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1.　Introduction

　 The　 United　 Nations　 since　 its　creation　 in　 1945　 has　 gradually

developed　 as　a　reflection,　 instrument　 and　 symbol　 and,　 somethnes .a　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　
e　UN　 as　stated　 lnleader;　 of　developments　 of　intemational　 society.　 Th

the　 Charter　 is　an　 important,　 comprehensive　 mechanism　 fbr　 the

maintenance　 of　intemational　 peace　 and　 securitX　 the　 main　 concem

fbr　intemational　 society　 It　is　a㎞ost　 impossible　 today　 without　 the　 UN

to　discuss　 intemational　 relations　 and　 global　 issues.　 ln　fact,　 the　 UN

has　 played　 an　 important　 role　 in　such　 global　 issues　 as　international

security,　 including　 regional　 conflicts,　 arms　 contro1,　 terrorlsm,　 and

other　 issues,　 including　 human　 rights,　 environments,　 women,　 A工DS,

poverty,　 and　 development.

　 In　light　 of　its　important　 role　 and　 influence　 in　mternational　 societX　 it
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　e　United　 Nationsis釦mpera丘ve　to　understand　better　what　is　called　th

system,　 which　 is　consisted　 of　the　 main　 organs　 and　 headquarters,

specialized　 agencies,　 regional　 and　 functional　 commissions,　 and

programs　 in　diverse　 fields.　 In　the　 stUdy　 of　the　 UN　 system,　 therefbre,

it　is　necessary　 to　make　 a　theoretical　 and　 analytical　 understanding

about　 the　 nature,　 role　 and　 fUnction　 of　the　 UN　 system,　 and　 also　 to

examine　 the　 activities　 and　 their　 impact　 of　the　 UN　 organlzatlons　 m

different　 global　 issue　 areas・

　 The　 effbrts　 to　make　 a　systematic　 understanding　 on　 the　 theory　 and

wor㎞gs　 of　the　 intemational　 organizations　 such　 as　the　 UN　 sys柏m

have　 been　 established　 in　 the　 academic　 discipline　 as　 part　 of

htemational　 Relations.　 Especially　 in　the　 1990s,　 the　 interests　 in　the
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study　 of　the　 UN　 have　 increased　 as　 the　 UN　 has　 expanded　 and

strengthened　 i七srole　 in　 the　 new　 enVironment　 of　the　 post-Cold隔

Era.　 These　 days,　 the　 study　 of　intemational　 organizations　 has　 been

established　 as　 a　sub五eld　 of　Intemational　 Studies　 or　International

Relations　 field,　 and　 the　 UN　 Studies　 has　 emerged　 as　 a　core　 of　the

intemational　 organizations　 studies　 with　 increase　 in　education　 and

research.

　 Initstheoryandhisto]ry,theUNisamanifestationofoneofseveral

ideas　 and　 plans　 about　 how　 to　achieve　 peace　 in　the　 world丘omancient

times.　 Therefbre,　 fbr　the　 progress　 of　the　 academic　 discipline,　 it　wiU　 be

intellectually　 stimulating　 and　 worthwhile　 exercise　 to　 exalnine

systematically　 the　 philosophical　 fbundation　 of　international

organizations　 in　general　 alld　 UN　 in　particular

　 h　 this　 context,　 analyzing　 and　 applyhlg　 Unification　 Thought　 in　the

context　 of　the　 UN　 Studies　 may　 proVide　 usefUl　 ways　 and　 means　 fbr

better　 understanding　 of　the　 discipline.　 UnificatioII　 Thought,　 based

upon　 vision　 and　 teachings　 by　 Rev.　 Sun　 Myung　 Moon,　 aims　 at

providing　 a　universal　 fbundation　 of　all　thoughts,　 academic　 disciplines,

and　 schools.　 Rev.　 Moon　 over　 the　 years　 has　 made　 consistent　 efforts　 in

words　 and　 actions敏)　 promote　 world　 peace　 through　 the　 teachings　 of

Unification　 Thought.　 He　 has　 fbcused　 particularly　 on　 the　 promotion　 of

world　 peace　 through　 the　 movement　 of　the　 refbrm　 and　 renewal　 of　the

UN,　 or　the　 establishment　 of　the　``Second"　 UN,　 with　 supporting　 of　many

activities,　 programs,　 and　 organizations　 on　 a　worldwide　 scale.　 How　 do

we　 understand　 his　 peace　 movements　 on　 a　g10bal　 scale,　 centered　 upon

theUN,andtheirrelevance紋)　 the　 role　and　 contribution　 of　the　 UN,　 is　a

m勾or　 concem　 of　this　 paper　 This　 study　 fbcuses　 upon　 the　 exploring　 the

nature,　 mean立1gs,　 and　 currents　 of　the　 discipl血e　 of　the　 UN　 Studies　 in

the　 context　 of　theory　 of　intemational　 relations　 and　 especially　 of　the

theory　 of　Unification　 Thought.　 In　 all,　this　 study　 will　 review　 and

explain　 mutual　 relationship　 between　 UN　 Studies　 and　 Unification

Thought,　 i.e.　how　 to　understand　 Unification　 Thought　 and　 the　 UN

Studies　 from　 mutual　 point　 of　Views.

This　 paper　 therefbre　 w皿elaborate,　 first,　examining　 the　 nature　 of

the　 UN　 Studies,　 second,　 the　 philosophical　 and　 ideological　 orig丘ls　 and

contents,　 third,　 analyzing　 the　 current　 UN　 System　 and　 its　activities,

fburth,　 exar㎡r血g　 Unification　 [[hought　 from　 the　 view　 point　 of　the　 UN

Studies,　 fifth,　 examining　 the　 UN　 Studies　 from　 the　 view　 point　 of

Unification　 Thought,　 sixth,　 drawing　 implications　 of　Unification

Thought　 on　the　 UN　 Studies,　 and　 last　making　 conclusions.
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ll.　Understanding　 on　 UN　 Studies

1.De丘nition　 of　IJN　 Studies

　 UN　 Studies　 can　 be　 defined　 as　 "an　 academic　 discipline　 of　social

science　 which　 deals　 with　 the　 syStematic　 understanding　 on　 the　 UN

system,　 that　 is　to　systematically　 analyze,　 explain,　 and　 understand　 the

natUre,　 contents　 and　 activities　 of　the　 UN."　 Tlheref()re,　 UN　 Studies,　 as

with　 other　 fields　 of　s㏄ial　 science,　 ahns　 at　equipped　 with　 universahty

ando句ectivity　 At　 the　 same　 time,　 the　 UN　 Studies　 aims　 at　becoming

value-oriented　 and　 policy-oriented　 social　 science　 fbr　 providing

altematives　 fbr　the　 promotion　 of　world　 peace.　 In　 al1,　the　 UN　 Studies

has　 characteristics　 of　pure　 social　 science,　 critical　 s㏄ial　 science　 and

policy　 social　 science.　 1

　 The　 study　 of　UN　 Studies　 is　in　general　 a　study　 on　the　 examination　 of

theoretical　 aspects　 of　concepts,　 domains,　 boundaries,　 ontology,

epistemology,　 and　 approaches　 related　 to　the　 UN　 system,　 and　 the

histOry,　 developments　 of　the　 UN　 system　 and　 its　actiVities　 in　various

お　　　　 　　　コ

　 The　 domains　 of　the　 UN　 studies　 include　 the　 study　 of　the　 structure,

power,　 and　 operations　 of　the　 UN　 system　 by　 the　 systematic　 analysis

and　 examination　 of　organizatiol1,　 personne1,　 rules,　 institutions,

administration,　 role,　 fUnction,　 and　 activities.　 Accordingly,　 the　 UN

Studies　 covers　 such　 organizations　 and　 agencies　 as:　 the　 six　 main

organs,　 including　 the　 General　 Assembly　 and　 the　 Security　 Council;　 the

Specialized　 Agencies,　 including　 UNESCO,　 WHO,　 and　 FA.0,　 0ther

fUnctional　 agencies　 including　 the　 UNHCR　 (UN　 High　 Commissioner

on　 Refugees);　 the　 Commissions　 including　 the　 Human　 Rights

Commission,　 ESCAP　 (Economic　 &　 Social　 Commission　 in　 Asia-

Paci五c);　 and　 the　 programs　 including　 the　 UNDP　 (UN　 Development

Program).　 The　 UN　 studies　 deals　 with　 not　 only　 the　 main　 organs　 and

indiVidual　 organizations　 as　the　 case　 of　the　 Security　 Council　 stipulated

in　the　 UN　 Charbel～ 　but　 also　 the　 role　 and　 fUnctions　 of　the　 UN　 system

as　a　whole,　 the　UN　 administration　 and　 intemational　 civil　ser～dce,　 and

the　 individual　 organizations　 and　 agencies　 in　various　 issue　 areas.

Thebo皿daries　 of　the　 study　 on　the　 UN　 Studies　 cover　 the制owing:

1)　Theoretical皿derstanding　 on　 the　 identity　 and　 nature　 of　the　 UN

systemintemユs20fontologyandepistemology.3

　 2)　Philosophical　 and　 ideological　 f()undation,　 and　 origins　 and

histodcal　 developments　 of　the　 UN　 system.　 4

　 3)　Interactions　 among　 the　 member　 states,　 and　 dynamic　 relation.

ship　 between　 the　 member　 states　 and　 the　 UN　 system,　 including　 the
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foreign　 policy　 and　 policy　 on　the　 UN　 of　the　 member　 states.　 4

4)　The　 structure　 and　 decision-making　 pr㏄esses　 in　the　 UN　 system　 5

　 5)　Administration,　 personnel　 management,　 finance　 of　the　 UN

systemintermoforganizationalstudies6

　 6)　The　 actiVities　 and　 operations　 of　the　 UN　 system　 in　various　 issue

areas,　 such　 as　PKOs,　 economic　 and　 human　 development,　 refUgees,

etc.7

7)　The　 role　 and丘mction　 of　the　 UN　 system,　 as　affecting　 or　reflecting

a　reality　 of　intemational　 s㏄iety8

　 8)　Intemational　 regime,　 multilateralism,　 global　 govemance,　 as　weU

astheformalinstitutionsg

9)　NGOs　 (Non-Gove㎜ental　 organizations),　 relevant　 tO　the　 UN

system　 and　 its　activities

　 10)　AspectS　 of　the　 creation　 of　intemational　 norms　 and　 intemational

law,asmanifestedasaresUltoftheUNactiVities

2.ApProachesinUNStudies

　 The　 approaches　 in　UN　 Studies　 have　 developed　 over　 the　 years

historically　 amd　 accumulatively,　 thus　 contributing　 tO　the　 richness　 and

expansion　 of　the　 study　 in　the　 UN　 Studies.　 There　 are　 five　 main

approaches　 in　the　 UN　 Studies:　 10

1)　Study　 on　 the　 Fo㎜al　 Institutions,　 including　 the　 UN　 Charter,

structure.　 rules　 and　 decision-making　 of　the　UN　 system

　 2)　 Study　 on　 the　 Institutional　 Processes,　 in　which　 dynamics　 of

position,　 policies　 of　the　 member　 states　 or　 leadership　 affect　 the

orientation,　 processes,　 and　 outcome　 of　the　UN　 system

　 3)　Study　 on　 the　 Organizational　 Role,　 the　 actual　 or　potential　 role　 of

the　 UN　 system　 in　setting　 agenda,　 and　 dealing　 and　 resolving　 various

issues

　 4)　Study　 on　 the　 i　ltemational　 Regime,　 which　 is　a　"goveming　 system

in　which　 member　 states　 coordinate　 their　 exp㏄tations,　 and　 organizing

aspects　 of　their　 actions　 in　 various　 issue-areas"　 in　 the　 absence　 of

central　 authority.

