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movements　 in　 the　 Anglo-Saxon　 world.　 While　 these　 philosophical

movements　 occupied　 higher　 insti七utions　 in　western　 European　 and

American　 countries,　 Marxism　 swept　 the　 world　 and　 made　 an

enormous　 impact　 on　 the　 lives　 of　people　 by　 initiating　 central　 ideas　 for

social　 actions.　 Marxism　 did　 not　 remain　 Within　 the　 boundaries　 of　the

ivory　 towers　 of　academia　 and　 communities　 of　hltellectuals.　 Rather,

Marxism　 became　 the　 core　 ideology　 to　build　 nations,　 thus　 making

impacts　 on　social,　 economic,　 pohtica1,　 and　 historical　 spheres.

　 While　 I(arl　 Marx　 bUilt　 his　theory　 With　 the　 intention　 of　building　 an

ideal　 society　 and　 liberating　 people　 from　 oppression,　 other

philosophical　 movements　 in　the　 westem　 democratic　 world　 did　 not

have　 any　 clear　 goal　 or　 motive　 to　 take　 social　 actions.　 Founding

thinkers　 of　phenomenology　 and　 analytic　 philosophy　 such　 as　Husserl

and　 Wittgenstein　 made　 contributions　 only　 within　 the　 narrow　 sphere

of　specific　 philosophy　 communities.

　 Husserl　 and　 Wittgenstein　 did　 not　 concern　 themselves　 with　 the

construction　 of　ideal　 societies,　 the　 liberation　 of　people　 from　 misery　 and

suffering,　 and　 other　 social　 issues　 fbr　which　 Marx　 had　 a　deep　 concem.

The　 majorities　 of　thillkers　 who　 have　 fbllowed　 the　 paths　 of　these

fbunding　 thinkers　 have,　 respectively,　 shared　 similar　 concerns　 and

have　 taken　 similar　 intenectual　 paths.　 The　 differences　 in　concems　 and

approaches　 in　developing　 a　philosophy　 between　 Marx　 and　 Husser1　 /

Wittgenstein　 are　 reflected　 in　 their　 view　 of　philosophy　 and　 the

architecture　 of　their　 theoretica1症ameworks.　 Husserl,　 Wittgenstein,

and　 those　 in　 the　 movements　 of　phenomenology　 and　 analytic

philosophy,　 shared　 one　 common　 view.　 They　 r匂ected　 two　 particular

ideas　 held　 by　 Hegel　 and　 Marx:　 p}ilosophy　 as　a　system　 and　 a　theory　 of

history

　 First,　 for　 Marx　 and　 his　 predecessor　 Hege1,　 philosophy　 is　a

comprehensive　 thought　 system,　 which　 integrates　 all　 aspects　 of

human　 life,　i.e.,　social,　 politica1,　 economic,　 and　 cultural　 life.　They

intended　 to　build　 a　comprehensive　 systematic　 philosophy　 that　 can

integra七e　 diverse　 scientific　 endeavors　 including　 human,　 social,　 and

natUral　 SCienCeS.

　 Second,　 fbr　both　 Hegel　 and　 Marx,　 theory　 of　history　 is　an　 essential

part　 of　philosophy.　 All　 human　 endeavors,　 socia1-political-economic-

cultural　 activities　 including　 the　 creation　 of　cultures,　 1aw-making,

economic　 development,　 and　 the　 development　 of　sciences　 and

technologies　 are　 explained　 Within　 the　 context　 of　the　 theory　 of　history.

A　 theory　 of　history　 gave　 them　 a　perspective　 from　 which　 to　see　 all

human　 endeavors　 from　 a　social-historical　 perspective.　 For　 Hegel　 and

Marx,　 philosophy　 is　not　 simply　 an　 intellectual　 activity　 which　 is

1
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remotely　 tied　 to　social　 actions,　 but　 rather　 philosophy　 is　meant　 to

ignite　 s㏄ial　 actions　 causing　 historical　 changes.

　 When　 both　 phenomenology　 and　 analytic　 philosophy　 rejected

Mandsm,　 they　 also　 refUsed　 these　 tWo　 fUndamental　 ideas:　 philosophy

as　a　comprehensive　 system　 of　thought　 and　 as　a　theory　 of　history　 tied

to　social　 actions.　 Phenomenology　 and　 analytic　 philosophy　 became

methodology-oriented　 philosophy　 with　 a　narrow　 scope　 and　 fbcus .

Philosophy　 was　 conceived　 as　 a　specialized　 discipl廿1e.　 Just　 as　logic　 is

universal　 to　all　human　 discourses,　 universality　 of　philosophy　 was

understood　 in　its　methodic　 character.

　 Although　 philosophy　 was　 not　 exactly　 a　part　 of　the　 sciences,

philosophy　 was　 conceived　 as　 a　highly　 specialized　 discipline　 like

mathematics,　 10gic　 or　physics,　 which　 was　 accessible　 only　 tO　profession-

als　with　 specialized　 training　 and　 education.　 The　 methodologyoriented

conception　 of　philosophy　 can　 be　 largely　 attributed　 to　the　 development

of　phenomenology　 and　 analytic　 philosophy,　 developed　 by　Husserl　 and

Wittgenstein,　 respectively

2.　Methodological　 Orientation　 of　Phenomenology　 and

Analytic　 Philosophy

1)　Husserlian　 Phellomenology　 as　the　 Science　 of　A皿Sciences

Husserl　 fb皿dthe　 key　 area　 in　philosophy　 in　the　 phenomena　 of　the

consciousness.　 Realizing　 the　 narrow　 definition　 of　"experience"　 in

modem　 ph且osophy,'　 Husserl　 attempted　 tO　redefine　 "experience."　 From

Husserl's　 perspective,　 modem　 philosophers　 limited　 the　 primary　 sense

of　̀ `experience"加sensory　 experience.　 Husserl　 thought　 this　 concept　 of

experience　 to　be　 too　 narrow　 and　 inadequate　 in　being　 able　 to　describe

diverse㎞ds　 of　expedences　 such　 as　 aesthetic,　 religious,　 perceptual,

and　 so　on.　 He　 attempted　 tO　establish　 a　kmd　 of　philosophy　 that　 can

faithfUlly　 describe　 all　kmds　 of　eXperiences　 as　they　 "show　 themselves ."

