 of　Unification　 Thought　 that　 is

a　two-stage　 structure　 of　inner　 and　 outer　 four-position　 bases.

The　 inner　 base　 represents七he　 deductive　 method　 and　 implies　 that

Unification　 Thought　 must　 be　 logically　 consistent　 and　 can　 be

developed　 through　 logic.　 The　 outer　 base　 represents　 the　 inductive

method　 and　 implies　 that　 Unification　 Thought　 must　 agree　 with

observation　 of　the　 universe　 and　 can　 be　 developed　 on　 the　 basis　 of

observation.

hl　its　simplest　 fbmulation　 the　 scienti五c　 method　 is　represented　 by　 a

linear　 application　 of　observation,　 hypothesis ,　experiment,　 and

conclusion.　 These　 can　 be　 fUrther　 broadly　 subdivided　 into　 theory　 and

eXpet　 nent,　 which　 can　 be　 seen　 to　relate　 as　an丘mer　 and　 outer　 struc-

ture　 in　the　 same　 way　 as　the　 method　 developed　 above　 fbr　Unification

Thought.　 The　 scienti五cmethod　 thus　 unites　 thei皿er　 and　 outer　 fbur-

position　 bases　 of　deductioII　 and　 induction　 in　the　 same　 way　 as

Uni　　 fication　 Thou
　　　　　　　　　　ght,　and　 is　probably　 better　 represented　 by　this　two-
stage　 structure.　 Despite　 this　 similarity　 there　 are　 significant

differences　 between　 the　 two　 that　 derive　 from　 differing　 underlying

assumptions.　 In　physics　 the　 o切ective　 existence　 and　 the　 intelligibility

of　the　physical　 universe　 are　 assulned.

Unification　 Thought　 too　 holds　 these　 basic　 assu皿ptions
,　but　 also

adds　 a　third.　 This　 additional　 assumption　 of　Unification　 Thought　 is　the

existence　 of　a　Creator　 God　 as　a　source　 of　the　 o旬ective　 existence　 and

intelligibility　 of　the　 physical　 universe,　 Thus,　 since　 physics　 does　 not

assume　 God's　 existence,㎞owledge　 of　God　 in　the　 scientific　 worldview

must　 be　 proved　 by　 the　 scientific　 method　 in　order　 to　be　 accepted　 as

more　 than　 just　 a　hypothesis・ 　Whereas　 Unification　 Thought's　 assump-

tion　 of　God's　 existence　 allows　 us　 to　 directly　 deal　 with　 God　 as　 an

integral　 part　 of　the　 conceptual　 model.

　 Unification　 Thought　 therefore　 has　 the　potential　 tO　offer　something
new.　 In　effect　 the　 methOdology　 of　Unification　 Thought　 adds　 an　 outer

base　 to　the　 inner　 base　 of　the　 primarily　 deductive　 methodology　 of

theology　 The　 methodology　 fbr　the　 practice　 of　Uh描cation　 Thought　 has

the　 unified　 inner　 and　 outer　 bases　 of　the　 scientific　 method ,　but　 at　the

same　 time,　 in　assuming　 the　 existence　 of　a　Creator　 God
,　is　compatible

with　 the　 h皿er　 base　 of　the　 methodology　 of　theology　 that　 is　rooted　 in

revelation.　 Unification　 Thought　 thus　 has　 the　 potential　 to　stand

between　 physics　 and　 theology,　 and　 be　 compatible　 with　 both
,　if　it　isl

ogicaIly　 consistent　 and　 agrees　 with　 the　 observed　 universe .
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　 When　 dealing　 with　 God　 there　 can　 be　 no　 outer　 base　 of　companson

smce　 God　 is　not　 regarded　 as　conthluous　 with　 the　 created　 universe.　 h

order　 to　maintain　 the　 logical　 integhty　 of　the　 overall　 conceptual　 model

there　 is　one　 important　 additional　 assumption　 that　 is五mdamental　 to

the　 whole　 structure.　 This　 additional　 assumption,　 which　 we　 can　 call

the　 principle　 of　resemblance,　 and　 how　 it　operates　 are　 important　 fbr

Diime　 Pinciple,3　 but　 is　not　 clearly　 fbund　 m　 Unification　 Thought.　 The

logic　 of　the　 argument　 is　thats血ce　 we　 c舳scern　 common　 character-

istics　 in　 all　existing　 beings,　 and　 since　 all　existing　 beings　 resemble

個,we　 can　 conclude出at　 those　 common　 characte五stics　 must司sobe

attributes　 of　God.　 Moreover,　 since　 the　 basis　 is　observation　 of　the

universe,　 the　 derived　 conceptual　 model　 of　God　 should　 be　 compatible

with　 physics.　 The　 methodology　 for　inquiry　 into　 Unification　 Thought

therefbre　 combines　 the　 two-stage　 structure　 of　deduction　 and　 induction

combined　 with　 this　 principle　 of　resemblance.

III.　What　 is　Matter?

1.TheStandardModel5

　 The　 standard　 model　 is　a　deceptively　 simple　 model　 that　 combines

electro　 weak　 theory　 (electromagnetic　 and　 weak　 interactions)　 with

quantum　 chromodynamics　 (strong　 interaction)　 into　 a　single

framework　 that　 describes　 subatOmic　 particles　 and　 their　 interactions.

　 1)　Matter　 Particles

Therearetwo㎞ds　 of　fUndamental　 matter　 panicles,　 quarks　 and

leptons,　 that　 are　 considered　 to　be　po廿1t　 hke　 and　 structure　 less.6　There

are　 six　quarks　 and　 six　leptons　 that　 are　 arranged　 m　 three　 generations

of　particles　 as　shown　 in　table　 1)

　 Each　 succeeding　 generation　 of　particles　 is　more　 energetic,　 thus

more　 massive,　 than　 the　 preceding　 generation.　 All　the　 particles　 can　 be

acted　 upon　 by　 gravity　 and　 the　 weak　 interaction.　 The　 electron,　 muon,

and　 tau　 are　 charged,　 so　can　 also　be　 acted　 upon　 by　 the　 electromagnetic

interaction.　 The　 quarks　 are　 unusual　 in　that　 they　 have　 fractional

electrical　 charges　 when　 compared　 to　the　 charge　 on　 an　 electron.　 The

up,　 cha㎜,and　 tOp　 quarkS　 havea　 charge　 of　+W3,　 whereas　 the　 down,

strange　 and　 bottom　 quarkS　 have　 a　charge　 of　-　1/3.

　 QuarkS　 also　 have　 a　color　 charge　 (which　 will　be　discussed　 in　the　next

section),　 so　i【1　addition　 to　the　 other　 three　 interactions　 quarks　 can　 also

What　 is　the　MattereMeth・d・1・gy　 aBd　Mat{er　 lfi　Unllication　Th・ught　 and　M・dem　 Physics　 377

The　 Generations　 of　Paticles

Quarks

1 II III Charge

+2/3

-1/3

Up

Down

Chaml

Strange

皿)P

Bottom

Lepto皿s

Electron

e-Neutrino

　 Muon

m-Neutrino

　　Tau

t-Neutrino

一1

0

Table　 1)　The　 fundamental　 partic「es　 of　matter

be　acted　 upon　 by　 the　 strong　 nuclear　 interaction .　In　a　given　 generation

the　 quarks　 have　 more　 mass　 than　 the　 leptons .　The　 neutrinos　 have

vanishingly　 small　 mass　 and,　 since　 they　 are　 also　 not　 charged　 particles
,b

arely　 interact　 with　 matter　 at　all.　Each　 of　these　 fimdamental　 matter

particles　 has　 a　corresponding　 anti　 particle.　 Combinations　 of　these

且mdamental　 particles　 and　 anti　 particles　 can　 describe　 all　the　 atomic

andsubatomicpaエticles　 found　 by　particle　 physics.