　 5)　Study　 on　the　 Global　 Govemance,　 which　 is　on　the　 regional,　 globa1,

or　transnational　 actors　 and　 their　 management,　 as　 well　 as　 the　 state

actors.　 11

3.　Educations　 and　 Research　 in　UN　 Studies

　 The　 education　 of　the　 UN　 Studies　 dates　 in　its　origins　 back　 to　the

days　 when　 Intemational　 Relations　 began　 to　emerge　 as　a　academic

1
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discipline　 after　 World　 War　 I.　The　 study　 of　in七ema廿onal　 organizations,

started　 with　 the　 creation　 of　the　 League　 of　 Nations　 in　 1919,

coineidently　 became　 a　subfield　 of　the　 study　 of　Intemational　 Relations.

Beginning　 at　 Columbia　 University,七he　 study　 of　international

organizations　 became　 a　part　 of　(mrricUlum　 of　intemational　 Relations,

which　 is　also　 part　 of　the　 discipline　 of　Political　 Science.　 With　 the

creation　 of　the　 United　 Nations　 in　1945,　 and　 its　expanded　 activities

over　 the　 years,　 the　 UN　 Studies　 became　 an　 important　 field　 of

education　 and　 research.

　 'lbday,　 major　 universities　 in　America,　 including　 Harvard,　 Yale,　 and

Columbia　 have　 courses　 or　independent　 program　 on　 the　 UN　 Studies.

For　 example,　 Yale　 University　 has　 an　 independent　 program　 in　Master

and　 Doctorate's　 level.　 In　Europe,　 many　 prestigious　 universities　 and

institutions,　 including　 Geneva　 Institute　 of　Graduate　 Studies,　 have

specialized　 program　 in　 this　 field,　 and　 many　 graduates　 have　 been

working　 for　the　 intemational　 organizations.

In　 K()rea,　 the　 s七udy　 of　the　 UN　 studies　 also　 became　 a　fashionable

subject　 in　graduate　 and　 undergraduate　 courses　 in　recent　 years.　 Major

Korean　 universities　 set　up　 Graduate　 School　 of　htemational　 Studies

since　 1992　 in　emphasizing　 training　 experts　 on　 international　 affairs

when　 the　 Korean　 govemment　 encouraged　 them　 to　do　 so　as　 part　 of

national　 strategy　 of　globalization.　 Most　 of　these　 graduate　 schools　 have

had　 a　major　 field　 in　the　 UN　 Studies,　 attracting　 many　 top-rated

students　 who　 wallt　 to　be　 able　 to　work　 for　 the　 UN　 system.　 For　 the

National　 Foreign　 Service　 Exam　 and　 the　 JPO　 (Junior　 Professional

O鑑cer)　 Exam,　 the　 study　 of　UN　 Studies　 is　a　prerequisite.

　 For　 the　 promotion　 of　the　 ideals　 and　 goals　 of　 the　 UN　 for

intemational　 peace,　 many　 civic　 and　 educational　 organizations　 engage

in　diverse　 activities.　 The　 professionalism　 and　 activities　 of　the　 UNA-

USA　 is　most　 well　 known,　 including　 annual　 publication　 of　global

agenda,　 and　 other　 educational　 and　 teaching　 materials.　 The　 Model　 UN

programs,　 conducted　 by　 many　 organizations　 around　 the　 world,　 are

also　 a　most　 famous　 forum　 of　discussion　 for　students　 and　 young　 people,

dealing　 With　 global　 issues　 and　 challenges　 of　the　world.

　 For　 research　 in　the　 UN　 Studies,　 there　 are　 several　 important

journals　 and　 research　 associations　 and　 organizations　 around　 the

world.　 Some　 of　the　 examples　 include　 Intemational　 Organizations,　 the

oldest　 in　the　 field,　 and　 Global　 Governance　 started　 in　 1994,　 and

Joumal　 of　Peace　 Research.　 The　 ACUNS　 (The　 Academic　 Council　 on

the　 United　 Nations　 System)　 established　 in　 1994　 bOasts　 of　over　 600

members　 from　 academia,　 research　 institutions,　 policy-making

establishments,　 and　 the　 staff　 of　the　 United　 Nations,　 including　 the
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Kofi　 A.　 Annan,　 the　 Secretary?Genera1.　 Besides　 the　 publication　 of　a

quarterly　 journal　 of　Global　 Govemance,　 the　 Co㎜cil　 hosts　 annual

conference,　 S㎜er　 Fellowshp,　 proVides　 special　 lecture　 series .　There

are　 also　 many　 NGOs　 fbcushlg　 on　 the　 promotion　 of　the　 ideals　 of　the

UN　 system　 with　 research　 or　 civic　 movement.　 For　 example
,　theSt

anley　 Foundation　 in　Amedca　 is㎞own拓r　 its　extensive　 research

activities　 on　 the　 UN,　 and　 the　 Wbrld　 Federahst　 Movement　 is　a　world

?wide　 organization　 actively　 pursuing　 the　 refbrm　 of　the　 UN　 through

which　 aims　 at　es剛is㎞g　 a　world免deral　 gove㎜ent .　hEurope,

SIPRI　 (StOckholm　 lntemational　 Peace　 Research　 lnstitute)　 and　 other

research　 organizations　 also　 do　 research　 on　 the　 UN　 although　 mostly

done　 as　part　 of　the　 peace　 studies.　 The　 Research　 activities
,　such　 as　inth

e　UN　 University　 in　'lbkyo　 and　 University　 f()r　Peace血CostaRica
,are

also　 inportant　 part　 of　the　 UN　 systern.　 In　Kbrea ,　]K()rea　 Intemational

Organizations　 Forum　 and　 KACUNS　 are　 two　 important　 academic

organizations,　 concentrating　 on　the　 UN　 studies.

　 As　 described　 above,　 thus,　 the　 UN　 Studies　 became　 an　 established

academic　 subfield　 or　 independent　 field　 in　 both　 education　 and

research,　 in　the　 study　 of　Ihtemational　 Relations.

III.　Theoretical　 Understanding　 on　 UN　 Studies

　 h　 order　 to　understand　 how　 and　 to　what　 extent　 unification　 thought

has　 a　relevance　 to　UN『 　Studies,　 it　is　necessary　 to　briefly　 examine　 the

philosophical　 and　 ideological　 fbundation　 of　International　 Relations

theory　 as　 it　is　related　 to　 an　 understanding　 of　the　 international

organizations　 and　 the　UN　 Studies.

　 The　 UN　 Studies,　 as　a　core　 sectOr　 of　intemational　 organizations,　 can

be　explained　 in　temms　 of　paradigrn　 of　intemational　 relations　 theory .　A

paradigm　 or　theoretical　 framework　 is　a　worldview　 on　 the　 social

phenomena　 and　 belief　 system　 In　 the　 UN　 Studies,　 the　 theory　 is　a

theoretical　 method　 of　systematically　 understanding　 the　 meaning　 of

existence,　 nature,　 and　 activities　 and　 role　of　the　 UN.　 The　 theory　 of　the

UN　 Studies　 is　a　mechanism,　 which　 makes　 systematic　 hypothesis
,

explanations,　 and　 predictions　 on　 the　 global　 issues ,　or　 the　 UN

activities　 and　 programs.　 i2　Accordingly,　 the　 theory　 of　the　 UN　 studies
,b

ased　 upon　 paradigm,　 ontOlogy　 and　 epistemology,　 explores　 analysis
,

explanations,　 predictions,　 and　 prescriptions　 about　 the　 UN .　A

paradigm　 on　the　 understanding　 of　the　 UN　 Studies　 can　 be　classified　 by

according　 to　a　traditional　 notion　 of　Realism　 and　 Liberalism
,　orH

obbsean,　 Grotian　 and　 Kantian　 Tradition.13　 Depending　 upon　 the
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paradigm,　 the　View　 on　the　UN　 also　differs.

1.　Realism　 (or　Hobbsean　 Tradition)

　 Realism,　 as　 one　 of　the　 oldest　 traditions　 in　intemational　 relations,

has　 intellectual　 roots　 to　such　 as　 Thucydides,　 Nicolo　 Machaivelli,

Thomas　 Hobbes,　 and　 von　 Cluasewitz.　 Under　 Realism,　 states　 are　 the

central　 actors　 of　the　 intemational　 system　 and　 their　 relations　 amount

to　a　state　 of　anarchy,　 or　"state　 of　war"　 of　all　agamst　 all.　Sources　 of

conflict　 come　 from　 either　 inherently　 egoistic　 human　 nature　 or

continuation　 of　a　struggle五)r　 power血the　 system　 of　sovereign　 states.

Self-help　 is　a　basic　 norm　 in　sta柏of　 anarch畑ere,　 ba1{mce　 of　power　 is

an　 automatic　 and　 unintended　 result　 of　state's　 preparation　 fbr　war　 to

solve"secu亘ty甜le㎜a.',

　 Realists　 consider　 international　 society　 as　nothing　 but　 the　 great

powers.　 States　 are　 not　 bound　 by　 moral　 or　legal　 constraints　 of　any

㎞d.　 'll)e　institutions　 of　international　 society,　 such　 as　international

organ立ations,　 are　 largely　 m㏄hanistic　 tools　 exploited　 at　the　 discretion

of　the　 great　 powers.　 Hegemonic　 Stability　 theory　 is　a　representative

explanation,　 in　which　 hegemony　 creates　 and　 manages　 intemational

organizations　 to　 further　 its　 own　 interests　 and　 values.　 If　any,

infemational　 organizations　 play　 only　 a　marghal　 or　intervening　 role

at　mOSt　 in　intematiOnal　 SyStem.

2.　Liberalism　 (or　Hobbsean　 and　 Kantian　 Tradition)

　 Liberalism　 is　another　 important　 tradition,　 dating　 back　 to　Stoics,

Hugo　 Grotius,　 John　 Locke,　 Immanuel　 Kant,　 Jeremy　 Bentham,　 alld

Wbodrow　 Wilson.　 In　 Liberalism,　 both　 state　 and　 nonstate　 actors　 are

important　 in　international　 relations.　 It　places　 great　 deal　 of　value　 on

individuals　 and　 the　 social,　 economic,　 and　 political　 organizations　 to

which　 they　 belong.　 The　 nature　 of　international　 relations　 is　a

combination　 of　conflict　 and　 cooperation,　 and　 hulnan　 nature　 is　self二

centered　 but　 cooperative.　 A　 variety　 of　issues,　 not　 only　 security　 and

military　 ones,　 but　 such　 other　 issues　 as　 economic,　 social　 or

enVironmental　 ones,　 come　 tO七he　 international　 agenda,　 s血ce　 there　 is

no　hierarchy　 of　issues.

　 Liberals　 emphasize　 the　 existence　 of　international　 society　 where

several　 different　 actors,　 beside　 state,　 IGOs　 (lntergovernmental

Organizations),　 NGOs　 (Non-governmenta1　 0rganizations),　 TNCs

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　Liberal(Transnational　Corporations),　and　individuals,　play　role.　I

tradition,　 international　 organizations　 play　 positive　 role　 in
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intemational　 society　 in　several　 aspects,　 fbr　 example,　 by　 providing
"collective　 goods

,"　and　 developing　 common　 norms　 and　 values.　 The

Liberal　 tradition　 can　 be　fUrther　 diVided　 into　 tWo:　 Grotian　 and　 Kantian

tradition.