Rather　 than　 "eXplaininぎ'　 experiences　 by　 a　certain　 pre-given　 theory ,

Husserl　 tried　 to　find　 the　 way　 to　describe　 given　 experiences　 without

presupPositions.

　 Thus,　 he　 set　 a　motto　 of　presuppositionlessness.　 The　 idea　 of

phenomenology　 emerged　 when　 Husserl　 sought　 to　establish　 a　new

philosophical　 methodology　 that　 can　 describe　 phenomena　 without　 any

presuppositions.2　 Husserl's　 motto　 "to　the　 things　 themselves"　 indicates

his　spirit　 of　presuppositionlessness.3　 0ne　 should　 note　 that　 there　 is　no

finality　 in　the　 phenomenological　 quest.　 While　 one　 attempts　 to　see

experiences　 as　 they　 are　 given,　 one　 can　 discover　 layers　 of　prejudices
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should　 philosophy　 just　 be　an　 actiVity　 Withn　 the　 category　 of　science　 as

essentially　 a　discipline,　 as　 a　German　 Wissenshaft?　 Why　 not

ph且osophy　 is　a㎞d　 of　wisdom　 comparable　 to　embodied㎞owledge

五ke　Zen　 or　a㎞d　 of　art　or　an　 activity　 comparable　 to　poetic　 activity?

　 Modem　 science　 is　a　method℃riented　 discipline.　 Its　highly　 methodic

character　 distinguishes　 modem　 science　 f士om　 other　 types　 of㎞owledge.

In　the　 human　 intellectUal　 tradition,　 philosophy　 has　 mU　 ltiple　 rootS　 and

wasimnersed血 舳verse　 tmes　 of㎞owle㎏e.　 Philosophy　 could　 be　a

prophetic　 wisdom　 as　 we　 can　 see　 in　Nietzsche's　 Zarathustra,　 a

speculative　 system　 of㎞owledge　 as　in　 Hegers　 philosophy　 and　 an

existential　 realization　 as　 approached　 by　 Kierkegaard.　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Whena

philosopher　 conceives　 and　 defi皿es　 philosophy,　 he　or　she　 can　 consciously

apply　 a　padicular　 charac始 亘stic　as止epdmalyno㎜.Husserl's血tial

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as　Cartesian.　 Husserl　 inconception　of　phenomenology　is　categorized

his　 initial　 fbrmulation　 of　philosophy　 made　 explicit　 references　 to

Descartes.6

　 Descartes　 took　 certainty　 as　 the　 primary　 characteristic　 of

ph且osophical㎞owledge　 and　 tded　 to　construct　 philosophy　 as　certam

as　 possible.　 For　 Descartes,　 geometry　 was　 the　 model　 of　knowledge.

Descartes'　 quest　 fbr　certainty　 led　 him　 to　his　 inquiry　 into　 the　 indu-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 c　discourses,bitable　ground　and　the　point　of　departure　fbr　philosophi

which　 he　 ultimately　 set　as　the　 cogito.　 Likewise,　 Husserl　 understood

certainty　 as　the　norm　 of　philosophic㎞owledga

　 Husserlian　 phellomenology　 made　 a　series　 of　transfbrmations　 and

modi五cations　 within　 Husserl's　 lifetime.　 Heidegger,　 who　 was　 expected

to　be　 his　 successor　 by　 Husserl　 himself,　 disagreed　 with　 Husser1's

essentialism,　 his　 inclination　 to　 sciences,　 and　 definition　 of

phenomenology　 as　 the　 "science　 of　sciences."　 Heidegger,　 Sartre,　 and

other　 phenomenologists　 also　 opened　 differen七paths　 of　phenome-

nology　 Heidegger's　 he㎜.eneutic　 phenomenology　 may　 not　 strictly　 be

classified　 as　methodologism　 since　 Heidegger　 conceived　 philosophy　 as

an　 actiVity　 comparable　 to　poetic　 discourse・

Nevertheless,　 phenomenolo錘 輌general　 shared　 a　co㎜on　 trait

of　the　 deep　 concern　 fbr　 methodology　 and　 many　 still　understand

philosophy　 as　a　methodology　 in　a　broad　 sense　 of　the　term.

2)　Analytic　 Ph且osophy:　 Analyses　 of　Language

　 Ludwig　 Wittgenstein　 is　a　key　 philosopher　 fbr　the　birth　 of　analytic

phdosophy,　 and　 his　insightS　 also　 contribute　 to　the　 fbcus　 of　philosophy

on　 its　methodology　 Two　 schools　 of　thought,　 the　 ordinary　 language

school　 and　 artificial　 language　 school　 emerged　 from　 Wittgenstein's

insights,　 one　 in　the　 earlier　 part　 and　 another　 in　the　 later　 parむof　 his
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1ife.　Wittgenstein　 (kStinguished　 his　concept　 of　ph且osophy丘om　 those　 of

philosophers　 befbre　 him.　 Wittgenstein　 argued　 that　 there　 had　 been

confUsions　 and　 pseudo　 problems　 il　the　 ph且osophical　 tradition　 due　 to

the　 vagueness　 of　the　 mea血g　 of　philosophical　 v㏄abularies,　 confUsed

usages　 of　language,　 abuse　 or　 misuse　 of　logic,　 and　 other　 confUsed

manipUlationsofphilosophicallanguages.Inotherwords,Wtttgenstein

argued　 that　 confused　 uses　 of　language　 by　 philosophers　 created
"philosophical　 problems

,"　and　 those　 problems　 are　 pseudo　 problelns.