　 2)　Interactions

　 The　 physical　 universe　 eXists　 because　 these　 fUndamental　 physical

particles　 hlt£ract　 with　 each　 other　 There　 are　 fbur　 possible　 mteractions

between　 particles　 in　the　 physica1皿iverse,　 gravitationa1,　 electromag-

netic,　 strong,　 and　 weak　 interactions.　 Since　 the　 1930's　 physicists　 have

described　 the　 four　 interactions　 in　terms　 of　field　theory,　 where　 a　field　is

something七hat　 varies　 continuously　 through　 space　 and　 time,　 such　 as　a

magnetic　 field　 around　 a　bar　 magnet.　 One　 of　the　 key　 differences　 of

quantum　 mechanics　 to　 classical　 physics　 is　the　 quantization　 of

energies　 rather　 than　 the　 cont辻luum　 of　energy　 described辻L　 classical

physics.　 This　 quantization　 extends　 to　the　 quantum　 mechanical

description　 of　fields　 in　electro　 weak　 theory　 and　 quantum　 chromody-

namics.　 Thus　 the　 quantum　 mechanical　 description　 of　a　field　describes

its　action　 in　terms　 of　additional　 subatomic　 particles　 thaポ`car【 プ'the

interaction,　 or　rather　 are　 the　 quantized　 particles　 of　the　 field.　These

血teraction-car㎜g　 particles　 are　 all　bosons,　 and　 each　 interaction　 has

its　own　 Particle　 or　particles　 (see　table　 2)).

　 The　 interactions　 operate　 betweell　 the　 matter　 particles.　 Quantum



Session　 ll

Interaction

B①so皿

weak Electromagnetic Strong

W+,　 W-　 andZ Photon Gluon

Aαs　 on

Quarks

　and

leptons

　 Quarks

　　　 and

chargedleptons

Quarks

Table　 2)　The　 three　 quantized　 interactions

mechanically　 the　 interactions　 are　 seen　 to　operate　 between　 matter

particles　 by　 an　 exchange　 of　the　 interaction　 carrying　 particles.　 The

exchanged　 particles　 are　 considered　 Virtual　 in　that　 we　 cannot　 directly

observe　 them.　 The　 weak　 interaction　 is　responsible　 fbr　certain　 types　 of

decay　 processes,　 particularly　 fbr　 the　 decay　 of　second　 and　 third

generation　 quarks　 and　 leptons　 into　 lighter　 quarks　 and　 leptons.　 As　 a

result　 only　 the　 lightest　 first　generation　 quarks　 and　 leptons　 are　 stable

under　 normal　 conditions　 because　 they　 camot　 decay蝕ther.　 Matter

thus　 is　formed　 only　 from　 the　 first　generation　 quarkS　 and　 leptons.　 The

weak血teraction　 is　not　 fUrther　 directly　 responsible　 f{)r　the　 observed

stnlcture　 of　matter　 and　 will　not　 be　 discussed　 fhdher.　 The　 interaction-

carrying　 particle　 of　electromagrtetic　 interaction　 is　the　 photOn.

　 Photons　 have　 no　 charge　 or　mass,　 but　 do　have　 energy　 and　 momen-

tum.　 The　 strong　 interaction　 is　carried　 by　 the　 gluon　 and　 altogether

there　 are　 eight　 different　 types　 of　gluon.　 The　 strong　 interaction　 is

significantly　 dif琵rent　 to　the　 electromagnetic　 interaction.　 First,　 it

operates　 between　 particles　 that　 have　 a　color　 charge,　 which　 is　that　 it

operates　 only　 between　 quarks.　 Additionally,　 unlike　 the　 duality　 of　plus

and　 minus　 in　electromagnetism,　 there　 are　 three　 different　 possible

color　 charges.　 Thus　 a　quark　 can　 have　 a　color　 charge　 of　red,　 green,　 or

blue.'　 The　 interaction　 is　attractive　 between　 two　 quarks　 with　 any　 two

different　 color　 charges.　 The　 gluons　 themselves,　 1ike　 protons,　 have　 no

mass　 or　 electrical　 charge,　 but,　 unlike　 protons,　 they　 do　 carry　 color

charges.　 Since　 they　 have　 color　 charge　 they　 can　 interact　 with　 each

other　 Consequently　 the　 strong　 interaction　 behaves　 dif距rently　 to　all

the　 other　 hlteractions,　 it　becomes　 stronger　 as　the　 quarks　 move　 fhrther

apart.
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　 3)Matter

　 As　 discussed　 above　 only　 the　 first　generation　 of　matt£r　 particles　 are

stable　 under　 normal　 conditions,　 and　 neut血os　 barely　 interact　 with

matter.　 Normal　 matter,　 the　 stuff　 we　 see　 around　 us　 in　the　 physical

universe,　 is　therefore　 composed　 of　up　 and　 down　 quarks　 and　 electrons.

Let　 us　 look　 at　how　 these　 particles　 combine　 together.　 When　 quarks

interact　 with　 each　 other　 through　 the　 strong　 interaction　 they　 comb廿le

into　 composite　 particles　 called　 hadrons.　 Quarks　 never　 occu「

indiVidually,　 but　 are　 always　 co血ed　 within　 hadrons.　 There　 are　 two

types　 of　hadrons,　 mesons　 and　 baryons.　 Mesons　 consist　 of　a　quark　 and

an　 anti-quark,　 but　 are　 not　 a　part　 of　normal　 matter.　 Baryons　 are

composed　 of　three　 quarks.　 Each　 quark　 has　 a　different　 color　 charge

such　 that　 the　 baryon　 as　 a　whole　 is　color　 neutral.　 The　 baryons　 of

nomlal　 matter　 are　 protons　 and　 neutrons　 that　 are　 composed　 of　first

generation　 quarks.　 Protons　 consist　 of　two　 up　 quarks　 and　 one　 down

quark.　 This　 gives　 the　 proton　 a　total　 electrical　 charge　 of　plus　 one,

exactly　 balancing　 the　 charge　 on　 the　 electron.　 Neutrons　 consist　 of　one

up　 quark　 and　 two　 down　 quarks　 to　give　 a　total　 el㏄tガcal　 charge　 of　zero.

　 Protons　 and　 neutrons　 come　 together　 to　fbrm　 the　 nucleus　 of　the

atoln,　 and　 most　 nucleii　 have　 approxi皿ately　 the　 same　 number　 of

protons　 and　 neutrons.　 The　 binding　 fbrce　 that　 holds　 the　 nucleus

加gether　 comes　 from　 a　residual　 strong血teraction,　 which　 overcomes

the　 electromagnetic　 repulsion　 of　the　 positively　 charged　 protons.　 It　is

the　 total　 number　 of　protons血the　 nucleus,　 called　 the　 atomic　 number,

which　 determines　 the　 identity　 of　the　 atom.　 h　 an　 electrically　 neu七rεd

atκ)m　 a　cloud　 of　negatively　 charged　 electrons　 surrounds　 the　 positively

charged　 nucleus.　 There　 is　exactly　 the　 same　 number　 of　electrons　 as

protons　 in　order　 to　balance　 the　 charge.　 Now　 the　 strong　 interaction

does　 not　 act　outSide　 of　the　 nucleus　 as　the　 nucleus　 itself　is　color　 neutral

and　 electrons　 have　 no　 color　 charge.　 Thus　 we　 are　 now　 in　the　 realm　 of

the　 electromagnetic　 interaction,　 The　 atom　 is　the負mdamental　 particle

at　the　 root　 of　all　matter.　 Atoms　 also　 interact　 with　 each　 other　 via　 a

residual　 electromagnetic.　 Thus　 the　 electromagnetic　 interaction　 is　the

most　 significant　 interaction　 for　matter　 and　 liVing　 beings.　 As　 a　duality

of　positive　 and　 negative　 charge　 it　iS　the　 source　 of　the　 pair　 structure　 we

observe　 in　the　 universe.

2.　1]he　 Legacy　 of　Plato　 and　 Aristotle

　 Plato　 (428～348　 B.C.)　 and　 Aristotle　 (383～323　 B.C.)　 framed　 a

philosophy　 of　matter　 that　 was　 the　 dominant　 View　 of　matter　 for　about

two　 thousand　 years,　 and　 possibly　 even　 until　 the　 time　 of　Dalton's
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presentation　 of　his　 atomic　 theory　 in　1803.　 Their　 view　 of　matter　 was

pivotal　 in　many　 areas　 of　westem　 philosophy　 and　 Christian　 theology

during　 this　 period,　 and　 in　places　 Dr.　 Lee　 incoiporates　 their　 philosophy

into　 the丘amework　 of　Unification　 Thought　 itself　 For　 this　 reason　 it　is

important　 to　address　 the　 basic　 concepts　 of　their　 philosophy　 of　matter

here　 and　 compare　 that　 to　the　 modem　 understanding　 of　the　 standard

model.

　 1)　Form,　 Prime　 Matter,　 and　 SoUl

　 Both　 PlatO　 and　 Aristotle　 consider　 material　 beings　 tO　consist　 of　forrn

and　 matter,　 where　 matter　 is　the　 material　 "stuff'　 of　the　 being,　 and

form　 is　the　 intangible　 and　 nonmaterial　 idea　 or　pattem　 of　the　 being.