　 1)　Grotian　 tradition:　 The　 core　 of　Grotian　 tradition　 is　the　 notion　 of

international　 society,　 which　 is　characterized　 not　 by　 anarchy,　 but
"anarchical　 society　 of　states

,"　or　lntemational　 s㏄iety　 In　the　 absence

of　supranational　 authority,　 international　 society　 share　 common

interests　 and　 values,　 and　 use　 institutions　 such　 as　 international

organizations　 and　 law,　 war,　 diplomacy,　 and　 balance　 of　power.　 These

institutions　 serve　 as　a　means　 of　and　 re且ect　 collaboration　 for　common

goals　 among　 states.　 In　 the　 contemporary　 discussion,　 neo-Grotian

tradition　 posits　 multiple　 actors　 as　members　 of　intemational　 s㏄ietX

not　 merely　 state　 actors.　 The　 notion　 of　global　 society　 or　 global

govemance　 assumes　 the　 eXistence　 of　multiple　 actors,　 including　 IGOs

and　 NGOs.

　 2)　Kantian　 tradition:　 ]Kantian　 tradition,　 also　 called　 cosmopohtanis】g

supports　 the　 establishment　 of　world　 society　 by　 changmg　 the　 nature　 of

international　 system　 of　states.　 Therefbre,　 this　 approach　 assumes　 the

creation　 of　a　supreme　 authority　 or　world　 government　 where　 only

indiVidual　 human　 beings　 have　 membership.　 Aiming　 at　a　brotherhood

of　mankind,　 this　 is　a　most　 idealistic　 vision　 and　 indeed　 radical　 or

revolutionary　 approach　 in　shap辻1g　 a　world　 peace.

IV.UnderstandingontheUNSystem

1.　The　 Nature　 of　the　 UN　 system

　 The　 international　 society,　 including　 the　 UN　 member　 states,　 has

triedtopursuenatienalorcommoninterestoftheworldthroughand

by　 the　 UN.　 The　 UN　 is　a　fbreign　 policy　 tool,　 multilateral　 fbrum　 of

diplomacy,　 and　 coordinatiIlg　 body　 of　diverse　 interests　 among　 the

members.　 Sometimes,　 the　 UN　 on　 its　own　 initiative　 works　 as　 an

independent　 actor　 for　the　 interests　 of　the　 whole　 world.　 14

　 Despite　 great　 expectation,　 the　 UN　 was　 in　a　controversy,　 with　 its

limited　 role　 in　the　 maintenance　 of　intemational　 peace　 and　 security,

mahlly　 due　 to　the　 cold　 war　 division　 and　 rivalry　 in　the　 world.　 With　 the

coming　 of　the　 post-Cold　 war　 era　 around　 1990,　 a　newly　 revitalized　 role

of　the　 UN　 indicated　 a　beginI血g　 of　"New　 World　 Order."　 For　 example,

the　 UN　 has　 made　 extensive　 activities丘om　 collective　 security,　 peace-

enfbrcement,　 peacekeeping,　 and　 peace-building　 to　 preventive
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diplomacy,　 disamament.　 The　 UN　 has　 also　 achieved　 a　great　 deal　 in

the　 area　 of　global　 issues　 for　Human　 Security,　 such　 as　human　 rights,

environments,　 women,　 refUgees,　 poverty,　 underdevelopment,　 AIDS,

etc.　It　has　 been　 argued　 that　 all　achievement血the　 new　 international

envirollment　 has　 demonstrated　 that　 the　 UN　 has　 a　capability　 and

authority　 to　 adequately　 deal　 with　 many　 global　 issues,　 including

regional　 conflicts,　 and　 the　 UN　 indeed　 was　 "reborn"　 as　 a　"Second-

generation　 UN"　 for　bringing　 the　 era　 of　PAX　 UN.

　 However,　 the　 conception　 and　 expectation　 on　 the　 UN　 is　either

mistaken　 or　wrong.　 The　 UN,　 despite　 its　rhetoric　 and　 symbolism　 of

international　 peace　 and　 cooperation,　 is　in　 its　basic　 nature　 an

international　 body　 of　member　 states,　 not　 a　powerfUl,　 independent,

supra-　 nationa1輌ational　 organization　 or　world　 govemment.　 [Ehe

UN,　 as　stated　 in　the　 Charter,　 has　 ap血ciple　 such　 as　the　 primacy　 of

sovereignty,　 sovereign　 equality,　 and　 non-interference　 into　 the

domestic　 jurisdiction.　 However,　 there　 is　ambivalence　 in　 that

intemational　 society　 calls　 fbr　more　 active　 role　 of　the　 UN　 beyond　 its

capacity　 and　 power,　 while　 most　 member　 states　 are　wary　 of　a　stronger

role　of　the　UN,　 which　 might　 restra血sovereign　 state.　 15

2.　Theoretical　 Understanding　 on　the　 UN　 System

　 How　 do　we　 understand　 the　 UN　 in　terms　 of　paradigm　 of　the　 UN　 in

itS　creation　 and　 present　 daYs　 operation?　 In　a11,　the　UN　 was　 created丘1

compromise　 of　two　 views,　 power　 politics　 of　the　 Realist　 views　 and

cooperation　 and　 coord血ation　 of　the　 Liberal　 views.　 On　 the　 one　 hand,　 m

its　creation,　 the　 UN　 was　 conceived　 as　a　reflection　 of　excusive　 tool　of

the　 coalition　 of　powerfUl　 states　 led　 by　 the　 United　 State.　 In　 many

aspects,　 the　 UN　 is　an　 organization　 reflecting　 American　 values,　 ideals

and　 world　 vision.　 Thus,　 the　 Permanent　 Five　 in　the　 Security　 Council　 in

fact　has　 been　 considered　 an　 "organization　 within　 the　 organization,"　 in

light　 ofits　 mique　 position.　 Therefore,　 Chapter　 VI　 (peacefUl　 resolution

of　disputes)　 and　 Chapter　 VII　 (enfbrcement　 measures)　 is　the　 core　 of　the

UN,　 and　 thus　 the　 Security　 Council　 has　 a　"primary　 responsibilitゾin

these　 areas.　 These　 are　 the　 elements　 of　Realist　 vision　 of　the　 UN

system.

　 On　 the　 other　 hand,　 there　 are　 many　 elements　 of　Liberal　 views　 in　the

UN16　 Among　 others,　 the　 UN　 has　 elements　 of　democratic　 principles,

such　 as　universal　 membership,　 sovereign　 equality,　 non　 ?interfbrence

into　 the　 domestic　 jurisdiction,　 peacefUI　 resolution　 of　disputes,　 equality

befbre　 law,　 which　 broadly　 reflect　 the　 interests　 of　the　 whole　 member

states.　 Moreover,　 beside　 states,　 there　 are　 elements　 of　possibilities　 of
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including　 non-state　 ac故)rs　 as　constitutive　 urdt　 of　intemational　 s㏄ietX

since　 it　is　considered　 that　 the　 state　 is　not　 the　 only　 actor　 in

international　 society.　 For　 example,　 the　 Chapters　 VIII　(Regional

Cooperation),眠(Economic,　 Internationa1　 Cooperation),　 and　 X

(Economic　 and　 Social　 Counci1)　 in　the　 UN　 Charter　 have　 the　 elements タ

which　 may　 resolve　 global　 issues　 in　transnational　 society　 These　 may

include　 such　 issues　 as　human　 rights,　 education,　 health,　 development

assistance,　 refugee　 protection,　 and　 cultural　 activities.　 Also,　 some

political　 role,　 such　 as　election　 monitOimg,　 peace　 buading,　 can　 be　 part

of　the　 UN　 authority,　 as　 the　 ECOSOC　 and　 its　specialized　 agencies

血nction　 fbr　 such　 tasks.　 In　 the　 Article　 72　 0f　the　 Charter　 has　 a

stipulation　 on　 the　 "Consultative　 Status"　 with　 regard　 to　NGOs　 fbr

systematic　 collaboration　 between　 the　 UN　 and　 NGOs.　 Later　 on,　 the

ECOSOC　 in　a　resolution　 introduced　 a　system　 of　cooperation　 with

specific　 qualifications　 and　 power　 fbr　NGOs,

Moreover,　 the　 UN　 Charter　 has　 charac蛇ristics　 of　hltemational　 law

and　 general　 clauses　 that　 can　 be　flexibly血terpreted　 and　 applied　 m　 a

rapidly　 changing　 world　 of　globalizatioll　 and　 globalism.　 In　 a　new

international　 environment,　 fbr　 example,　 there　 are　 claims　 that

nowadays　 "Low　 Politics"　 of　economic,　 and　 social　 issues　 are　 more

important　 than,　 or　can　 replace　 their　 status　 o£　the　 `Tligh　 Politics"　 of

national　 and　 military　 issues.　 Accordmgl)L　 the　 authority　 and　 ftmction

oftheUNo琵enputmoreemphasisupontheorgansof"thesecondary
"responsibility　 like　 the　 ECOSOC　 fbr　 the　 imp

rovement　 of　socio-

economic　 conditions　 of　individuals　 and　 groups.　 Furthermore,　 it　is

regarded　 that　 the　 enhancement　 of　the　 secondary　 fUnction　 of　the　 UN

血 塩ct　contributes　 k)　its　primary　 fbnc廿on.

Despite　 its　changes　 and且exibility,　 the　 UN　 system　 has　 serious

l釦mitations　 m　 structure,　 authority,　 and　 capability,　 by　 which　 the　 UN

plays　 a　proper　 role,　 or　reflects　 the　 changhlg　 context　 of　mterna位onal

society.　 There　 have　 been　 increasing　 calls　 fbr　the　 refbrm　 of　the㎝ 血

order　 to　strengthen　 representation,　 democratization　 and　 effectiveness

through　 reorganization　 and　 restructuring　 of　the　 UN　 system.　 This　 is

the　 backgro皿d　 of　recent　 discussion　 on　 the　 UN　 reform　 in　the　 era　 of

global　 governance.



i

406　 Session　 IU

V.U㎡fication　 Thought　 from　 the　 Viewpoint　 of　UN

　 Studies

1.Un描cation　 Tlhought

　 Unification　 T[hought　 is　an　 ideological　 system　 based　 upon　 teachings

and　 thoughts　 of　Rev.　 Sun　 Myung　 Moon,　 a　fbunder　 and　 presidellt　 of

Unification　 Church.　 It　can　 be　 defined　 as　 a　vision　 and　 theoretical

system,　 including　 the　 goals,　 p血ciples,　 rules,　 and　 method　 of　conduct

of　realizing　 world　 peace.　 Therefbre,　 Unification　 Thought　 is　a　ideology

or　belief　 system,　 and　 in　 its　nature　 is　an　 independent　 domain　 of

academics　 and　 at　the　 same　 timeacomprehensive　 thought　 cove血g

other　 academic　 fields　 and　 thoughts.

　 The　 origins　 of　Unification　 Thought　 trace　 back　 to　Rev,　 Moon's

ideology　 and　 thoughts,　 beginning　 from　 1954,　 when　 Unification

Church　 was　 established.　 Unification　 Thought　 tOday　 includes　 a　bOdy　 of

thoughts　 reflecting　 Rev.　 Moon's　 se㎜ons,　 prayers,　 and　 teachngs.　 Rev.