Thus,　 through　 a　series　 of　logical　 analyses　 of　their　 languages,　 those
`i)roblems　 of　phiosophゾ'wi皿disapPear

.　Ih　Z㎞ ぬ 君αs4.003,V近ttgenstein

writes:

　 Most　 of　the　 propositions　 and　 questions　 to　be　 fbund　 in　philo-

sophical　 works　 are　 not　 false　 but　 nonsensical.　 Consequently　 we

cannot　 give　 any　 answer　 to　questions　 of　this㎞d,　 but　 can　 only

point　 out　 that　 they　 are　 nonsensical.

　 Most　 of　the　 propositions　 and　 questions　 in　philosophers　 arise

from　 our　 failure　 tO　understand　 the　 logic　 of　our　 language.　 (They

belong　 to　the　 same　 class　 as　the　 question　 whether　 the　 good　 is　more

or　less　identical　 than　 the　 beautifUl.)　 And　 it　is　not　 surprising　 that

the　 deepest　 problems　 are　 in　fact　not　 problems　 at　all.

　 For　 Wittgenstein,　 therefbre,　 the　 task　 of　philosophy　 is　to　critically

examine　 philosophers'　 use　 of　languages　 by　employing　 logical　 analyses.

Following　 the　 ideas　 of　Wittgenstein　 (who　 is　an　Austrian),　 G.　E.　Moore,

Bertrand　 RusseU　 and　 other　 philosophers　 primarily　 in　England　 and

America　 fbrmed　 a　philosophical　 movement　 of　analytic　 philosophy.

They　 shared　 one　 common　 conViction:　 philosophy　 is　a　logical　 analysis

of　language.　 Logic　 is　a画mary　 tool　 of　philosophy　 and　 its　task　 is七he

analyses　 of　languages　 philosophers　 used.　 In　spite　 of　diverse　 positions

and　 developments　 within　 the　 movement　 of　analytic　 philosophy}　 they

continuously　 kept　 an　exclusive　 methOdologist　 orientation.

3)Methodology:Conclusion

Methodology　 in　itself　 without　 content　 or　 substantive㎞owledge

(&)d,　 man,　 society,　 and　 every　 conceivable　 item)　 has　 itS　weakness　 il　itS

inability　 to　cause　 social　 change　 and　 the　 inapplicability　 to　real

problems　 in　society.　 Problems　 in　society　 are　real　 and　 they　 have　 deeper

roots.　 On　 the　 other　 hand,　 Marxist　 ideology　 sought　 to　reform　 society　 by

its　systematic　 and　 comprehensive　 nature　 based　 upon　 a　consistent

interpretationoftheworld,whichincludesatheoryregardinghumall

history.　 However,　 MarXism　 itSeif　also　 has　 many　 problems　 and　 issues

I
il

l
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thathinderthedevelopmentofs㏄ie敏

3.Fa皿ureofMa函sm

　 1)StrengthsofMarXism

　 MarXdsm　 made　 enormous　 impactS　 in　terms　 of　social　 change.　 There

were　 certainly　 a　variety　 of　socio-politica1-economic　 reasons　 and　 a

particular　 climate　 that　 allowed　 Marxism　 to　expand,　 however

Marxism　 as　 a　theory　 has　 also　 several　 points　 that　 strengthen　 its

palatability.　 This　 theory　 has　 the　 following　 characteristics:

①A　 holistic　 perspective,　 which　 encompasses　 diverse　 areas　 of　study

②Systelnatic　 expositions　 of輌damental　 issues　 of　philosophy

③A　 perspective　 fbr　s㏄ial　 action　 based　 upon　 a　theory　 of　history

④Messianic　 idealism　 tO　liberate　 people　 from　 suffe加9

　 In　 addition　 to　above　 points,　 the　 failure　 of　Christianity　 and　 other

religions　 in　Iiberating　 people　 from　 suffering　 is　also　 to　be　 noted.

People's　 disappointment　 in　religion　 fUeled　 false　 dreams　 and　 hopes　 for

Marxism,　 and　 those　 powerless　 individuals　 welcomed　 Marxism　 as　 a

messianic　 liberating　 ideology　 Disillusionment　 with　 the　 idea　 of　God

also　 influenced　 people　 to　seek　 help　 i【1　Godless　 messianic　 ideas.　 As

explained　 in　previous　 sections,　 major　 ph且osophical　 movements　 in　the

democratic　 world　 could　 not　 present　 any　 altemative　 Views　 either.

　 2)ProblemsofMarxism

MaDdsm　 appeared　 to　be　 a　messianic　 thought　 that　 could　 libera由

mankindfrommisery,endstrugglesamongpeople(inparticular,class

struggles),　 and　 establish　 an　 ideal　 society.　 Some　 leading　 philosophers

in　democratic　 countries　 accepted　 basic　 assumptions　 of　MaDdsm　 and

became　 advoca柘s　 of　this　 thought　 with　 some　 mod遣cations.　 Inherent

problems　 of　Marxism,　 however,　 became　 evident　 to　the　 public　 eye

when　 it　was　 implemented.　 Tbtalitarian　 police　 states　 did　not　 last　long.