For　 Plato　 the　 fbrms　 eXist　 independently　 of　material　 beings　 in　their

own　 realm.　 This　 realm　 is　considered　 to　be　 more　 real　 than　 what　 we

perceive.　 Aristotle,　 on　 the　 other　 hand,　 rejected　 the　 independent

eXistence　 of　forms　 and　 regarded　 the　 form　 and　 matter　 of　a　being　 tO　be

inseparable.　 Ma㎞g　 this　 distmction　 of飽 ㎜and　 matter　 of　necessity

leads　 to　the　 notion　 of　some　 kind　 of　prime　 matter,　 the　 "stuff'　 of　the

being,　 that　 has　 no　 mherent　 fbrmal　 content,　 but　 that　 is　able　 to　accept

and　 be　 shaped　 by　 the　 form　 in　some　 way.　 For　 PlatO,　 spacei幅elf　 is　the

und亜rentiated,　 structureless,　 material　 stuff　 out　 of　which　 things　 are

made.　 Aristotle,　 on　 the　 other　 hand,　 regards　 fbrm　 and　 matter　 as

inseparable.　 Thus,　 fbr　 Aristotle,　 prime　 matter　 cannot　 have　 an

independent　 existence,　 but　 refers　 to　the　 stuff　 of　thngs　 that　 is　capable

of　changi　 lg　and　 accepting　 new　 forms.

　 From　 this　 concept　 of　eXisting　 beings　 both　 Plato　 and　 AristOtle　 derive

a　concept　 of　soul,　 where,　 in　a　human　 being,　 soUl　 would　 correspond　 to

form.8　 Both　 also　 associate　 soul　 With　 mind.9　 For　 PlatO　 the　 forms　 have

independent　 existence,　 thus　 the　 human　 soul　 too　 is　capable　 of

independent　 existence,　 but　 in　 an　 insubstantial　 way.　 This　 Platonic

View　 is　the　 source　 of　conceptS　 of　mind-bOdy　 dualism　 fo皿d　 in　westem

thought.　 Aristotle,　 on　 the　 other　 hand,　 regards　 form　 and　 matter　 as

inseparable,　 thus　 the　 human　 soul　 cannot　 exist　 independently　 and

must　 cease　 to　exist　 with　 physical　 death.　 For　 Aristotle　 the　 human

being　 is　a　single　 substance,　 whereas　 fbr　 Plato　 mind　 and　 body　 are

different　 substances.　 Thus　 the　 categories　 of　existence　 derived　 from

this　 view　 of　matter　 descnbe　 the　 universe　 in　te㎜s　 of　a　substantial

material　 part　 and　 an　 insubstantial　 mind　 part.　 Where　 Plato's　 concept

of　the　 independent　 existence　 of　insubstantial　 mind　 has　 been

appropriated　 as　 the　 philosophical　 basis　 fbr　 explaining　 spiritual

existence　 in　traditional　 Christian　 thought.
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2)㎞plicationsoftheStandardModelfbrPlatonicand

　　 　 Aristotehan　 Theory

　 Plato　 and　 Aristotle　 both　 rejected　 the　 atomist　 philosophy　 of
Leucippus　 and　 his　student　 Dem㏄ritus .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Instead　their　theory　requires
that　 matter　 be　 contmuous　 rather　 than　 existhlg　 as　discrete　 particles

.P

rime　 matter　 in　this　 context　 must　 then　 also　 be　 a　smooth　 conthluous

stuff　 without　 fb㎜,　 such　 as　m　 Dr　 Leeもanalogywiththemacroscopic

properties　 of　wateLlo　 This　 smooth　 continuous　 stuff　 is　shaped　 by　 an

齢継蠕 灘論儲鵠ξ濃舗 識農
modern　 atomic　 theory　 and　 particle　 physics .　The　 standard　 model

describes　 existing　 beings　 in　terms　 of　discrete　 particl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 es
,　not　 a

contlnuum　 of　stuff.　 EveII　 energy　 does　 not　 exist　 independentl
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 y　of

physlcal　 particles,　 so　camot　 be　 regarded　 as　 a　continuum.　 Thus　 the

notion　 of　a　prime　 matter　 Without　 f()rm　 becomes　 untenable
,　even　 in　itsA

ristotelian　 fbrmulation.　 Moreover　 the　 concept　 of　fbrm
,　as　 thei

nsubstantial　 pattern　 of　a　being　 imposed　 on　 prime　 matter
,　is　alsob

rought　 into　 question　 since　 it　in　turnTis　 de血ed　 With　 respect　 to　prime

matter　 and　 existing　 beings.

　 In　 demonstrating　 the　 particle　 nature　 of　existence　 the　 standard

model　 thus　 shows　 that　 the　 Platonic　 and　 Aristotelian　 philosophy　 is　not

a　valid　 deschption　 of　matter　 and　 material　 beings .　Additionally,　 since

all　things　 exist　 through　 particles
,　the　 Platonic　 description　 of　m辻ld　 or

soul　 as　 an　 insubstantial　 existence　 also　 cannot　 be　 correct .　Which　 in

turn　 puts　 mind-body　 dualism　 into　 question .　Proponents　 of　the

dualism　 of　mind　 and　 body　 hold　 to　this　 view　 not　 because　 of　the

preponderance　 of　evidence　 for　 it,　but　 because　 they　 ac㎞owledge　 a

spiritua
　 　 　 　 l　existence.　 If　we　 are　 limited　 to　the　 categories　 of　existence
derived　 from　 Platonic　 and　 Ahstotelian　 philosophy　 then　 denial　 of　this

dualism　 is　tantamount　 to　denial　 of　spiritual　 existence .　Ihdeed　 many

scientific　 materialists　 do　 exactly　 that　 when　 they　 point　 out　 that

natural　 science　 disproves　 the　 dualism　 of　rnind　 and　 body

　 Fortunately　 Unification　 Thought　 offers　 new　 categonVes　 for　existence
that　 can　 embrace　 the　 functional　 materialism　 of　physics　 yet　 still

uphold　 spiritua
　 　 　 　 　 　 　 lexistence.　 We　 see　 the　 emergence　 of　these　 new
categories　 in　Unification　 Thought's　 description　 of　the　 structure　 of　a

human　 beilg.　 ln　Unification　 Thought's　 view　 each　 human　 being　 has　 a

f()urf()1d　structure.11　 There　 is　the　 spirit　 person　 consisting　 ofspirit　 mmd

and　 spirit　 bod)C　 and　 the　 physical　 person　 consisting　 of　physical　 mind

and　 physical　 body　 Now　 since　 it　is　assumed　 that　 God　 created　 the

cosmos　 a丑er　 the　 model　 of　the　 human　 being
,　as　the　 image　 of　God,12　 it

seems　 natural　 to　apply　 this　 fbur-fbld　 structure　 to　the　 cosmos　 as　 a



」
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whole.　 Neither　 Divine　 Principle　 nor　 Unification　 Thought　 clearly　 take

this　 additional　 step,　 but　 it　has　 important　 consequences　 fbr　our　 view　 of

existence.　 In　particular　 the　 fbur-fbld　 structure　 of　the　human　 being　 can

be　extended　 h)　a　fbur-fbld　 structure　 hl　the　 created　 cosmos.

　 Thus　 in　the　 cosmos　 there　 is　a　spiritual　 universe　 consisting　 of

spiritual　 sungsang　 and　 spiritual　 hyungsang,　 and　 a　physical　 universe

consist血g　 of　physical　 stmgsang　 and　 physical　 hyungsang　 This　 view　 of

the　 cosmos　 does　 not　 require　 the　 duality　 of　mind　 and　 body　 in　order　 to

ac㎞owledge　 spidtual　 existence.　 Rather　 it　is　a　dualism　 of　spiritual

universe　 and　 physical　 universe　 where　 mind　 and　 body　 eXist　 in　bOth.

Thus　 it　has　 the　 potential　 to　be　 compatible　 with　 physics.　 Moreover,

when　 this　 fourfold　 View　 is　compared　 with　 the　 standard　 mOdel　 we　 can

see　 that　 physical　 sungsang　 and　 physical　 mind,　 as　part　 of　the　 physical

universe,　 cannot　 exist　 independently　 of　physical　 particles.　 The

question　 then　 becomes,　 not　 how　 do　 mind　 and　 body　 interact,　 but　 how

do　 spirit　 mind　 and　 physical　 mind廿1teract?　 It　is　to　this　 question　 that

explanations　 such　 as　 the　 quantum　 mechanical　 views　 of　Eccles　 and

Penrose,　 described　 by　Otani,13　 can　 be　applied.