Moon　 has　 defined　 Unification　 Thought　 20　years　 ago　 as　follows.　 17

　 I　want　 tO　make　 clear　 the　 goals　 of　unification　 movement　 that　 I

have　 been　 leading.　 Unification　 Thought,　 as　 an　 ideology　 of　God's

truth　 and　 love,　 has　 the　 ultimate　 goals:　 first,　 to　 completely

eliminate　 Comm皿ism　 from　 the　 Earth　 and　 to　realize　 the　 world　 of

real　 freedom　 and　 peace　 and　 prosperity　 by　resolVing　 all　social　 and

world　 problems,　 second,　 to　 realize七he　 world　 of　a　Greater

Familism　 based　 upon　 new　 value　 system　 and　 new　 ethics　 alld

morality,　 and　 third,　 to　realize　 a　Greater　 world　 of　unification,　 with

a　common　 existence,　 common　 prosperity,　 and　 common　 justice,

where　 all　oppression,　 exploitation,　 discrimination,　 and　 social　 evils

have　 disappeared.　 In　 summary,　 (the　 goal　 is)　to　realize　 a　true

Utopia.　 And,　 the　 methOd　 tO　realize　 this　kmd　 of　society　 is　done　 not

by　Violence　 and　 struggle　 of　the　 Communist　 style,　 but　 by　 peace飼

and　 idealistic　 spiritual　 movement　 with　 truth　 and　 love.　 All　 of

these　 are　 the　 will　 of　God,　 and　 the　 ultimate　 goal　 God　 plalls　 to

achieve.

　 Unification　 Thought　 in　its　nature　 is　a　comprehensive　 thought,

covering　 theology,　 humanities,　 and　 social　 sciences　 beyond　 simple

religious　 principles.　 Unification　 Thought　 is　a　source　 of　Unification

Theology,　 a　basic　 fbundation　 of　a　religious　 denomination　 called

Unification　 Church.　 Unification　 Thought　 is　also　 a　foundation　 of

philosophical　 discourse　 in　humanities,　 and　 of　peace　 movement　 and
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movenlent　 of　practice　 in　social　 sciences.　 As　 Unification　 Thought　 is

closely　 related　 to　Peace　 Thought,　 Unification　 Thought　 serves　 as　 a

fUndamental　 structure　 and丘ame,　 while　 Peace　 Thought,　 a　core　 of

Unification　 Thought,　 serves　 as　a　reflection　 of　final　 goa1.

　 The　 Viewpoint　 on　 peace,　 as　indicated　 in　UnMcation　 Thought　 and

peace　 Thought,　 includes　 Goddism,　 Messianism,　 Altruism,　 and

Familism.　 'e　As　 will　be　 discussed　 Iater,　 Peace　 Thought,　 With　 a　nature

of　a　science　 of　practice,　 serves　 an　 ideological　 fbundation　 and　 powerfUl

source　 by　which　 Un迅cation　 Thought　 aims　 at　reahzing　 familial　 peace,

social　 peace　 and　 world　 peace.　 Uni丘cation　 Thought　 is　compiled　 and

published　 in　 "The　 Selected　 Readings　 of　Rev.　 Sun　 Myung　 Moon's

Teachings."　 The　 beginning　 of　"Fa血ly　 Federation　 for　World　 Peace　 and

Unification"　 in　April　 1997　 replacing　 the　 previously　 term　 `℃rnifica七ion

Church"　 meant　 a　new　 start　 for　the　peace　 movement　 for　the　realiZation

of　world　 peace　 in　Rev.　 Moon's　 vision.　 Soon　 or　later　 all　the　 organiza-

tions,　 affiliated　 with　 Unification　 Church,　 fbr　 example,　 such　 as

Women's　 Federation　 fbr　 World　 Peace,　 and　 Federation　 of　Island

Nations　 for　World　 Peace,　 were　 converged　 under　 the　 inauguration　 of

the　 IIFWP　 (International　 and　 Interreligous　 Federation　 fbr　World

Peace).

And,asaso-{痂1ed　 `1)eace　 UN7',　 IIPC　 (interreligious　 and　 International

Peace　 Counci1)　 was　 established,　 as　with　 WANGO　 (World　 Association

of　Non-Gove㎜ental　 Organizations).　 The　 IIIFWP　 has　 opened　 Peace

Embassies　 and　 appointed　 Anibassadors　 for　Peace　 who　 are　 leaders　 of

each　 society　 in　all　over　 185　 nations.　 The　 new　 organizations　 represent-

ed　 by　 IIFWP　 have　 indicated　 that　 they　 have　 begun　 a　new　 activism　 in

peace　 movements　 on　 a　worldwide　 scale　 as　intemational　 NGOs　 rather

than　 as　previously　 religious　 or　religion-　 affiliated　 organizations.　 This

new　 initiative　 also　 has　 meant　 that　 the　 peace　 movements　 with

systematic　 organizations　 and　 worldwide　 netWork　 have　 begun　 to　be

conducted　 fbr　 and　 in　international　 society.　 These　 changes　 and

developments　 can　 be　 considered　 significant　 events　 in　the　 realization

and　 application　 of　Unification　 Thought,　 in　 the　 sense　 that　 the

realization　 of　peace　 ideology　 is　an　 ultimate　 goal　 of　Uni丘cation

Thought.　 Especially,　 the　 Views,　 positions　 and　 suggestions　 made　 from

Un宙cation　 Thoughts　 have　 significant　 implications　 upon　 the　 UN　 and

the　 UN　 Studies.
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2.　Unification　 Thoughts　 as　an　Academic　 Foundation　 of　UN

　 Studies

　 1)VieWpointsfromPoliticalThoughtsandPhilosophy

　 Unification　 Thoughts　 is　a　comprehensive　 thought　 and　 can　 be　 a

source　 of　academic　 discipline　 not　 only　 in七he　 UN　 Studies,　 but　 also　 in

Social　 Sciences,　 Humallities,　 Theology　 and　 Natural　 Sciences.

Unification　 Thought　 is　ve]ry　closely　 related　 tr)　the　 UN　 Studies,　 among

others,　 since　 the　 former　 aims　 at　realizing　 world　 peace　 as　an　 ultimate

value,　 while　 the　 latter　 is　an　 academic　 discipline　 studying　 the　 UN

which　 has　 the　 primary　 goal　 of　realizing　 international　 peace.　 World

peace　 that　 Rev.　 Moon　 has　 striven　 fbr　as　 an　 ultimate　 ideal　 has　 to　do

with　 the　 many　 global　 problems,　 which　 from　 the　 ancient　 times　 many

philosophers,　 thinkers,　 and　 religious　 leaders　 have　 been　 struggling　 to

resolve.　 The　 UN　 was　 created　 as　 a　result　 of　historica1,　 ideological

e丘brts　 in　solving　 peace　 issues　 through　 illtemational　 cooperation.　 The

development　 of　the　 UN　 system　 also　 can　 be　 understood　 the　 same

tradition　 with　 Liberal　 traditions　 in　intemational　 society趾1　 realizing

world　 peace七hrough　 intemational　 organizations.

　 2)VieWPointsfromSocialScience

　 Unification　 Thought　 is　a　political　 thought　 or　ideological　 system

aiming　 at　constructing　 peace　 at　 multi-1evels　 or　plural　 levels　 of

individuals,　 family,　 society,　 state,　 and　 world.　 Theref()re,　 the　 unit　 of

analysis　 as　 a　social　 science　 is　individua1,　 family,　 and　 world,　 and　 the

level　 of　analysis　 is　mainly　 tWo,　 family　 and　 the　 world.　 However,　 the

workings　 of　the　 systematic　 logic　 and　 theory　 of　Unifica七ion　 Thought　 is

similar　 to　 that　 of　social　 science　 that　 posits　 building　 theory　 fbr

analysis,　 experi皿ents,　 verification　 and　 prediction　 on　 social

phenomella　 with　 certatn　 criteria　 alld　 rules.　 Unification　 Thought　 has

its　own　 theory　 that　 peace　 issues　 can　 be　 ultimLately　 resolved　 by　 the

rules　 and　 p血ciples　 of　God　 based　 upon　 Goddism.　 It　even　 can　 be　 said

that　 Unification　 Thought　 is　similar　 to　natural　 science　 in　the　 sense

that　 it　posits　 that　 human　 beings,　 society　 and　 the　 world　 can　 be

understood　 and　 assessed　 by　absolute　 rules　 and　 criteria.

Therefbre,　 Uni五cation　 Thought　 has　 characteristics　 of　Macro-theory,

Meta-theory,　 or　"the　 theory　 of　theorジlike　 a　Newton's　 "Theory　 of

Relativity"　 in　natural　 science.　 Thus,　 Unification　 Thought　 may　 be

regarded　 as　a　comprehensive　 theory　 of　social　 science　 coveing　 theory

of　Intemational　 Relations　 and　 theory　 of　Peace　 Studies.　 However,　 in　a

more　 dgorous　 sense　 Unification　 Thought　 has　 not　 yet　 developed　 as　a

fUll　social　 science　 theory　 with　 o切ectivity　 and　 sophistication　 enough　 to
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bebecomings㏄ial　 science,　 critical　 science,　 and　 pohcy　 science.

　 3)　VieWpoints　 from　 Theory　 of　International　 Relations:

　 　 　Liberal　 Perspectives

　 Unification　 Thought　 can　 be　 understood　 in　the　 context　 of　Liberal

views　 on　 the　 world　 as　 discussed　 befbre.且owever,　 in　 light　 of　its

historical　 roots　 and　 its　unique　 vision,　 interPretation,　 and　 prescription

on　 world　 peace,　 Uni丘cation　 Thought　 in　 a　sense　 transcends　 the

conventional　 wisdom　 on　 a　paradigm　 of　international　 relations　 or

approaches.　 Nevedheless,　 Unjfication　 Thought　 can　 be　 understood　 in

七he　conteXt　 of　developmentS　 of　and　 in　connections　 with　 major　 political

七houghts,　 especially　 LiberalistS　 tradition　 in　the　 theory　 of　intemational

relations.　 Most　 of　all,　Unification　 Thought　 assumes　 a　"theory　 of

virtue　 in　 human　 nature."　 It　is　explained　 that　 human　 being　 is

originally　 Virtuous,　 but　 lost　 its　benign　 nature　 with　 "an　 original　 sin

committed　 in　 the　 Eden".　 Unification　 Thought　 explains　 that　 the

originally　 Virtuous　 human　 nature　 can　 and　 shoUld　 be　 restOred　 by　 "self-

make　 up',　and　 with　 God's　 grace,　 A　 "newly　 rebom"　 human　 being,　 who

is　"the　 Blessed",　 can　 be　 a　fbundation　 of　virtuous　 peace　 in　family,

society,　 state　 and　 the　world　 for　eternal　 happiness　 and　 blessings.

　 Second,　 in　general　 the　 actOrs　 or　unitS　 in　international　 society　 are

consisted　 of　states,　 IGOs,　 NGOs,　 MNCs　 (TNCs),　 and　 individuals.　 In

Unification　 Thought,　 the　 mam　 actt)r　 or　unit　 is　a　family　 based　 upon

血dividuals,　 which　 is　to　be　 a　basis　 of　construction　 of　peacefUI　 order　 at

the　 levels　 of　society,　 state,　 and　 the　 world.　 In　 other　 words,　 the
"idealistic　 family"　 centered　 on　 Goddism　 is　the　 core　 institution

resolving　 cor血icts　 and　 tensions.　 tg

　 Third,　 Unification　 Thought　 does　 not　 put　 much　 emphasis　 on　 the

state　 power　 and　 its　role,　s血ce　 it　considers　 state　 as　not　 a　unitary　 actor

but　 a　sum　 of　various　 individuals　 and　 groups.　 It　regards　 state　 sinply

as　 a　trallsitional　 or　 provisional　 authority,　 thus　 narrow　 national

interests　 or　nationalism　 as　 something　 to　overcome.　 Uni丘cation

Thought　 considers　 the　 coali廿ons　 transcend血g　 ethnic　 groups,　 states,

and　 religions　 important　 in　achieVing　 peace.