The　 failure　 of　MaDdsm　 is　not　 only　 due　 to　its　practices,　 but　 also　 due　 to

its　 mistaken　 assumptions.　 Marxist　 interpretation　 of　being,

㎞owledge,　 human　 nature,　 ethics,　 {md　 View　 of　histOry　 was　 built　 upon

制se　 assumptions.　 The　 Marxist　 emancipation　 theory　 of　man,　 built

into　 its　messianic　 outlook,　 had　 false　 diagnosis　 and　 remedy　 Marxist

practices　 were　 doomed　 to　fail　 because　 of　the塩lse　 views　 fbr　 the

血ndamental　 questions　 of　philosophy　 For　 a　thorough　 critique　 and

counterproposal　 to　Mandsm丘om　 Unificationist　 perspective,　 I　refbr加

The　 En(i　 of　Cornmunism　 8　by　 late　Dr.　Sang　 Hun　 I.ee.
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4・TheIvoryTowerAcademismofPhilosophyandthe

New　 Development　 of　App五edPhilosoplly

The　 overwhehning　 me七hOdological　 orientation　 of　philosophy,　 which

stems　 from　 the　 trends　 of　Husserlian　 phenomenology　 and　 analytic

philosophy,　 inherently　 limits　 its　 view　 and　 scope　 to　 academic

co㎜ 画ties　 of　philosophers　 and　 rejects　 a　practical　 orientation　 in　its

goal　 and　 purpose.　 However,　 Unification　 Thought　 has　 a　practical

orientation　 in　its　goal　 and　 purpose.　 The　 aim　 of　this　 thought　 is　not

simply　 tO　satisfy　 the　 curiosity　 of血tellectuals　 but　 to　make　 substantial

impacts　 on　 societies　 and　 meet　 the　 urgent　 needs　 of　the　 world .　hl　this

sense,　 Unification　 Thought　 shares　 the　 same　 practical　 goal　 that　 Marx

held　 although　 their　 contents　 are　 radically　 di貨brent .　Marx　 wrote　 in

thesis　 ll　 of　Theses　 On　 Feuerbαch,　 ``The　 philosophers　 have　 only

interpreted　 the　 world,　 in　vadous　 ways;　 the　 point,　 however ,　is　to

change　 it."　9　Uni五cation　 Thought　 agrees　 with　 the　 Marxist　 intention　 to

build　 a　better　 world.

　 20th　 century　 philosophers,　 both　 phenomenologists　 and　 analytic

philosophers　 alike,　 did　 not　 hold　 this　 kind　 of　radical　 and　 practical

orientation.　 Philosophers　 took　 narrow　 paths　 of　academism　 and

formed　 own　 commumities　 primarily　 within　 the　 spheres　 of　academic

趾1stitutions.　 They　 addressed　 and　 discussed　 issues　 pertinent　 only　 to

small　 communities　 of　profもssional　 philosophers　 who　 share　 sim且ar

philosophical　 orientations.　 Analytic　 philosophers　 fbrmed　 their　 own

communities　 and　 phenomenologists　 created　 their　 own　 academic

circles.　 Some　 of　them　 certainly　 made　 contributions　 beyond　 their

communities,　 but　 the　 majority　 of　them　 remained　 within　 their　 own

group　 and　 Within　 the　bOundaries　 of　the　 ivory　 tower　 of　academicians.

　 Compared　 to　Marxism,　 the　 range,　 scope,　 and　 degree　 of　social

impacts　 made　 by　 phenomenology　 and　 analytic　 philosophy　 were　 very

limited.　 While　 MarXism　 failed　 tO　build　 a　desirable　 society　 and　 MarXist

theories　 disclosed　 mherent　 problems,　 those　 philosophies　 m　 the丘ee

world　 could　 not　 become　 viable　 altematives　 to　Marxism飴r　 social

change.　 Likewise,　 post-modernism　 and　 deconstructionism　 are　 not

seriousideologicalaltemativestObuildadesirablesociety.

　 Some　 philosophers　 realized　 the　 limit　 of　the　 narrow　 academism　 of

philosophical　 comm画ties　 and　 found　 their　 roles　 in　areas　 of　diverse

disciplines　 or　 professional丘elds.　 Since　 late　 20th　 century,　 those

philosophers　 developed　 a　variety　 of　applied　 ethics,　 applied　 philoso-

phies,　 and　 sought　 to　cont]dbute　 to　various　 areas　 or　profbssional　 fields,

which　 are　 not　 necessarily　 traditional　 areas　 of　philosophy　 Those

philosophers　 fbund　 philosophy　 to　be　 an　 mtegral　 and　 ne㏄ssary　 part　 of
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the　 sciences　 and　 disciplines.　 They　 went　 out　 of　the　 boundaries　 of

speci五c　 disciplmes　 and　 mvestigated　 each　 disciplmary　 question　 Withn

broader　 multi-disciplinary　 contexts.　 Ethical　 questions　 concerning

human　 cloning　 and　 assisted　 suicides　 are　 some　 examples　 of　applied

ethics.　 Medical　 philosophy,　 environmental　 philosophy,　 legal

philosophy,　 business　 philosophy,　 media　 ethics,　 philosophy　 of

cyberspace,　 and　 others　 emerged.　 Ethics　 was　 a　main　 tOpic　 in　applied

philosophies　 but　 the　 scope　 is　now　 expanding　 beyond　 a　traditional

boundaly　 of　ethics.　 Applied　 philosophy　 today　 is　becoming　 more　 and

moreaplatfbmユuponwhichmultipledisciplinescancomeacross.