　 There　 are　 additional　 ramifications　 of　this　 view.　 Based　 on　 a

correspondence　 to　the　 physical　 universe,　 where　 matter　 and　 material

beings　 consist　 of　physical　 sungsang　 and　 physical　 hyungsang,　 the

existence　 of　spiritual　 sungsang　 and　 spiritual　 hyungsang　 lead　 us　 to

postulate　 the　 e)dstence　 of　some㎞d　 of　spiritual　 matter　 in　sphitual

beings.　 Thus　 the　 new　 categories　 of　Uni五cation　 Thought　 describe　 a

substantial　 spiritual　 existence,　 not　 an　 i皿substantial　 Platonic　 one.　 This

is　in　accord　 with　 Divme　 Prhユciple,　 which　 also　 describes　 the　 spiritual

universe　 as　 a　substantial　 existence.f4　 A　 concept　 of　spiritual　 matter

and　 aU　 the　 cormotations　 that　 go　 along　 with　 it　such　 as　divisibility　 and

notions　 of　body　 are　 an　 anathema　 to　traditional　 thought.　 However　 it　is

their　 very　 lack　 in　traditional　 thought　 that　 requires　 the　 duahty　 of　mind

and　 body　 in　 order　 to　 account　 f()r　spiritual　 existence.　 Perrottet15

documents　 this　problem　 in　traditional　 thought.

　 Adopting　 this　 fbur-fbld　 view　 of　UIlification　 Thought　 will　of　necessity

also　 require　 redefhlmg　 termmology　 since　 spirit　 in　traditional　 thought

is　esselltially　 synonymous　 with　 m血d,butisclearlydistinctfrommind

in　the　 fburfbld　 structure.　 What　 is　needed　 is　an　 ontology　 that　 includes

the　 spiritual　 universe　 in　a　consistent　 way.　 Wilsoni6　 begins　 tO　attempt

this　 but　 does　 not　 address　 implications　 of　the　 modem　 particle　 based

understanding　 of　matter　 for　the　 fUndamental　 ontological　 concepts　 in

Unification　 'lhought.　 The　 remaining　 task　 of　this　 work　 is　therefbre　 to

examine　 these　 ontOlogical　 conceptS　 in　the　 light　 of　the　 standard　 model

and　 the　 methodology　 proposed　 above,　 as　a　kmd　 of　preliminary　 step　 for
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fUrther　 developments.

IV・FundamentalConceptsinUnificationThought

　 In　 Divine　 Principle　 and　 Unification　 Thought　 the　 fundamental

ontological　 description　 of　eXisting　 bei皿gs　 is　given　 by　 two　 sets　 of　dual

characteristics,　 the　 description　 of　relationship　 described　 by　 the　 fbur-

position　 base,　 and　 the　 concept　 of　Universal　 Prime　 Force.　 The　 two　 sets

of　dual　 characteristics　 are　 sungsang　 and　 hyungsang,　 and　 yang　 and

yin.　 All　 existing　 beings　 are　 seen　 to　exist,　 act,　 grow　 and　 multiply

through　 giveαndreceiひe　 rela廿onships　 between　 these　 dual　 character-

istics　 mediated　 by　 Universal　 Prime　 Force.　 The　 sungsαng　 and　 hyuug-

8α㎎relationship　 is,　however,　 considered　 more負mdamental　 fbr　any

existing　 being,　 whereas　 Jノα㎎and　 yin　 are　 considered　 attributes　 of

sαugsαng　 andhγungsαng.

1・　Sungsang　 and　 HyungsαnginDiVinePrhnciple

The　 explanation　 of　sungsαngandhyungsαUg　 in　DiVine　 Principle　 is

relatively　 brief　 and　 is　primarily　 descriptive.　 The　 essential　 explanation

given　 is　as　fbllowsl

　 Every　 entity　 possesses　 both　 an　outer　 form　 and　 an　 inner　 quality.

The　 visible　 outer　 fbrm　 resembles　 the　 inVisible　 inner　 quality　 The

inner　 quality,　 though　 invisible,　 possesses　 a　certain　 structure,

which　 is　manifested　 visibly　 in　the　 particular　 outer　 fbrm.　 The

inner　 quality　 is　called　 internal　 nature,　 and　 the　 outer　 fbrm　 or

shape　 is　called　 extemal　 form.　 Since　 intemal　 nature　 and　 extemal

f()rmrefertocorresponding丘mer　 and　 outer　 aspects　 of　the　 same

entity,　 the　 extemal　 from　 may　 also　 be　 understood　 as　 a　second

intemal　 nature_

　 Let　 us　 take　 human　 beings　 as　 an　 example.　 A　 human　 being　 is

composed　 of　an　 outer　 form,　 the　 body,　 and　 an　 inner　 quality,　 the

mind_Because　 the　 mind　 possesses　 a　certain　 structure,　 the　 body,

which　 reflects　 it,　also　 takes　 on　 a　particular　 appearance...　 Here

mind　 is　the　 internal　 nature　 and　 body　 is　the　 external　 fbrm ...The

mutual　 relationships　 between　 these　 two　 aspects　 of　an　 entity

include:　 intemal　 and　 extemal,　 cause　 and　 result,　 subject　 partner

ando切ect　 partnel～ 　vertical　 and　 horizontal.17

The　 primary　 example　 of　this　type　 of　relationship　 given　 in　the　 text　 is,　'
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as　appears血the　 exce耳)t　 above,　 that　 between　 mind　 and　 body　 m　 the

human　 being.　 [[his　 is　then　 the　 baseline　 against　 which　 the　 sungsαug

and　 hyungsαng　 of　all　eXisting　 beings　 are　compared.

　 Thus　 all　existing　 beings　 are　 seen　 to　have　 an　 intangible　 internal

nature　 (sungsαng)　 andatangible　 extemal　 fbm1　 (1卿 ㎎sα ㎎),corre-

sponding　 to　 mind　 and　 body18　 'in　the　 human　 being.　 Matter　 is

considered　 to　be　 composed　 of　particles,　 where　 the　 particles　 exist

through　 the　 relationship　 of　sungsαng　 and　 hyungsαng,　 and　 interact

through　 the　 guidance　 of　the　 sungsang.　 h　 su㎜a耶s皿gs飢gis皿

intangible　 internal　 nature　 that　 has　 a　definite　 structure　 and

corresponds　 to　mind.　 [[hat　 structure　 is　manifest　 in　the　 hyuugsαng　 or

㎞giblee)曲m舳 ㎜,　 shape,　 or　body　 of　a　being　 and　 itS　actions.

2.Sμ ㎎sα ㎎and丑yμ ㎎sα ㎎i皿Uh逼cation　 Thollght

　 The　 treatment　 in　 Unification　 Thought　 is　substantially　 more

complexthanthatpresented血Divine　 P血ciple.　 There　 are　 additional

layers　 of　explanation,　 the　 concepts　 have　 been　 developed　 through　 a

deductive　 process,19　 and　 Dr.　 Lee　 has　 tried　 to　 place　 Unification

Thought　 in　the　 context　 of　philosophical　 thought　 in　 general.　 In

Essentials　 of　Unification　 Thought　 Dr.　1.ee　 gives　 his　 initial　 description

of　sungsαng　 and　 hyungsαng　 in　the　 Theory　 of　the　 Original　 Image,

which　 deals　 with　 God.　 What　 is　striking　 here　 is　that　 he　 retains,　 or

rather　 reintroduces,　 the　 PlatOnic　 and　 Aristotelian　 notions　 of　form　 and

matter　 for　material　 beings　 by　 placing　 both　 the　 forms　 and　 unformed

matter　 within　 God.　 Thus　 God's　 、Uyungsαng,　 asa㎞d　 of　pre-energy　 or

pre-matter,　 is　treated　 as　 the　 unformed　 prime　 matter　 required　 by　 the

form　 and　 matter　 distinction.