　 Fourth,　 in　 Liberal　 tradition,　 international　 relations　 are

characterized　 by　 cooperation　 as　 well　 as　 conflicts　 in　 international

society.　 Therefbre,　 if　certain　 conditions　 are　 met,　 fbr　example,　 state　 can

cooperate　 and　 promote　 trust　 one　 another.　 Unification　 Thought　 insists

that　 in　promoting　 cooperation　 f()r　Ultimate　 peace　 it　may　 be　usefUl　 and

necessary　 to　eradicate　 current　 system　 of　sovereign　 states,　 while

establishing　 and　 operating　 a　variety　 of　institutions　 and　 programs

which　 functions　 beyond　 ethnic,　 state　 or　religiotls　 divisions.　 In　 this
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sense,　 the　 approach　 in　 Unification　 Thought　 is　a　Functionalist

approach.　 In　 applying　 Unification　 Thought,　 Rev.　 Moon　 has　 tried　 to

promote　 trust　 and　 cooperation　 for　peace　 by　facilitating　 exchanges　 and

communication　 in　 the　 field　 of　non-political　 arenas,　 such　 as　 arts,

culture,　 and　 sports　 as　well　 as　"people　 to　people"　 diplomacy　 including

the　 scholarly　 or　leaders'　 conference　 at　high　 levels.　 Moreover,　 beyond

natural　 flow　 of　"spill　 over"　 effect,　 many　 organizations　 under　 the

IIFWP　 with　 worldwide　 network　 have　 been　 playing　 active　 and

consistent　 role　 in　these　 fields　 over　 the　 years.　 It　amounts　 to　a　neo-

Functional　 approach　 in　which　 intemational　 organizations,　 including

NGOs,　 take　 mitiatives　 in　promoting　 cooperation　 and　 resolVing　 global

issues.

4)　Viewpoilts　 frx)m　 Grotian　 tradition　 and　 Ka皿tian　 tradition

Unificabion　 Thought　 also　 can　 be皿derstood丘om　 Grotian　 tradition

and　 Kantian　 Tradition　 respectively.　 As　 stated,　 Grotian　 tradition

assumes　 the　 existence　 of　international　 society,　 which　 mainly　 is　a

society　 of　states　 and　 has　 common　 goals,　 principles,　 norms　 and

institutions　 among　 them.　 In七he　 contemporary　 world,　 the　 notion　 of
"Global　 Society"　 has　 emerged　 with　 a　rapid　 p

rogress　 of　globalization

and　 infbrmation　 worldwide.　 In　 "neo-Grotian　 tradition,"　 the　 global

s㏄iety　 assumes　 a　society　 of　multiple　 actors,　 such　 as　IGOs　 and　 NGOs,

as　 well　 as　 state　 actors,　 which　 may　 and　 should　 cooperate　 in　 the

common　 tasks　 of　resolving　 many　 global　 problematique.　 Thus,　 the
"Global　 Govemance"　 is　a　system　 of　govemance　 on　 how　 to　de

al　and

resolve　 common　 global　 issues　 facing　 mankind　 in　 the　 absence　 of

centralauthorityorgovemmentinglobalsociety.

　 In　 this　 light,　 Unification　 Thought　 posits　 an　 existence　 of　global

society　 since　 it　is　an　 theory　 that　 putS　 much　 emphasis　 upon　 the　 role　 of

intemational　 organizations,　 both　 NGOs　 and　 IGOs,　 indiViduals,　 and

families　 in　 ultimately　 realizing　 world　 peace.　 Most　 of　 the

organizations　 in　the　 fbrm　 of　INGOs　 (lhtemational　 Non-Govemmental

Organizations)　 under　 the　 framework　 of　IIFWP　 are　 considered　 as

important　 actors　 and　 tools　 of　international　 society　 in　 Unification

Thought.　 Therefbre,　 Unification　 Thoughts　 reflects　 and　 expresses　 an

idea　 of　era　 of　global　 governance,　 where　 NGOs　 have　 been　 increasingly

occupying　 important　 status　 and　 playing　 important　 role　 in　peace　 and

security　 among　 others　 in　global　 issues.　 As　 explained　 later,　 qn　 the

other　 hand,　 the　 existence　 and　 operations　 of　many　 INGOs　 and　 the

proposa伽theUNre免 ㎜,　 enunciated　 by　 Rev.　 Moon,　 indicates　 that

in　Unification　 Thought　 the　 current　 system　 of　global　 society　 has　 not

adequately　 reflected　 the　 changing　 dynamics　 of　intemational　 reality.

United　 Nati。ns　 Studies　 aRd　 Vnification　 Thought　 4、 、

　 From　 Kantian　 point　 of　view,　 Unification　 Thought　 assumes　 a

fUturistic,　 idealistic　 vision　 of　the　 world　 in　achieving　 etemal　 world

peace.　 Rev.　 Moon　 argues　 for　 the　 creation　 of　world　 govemment,　 or　 a

single　 supranational　 authority　 centered　 on　 Goddism,　 as　 in　the　 mold

of　federal　 govemment　 posited　 by　Kantian　 tradition.　 The　 world　 order

皿odel　 in　Unification　 Thought　 has　 aimed　 at　 a　world　 goVernment ,

transcending　 the　 current　 system　 of　the　 world,　 consisting　 ethnic
,

nationa1,　 an
　 　 　 　 　 d　religious　 groups.　 In　 this　 world　 of　world　 govemment,　 a　 　 　 　 　 　 　 　 　 indiVid

uals,　 not　 states　 or　IGOs,　 become　 a　basic　 unitsingle　or　federa1,

and　 constituent　 of七he　 world.　 Under　 this　scheme,　 world　 govemment　 is

the　 only　 governing　 body　 in　 the　 world,　 with　 absolute　 power　 and

authority　 The　 current　 UN　 system　 is　a　use釦1　 0rganization,　 which　 has

a　potential　 to　become　 a　fbundation　 of,　or　 convert　 into　 a　world

government　 from　 this　 perspectives.　 Moreover,　 the　 very　 organizations

Rev.　 Mooll　 has　 established　 and　 operated　 can　 develop　 into　 the

intemational　 organizations　 like　the　 UN,　 or　on　behalf　 of　or　lat　least　 as

part　 of　it,　beyond　 the　 current　 role　 as　INGOs.　 Therefore,　 Unification

Thought　 suggests　 an　 altemative　 model　 of　the　 world,　 by　 elaborating

the　 ideas　 in　 general　 overcoming　 the　 problems　 deriving　 from　 the

current　 system　 of　the　 world　 and　 alternately　 by　 proposing　 the

utilization　 of　the　 UN　 system　 through　 reform　 and　 renewal.

5)　Viewpoints丘omPracticalThought

　 UIlification　 Thought　 is　nor　 merely　 an　 ideology　 or　academic
discipline,　 but　 a　source　 of　practical　 measures　 and　 programs　 in

realizing　 itS　goal　 of　world　 peace.　 It　has　 specific　 implementation　 plans
,

which　 are　 applicable　 to　the　 reality　 of　the　 world.　 In　 this　 sense
,U

nification　 Thought　 has　 characteristics　 of　a　practical　 thought
,

equipped　 with　 vision,　 ideology,　 implementation　 mechanism ,　and

specific　 plans.　 Several　 ideas　 and　 practical　 propositions　 made　 by　 Rev .

Moon　 as　in　the　 IIPC　 as　well　 as　in　the　 IIFWP　 and　 its　affiliated　 NGOs

are　 representatives　 and　 manifestation　 of　Unification　 Thought　 as　 a

practical　 thought.　 A　 variety　 of　international　 organizations,　 in　such

fields　 as丘om　 academic,　 cUltural　 and　 artistic,　 educationa1,　 industhal

and　 technological　 to　women's　 and　 business,　 is　unprecedented　 in　its

goals,　 activities　 and　 achievements　 on　 a　global　 scale,　 only　 comparable

to　those　 of　the　 UN　 system.
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VI.　The　 United　 Nations　 from　 the　 Viewpoint　 of

　　 Unification　 Thought

1.　[lhe　UN　 in　UnMcation　 Thought

What　 are　 the　 reasons　 that　 Un趙cation　 Thought　 or　Peace　 Thought

has　 so　much　 fbcused　 on　 the　 UN　 system　 and　 its　actiVities?　 It　can　 be

explained　 in　fbur　 points.

　 First,　 Uhification　 Thought　 and　 the　 ideals　 of　the　 UN　 system　 have

common　 elementS　 in　the　 promotion　 of　world　 peace.　 The　 UN　 system

itself　 is　a　most　 comprehensive　 and　 universal　 international

organization　 fbr　 the　 purpose　 of　realizing　 peace　 ideology　 in　 the
"maintenance　 of　international　 peace　 and　 security

."　The　 activities　 and

achievements　 of　the　 UN　 since　 its　creation　 have　 enjoyed　 its　legitimacy

and　 symbolism　 of　peace　 in　intemational　 society.　 Like　 the　 goals　 of　the

UN,　 Unification　 Thought　 has　 ultimate　 goals　 of　promoting　 world　 peace

through　 intemational　 cooperation.　 The　 ac七ivities　 and　 achievements　 of

the　 NGOs　 inclllding　 the　 IIFWP,　 created　 by　 Rev.　 Moon　 since　 1954,

have　 steadily　 contributed　 to　world　 peace,　 though　 on　 a　smaller　 scale

than　 those　 of　the　UN.

　 Second,　 the　 UN　 system　 is　a　usefUl　 model　 or　a　toel　 of　international

society　 implementing　 world　 peace　 from　 the　 Viewpoint　 of　Unification

Thought.　 In　light　 of　its　unique　 potential,　 the　 UN　 can　 play　 a　larger　 role

for　world　 peace　 if　the　 UN　 enhances　 itS　capaci七y　 and　 power,　 correcting

舳awbacks飢dli血tations.　 'lhe　 IIIPC　 and　 the　 IIFWP,　 except　 being

NGOs,　 in　some　 aspects　 are　 very　 similar　 to　the　 UN　 system　 in　its

worldwide　 network,　 structures,　 and　 activities.　 Depending　 upon　 the

situation,　 those　 NGOs　 may　 also　 be　 able　 to　expand　 its　capacity　 and

actiVities　 fUrther　 as　genuine　 intemational　 organizations　 in　the　 model

of　the　 UN　 systern.