　 When　 we　 see　 the　 social　 impacts　 of　each　 disciplinary　 development

and　 professional　 field,　we　 soon　 realize　 their　 cross　 discipl血ary　 nature.

This　 is　where　 philosophy　 plays　 a　role.　For　 example,　 human　 cloning　 is

a　result　 of　advances　 in　medical　 technology.　 However,　 it　raises　 ethical,

1ega1,　 and　 socio-political　 questions.　 These　 issues　 cannot　 be　 resolved

within　 the　 boundaries　 of　sciences　 and　 technologies.　 Medical

philosophy　 examines　 the　 issue　 of　cloning　 within　 the　 broad　 scope　 of

ethical-social-political-economic　 perspectives,　 which　 requires　 us　 to

consider　 multiple　 disciplinary　 fields.　 Oftentimes　 this　 examination

requires　 the　 exploration　 of　other　 fields　 such　 as　 social,　 hu皿an,　 and

IlatUral　 SCienCeS.

　 Those　 philosophers　 in　applied　 fields　 understood　 philosophy　 as　 a

dimension　 or　an　 aspect,　 which　 is　an血separable　 part　 of　disciphnes,

professions,　 and　 social　 sectors.　 Philosophy　 fbr　theln　 is　a　discipline-

based　 or　a　profession-based　 endeavor.　 Those　 philosophers　 working　 in

discipline-based　 works　 are　 not　 interested　 in　a　grandiose　 vision　 of

philosophy,　 be　 it　a　Hegelian　 system,　 Marxist　 idealism,　 or　even　 early

2ぴh　century　 methodologism.　 Philosophy　 is　fbr　them　 no　 longer　 a　theory

that　 can　 ground　 all　kinds　 of　disciplines　 as　 Husserl　 believed.　 It　is

neither　 a　final　 methodological　 tool　 that　 will　 solve　 all　problems　 of

philosophy,asWittgensteinwasconVincedof,noranultimatetheory

that　 can　 build　 ideal　 world　 as　Marx　 dreamed　 philosophy　 to　be.　 These

late　 20th　 century　 philosophers　 m　 applied　 philosophy　 do　not　 pursue　 a

claim　 fbr　 finality,　 ultimacy,　 or　 even皿iversality.　 In　 the　 words　 of

deconstructionists,　 anti-fbundationalism　 is　a　trend　 in　 philosophy.

This　 tendency　 enhances　 the　 diversification　 of　the　 role　 of　philosophy

As　 Richard　 Rorty　 phrased,　 philosophy　 is　defined　 as　what　 philosophers

do.　It　is　too　diverse　 to　defhle.
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5・TheDemandf()raSystematicPhaosophythatDeals

withFu皿damental　 Ques髄ons

　 Those　 philosophers　 in　applied　 fields,　 however,　 are　 trapped　 in　 a

dilemma.　 A　 simple　 question　 is　often　 tied　 to　deeper,　 fUndamental

questions　 he　 or　she　 does　 not　 want　 to　deal　 with.　 For　 example,　 the　 issue

of　human　 clones　 raises　 a　whole　 series　 of　questions .　If　reproduction

were　 done　 without　 a　sexual　 relationship　 between　 man　 and　 woman
,

why　 would　 it　be　 necessaly　 fbr　men　 and　 women　 to　have　 mtercourse?

Why　 woUld　 they　 marry　 and　 form　 a　family?　 The　 mea血g　 of　se)ma晦

marriage,　 family,　 and　 other　 related　 issues　 must　 all　be　 ch㏄ked　 as　 a

result　 of　this　 medical　 development.　 A　 question　 in　medical　 technology

islinkedtOaseriesoffUndamentalquestionsinphilosophy .

　 When　 one　 tries　 to　answer　 a　single　 practical　 question　 in　applied

ph且osophy,　 one　 will　 be　 led　 to　more五mdamental　 questions　 such　 as

questions　 regarding　 human　 nature,　 happiness,　 the　 meaning　 of

human　 hfb,　and　 so　on.　If　one　 tries　 to　delve　 deeper　 sti11,　0ne　 wi11　be　 led

t`〕　the　 question　 of　the　 origin　 and　 nature　 of　human　 society,　 the　 meaning

of　religion,　 and　 even　 the　 question　 of　the　 existence　 of　GOd　 and五fe　 after

death.　 Those　 questions　 that　 appeari皿professional　 and　 disciplinary

fields　 are　 the　 tips　 of　the　 iceberg　 and　 are　 deeply　 rooted　 in　the　 more

fUndamental　 questions　 of　philosophy.　 Since　 there　 are　 diverse
,

conflicting　 views　 and　 answers　 fbr　 these　 fUndamelltal　 questions
,

ph且osophers　 in　applied　 philosophy　 try　tO　minimize　 their　 involvement

into　 thesefしmdamental　 questions.　 No　 matter　 how　 professionals　 try　tO

avoid　 these　 unsettled血ndamental　 quesdons,　 these　 questions　 rema加

everlastmg　 issues血the　 background　 of　practical　 philosophy.

Wh且e　 recent　 developments　 in　applied　 philosophy　 delnonstrate　 how

philosophy　 can　 be　 applied　 to　social　 issues,　 these　 fragmented

philosophies　 Iack　 its　own　 broader,　 systematically　 integrated　 outlook　 of

the　 world,　 which　 can　 serve　 as　a　general　 context　 of　interpretation.