God's　 Hyungsαng　 is　the　 fUndamental　 cause　 of　the　 material

aspect　 of　human　 bemgs,　 animals,　 plants　 and　 minerals.　 In　other

words,　 the　 human　 body,　 the　 body　 of　animals　 and　 the　 materials　 of

plants　 and　 minerals　 are　 manifestations　 of　God's正 砂 α㎎sα ㎎m

different　 dimensions.　 The　 visible　 aspect　 of　all　created　 beings

consists　 of　matter　 and　 fbrm,　 the　 essential　 cause　 of　which　 is　the

fUndamental　 matter　 and　 the　 potential　 for　a　limitless　 number　 of

formswithnGod's伽 ㎎8α ㎎.20

　 Matter　 (hyle),　 as　 mentioned　 by　 Aristotle,　 originally　 refers　 to

pure　 material　 without　 any　 determination.　 Why,　 then,　 does

Unification　 Thought　 call　 it　"耳yungsαng,"　 which,　 in　 Chinese

characters,　 has　 the　 connotation　 of　``fbrm"?　 The　 reason　 is　that

■

1

1

人
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Hyungsαng　 has　 the　 potentiality　 to　assume　 specific　 forms
.　This

can　 be　 explained　 by　 taking　 water　 as　 an　 analogy　 Water　 has　 no

鵠撫翻 盤 灘 撒e霊1瓢欝 器
that　 water,　 though　 formless,　 has　 a　limitless　 number　 of　forms

.Lik

ewisehyleisalsofomiess,butithasthepotentialtOmanifest

・　limitless　 number　 ・f　f・・m・ ・　F・r　 th・t　・ea・・n,　it　i・　apP・ ・pri。te　 tO

call　it　̀`HyUUgSαng .'nl

Howeveちsmce　 the　 Platonic　 and　 Aristotelian　 theory　 of　matter　 is　no

罵課 蹴 蠕 鵠識 霊譲・瓢 躍 嵩
5imilarlytoDivinePrinciple,Un迅cation　 Thought　 also　considers　 all

exlstmg　 bemgs　 to　have　 an　 nlvisible　 aspect
,　or　sungsang,　 and　 a　visible

鑑臨臨聯 鑑 濫灘宏蕊盤鵠 艦躍
P血ciple,sungsαUg　 is　seen　 to　correspond　 to　mind

,　both　 in　(];〈]〉(il　alldh
umanbemgs

The　 Original　 Sungsαng
,　or　God's　 SuUgsαUg,　 is　the　 part　 of　God

corresponding　 to　mind　 and　 represents　 the血ndamental　 cause　 of

艦,盤 。a;ξ瓢f蠕1識 臨 織 瓢 謡芸
human　 beings,　 to　instinct　 in　animals

,　to　life　in　plants,　 and　 to

physic㏄hemicalcharacter丘1　 minerals.22

1・　th・ 　passag・ 　w・ 　・an
.・ee　th・t　D・ 　Lee　 h・ ・　add・d　 t・　th… 　 n・ept　 ・f8μ㎎sα㎎as

　presented　 ln
　　　　　　 　　　　　　 　　　 Divine　 Pdnciple　 by　 regarding　 it　as　the極

・ti・n・1・・p・・t・fth・being ・Wh・ti・meantby"且m・ti・n・1・ ・p・,t・m

thls　 passage　 is　not　 immediately　 clear　 There　 are　 hints　 as　 to　the

meaning　 of丘mction　 in　this　context飴 ㎜d　 in　other　 parts　 of　the　 te)d
.

　 Mnd　 is　seen　 to　consist　 of　an　 inner　 fbur-position　 base　 of　an　 inner
sungsαng　 and　 an　 inner　 hyungsαng　 (see　 below) .　Thus　 the　 inner

sun8sαng,　 as　the　 part　 that　 does　 the　 thh㎞g
,　can　 be　considered　 to　beth

e　fUnctional　 part.23　 1t　is　not ,　however,　 explained　 in　the　 text　 how

8μ ㎎8α ㎎asawhole　 is　fUnctional　 in　this　 same　 sense .　Later　 in　the

text,　 m　 the　 chapter　 on　 Ontology ,　the　 fUnction　 of　lifb　is　said　 t`)　be　 the

ability　 of　a　being　 to　grow　 while　 maintaining　 control　 over　 itsel£ 　and　 the

phy・i… 　 h・mi・al㎞ ・ti・n・fmin・ ・al・isseen・ …　 ng・ α㎎ .24A,lea,

plcture　 of　the　 meaning　 of　fUnction　 would　 aid　 in　understanding　 the

meaning　 of　sungsαUg,　 but　 the　 incomplete　 picture　 presented　 does　 not
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miUaUy　 contribute　 to　our　 understand血gof　 the　 term.

The　 core　 explanation　 Df　sungsαng　 and　 hyungsαng　 in　Unification

Thought,　 when　 st五pped　 of　Greek　 philosophy　 and　 notions　 of　f㎞ction,

is　essentially　 identical　 tD　the　 explanation　 given　 in　Divine　 Pr血ciple.

Thus　 hyuugsαng　 refers　 to　the　 visible　 aspects　 of　existing　 beings　 (mass,

shape,　 etC.),　and　 8μ㎎8α ㎎refers　 'to　mmd,　 1ifb,　and　 physico-chemical

eharacter.25　 Uni五cation　 Thought,　 however,　 gives　 one　 very　 important

addition　 tO　this　picture　 that　 is　not　 present辻L　 Divine　 Prhlciple.　 That　 is

the　 treatment　 of皿ind　 as　 all　inner　 fbur-position　 base.　 This　 is　most

clearly　 explai皿ed　 in　the　 Theory　 of　the　 Origi皿al　 Image　 as　the　 "Two-

Stage　 Structure　 of　the　 Original　 Image,"　 and　 the　 "Two-Stage　 Structure

of　Creation."26　 Here　 mind　 (sungsang)　 is　shown　 to　 exist　 and　 act

through　 an鉦 皿er　 four-position　 base　 that　 derives　 from　 the　 relationship

of　an　 inner　 sttng8αng　 and　 an　 inner　 hyungsαng.　 For　 the　 Original

Image,　 the廿mersμ ㎎sα ㎎is　 said　 to　consist　 of　intellect,　 emotion,　 and

will,　and　 the　 inner　 dyungsαug　 of　ideas,　 concepts,　 1aws　 and　 mathemat-

ical　plinciples.27

if-we　 regard　 the　 Origilal　 hnage　 as　the　 archetypal　 pattern　 deduced

丘om　 common　 characteristics　 of　all　existi皿g　 beings　 according　 to　the

p血ciple　 of　resemblance,　 then　 all　existing　 beings　 should　 also　 be　 seen

t()　have　 this　basic　 two-stage　 structure　 of　irmer　 and　 outer　 」f(〕ur　position

bases.　 Thus　 in　human　 beings　 mind　 (sungsαng)　 would　 consist　 of　an

inner　 sLLngSαug　 and　 an　 inner　 hyungsang　 in　an　 inner　 fbur-position

base,　 where　 the　 inner　 sungsαng　 would　 be　intellect,　 emotion,　 and　 will,

and　 the　 inner　 hyttngsαng　 would　 be　 ideas,　 concepts,　 laws　 and

mathematical　 principles.28　 The　 outer　 fbur-position　 base　 would　 then

simply　 be　 the　 mind　 and　 body　 relationship.　 Similarly,　 inner　 fbur-

position　 bases　 in　eXisting　 beings　 woUld　 also　 describe　 life　and　 physico-

chemical　 character.

　 For　human　 beings　 this　kmd　 of　structure　 is　suggested　 in　the　[[[heory

of　Art,　 where　 the　 creation　 of　a　work　 of　art　begms丘omanin[nerfbur-

position　 base　 that　 is　equivalent　 to　theセmer　 developing　 fbur-position

base　 of　the　 Original　 lmage.29　 in　the　 chapter　 on　Ontology,　 however,　 Dr.

1/ee　 does　 not　 apply　 this　 inner　 fbur-position　 base　 to　all　eXisting　 beings

in　this　 same　 way.　 Rather　 he　 sees　 the　 inner　 and　 outer　 strueture　 of　the

Original　 image　 reflected　 in　a　beings'　 eXistence　 as　an　 indiVidual　 truth

body　 and　 as　 a　connected　 body.30　 This　 changes　 the血ner　 and　 outer

structure　 f}om　 one　 that　 applies　 to　a　single　 being　 to　one　 that　 involves

more　 that　 one　 being.　 In　the　 pr㏄ess　 the　 nature　 of　the㎞er　 and　 outer

bases　 are　 changed　 somewhat.31

1believe　 that　 this　 model　 of　sungsαng　 existing　 through　 an　 inner

f()ur-position　 base　 in　all　existing　 beings　 can　 be　 added　 to　Unification
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Thought　 without　 significantly　 changing　 the　 overall　 s七ructure.

interestingly　 doing　 so　allows　 us　tO　reVisit　 the　 notion　 of　fU皿ction.