　 Third,　 the　 UN　 system　 may　 become　 an　 agent　 of　directly　 and

specifically　 realizing　 the　 ideology　 of　world　 peace　 in　 Unification

Thought.　 in　Rev.　 Moon's　 scheme,　 the　 best　 way　 to　achieve　 world　 peace

is　fbr　the　 UN　 system　 to　take　 a　leading　 role,　if　possible　 or　needs　 with

enhanced　 authority　 and　 power　 through　 the　 UN　 reform.　 However,　 if

the　 UN　 refbrm　 is　impossible　 or　the　 role　 of　the　 UN　 is　not　 su伍cient

enough,　 it　may　 be　necessary　 or　desirable　 tO　replace　 the　UN　 With　 other

organizations　 or　"the　 second　 UN."　 Rev.　 Moon　 has　 implied　 that　 the

very　 organizations　 like　 IIFWP　 or　the　 IIPC　 can　 merge　 with　 the　 UN　 or

become　 part　 of　the　 UN　 system.　 He　 believes　 that　 his　ideal　 of　realizing

world　 peace　 will　be　 implemented　 more　 faithfUlly　 and　 more　 effectively,

if　and　 when　 ref()rmed　 and　 renewed　 UN　 takes　 charge.
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　 And,　 fburth,　 fhrthermore,　 the　 UN　 may　 become　 a　fbundation　 o£　or

even　 an　 irdtiator伽establishing　 world　 govemment　 or　world　 society

centered　 onGoddism,　 in　follow血g　 Uni五cation　 Thought.　 It　may　 be　 an

ideal　 tO　create　 a　world　 govermnent　 in　order　 tO　fimdamentally　 resolve

thecomplexproblemsofglobalissues,mclu(五ng　 regional　 con且icts　 and

wars,　 mostly　 deriving丘om　 ideologica1,　 religious　 or　 ethnical

differences　 and　 tensions.　 The　 current　 UN　 system　 may　 convert　 into　 or

serve　 as　 a　world　 govemment　 in　the　 fhture,　 which　 has　 the　 only　 and

legitimate　 power　 in　achieving　 world　 peace.　 Thus,　 the　 UN　 system,　 in

light　 of　its　potential　 becoming　 a　supranational　 authorit)r)　 is　an

organization　 up　 to　today　 most　 suitable　 to　the　 ideals　 of　Uni丘cation

Thought　 fbr　prepar血gaworlds㏄ie極

2.　Rev.　 Moon,s　 Proposal　 for　 the　 UN　 Reform

　 There　 have　 been　 a　variety　 of　proposals　 and　 suggestions　 fbr　 the

reform　 of　the　 UNin　 disappoiltment　 with　 the　 operations　 and　 practices

of　the　 UN　 in　 spite　 of　high　 hopes　 since　 its　creation　 in　 1945,　 For

example,　 World　 Federalist　 Movement,　 with　 intemational　 network,

has　 engaged　 in　many　 activities,　 includlmg　 the　 UN　 refbrm ,　pursuing

ultimately　 establishing　 a　world　 federal　 government.20　 0ther

suggestions　 include　 such　 ideas　 as　 WOMP　 (World　 Order　 Model

pr()jectYi　 at　PrincetOn　 University,　 GUiseppe　 Borgese,　 Greenville　 Clark

&　 Louis　 Sohn,22　 Stockholm　 Group,　 and　 Commission　 on　 Global

Govemance.

　 The　 proposal　 for　 the　 refbrm　 of　the　 UN,　 by　 Rev.　 Moon,　 can　 be

understOod　 in　the　 same　 conteXt　 With　 other　 reform　 plans　 that　 the　 UN

somehowshouldbeenhancedtOplayalargerroleinworldpeace.The

UN　 refbrm　 proposal　 in　 Unification　 Thought,　 however,　 is　more

creative,　 bolder,　 and　 more　 pragmatic　 in　 vision　 and　 in　 its

implementation　 scheme.　 Furthermore,　 in　its　foundation　 and　 ideology

the　 idea　 of　 Goddism　 is　unique,　 differentiated　 from　 the　 World

Federalist　 Movement,　 although　 they　 have　 in　common　 in　aiming

es崩s㎞g　 a　world　 gove㎜ent　 m　 the　 end.

　 The　 major　 proposals　 cart　be　summarized　 as　follows:　 23

　 1)　Bicameral　 system　 of　the　 UN:　 to　newly　 create　 a　Upper　 House　 or

Senate　 in　 the　 UN　 consisting　 of　leaders　 f}om　 religious　 and　 ethnic

groups　 around　 the　 world,　 while　 making　 the　 current　 General

Assembly　 a　Lower　 House,　 or　House　 of　Congress.　 The　 Senate　 is　to

serve　 as　an　 organ　 wor㎞g丘)r　 the　 interests　 of　mankind　 as　whole,　 not

individual　 nations,　 representing　 religious
,　spiritua1,　 0r　 moral
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authority　 The　 IIPC　 can　 be　 a　model　 or　altemative　 fbr　the　 Senate.

　 2)　Strengthening　 Coalition　 with　 NGOs:　 to　make　 institutional　 and

pr㏄edural　 improvement　 to　strengthen　 the　 relationship　 between　 the

UN　 and　 NGOs,　 more　 effectively　 reflecting　 the　 global　 ciVil　soeiety,　 for

example,　 by　ut皿zingWANGO丘)rmorefbrmalrola

　 3)　Appointment　 of　Anibassador　 fbr　Peace:　 to　appoint　 the　 leaders,

natima1,　 ethnic,　 or　religious,　 as　 Ambassador　 fbr　 Peace　 who　 may

represent　 both　 m　 the　 UN　 Senate　 and　 fbr　the　 UN　 tO　the　 world.　 The

AnibassadorsfbrPeace,appointedbyIIFWP,ca皿be　 an　 example.

　 4)　Other　 programs　 the　 UN　 may　 adopt　 mclude:

①UN　 Peace　 Zone:　 tO　establish　 UN　 Peace　 Zones　 in　major　 areas　 of

conflicts　 and　 disputes　 as　buffer　 zone.　 This　 is　to　be　 built　 as　 an　 ideal

society,　 with　 environmentally　 friendly　 place　 fbr　human　 beings.　 For

example,　 the　 DMZ　 (Demilitarized　 Zone)　 along　 the　 38th　 Parallel

between　 the　 divided　 South　 and　 North　 Kbreas　 is　to　be　converted血to

Peace　 Zone　 under　 the　 UN　 control,　 with　 such　 facility　 as　Peace　 Park.

Rev.Moonproposesthathewilldonat£hisownlandasasubstituteto

the　 countries　 fbr　compensation,　 which　 may　 lose　 land　 fbr　 the　 Peace

Zone.

②"White　 Cross"　 Fund:　 to　establish　 "White　 Cross　 Fund"　 fbr　 a

financial　 resource　 of　peace　 movement,　 with　 dollations　 from　 major

leaders,　 businessmen,　 individuals　 as　 well　 as　 religious　 leaders　 and

natiOnal　 gOvemmentS.

③"True　 Parent's　 Day":　 to　designate　 "True　 Parent's　 Day"　 for

reflecti皿g　 the　 sign茄cant　 role　of　parents　 and塩]α1丑ies　 and　 `cUN　 Forces

Day'fbrmemorizingthesac血 丘ce　of　the　 UN　 fbrces　 fbr　world　 peace.

④`℃N　 University:　 tO　establish　 a　new　 "UN　 University,"　 which　 is

devoted　 tO　train　 professionals　 and　 leaders　 fbr　the　 UN.　 24

　 The　 vision　 and　 determination　 that　 Rev.　 Moon　 has　 striven　 to

implement　 have　 been　 refiected　 by　 many　 organizabions　 and　 actiVities

in　reality　 in　his　 grand-scale　 of　peace　 ]皿ovements　 worldwide　 over　 the

last　 several　 decades.　 The　 IIFWP　 and　 the　 IIPC　 are　 most　 recent

examples　 of　eHbrts　 in　the　 realization　 of　his　 plans.　 Rev.　 Moon　 has

eXI)ressed　 his　strollg　 wil1:

　 We　 have　 to　work　 k)gether　 tO　improve　 the　 structure　 and　 system

of　the　 world　 where　 urgent　 and　 serious　 problems　 exist　 and　 to

which　 our　 noble　 missions　 deriving　 from　 religion　 and　 worldly

Wisdom　 can　 be　 applied.　 This　 new　 system　 can　 be　realized　 when　 a

consulting　 body　 consisting　 of　religious　 leaders　 closely　 takes　 a

common　 step　 With　 political　 leaders　 and　 diplomatS.　 I　believe　 that
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world　 leaders　 and　 the　 UN　 leaders,　 who　 have　 expert㎞owledge
,

experience　 and　 Wisdom,　 fUlly　 understand　 the　 ideals　 I　have　 made

and　 the　 ways　 h
.ow　to　improve　 them・ 　The　 ideals　 will　be　realized　 by

private　 organizations　 including　 NGOs,　 if　the　 governmental

organizations　 like　 the　 UN　 can　 not　 do.　 If　we　 make　 a　consistent

cooperation,　 the　 ideals　 of　peace　 and　 happiness　 in　the　 world　 will

be　surely　 realized.

　 Over　 the　 last　 several　 years,　 the　 IIFW[P　 has　 hosted　 many　 inter-

national　 conferences　 on　 the　 subject　 of　the　 UN　 reform　 and　 other　 world

peace　 issues.　 The　 outCome　 of　these　 discussions　 have　 been　 published　 in

proceedings　 and　 distributed　 to　the　 ilfluential　 leaders,　 institutions　 and

agencies　 around　 the　 world,　 including　 the　 UN　 and　 US　 Congress.　 25

3.　The　 Creation　 of　the　 IIPC

　 As　 part　 of　efforts　 for　world　 peace,　 in　Rev.　 Moon,s　 vision　 and　 ideas,

the　 HPC　 (lnterrehgious　 and　 IIltemational　 Peace　 Counci1)　 was　 created

in　October　 2003.　 The　 IIPC　 is　an　 organization　 estabhshed　 as　a　̀ `Second

UN,"　 modeled　 afier　 the　 UN.　 The　 background　 of　the　 creation　 of　IPC

lies血makmg　 an　 impetus　 or　providing　 alternatives　 in　the　 absence　 of

tangible　 progress　 toward　 the　 UN　 refbrm.　 h　 other　 words,　 the　 IIPC

may　 play　 an　 altemative　 role　 to　the　 UN,　 or　if　time　 comes,　 merge　 with

the　 current　 UN　 system,　 to　make　 the　 UN且1nctioII　 more　 properly　 and

effectively.

　 As　 described,　 Rev.　 Moon　 has　 already　 established　 many　 peace

organizations,　 now　 represented　 by　 the　 IIFWP　 fbr　worldwide　 peace

movemen胎.　 Very　 interestingly,　 these　 organizations　 have　 in　common

with　 the　 UN　 organizations　 in　structures　 and　 activities　 especially　 in

economic,　 social,　 and　 cultural　 fields.　 As　 in　ECOSOC　 (Economic　 and

Social　 Counci1),　 the　 IIFWP　 and　 its　organizations　 have　 dealt　 with

global　 issues　 from　 women,　 AIDS,　 poverty,　 to　sports　 and　 arts,　But　 more

often　 their　 actiVities　 in　overall　 direction　 aim　 at　promoting　 world　 peace

by　 directly　 dealing　 with　 the　 terrorism　 or　Middle　 East　 peace　 in　world

leaders'　 fbrum.　 The　 I】]珊)over　 the　 years　 have　 hosted　 and　 sponsored

a　variety　 of　international　 conferences,　 seminars,　 workshops,　 and

campaigns.　 They　 also　 have　 headquar由rs,　 and　 appointed　 national　 and

regional　 representatives　 around　 the　 world　 in　each　 organization.

However,　 these　 actiVities,　 how　 in且uential　 they　 may　 be,　largely　 serve

the　 world　 as　 voluntary　 contribution　 or　recommendation　 rather　 than

policy-binding　 suggestions　 in　the　 world.

　 Thus,　 the　 IIPC　 was　 created　 as　 a　permanent　 organization　 to
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supplement　 the　 UN　 system　 by　 dealing　 war　 and　 peace　 issues　 Inore

directly.　 It　is　expected　 that　 the　 IIPC　 is　to　 be　 equipPed　 with

organizations,負mctions,　 and　 persome1,　 as　a　Upper　 House　 of　the　 UN

or　as　an　 another　 model　 of　a　new　 UN,　 which　 is　capable　 of　exercising

power　 and　 authority　 for　world　 peace　 on　behalf　 of　the　 whole　 mankind.