There　 is　a　need　 fbr　a　systemabic,　 holistic,　 and　 broader　 perspec廿vei皿

philosophy.　 In　 Philosophical　 Reasoning,　 Nicholas　 Rescher　 writes

aboutthiscallforaholisticcharacterinphilosophy:

　 However,　 this　 preoecupation　 With　 particularistic　 detail　 came　 tO

leave　 many　 thoughtful　 people　 deeply　 dissatisfied　 with　 its

resulting仕agmentation　 and　 dissonance.　 And　 so　there　 come　 to

the　 fbe　 again　 philosophers　 who　 cared　 fbr　 the　 big　 picture　 and

yearned　 fbr　 a　vision　 of　wholeness....　 The　 yearning　 fbr　 co-

ord血ative　 syntheses,　 for　unifying血tegrations　 -　 fbr　an　approach

that　 is　holistic　 rather　 than　 particularistic　 -　 began　 to　make
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sometihingofacomebackThelureoftheideaofsystemhasonce

againcometOthefoe・io

While　 detailed　 contentS　 of　Unificabion　 [[hought　 reqUire　 substantial

exami【1ation　 and　 expansion,　 this　thought　 has　 a　number　 of　charactel㌔

isticsthatcanfUlfillthesetOdaYsneedsinphilosophy・

6.　Essential　 Ideas　 and　 ]P血ciplesofUnification

Thought:An　 Outl血e

1)CharacteristicsofUnification皿lo㎎ht

Uni五cation　 [[hought　 has　 the　folloWing　 characteristics.　 As　 I　discussed

血previous　 sections,　 m勾or　 philosophical　 movements　 in　dem㏄ratic

world]rejectedorlackedsomeora]10f七hese　 tenets.　 MarXism　 embracOd

these　 tenets,　 but　 it　was　 bu批uponfalseassumptions.

①Aholisticperspective,whiChencompassesdiverseareasofstudy

②Systematic　 expositions　 of且mdamentalissuesofphiosophy

③A'perspective　 'for　social　action　based　 upon　 a　tiheory　of　histOry

④MeSsianicidealismtOliberatepeoplefromsuffe「ing

Uh五ke　 Marxism,　 Unification　 T[hought　 has　 the　 above　 characteristics

basedupona鋤h-based,theiSticm(蛆el　 of七ho㎎ht,t加s,U㎡ic甜on

Thought　 will　 have　 to　answer　 a　Ilumber　 of　additional　 questions　 or

cha皿enges.　 Some　 issues　 illclude　 the　 view　 of　man　 assumed　 by　 the磁es

ni丘cationof　evolution　and　Freudian　psychoanalytic　theories.　Ideas　of　U

Thought　 Will　be　 clari丘ed　 in　the　 process　 of　answe血g七hese　 ch副1e㎎es

and　 questions・

2)　Key　 Concepts　 in　Uni血cationThought

The　 fbllowing　 is　an　incomplete　 list　of　key　 concepts　 in　U画cation

Thought,which'reqUiresamorethorougheXplorationincollaboration

with　 natural,　 sodal,　 and　 human　 sciences.　 There　 are　 many　 more　 key

ideas　 to　be　added　 to　this　hst.

①Ontological　 P血ciples

1_1.　「l　rue　love

AltrしdsmandTrueLove

　 　　 Conscience,　 spiritUality,　 and　 true　 love

Bloodlj血eage　 and　 love

Bej血gandLove

　 　 Rationality,moralprinciples,andlove
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1-2.　Dual　 Characteristics　 of　SS/HS,　 YIY

1-2-1.且armonies　 of　Spirituality　 and　 Materiality

　 　 a.Cosmologyofthespiritworldandearthlyworld

b.　Spirituality　 and　 Physica五tyofHumanNature

　 　 c.DevelopmentSofsciencesandtecthnologiesinharmonyWith

　　　　　 socia1,　 cUltural,　 and　 spiritual　 values

　 　 d.　Economical　 developments　 in　 harmony　 with　 mora1,

　　　　　spiritual,　 and　 ecological　 value　 perspectives

　 　 1-2-2.　 Marriages

　 　 a.SpiritualityofLoveandSexttalitybetWeenManand

Wbman:　 the　 sanc髄cation　 of　love

　 　 b.　Maniage　 as　a　covenant　 and　 an　 etemal　 partnership

c.且armony　 and　 beauty　 of　masculmity　 and　 femii血ity　 as　 a

　 　 　 cosmologicalprinciple

　　　　1-2-3.　 Falnilies

　 　 a.FamilyasthebasetOnurtureandcultivatetruelove

b.　Family　 as　the　 base加develop　 sound　 moral　 character

　　　 c.　Family　 as　the　 origin　 of　one's　 existence

d.　Fam且yasthefUndamentalsocialconstituent

1-3.　Give-and-Receive　 action

　 　 　 1-3-1.　 Reciprocity　 of　relations

　 　 1-3-2.　 Harmony　 of　relations

　 　 　 1-3-3.　 Ntmistic　 human　 relabions

1-4.　Dual　 Purposes　 ("Connected-bodゾ)

　 　 　 1-4-1.　 Organic,　 teleological,　 holistic　 View　 of　the　 world

　 　 14-2.　 Alignment　 of　pu]rli)oses:　 peacefUl　 co-eXistence　 Withn　 the

　 　 　 　 　 world

　 　 1-4-3.　 Harmony　 of　in.trinsic　 value　 and　 extrinsic　 value　 of

　 　 　 　 　 beings

(2)　UT　 Pimciples　 for　 Soeial　 Practiρes・

2-1.　 Ideals　 of　Ihterdependence,　 Mutual　 Prospe五t務and　 Universally

Shared　 Values

2-2.　Creation　 of　the　 Cul㎞eofHeart

　 　 Examination　 of　the　cUltqre　 of　mass　 consumption

　 　 Joy,creatiVity,andtiheworkenVironment

Concept　 of　the　 `kobby　 industrゾ'
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2-3.　Pursuit　 of　a　S㏄ialModel