As　 shown　 above,　 when　 mind　 is　considered　 to　exist　 as　an㎞er　 fbur-

position　 base　 the㎞er　 sungSαng,　 as　the　 part　 that　 does　 the　 th輌g,

can　 be　 regarded　 as　the　 fUnctional　 aspect.　 Similarly,　 if　sungsang　 in

general　 is　considered　 to　exist　 through　 an丘 皿er　 fbur-position　 base　 then

the　 irmer　 suUgsαng,　 notsμ ㎎sα ㎎as　 a　whole,　 can　 be　regarded　 as　the

fUnctional　 aspect　 of　an　 eXisting　 being.　 Thus　 the　 model　 of　sungsαng

presented　 here　 allows　 a　consistent　 explanation　 for　the　 fUnctional

aspect　 of　sungsαng　 tO　be　developed　 and　 applied　 to　aU　 eXisting　 beings.

3.　Two　 Stage　 Structure　 and　 The　 Outer　 ]Base　 of

　 Methodology

Up　 to　this　 point　 in　our　 discussion　 ofsμ ㎎sα ㎎andhyuUgsαUg　 we

have　 been　 using　 the　 inner　 base　 of　the　 methodology　 based　 on　 logic　 to

de]dve　 and　 support　 a　two-stage　 structure　 of　existing　 beings.　 The　 outer

base　 of　the　 methodology　 deals　 wi七h　 a　comparison　 with　 the　 created

universe、 　Silce　 natural　 science　 has　 a　well-developed　 outer　 base　 rooted

in　experimentation,　 a　comparison　 With　 scientific　 theories,　 such　 as　the

standard　 model,　 can　 substitute　 for　the　 outer　 base　 in　the　 methodology.

In　this　 section　 we　 will　 first　 look　 at　some　 insights　 fbr　 the　 notion　 of

8ungsαng　 as　 an　 inner　 base　 derived　 from　 considerations　 of　modern

neuroscienceandthenaddressimplicationsofthestandardmodel.

　 The　 main　 seat　 of　the　 physical　 mind　 in　 the　 physical　 body　 is　the

bra辻1,　 and　 in　recent　 years　 neuroscience　 has　 made　 rapid　 progress　 il

unraveliエ1g　 the血nctioning　 of　the　 brain.　 Memery,　 emotion,　 reasoning,

sensory　 experience　 and　 movement　 are　 known　 to　depend　 upon　 the

chemical　 and　 electrical　 pathways　 in　 the　 brain.32　 Memories,　 fbr

example,　 are　 laid　 down　 by　 the　 establishment　 and　 strengthening　 of

connections　 betWeen　 neurons　 in　specific　 parts　 of　the　 brain.　 Ih　 other

words　 neuroscience　 shows　 that　 the　 contents　 of　the　 mnersμ ㎎sα ㎎

and　 innerんyungsαng　 of　the　 physical　 mind　 exist　 and　 act　 in　 the

chemical　 and　 electrical　 connections　 of　the　 brain.33　 That　 is　they　 have

direct　 relationship　 to　the　 physical　 structure　 of　the　 brain　 and　 are　 not

separate　 substances　 in　 themselves.　 Moreover,　 the　 contents　 of　the

innerんyungsttng,　 memories,　 prototypes,　 ideas,　 concepts,　 1aws,

mathematical　 principles,　 etc.,　 can　 be　 generically　 regarded　 as

information.　 Thus　 the　 con絶ntsoftheimer励 ㎎sα ㎎of　 the　 physical

mind　 can　 be　 regarded　 as　 infbrmation　 coded　 onto　 the　 physical

structure　 of　the　 brain.　 The　 inner　 sungsαng,　 as　the　 fUnctional　 part　 of

the　 mind,　 can　 then　 be　regarded　 as　the　 componentS　 or　faculties　 needed

i
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k)　access　 and　 express　 that　 information.

Neuroscience　 shows　 how　 the　 physical　 mind　 can　 exist　 as　 an　 i皿1er

f()ur-position　 base　 that　 is　part　 of　the　 physical　 structure　 of　the　 brai1,

and　 thus　 ultimately　 depends　 upon　 the　 particle　 nature　 of　existence.　 If

ths㎞dof㎞er　 s㎞cture　 is　how　 sμ㎎sα ㎎e幼s舳en　 it　should　 also

be　 observed　 in　life　and　 physico-chemical　 characteL　 Life,　 1ike　 m血d,　 is

very　 di缶cUlt　 to　define.　 At　 its　root,　 however,　 the　 life　of　any　 organism　 is

life　at　the　 cellular　 level.

　 The　 cell　should　 thus　 exist　 and　 act　 through　 both　 inner　 and　 outer

fbur-position　 bases.　 In　this　 mOdel　 life　(suUgSαng)　 call　be　seen　 to　consist

of　an　 inner　 sungsang　 and　 an　 inner　 hyungsang　 in　an　 inner　 fbur-

position　 base　 that　 depends　 on　 the　 chemical　 and　 electrical　 pathways　 in

the　 celL　 Similarly　 to　mind　 the　 hlner　 1脳 ηgsα ηg　of　lifb　in　this　model　 is

infbrmation　 coded　 into　 the　 physical　 structure　 of　the　 cell.　Primarily,

but　 possibly　 not　 exclusively,　 we　 can　 see　 this　 in　the　 information　 coded

intO　 the　 DNA　 of　a　cel1.　The　 cell　also　 has　 hmer　 sα ㎎8α ㎎components,

or　fUnctional　 components,　 that　 "read"　 and　 express　 that　 information　 in

the　 prote立1s　 of　the　 celL

　 The　 sungsang　 of　matter　 is　described　 in　Unification　 Thought　 as　its

physico-chemical　 character　 or　ftmction.34　 The　 text　 does　 not,　 however,

clearly　 explain　 what　 physico-chemical　 character　 actua11y　 is.　I　believe

that　 with　 this　 model　 of　sα㎎sα ㎎as　 ani皿er　 four-position　 base　 this

problem　 can　 begin　 to　be　 addressed.　 Though　 the　 situation　 is　not　 as

clear-cut　 as　 it　is　for　life　and　 mind.　 Since　 the　 fUndamental　 particle　 of

matter　 is　the　 atom　 let　us　 consider　 an　 atom　 in　this　 context.　 An　 atom

has　 a　clear　 々γα㎎sα ㎎;it　 has　 shape　 and　 mass,　 and　 is　composed　 of

smaller　 particles.　 It　is　more　 difficult　 to　 apply　 the　 inner　 base　 of

sungsang　 to　the　 atom　 because　 its　complexity　 is　not　 sufficient　 to

support　 the　 discrete　 structures　 of　an　 inner　 sU〃zgSαrlg　 and　 inner

hyungsαng　 such　 as　 we　 find　 in　a　cell　or　the　 brain,　 but　 we　 can　 still

discem　 this　 structure　 in　a　vestigial　 or　rudimentary　 way.

　 As　 a　generalization,　 the　 inner　 base,　 as　 described　 above,　 can　 be

regarded　 as　 an　 inner　 hyungsαng　 that　 is　infbrmation　 coded　 on

material　 particles,　 and　 an　 inner　 suUgsαng　 that　 is　the　 fUnctional　 part

tha七reads　 and　 expresses　 the　 infbrmation.　 Now　 in　the　 atom　 we　 do　not

have　 the　 constant　 electrical　 and　 chemical　 signaling　 of　the　 same　 sort

that　 we　 find　 in　 living　 beings.　 However,　 the　 type　 of　atom　 and　 its

chemical　 and　 physical　 properties　 are　dete㎜ined　 by　 the　 nucleus　 of　the
t
atoM.　 In　 particular　 it　is　primarily　 the　 number　 of　protons　 in　the

nucleus　 that　 determines　 the　 character　 and　 identity　 of　the　 atom　 itself

It　is　therefore　 possible　 tO　View　 the　 infomiational　 content　 of　the　 atom

as　a　whole　 to　be　coded　 onto　 the　 structure　 of　the　 nucleus　 and　 expressed
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五mctionally　 through　 the　 quantum　 interactions　 within　 the　atom .