It　may　 not　 be　 unthinkable　 or　impossible　 fbr　the　 IIPC　 to　grow　 an

hybrid　 international　 organization,　 both　 IGOs　 and　 INGOs,　 if　the

organization　 may　 have　 membership　 from　 s七ate　 and　 government

leaders　 as　 well　 as　 religious　 and　 NGO　 leaders.　 The　 IIPC　 will　 be　 a

histOric　 organization　 in　the　 history　 of　man　 kirtd,　 and　 itS　impact　 Will　 be

unprecedented　 when　 this　 organization　 is　in　fUlly　 operated.　 In　 his

remarks　 in　the　 f()unding　 ceremony　 of　the　 IIPC,　 Rev.　 Jung　 Hwan

Kwak,　 de髄ng　 the　 IIPC　 as　an　 "Abel　 UN",　 explained　 the　 backgro皿d:

26

　 Rev.　 Moon　 has　 made　 relentless　 efforts　 for　the　 UN　 ref()rm　 fbr

the　 realization　 of　peacefUI　 world...　 One　 of　his　ideas血this　 regard

is　that　 the　 UN　 should　 not　 be　the　 organization　 of　representatives

for　advocatilg　 national　 ilterests.　 In　the　 UN　 a　new　 organ肱ethe

Senate　 should　 be　 created,　 and　 fU皿ction　 as　a　representative　 body

dealing　 and　 reflecting　 the　 concerns　 on　 the　 global　 issues　 and

prosperity　 of　 mankind...　 However,　 in　 light　 of　 structural

constraints　 and　 outdated　 practices　 of　the　 UN,　 it　is　not　 easy　 to

make　 this　 important　 proposal　 into　 fruitful　 result.　 Under　 this

circumstance,　 we　 have　 decided　 to　pursue　 a　two-track　 approach,

push辻Lg　 fbr　the　 original　 plan　 as　scheduled,　 on　 the　 one　 hand,　 and

creating　 a　Abel　 UN,　 which　 can　 be　 a　model　 for　 the　 UN　 in　 the

fUture,　 on　 the　other　 hand.

On　 the　 goals　 of　the　 `Peace　 UN"　 or　Abel　 UN,　 Rev.　 Kwak　 stated:

　 Abel　 UN　 Will　be　 playing　 a　leading　 role　 in　the　 creation　 of　world

peace,　 by　 delivering　 virtuous　 and　 righteous　 messages　 to　the　 UN

and　 other　 illternational　 organization　 in　m旬or　 issues　 on　 the　 one

hand,　 and　 by　 cooperating　 and　 helping　 the　 UN　 on　 the　 other_　 In

the　 Peace　 UN,　 the　 world　 and　 manlrind　 can　 enjoy　 an　 ideal　 of　true

peace　 in　which　 conflicts　 among　 nations　 or　tensions　 among

religions　 have　 been　 resolved_　 If　the　 Peace㎝presidespeacefU1,

ideal　 world,　 centered　 upon　 God　 and　 accordmg　 to　God's　 will,　there

will　 be　ultimately　 an　 etema1㎞gdom　 of　peace,　 that　 is,　a　heaven

of　peace.　 27

1t　is　also　 noteworthy　 that　 Rev.　 Moon　 has　 declared　 in　his　 keynote
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speech　 in七he　 creation　 ceremony　 that　 all　 the　 institutions　 and

organizations,　 including　 IIPWP,　 mass　 media　 group,　 SunMoon

University,　 and　 Universal　 Ballet　 [[Eroupe　 will　be　 assigned　 to　the　 IIPC .

in　other　 words,　 he　has　 taken　 bold　 and　 unprecedented　 steps　 not　 ordy　 to

create　 the　 IIPC　 as　a　model　 of　the　 UN　 or　altemativeセ 〕the　 UN,　 but

also　 to　make　 this　 new　 UN　 workable　 by　 taking　 speci丘cmeasures

including　 financia1,　 matedal,　 and　 personnel　 contributions　 tO　IIIPC　 and

peace　 movement　 in　general.　 However,　 as　 of　November　 2004,　 the

details　 such　 as　 the　 structure,　 authority　 and　 operation　 of　the　 IIPC,

have　 not　 yet　 been　 publicized.　 It　is　only㎞own　 that　 an　 expert　 group

has　 been　 workmg　 on　the　 Charter　 and　 other　 issues.

4.　Peace　 ActiVities　 and　 WorldWide　 Network

　 Unification　 Thought,　 epitomLized　 as　 Peace　 Thought　 or　 Peace

Philosophy　 on　 Rev.　 Moon's　 vision,　 is　expressed　 and　 realized　 by　 many

peace　 organizations　 and　 their　 activities　 on　 a　worldwide　 scale.　 The

IIFWP　 (www.ii飾p.org)　 and　 its　affiliated　 organizations,　 as　 well　 as

IIPC,　 are　 the　 main　 organs　 presiding　 and　 conducting　 peace

movements　 individually　 or　 collectively.　 The　 peace　 organizations,

hav血g　 advantages　 and　 limitations　 as　INGOs,　 made　 a　tangible,　 if　not

significant,　 contribution　 to　the　 discussion　 and　 practice　 of　various

peace　 issues　 in　the　 world.　 Established　 and　 operated　 over　 the　 years,

they　 have　 taken　 strong　 initiatives,　 along　 side　 with　 the　 UN,　 with

action-oriented　 programs　 and　 actiVities　 in　different　 fields,　 as　 already

explained　 several　 times.　 The皿FWP,　 as　an　 umbrella　 organization　 of

these　 organizations,　 has　 maintained　 a　section　 for　the　 UN　 affairs　 in　itS

secretariat　 and　 a　liaison　 office　in肋nt　 of　the　 UN　 headquarters　 m　 New

Ybrk.　 It　is　also　 well　 known　 fact　 that,　 fbr　 example,　 the　 Wbmen,s'

Federation　 fbr　World　 Peace　 (WFWP)　 has　 played　 an　 active　 role　 in

women's　 issues　 with　 a　status　 of　"comprehensive"　 Consultative　 Status

m　 Category　 A　m　 ECOSOC.

A　list　of　peace　 orga]㎡zations　 a伍1iated　 with　 the㎜P　 and　 l[PC　 are

as制10ws:

-SummitComcilfbrWOrldPeace

　 -　 Federation　 fbr　Wbrld　 Peace

　 -　 WOmen's　 Federation　 fbr　World　 Peace

　 -　 Family　 Federation　 fbr　Wbrld　 Peace

　 -　 Literary　 Federation　 」lbr　Wbrld　 Peace

　 -　 PWPA,　 Professors　 World　 Peace　 Academy

　 -　 Martial　 Arts　 Federation　 fbr　WOrld　 Peace

　 -　 World　 University　 Federation　 /　Asia　 University　 Federation
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一WbrldMediaFederation

-YouthFederation」brWbrldPeace

-　 Inter-Re五giousFederat証on」brWbrldPeace

-　 Federation　 f(}r　Peninsular　 Na廿onsfbrWorldPeace

-　 Federation　 f()r　Island　 Nations　 fbr　W耐d　 Peace

-　 SunMooll　 University/　 University　 of　Bridgeport　 /　Unification

　　Theology　 SeIninaIy
-SunWhaMghSchoolforPerformingArts

-　 Universal　 Ballet

-　 Little　Angels　 fbr　Per丘)rmingArts

-　 Media　 Group　 (Washington　 Tlimes
,　UPI,　 Timepos　 Del　 Mundo,

Segye　 Da且yNews,etc.)

-　 htemational　 Cultural　 Foundation

-　 Intemationa1　 ]ReliefFoundation

Major　 conferences　 and　 events,　 as　we皿as　 programs　 include:

-　 World　 CUIture　 and　 Sports　 Fesbival

-　 World　 Mr .&　Ms.　 University　 Pagent

-A血bassador　 fbr　Peace

-　 lhtemational　 Conference　 on　the　 Unity　 of七he　 Sciences

-　 Ihtemational　 Highway　 Pr('ject

VII・艦 膿 艦 器職 吾e㎝Stud'esand

1.　Imphcations　 of　Uni丘cation　 Thoughts　 on　the　 UN　 Studies

　 There　 are　three　 points　 on　implications　 of　Unification　 Thought　 on

七he　UN　 Studies.

First,　 Un近cation　 Thought　 may　 serve　 as　 a　source　 of　ideological　 or

theoretical　 discourseon　 the　 systematic　 understanding　 of　the　 UN

syste皿.　 The　 UN　 has　 its　own　 unique　 history　 and　 theoretical　 and

ideological　 f()undations　 based　 upon七he　 visions　 of　great　 th血kers　 and

man㎞d.　 Unification　 Thought,　 in　the　 context　 of　the　 parad輌of

international　 relations,　 provides　 an　 analytical　 approach　 in

ullderstanding　 and　 analyzing　 the　 UN　 system　 and　 its　activities　 along

the　 Liberalist　 tradition.　 Accordingly,　 Unification　 Thought　 may　 fbcus

upon　 and　 highlight　 how　 the　 UN　 system　 and　 its　activities　 re且ectthe

growing　 cooperation　 in　intemabional　 society,　 and　 how　 they　 can　 and　 do

make　 a　positive　 contribution　 to　world　 peace　 by　 promoting　 and
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飽ciitat血g　 cooperation　 as　we11.

　 Second,　 Unification　 Thought　 may　 suggest　 normative　 values　 for　the

UN　 system　 fbr　the　 fhture.　 Unification　 Thought,　 among　 others,　 deals

with　 the　 contemporary　 issues,　 such　 as　 Global　 Govemance,　 Human

Security,　 UN　 reform,出e　 role　 of　NGOs,　 to　which出e　 UN　 itse正and

international　 society　 have　 paid　 much　 attention.　 The　 activities　 of　the

relevantorga]血ations　 hlclud元 【1gIIFWPhavelongdealt,onitsownor

through"peopletopeople"diplomac)T,theglobalagendasforworld

peace,　 in　such　 areas　 as　regional　 conf五cts,　 terrorism,　 women,　 hum鋤

蜘,　 and　 AIDS.　 Nthough　 the　 current　 UN　 is血e　 only　 international

authoガty　 that　 has　 a　broad　 power　 and　 capacity加promot血g　 world

peace,　 it　is　also　 su句ect　 to　pressure　 fbr　 change　 to　overcome　 its

structural　 and　 fb皿ctiona1　 】imitations.　 Unification　 Thought,　 With　 ibS

bold　 vision,　 organizations,　 and　 pmgranls,　 pr()Vides　 alternative　 ideas

and　 mstitutiona1丘amework　 fbr　 the　 UN　 refbrm　 and血rthermore

makessuggestionsfbrtheconstruc廿verolefbrworldpeace.

　 Third,　 Unification　 Thought　 may　 also　 serve　 as　 a　useful　 theoretical

and　 practica1丘ameworkfbrtheUNintheidealofconstruct山agworld

govemment　 for　the鋤e.　 Un迅catio嚥ught　 m　 pa舳as　 a　same

ideological　 root加the　 Cosmopolitanism　 m　 the　 ]Kantian　 tradition　 of

intemational　 relations,　 which　 posits　 the　 creation　 of　intemational

authority,　 like　world　 govemment,　 for　etemal　 world　 peace.　 UI蜘 廿on

Thoughtassumesandaimsatrea五zing　 a　new　 world,立1　 which　 world

peace　 is　realiZed　 by　ideal　 familism　 basOd　 upon　 Goddism,　 transcending

religion,　 ethnicit)らand　 nations.　 Even　 though　 the　 progress　 or

transibion　 of　the　 UN　 tOw疵world　 govemment　 iS　unreaiistic　 in　the

current　 intemational　 circulnstances,　 U頑cation　 Thought　 stUl　 can

guide　 desirable　 directions　 and　 ways　 the　 world　 may　 and　 should

develop.　 hl　the　 sense　 of　coming　 era　 of　globahsm　 and　 emergence　 of

global　 society,　 Unification　 Thought　 pays　 atten廿on　 to　the　 aspects　 of

non-state　 actors,　 including七he　 UN　 and　 NGOs,　 which　 increasingly

Play　 an血nportant　 role　in　a　new　 situa廿on.