Examhla廿onof

　 　 　 　 　 Thefreemarketeconomyandplannedeconomy

The　 concept　 of　proper砂and　 ownership　 m　 rela廿on　 to

　　　　　　　　　 creativity

Concepts　 of　labor血relationtOjoy

　 　 　 　 　 　City　planning　 ffom　 a　hamlonious　 ecologica1-economic

　　　　　　　　　　perspective

2-4.　New　 World　 Order

World　 orderfヤom　 the　 past　 history:　 a　religious,　 race-based

model　 (Europe,　 America,　 Asia,　 A田ca,etc)

New　 world　 order　 f士om　 the　 perspective　 of　the　 relationship

　 　 　 between　 land　 and　 ocean:　 federation　 of　islands　 nations,

　　　　peninsula　 nations,　 and　 continent　 nations・

　 　 New　 time　 order:　 CGK　 8　days.

(3)　Unification　 Theory　 of　HistOry

　 　 Self-identity,　 Community,　 and　History

Shared　 origin,　Pr㏄ess,　 and　 Goal　 of　Histo][y

■
■ー
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s㎜ 極ons.Forexainple,Freudiantheoryofpsychiatxywasdeveloped

based　 upon　 particular　 philosophical　 assumptiolls　 about　 human

nature.　 Uh迅cationismcanchaUengehisphilosophicalfbundationsfbr

his　 mterpretation　 of　human　 nature,　 cosmology,　 and　 sex,　 and　 can

address　 certain　 views　 alld　 challenge　 his　 theories　 withill　 a

philosophical　 realm.　 1£　fbr　 example,　 UIlificationism　 challenges

Freudian　 theory　 as　 a　theory　 of　psychiatry,　 Unificationist　 theorists

havetobeartheburdenofpI℃ofbaseduponaltemativestudiesofthe

human　 psyche.　 Likewise,　 contentions　 made　 against　 the　 theory　 of

evolution　 and　 its　assumption　 of　its　view　 of　man　 must　 not　 remajn　 m

the　 rea㎞of　 sp㏄ulation,　 but　 rather　 become　 substantial　 elements　 fbr

relevant　 studies　 in　science.　 U面 血ca丘on　 Thought　 as　 a　philosophy　 w皿

serve　 as　 an　 inspirational　 source　 fbr　 the　 development　 of　scienti五c

studies　 in(丑verse　 areas　 and　 fields.

　 Unification　 Thought　 gives　 its　 own　 perspective　 on　 fUndamental

ques廿ons　 of　philosophy　 It　provides　 its　unique　 view　 of　behlg,　 God,

man,　 ulliverse,　 nature,　 society,　 and　 histo】 写Although　 Unification

Thought　 has　 its　 own　 unique　 perspective,　 it　is　not　 a　 science,

Unificationism　 takes　 the　 position　 to制1y　 respect　 unique　 research

methodologiesineadhscience,beitnatura1,s㏄ia1,　 0r　human.

7.TheUnityofValuePe㎎p㏄ 髄ves丘)rtlle

Ihte鯉DevelopmentofSciences乏m砒c㎞010gies

1)UnityofValuePerspectiveandDiversityofScienti血c

　 　 Methodologies　

Unification　 Thought　 has　 internal　 unity　 among　 its　constituting

components.　 It　can　 seIve　 as　a　genera1丘amework　 upon　 which　 diverse

disciplnary　 developments　 can　 be　made.　 Each　 science　 or　disciplhle　 has

its　unique　 research　 methodology　 and　 its　own　 academic　 norms　 and

rigors.　 Such　 questions　 as　 how　 infbrmation　 call　 be　 collected,　 how

㎞owledge　 can　 be　 vahdated,　 and　 what　 the　 standard　 pr㏄edures　 are,

are　 uniquely　 developed　 in　 each　 discipline.　 These　 research

methodologies　 are　 also　 su切ect　 to　change　 accordmg　 to　the　 develop-

ment　 of　each　 discipline.　 Creativity　 in　 disciphnary　 development　 is

empowered　 only　 when　 the　 intemal　 m㏄hanismofscienti丘c　 study　 is

respected.　 Rules　 of　each　 discipline　 should　 be　 de柏 ㎜ined　 byi偽own

intemalm㏄hanism.

　 Unification　 Thought　 may　 challenge　 philosophical　 assumptions　 of

some　 theories.　 It　is　{br　 the　 most　 part,　 however,　 not　 a　challenge　 to

scientific　 research　 methodology　 itsel£ 　but　 its　philosophical　 as一

Conclusion:　 Future　 Task　 of　Unification　 Thought

　 Philosophy,　 by　 itSelf,　has　 been　 unable　 tO　effectively　 contribute　 tO　the

development　 of　an　 ideal　 society　 in　the　 20th　 century　 The　 exclusive

fbcus　 on　 methodology　 causes　 some　 philosophical　 attempts　 to　be

ineffective　 in　 causing　 substantial　 social　 changes,　 while　 Marxist

ideologies　 aimed　 at　 social　 reform　 were　 based　 upon　 fallible

assumptions.　 The　 practice　 of　applied　 philosophy　 aims　 to　 answer

qUestions　 that　 arise血the　 development　 of　various　 profbssional　 fields,

especially　 m　 the　 developmellt　 of　human,　 natural,　 and　 s㏄ial　 sciences.