　　Considerations　 of　the　 physical　 sciences,　 biology,　 and　 neuroscience

thus　 show　 that　 a　common　 pattem　 for　eXistence　 can　 be　 developed　 that

is　not　 independent　 of　matter,　 but　 at　the　 same　 time　 is　not　 directly　 the

matter　 itsel£ 　Since　 sungsαng　 is　primarily　 related　 to　iIlfbrmation

storage　 and　 pr㏄ess五1g,8μ ㎎8α ㎎and　 hyungsαUg　 ``sit　on　 top"　 of　the

particle　 explanation　 of　matter　 m　 the　 standard　 model.　 That　 is　they　 are

not　 directly　 the　 particles　 and　 their　 interactions　 themselves .　An

{malogy　 would　 be　 to　w五ting　 on　 a　page.　 The　 info㎜ation血the　 te)d　 is

more　 than　 the　 physical　 and　 chemical　 properties　 of　the　 paper　 and　 mk
,b

ut　at　the　 same　 time　 it　cannot　 exist　 mdependently　 of　the　 paper　 and

ink.　 The　 smallest　 existing　 being　 that　 this　 structure　 can　 be　 discemed

in　is　the　 atom,　 and　 in　any　 larger　 bemg　 the　 infbrmational　 structures

will　be　layered.

4.　InsightS　 from　 the　 Standard　 Model

In　 addition　 to　this　 basic　 picture　 of　suUgsαng　 there　 are　 important

insights　 to　be　 derived　 from　 the　 standard　 mode1.　 At五rst　 sight　 the

standard　 model　 appears　 to　challenge　 the　 pair　 structure　 concept

contained　 with血Divine　 P血ciple　 alld　 Unification　 Thought .　This　 is

because　 the　 strong　 fbrce　 has　 a　threefbld　 color　 charge　 and　 protons　 and

neutrons　 are　 composed　 of　three　 quarks　 in　away　 that　 cannot　 be

eXplained　 in　terms　 of　sungsαUg　 andhγungsαng,　 or　yin　 and　 yang　 pairs.

Unification　 Thought　 does,　 however,　 contain　 threefold　 structure　 that　 is

oftensomewhatneglected.

　 Mind　 is　considered　 to　have　 the　 faculties　 of　intellect,　 emotion,　 and

will　that　 pursue　 truth,　 beauty,　 and　 goodness　 respectivel)C　 resuIti皿gin

scientific　 knowledge,　 art,　{md　 ethics.　 Thus　 all　cultural　 expression　 has

at　heart　 these　 three　 elementS.35　 Since　 mind　 eXistS　 through　 a　threefold

structure　 it　suggests　 that　 sμ㎎sα ㎎in　 general　 also　 exists　 through　 a

threefold　 structure.　 Thus　 the　 apparent　 conflict　 of　Uni五cation　 Thought

with　 the　 strong　 fbrce　 can　 be　 res61ved　 by　 regarding　 the　 threefbld

structure　 of　the　nucleus　 as　structure　 of　the　 sungsαngoftheatom .This

view　 of　threefbld　 structure　 within　 the　 sμ ㎎sα ㎎is　 strengthened　 by

the　 fact　 that　 quarks　 do　 not　 exist　 independently　 of　each　 other　 m　 the

present　 universe.

　 Additionally　 this　 triplet　 structure　 of　the　 baryons　 can　 be　regarded　 as

coding　 information　 in　the　 inner　 hyuUgsαng.　 Thus　 the　 code　 fbr　a　proton

is　two　 up　 quarks　 alld　 one　 down,　 whereas　 the　 code　 fbr　a　neutroll　 is　one

up　 quark　 and　 two　 down,　 and　 the　 code　 fbr　the　 atom　 is　contained　 in　the

tOtal　triplet　 structure　 of　the　 nucleus.

ー

ー
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11terestingly　 this　 b血gs　 us　 to　an　 additional　 correspondence　 with

living　 beings.　 The　 informational　 content　 of　a　cell　is　pdmarily　 encoded

in　the　 DNA　 of　the　 ceU's　 nucleus,　 where　 a　sequence　 of　three　 bases　 in

the　 chemical　 structure　 of　DNA　 codes　 fbr　a　particular　 amillo　 acid.36

That　 is　the　 basic　 informational　 coding　 structure　 of　DNA　 involved　 in

storage　 and　 expression　 of　protein　 information　 is　a　t坤let　 structure.

Thus　 at　the　 heart　 of　the　 sμ㎎8α ㎎of　 liv血gbe辻lgs　 there　 is　again　 the

three-f()1dstructurethatwefindinthesungsαng　 of　mind　 and　 atomns.

V.　Conclusion

　 In　 the　 section　 on　 methodology　 a　two-stage　 methodology　 fbr　the

practice　 of　Uni丘cation　 Thought　 was　 outlined　 that　 demonstrates　 the

relationship　 betWeen　 Unification　 Thought,　 physics,　 and　 theology　 It

demonstrates七hat　 Unification　 Thought　 has　 the　 potential　 to　Uni

physics　 and　 theology　 and　 gives　 an　 altemate　 view　 of　the　 scienti五c　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ind

eductivelogicandtheoutermethoditse正The　illner　base　is　rooted

base　 in　 inductive　 logic　 though　 comparison　 with　 existing　 beings.

Comb㎞g　 this　 two-stage　 structure　 with　 the　 principle　 of　resemblance

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 all　that　 wascompletes　the　method.　Historically　 the　 inner　 base　 was

available　 fbr　the　 investigation　 of　matter,　 and　 in　this　 regard　 Plato　 and

Adstotle's　 theories　 reigned　 supreme　 fbr　centuries.　 Physics　 adds　 an

outer　 base　 of　experimental　 comparison,　 and　 in　the　 standard　 model

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .Thisdemonstrates　that　physical　existence　is　particle　based

invalidates　 the　 Platonic　 and　 Aristotelian　 concepts　 of　matter,　 which　 in

七urnfbrcesus七 〇reexaminethedualityofmindandbody.

　 Unification　 Thought　 contains　 the　 seeds　 of　new　 categories　 fbr

explaining　 spiritual　 existence　 in　terms　 of　a　substantial　 spiritual

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 but　 theexistence　that　is　compatible　with　scientific　materialism,

ramifications　 of　these　 categories　 need　 further　 exploration.　 An

apphcation　 of　the　 proposed　 methodology　 to　Unification　 Thought　 itself

allows　 the　 development　 of　a　new　 model　 fbr　the　 existence　 of　8μ ㎎8α ㎎

that　 is　compatible　 with　 physics.　 In　that　 model　 sμ㎎8α ㎎exlsts　 as　an

irmer　 base　 'of　a　fUnctional　 aspect　 and　 an　 informational　 aspect　 Within

the　 existing　 being.　 Thus　 physical　 sungsαng　 does　 not　 exist

independently　 of　physical　 hyungsαng.　 Additionally　 the　 standard

model　 suggests　 that　 the　 functional　 and　 infbrmational　 aspects　 of

sungsαng　 eXist　 through　 a　threefbld　 structure.

With　 this　 inner　 structure　 of　sungsαng　 and　 the　 new　 categories　 of

eXistence　 Undication　 Thought　 is　able　 to　proVide　 a　consistent　 unifying

explanation　 fbr　diverse　 areas　 of　natural　 science　 such　 as　neurosclence

What　 ls　the　Matter?Methodology　 and　Matter　 in　Unificatlon　 Thought　 and　Modern　 Physics　 39、

and　 particle　 physics,　 while　 still　supporting　 a　spiritual　 reality.　 It　also

allows　 for　some　 new　 definitions　 for　mind　 and　 life.　Further　 work　 Will

look　 at　yα ㎎and　 yin　 (see　 appendiX　 for　an　 overview)　 and　 universal

prime　 force.