2.　lmplications　 upon　 Unification　 T[hought

There　 are　 also　 several　 implications　 upon　 Unification　 Thought　 as　 a

great　 thh血9,　 ideology,　 and　 progralns,　 as　it　is　to　be　eflbctively　 apPhed

and　 implemellted血the　 real　 world.　 With　 regard　 to　the　 UN　 Studies,

Uni五cation　 Thought　 can　 be　 developed血rther　 intO　 a　relevant　 and

use制source　 of　theory,　 normabive　 stalldards,　 and　 practical　 programs.

Therefbre,　 it　is　n㏄essary　 fbr　the　 theorists,　 scholars　 and　 pracdtioners,

to　 make　 harder　 eff()rts　 in　 the　 progress　 of　study　 and　 practice　 of

L
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Unification　 Thought.　 These　 tasks　 can　 be　 made　 in　several　 aspects.

First,　 Unification　 Thought　 should　 be　more　 broadly　 and　 systematically

studied　 and　 publicized,　 in　order　 to　be　 accepted　 by　 the　 general　 pubhc

as　a　universal　 ideology　 and　 thinking,　 not　 merely　 as　religious　 beliefs　 or

teachings.　 Second,　 there　 should　 be　 more　 support　 fbr　 the　 study　 and

research　 on　 the　 UN　 studies,　 so　'that　 the　 UN　 studies　 and　 relevant

fields　 are　 developed　 intO　 academic　 discipline　 of　International　 Studies,

social　 science,　 and　 interdisciplinary　 studies.　 Third,　 more　 systematic

and　 deeper　 study　 should　 be　 conducted　 in　the　 global　 issues,　 such　 as

women,　 human　 rights,　 and　 environments,　 in　order　 to　spread　 peace

ideology　 and　 suggest　 altematives　 in　those　 areas.

Fourth,　 the　 IIFWP　 and　 af五hated　 organizations　 should　 strengthen

its　relationship　 with　 other　 intemational　 NGOs,　 in　order　 tO　encourage

their　 participation　 and　 to　 expand　 the　 fbundation　 of　Unification

Thought.　 There　 are　 many　 organizations　 and　 institutions　 in　inter.

national　 society,　 which　 have　 common　 interests　 in　peace　 activities,

thus　 willing　 to　make　 coahtions　 with.

　 Fifth,　 there　 should　 be　 rearrangement　 and　 reorgallization　 of　peace

org曲a舳nder　 the　 llFWP　 for　more　 effective　 peace　 movement.

And,　 siXth,　 plans　 fbr　 systematically　 cultivati皿g　 talented　 people　 are

necessary　 fbr　the　 realization　 of　Unification　 Thought.　 In　light　 of　its

international　 operations　 and　 activities,　 the　 personnel　 involved　 in

peace　 movement　 should　 be　 equipped　 with　 expertise　 and　 international

perspectives　 in　their　 own　 fields.

Vlll.　Conclusion

　 The　 current　 trends　 in　 the　 world,　 as　 noted　 in　 the　 notiolls　 of

globalization,　 global　 society,　 and　 global　 govemance,　 have　 a　significant

impact　 upon　 and,　 a　re且ection　 of,　changes　 in　international　 society.

Despite　 the　 stability　 of　intem、ational　 system　 of　states,　 the　 dynalnics

among　 different　 actors　 has　 begun　 to　change,　 as　beside　 state　 actor,

non-state　 actors,　 such　 as　 IGOs　 and　 INGOs,　 have　 been　 playing

increasingly　 greater　 role.　In　the　 absence　 of　central　 authority　 in　the　 era

of　global　 govemance,　 the　 organization　 like　 the　 UN　 can　 and　 should

play　 a　leading　 role　 in　promoting　 cooperation　 and　 coordnation　 among

different　 actors　 in　international　 society　 in　the　 realization　 of　world

peace.　 The　 UN　 Studies　 is　a　syste皿atic　 approach　 in　understanding

and　 researching　 the　 UN　 system　 and　 its　activities　 in　the　 dynamics　 of

theory　 and　 practice　 of　intemational　 relations.　 The　 discipline　 has　 been

popularly　 developed　 as　an　 important　 academic　 field,　especially　 in　light
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of　the　 importance　 of　the　 role　 and　 cont曲utions　 of　the　 UN　 system　 m

the　 world.

　 UIlification　 Thought,　 as　 a　vision　 and　 ideology　 of　world　 peace,

面tiated　 by　 Rev.　 Sun　 Myung　 Moon,　 proVides　 an　important　 theoretica1 ,

ideological　 fbundation　 and　 source　 fbr　the　 study　 of　the　 UN　 studies .

Moreover,　 the　 peace　 movements　 by　 the　 relevallt　 organizations　 in

practice　 of　Unification　 Thought　 have　 common　 or　similar　 elements

with　 the　 activities　 by　 the　 UN.　 Therefbre,　 it　is　a　quite　 unique　 and

courageous　 attempt　 f()r　Unification　 Thought　 to　 be　 developed　 to

suggest　 institutiollal　 alternatives　 or　 actionoriented　 programs ,　as

evidenced　 by　 such　 ideas　 as　 the　 UN　 refbrm　 or　 the　 creation　 and

operations　 of　 many　 peace　 organizations.　 Unfbrtunately,　 the

intemational　 society,　 in　spite　 of　rapid　 changes,　 is　still　reluctant　 to

come　 up　 with　 consensus　 on　 the　 UN　 refbrm,　 or　to　discuss　 further

changes　 fbr　 cooperation　 among　 different　 actors.　 Nevertheless,　 the

Vision　 and　 programs,　 such　 as　Unification　 Thought,　 are　 still　signi丘cant

f()r　the　 international　 society　 in　the　 sense　 that　 they　 reflect　 tireless

e舐)rts　 of　manldind　 in　search　 of　realiZing　 world　 peace.

hteres血gly　 {md　 timely　 enough,　 the　 discussion　 on　 the　 UN　 reform

has　 beell　 revitalized　 m　 the　 "post"　 post-Cold　 war　 era,　 m　 the　 afヒermath

of　September　 llth　attack　 in　America　 in　2001　 and　 US　 attack　 on　lraq　 in

2003.　 New　 global　 issues,　 such　 as　 Weapons　 of　Mass　 Destruction,

terrorism,　 and　 regional　 conflicts,　 pose　 challenges　 and　 tasks　 in

establishing　 world　 peace.　 One　 of　the　 important　 ways　 to　deal　 with

those　 challenges　 is　to　 enhance　 and　 utilize　 the　 UN　 system,　 as

suggested.　 Of　course,　 there　 is　a　findamental　 limitation　 in　the　 role　 and

fUnction　 of　the　 current　 UN　 system,　 m　 light　 of　its　own　 nature　 and　 the

nature　 of　international　 society　 centered　 on　 state　 system.　 The

contemporarydiscussionontheUNreformhasbeenmadeintheUN,

for　example,　 as　`"A　High　 Panel　 of　Eminent　 Persons　 on　 the　 UN　 refbml

was　 commissioned　 and　 requested　 to　submit　 a　comprehensive　 report

by　 Kofi　 A.　Annal1,　 the　 Secretary　 General　 of　the　 UN.　 But　 it　is　unlikely

fbr　them　 to　deal　 with　 drastic　 changes　 of　the　 UN　 system,　 fbr　example,

for　formally　 bringing　 in　NGOs　 intO　 the　UN　 system.

　 Despite　 the　 fundamental　 constraints　 and　 unfavorable　 realities,

nevertheless,　 the　 vision　 and　 practical　 programs　 under　 Unification

Thought　 are　 enlightened,　 usefUl,　 and　 necessary.　 The　 propositions　 fbr

the　 UN　 refbrm　 and　 peace　 activities　 are　 creative　 and　 in　many　 aspects

practical　 enough　 to　be　 accepted　 and　 realized　 in　intemational　 society

However,　 it　is　likely　 to　take　 more　 time,　 until　 the　 maturity　 of　a　gen血e

global　 societ)T7　to　see　 the　 changes,　 s血ce　 the　 will　 of　the　 state　 acな)rs　 is

still　dominant　 in　maintaining　 current　 system　 of　international　 society.
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Moreover,　 it　Inay　 be　 too　 idealistic　 and　 impractical　 at　the　 present

periOd　 tO　assume　 a　transformation　 of　intemational　 society　 into　 world

s㏄ietX　 or　of　the　 UN　 system　 into　 world　 govemment.　 Sti11,　the　 vision

and　 ideas　 fbr　the　 "idealistic"　 world　 are　 very　 relevant　 to　todaゾsworld,

since　 at　least　 in　theory　 they　 proVide　 altematives　 for　 etemal　 world

peace.　 Moreover,　 they　 serve　 as　'a　rallying　 point　 and　 pressure　 fbr

manlCind　 in　Vigorously　 finding　 the　 ways　 and　 means　 on　 a　higher　 level

to　overcome　 the　 current　 global　 problems.

In　conclusion,　 the　 UN　 is　relevant　 and　 use制organization　 and　 agent

of　peace　 fbr　the　 world,　 since　 there　 is　no　better　 choice　 in　realizing　 world

peace.　 There　 is　also　 universal　 understanding　 that　 the　 UN　 has

increasingly　 contributed　 to,　and　 also　 posses　 a　potential　 to　take　 a

larger　 responsibility　 for,　world　 peace,　 as　long　 as　there　 is　a　consensus

in　international　 soeiety.　 in　 this　 light,　 Unification　 Thought,　 as　 a　most

ambitious　 vision　 and　 programs　 fbr　world　 peace　 in　the　 contemporary

world,　 can　 be　 an　 important　 source　 and　 fbundation　 of　the　 UN　 Studies

i皿theory　 and　 practice.
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　 I　understand　 the　 promotion　 of　cultural　 mtegration　 in　the　 Balkans

only　 as　 a　reahzation　 of　the　 Unification　 Thoughtも 且mdamental　 idea

about　 the　 changes　 in　Histo】ty.　 in　the　 conteXt　 of　the　 p血ciples　 fbr　Uhity

of　sciences　 we　 can　 understand　 the　 truth　 of　the　 Unification　 Thought:
"h　 the　 struggle　 bet

ween　 good　 and　 evil　when　 the　 good　 side　 does　 not

fUlly　 ac
.gorpplish　 itS　responsabity　 and　 the　 eVil　side　 wims　 a　Victory,　 then

paturally　 history　 does　 not　 tum　 to　a　better　 direction　 but　 is　prolonger
m　 its　existing　 direction,　 remaming　 as　it　is .　After　 a　specified　 length　 of

time,　 God　 aga血establishes　 a　good　 leader　 and　 works　 to　win　 victory

over　 the　 evil　side..."(See:EssentiαdsofUnificαtiOn　 Thought
,　1992,　 P.283)

.

　 "Historical　 phenomenon　 considered　 by　 many　 scientists　 as　the

most　 important　 thing　 in　the　 world,　 much　 more　 important　 than

the　 civilization,　 humaneness,　 decorum ,　compassion,　 more

important　 than　 life　itself　 -　that　 is　how　 L .　Sneider　 emotionally

defines　 the　 nature　 of　the　 modern　 Ilationalism　 being　 one　 of　its

best　 specialist　 in.　Actually　 in　their　 numerous　 phalanx
,　we　 wouldh

ardly　 find　 study　 or　public　 intellect　 who　 is　flattered　 by　 the

pretention　 that,　 as　 a　whole,　 he　 gives　 a　comprehensive　 and

obligatory　 definition　 about　 the　 natioIlalism　 as　 "the　 most

signi丘cant　 product　 of　conceptional　 inventions　 during　 the　 19th

centuZゾ',　 or　as　 a　cultural　 and　 pohtical　 event　 of　deeper　 historic

roots.

AnyWay,　 the　 scientific　 systematization　 always　 lookS　 for　footholds .