However,　 attemptS　 by　applied　 philosophy　 fa且short　 m　 that　 u1廿mately

eachquestionrequiresthediscussionofamore丘mdamental　 question

of　philosophy　 that　 has　 yet　 to　be　 answered.　 Applied　 philosophy　 are

particula五zedand丘agmentized,　 and　 it　lacks　 systematic,　 hohs廿c　 view

of　the　 world.　 Unification　 Thought　 thus　 seeks　 to　resolve　 different

ph且osOphicalmovementsinaullitedundertakingbyanswe血gthese

丘mdamental　 questions　 based　 on　 a飯thoratheisticmodelofthought,

andbysee㎞g　 to　make　 changes　 and　 create　 an　 ideal　 society

　 UniacationThoughthasavisiontoestablishanidealsocietywhere

truelove且ourishes　 within　 harmonious　 and　 peaceful　 social　 and
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natural　 enVironments.　 Thus,　 in　 order　 to　implement　 this　 vision,　 we

must　 scrutinize　 each　 component　 of　this　 thought　 in　dialogue　 with

existmg　 resources.　 Unification　 Thought　 researchers　 are　 faced　 with

the　 challenge　 of　developing　 Unification　 Thought　 from　 being　 an

ideology　 in　the　 sphere　 of　speculative　 thought　 to　the　 realm　 of　action　 in

socia1,　 economic,　 political,　 and　 cultural　 environments.　 In　other　 words,

indevelopingthisideology,UnificationistSmustmakesteadyprogress

in　turning　 the　 Vision　 intO　 the　 new　 reality,　 speculation血 帥ractice,

general　 ideas　 into　 concrete　 disciphnaly　 stu(五es,　 conceptua1㎞owledge

intO　 cU　ltural　 change,　 and　 ideas　 mto　 s㏄ial　 action.　 By　 overcoming　 these

d面culties　 and　 challenges,　 Unification　 Thought　 can　 be　a　foundational

system　 of　thought　 upon　 which　 we　 could　 accomphsh　 the　 resolution　 of

philosophical　 tensions　 in　the　 development　 of　sciences.

舞・
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Notes

　 1)　Husserl　 refbrs　 to　modem　 notion　 of　experience　 within　 a　context　 of

epistemology.

2)～ 砺ether　 such　 a　position　 as　``presuppositionlessness"　 is　possible

or　not　 is　highly　 debatable.　 Heidegger,　 who　 was　 exp㏄ted　 to　succeed

Husserl,　 refUsed　 Husserlian　 idea　 of　presupposition　 lessness　 and　 tOok　 a

different　 path.　 Heidegger　 realized　 that　 there　 is　always　 a　dimension　 of

interpretation　 in　human㎞owledge　 and　 developed　 phenomenology　 as

hermeneutical　 phenomenology　 in　 stead.　 Heidegger　 writes,　 "the

meaning　 of　phenomenological　 description　 as　 a　method　 lies　 in

interpreta七ion."　 (Heidegger,　 Being　 and　 7}me,　 p.　61)　 For　 Heidegger,

methodology　 means　 a　method　 of　interpretation　 or　 hermeneutics.

G.H.　 Gadamer　 followed　 and　 developed　 Heidegger's　 path.

　 3)　We　 can　 find　 affinity　 betWeen　 Zen's　 enlightenment　 and　 Husserrs

idea　 of　presuppositionlessness.　 For　 Zen,　 enlighten皿ent　 is　an

eXperience　 one　 can　 atta血when　 one　 drops　 aU　 presuppositions.　 While

Husserl　 attempted　 to　attain　 the　 state　 of　presuppositionlessness　 by

mental　 acts,　 Zen　 refuses　 this　 path.　 For　 Zen,　 enlightenment　 is　a

holistic　 mind-body　 experience　 rather　 than　 a　mental　 state.　 For　 Dogen,

f()r　example,　 presuppositionlessness　 is　achieved　 only　 as　 one's　 way　 of

being　 or　 existence.　 See　 "The　 way　 of　learning　 through　 body-

mind"(translation　 is　by　the　 author)　 Shnsin-gaku-do)　 in　Shobogennzo.

　 4)　 For　 example,　 Husserl　 developed　 phenomenology　 of　time

consciousness　 (The　 Phenomemol()gy　 of　Ttnve　 ConsciOusness)　 alld　Maurice

Merleau-Ponty　 did　 phenomenology　 of　perception　 (Phenomenology　 of

Perception).

5)hユhis　 last　work　 7ihe　CristS　 ofEurol)eαn　 Sctence8αnd7>anscendental

Pltenomenology,　 Husserl　 eXplained　 abOut　 his　 tum　 in　phenomenology.

He　 ac㎞owledged　 that　 our　 (liscourses　 are　 deeply　 rooted　 and　 embedded

in　our　 socia1,　 historica1,　 and　 cultural　 life　in　society.　 He　 attempted　 to

develop　 a　new　 phenomenology　 called　 a　phenomenology　 of　life-world.

6)　For　 Husserl's　 discourse　 on　Descartes,　 see　Cαrtesiαn　 Me(iitαtions.

7)　LudWig　 Wittgenstein　 7>rαctαtusLogico-P襯os(}phicas　 p.　37.

8)　Late　 Dr　 Sang　 Hun　 Lee　 pioneered　 the　 chtique　 of　Mandsm丘om

Uni五cationist　 perspective.　 See　 The　 End　 of　Conzmunisrn・

9)　Karl　 Marx　 and　 Frederick　 Engels　 Feuerbach:　 Opposition　 of　tゐe

Materiαlistαnd1とleαlist　 Outloohs.　 P.　95.

10)　 Nicholas　 Rescher　 Phitosophtcα 上Reαsontng:αs飢 めin　 the

metho(iol(塚)/oゾ 、ρhi・losophi2iug　 pp.266-67