Appendix　 ・　Yang　 and　 Yin

Divine　 P血ciple　 acknowledges　 a　continuity　 of　concepts　 of　yα ㎎gand

Orin　With　 the　 philosophy　 of　the　 l　Ching,37　 but　 Unification　 Thought　 does

not,　prefbrring　 to　emphasize　 a　discontinuity　 between　 the　 two.38　 1n　this

respect　 Divme　 P血ciple　 and　 Unification　 Thought　 seem　 to　be　 at　odds

With　 each　 other.　 What　 is　the　 source　 of　this　 disparity　 and　 how　 can　 it　be

resolved?　 I　believe　 the　 disparity　 arises　 from　 Dr.　 Lee's　 use　 of　the

Aristotelian　 notion　 of　substances　 in　Unification　 Thought,　 and　 that

resolution　 requires　 an　 examination　 of　the　 I　Ching　 itSe正

　 The　 fUndamental　 philosophy　 of　the　 I　ChiUg　 is　represented　 in　two

sequences　 of　the　 eight　 thgrams　 (fig.　1)　designated　 pre-heaven　 and

later-heaven.39　 Though　 not　 separately　 identified　 as　 such　 in　 the　 I

Ching　 pre-heaven　 corresponds　 to　sungsαng,　 and　 later-heaven　 to

hγungsαng.　 Thus　 concepts　 of8μ ㎎sα ㎎and　 hyungsαng　 are　 present　 in

the　 philosophy　 of　the　 I　Ching.　 Interestingly　 the　 Korean　 flag　 is　a

representation　 of　the　 pre-heaven　 sequence　 (fig.　1)　that　 demonstrates

the　 balance　 ofyαng　 andyin　 in　the　 realm　 of　thought　 (suUgsαng),　 where

the　 essential　 nature　 ofOrαng　 is　activity　 and　 the　 essential　 nature　 ofyin

is　receptivity　 When　 compared　 to　Divme　 Prhlciple　 these　 two　 sequences

suggest　 two　 types　 ofyα ㎎and　 yin　 attributes.　 One　 type　 refers　 to　the
``stuff'　of　an　 existing　 being　 rooted　 in　its　8μ㎎5α ㎎(pre -heaven)

,　and　 is

the　 source　 of　the　 masculine　 or　feminine　 character　 of　the　 being.　 The

other　 type　 refers　 to　the　 physical　 manifestation　 of　the　 being　 (later-

heaven)　 in　 itsんyungsαng.　 The　 latter　 may　 be　 called　 accidental

attributes,　 and　 refers　 to　thngs　 such　 as　convex　 and　 concave,　 top　 and

bottom,　 1ight　 and　 dark,　 etc.

Combining　 the　 model　 of　sungsαng　 as　 an　 inner　 base　 With　 the　 tWo

types　 of　yα ㎎andyinf士om　 theIChing　 suggests　 that　 yang　 and　 yin

also　 "sit　on　 top"　 of　explanations　 of　the　 standard　 model　 in　the　 same

way　 that　 sungsαng　 andhγungsαng　 do.　 Thus　 allowing　 Unification

Thought　 to　stand　 between,　 and　 unite,　 theI　 Ching　 and　 physics　 in　a

similar　 way　 to　its　position　 with　 respect　 to　theology　 and　 physics.

Unification　 Thought　 therefbre　 is　complimentary　 to　the　 standard

model　 and　 gives　 important　 additional　 msights　 into　 existence　 that　 are

compatible　 with　 the　 standard　 mode1,　 but　 not　 directly　 derived　 from　 it.
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Fig.　t　The　 two　arrangements　 of　trigrams,　 showing　 direction　 of　movement,

　　　　and　 the　Korean　 Flag
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NOTES

1)輌 輌rest　 of　space　 t垣ss㏄ 怠on　 is　as㎜ 町o晦Someofthe

explanation　 is　presented　 hl　 a　previously　 pUblished　 paper　 (David

Burton,　 "UIlification　 Thought's　 Methodology　 alld　 the　 Dual

Characteris廿cs,"　 Jbμrπ αZqf翫i伽t初 πS伽d!鉋s5(2003):81-91.)

2)　Sang　 Hun　 Lee,　 EssentiαZs　 of　 Unif諺cαtion　 Thought　 (Tbkyo:

Uhificatioll　 Thought　 ][nsbitute,　 1992)　 407.

3)琢 ρ08競oπof　 the　 Divine　 Principle　 (Seou1:　 Sung　 Hwa　 Pubhshi皿g

Co.,1996)15-16

4)　David　 Burton,　 "An　 Exploration　 of　Questions　 in　the　 Ontology　 of

U莇cation　 Thought,,'　 」()urnαlof乙 玩 流 α舌ioπ8Z掘 泥s4(2002)48-50

5)　The　 standard　 model　 has　 been　 extensively　 described　 in　popUlar

science　 and　 scient迂ic　 literature.　 In　this　work　 I　have　 fbund　 the　 on1血e

Encyclopaedia　 Britannica　 to　be　 of　particular　 use.　 A　 good　 starting

point　 for　 further　 reading　 is:　"Standard　 Mode1."　 Encyclopaedia

Britamica.　 2004.　 Encyclopaedia　 Britannica　 Online.　 20　 May　 2004

<http似search.eb.㏄om/eb/article?eu=71193>.

6)　 This　 is　challenged　 ill　string　 theory　 where　 the　 fundamelltal

particles　 are　 seen　 as　 vibrating　 strings　 rather　 than　 structureless

points.

7)　Color　 charge　 has　 noth丘1g　 to　do　 with　 visible　 colors.　 It　is　just　 a

naming　 system　 like　 plus　 and　 minus　 f()r　the　 electromagnetic

illteraction.

8)　Samuel　 En㏄hStump£8㏄rα オes　to　Sar彦re　 (New　 Ybrk:　 McGraw一

㎜,1982)187

9)　Plati)'s　 concept　 of　soul　 has　 parallels　 with　 Uni五cation　 Thought's

conceptofmindasemotion,inteU㏄t,　 and　 wi皿.　Aristotle,　 on　the　 o七her

hand,　 appliesa　 concept　 of　soul　 to　plallts　 and　 animals　 too.　 His

description　 is　more　 reminiscent　 of　the　 stepped　 structure　 of　8μ㎎8α ㎎

describedinU㎡fication　 Thought.

10)　Lee,　 Essenmis　 7

11)Ibid.,93

12)Eecpositi〈)n45　 .　 ・

13)　 Akifumi　 Otani,　 "A　 New　 Idea　 fbr　 the　 Mind-Brain　 Problem,"

」()umαlqfし 「nifiCαtionStu(lies5(2003):113-114

14)　 An　 older　 translation.　 of　Divine　 Principle　 calls　 the　 spiritual

universe　 the　 "invisible　 substantial　 world"のivine　 Principte　 (New

Ybrk:HAS-UWC,1977)57.)

15)　 Claude　 Perrottet,　 "Conceptual　 R{}adbl㏄kst疋)　 an　 Understanding

ofSp立itual　 Rea五ty血the　 Western　 Philosophical　 '1]radition,"血Unity

・f　S・i・nces　 and　 Unifi・ αti・n　 Th・ught:　 　Pr・ceeding・ 　・f　th・　15`h
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InternaaOnαI　 SympOSiUm　 On　 UnifiCαti・n　 Th・Ught　 held　 in　MOSCOω

27-30November2003

16)AndrewW丑son,　 "Research　 into　 the　 Ontology　 of　Sphit　 Wbrld　 and

Spirit　 Persons　 in　Unification　 Thought,"　 Journαl　 of　 Unificαtion

Stu(iies5(2003):145-174

17)Escposition1

18)　 Mind　 in　 this　 sense　 isavery　 broad　 de丘nition　 that　 includes

instinct　 and　 life　itSelf.

19)　Bu[rton,　 `Methodologズ'81-91

20)　l　ee,　Essentiats　 6

21)Ibid.,7

22)Ibid.,3

23)Ibid.,5

24)Ibid.,43

25)Ibid.

26)Ibid.,32-33

27)Ibid.,23

28)　 Ibid.　 Individual　 Image　 in　the　 Original　 Image　 and　 prototypes　 in

thehumanm血d　 would　 be　hlcluded　 here.

29)Ibid.,231

30)Ibid.,68

31)　Burton,　 ``Explora廿on,,,48-50

32)8ciθ π雄cA鞭}πcα π289　 (September　 2003).　 This　 is　a　sp㏄ial　 issue

dedicated　 to　neuroscience.

33)　Neuroscience　 cannot　 as　yet　 e】rplain　 consciousness.　 That　 is　a　more

intractable　 problem　 and　 Will　 probably　 require　 invokmg　 the　 spiritual

mind　 as　wel.

34)　]Lee,　Essentuzts　 43

35)Ibid.,99～100.

36)　 See,　 fbr　example,　 Stephen　 J.　Freeland　 and　 Laurence　 D.　 Hurst,
``EvolutionEncoded

,"SctentLficAntericαn290(April2004)84-91.

37)　EXPOSition　 20～21

38)　Lee,　 Es8enhαts12～13

39)　 Diana　 F魚 血gton　 Hook,ηLe　 I　ChiUgα η{i　Manhind　 (L皿don:
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