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　 Asian　 Community?

　 　 　 I　seek　 the　 answer　 to　this　 question　 in　the　 prospectus　 for　 this

Symposium　 on　 Unification　 Thought.　 It　stated:　 "Today　 Asia　 is　enterillg

a　certain　 historical　 point　 of　time.　 Today　 the　Era　 of　Pacific　 Civilization

has　 already　 started,　 If　the　 Paci丘c　 region　 as　a　who正e,　 which　 has　 along

history　 and　 a　vast　 population,　 can　 closely　 connect　 its　different　 parts,

and　 rally　 them　 toward　 one　 community　 ideal,　 then　 it　will　 lay　 the

foundation　 for　the　 realization　 of　peace　 and　 hapPiness　 in　the　 human

world."Ifeel　 that　 the　 questionIraise　 in　the　 first　section　 of　this　paper

has　 already　 been　 clearly　 and　 completely　 answered　 in　 this　 short

prospectus,

　 　 　 As　 I　heard,　 this　"plan　 of　(an)　Asiall　 Community"　 was　 presented　 by

theRev.SunMy皿g　 Moon,　 the　first　advoCator　 of　the　Divine　 Principle,

as　illevitable　 and　 having　 providential　 significance.　 I　relnember　 it　was

in　the　1960's　 that　 the　copcept　 of　the　Pacific　 region　 and　 the　Pacific　 rim
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was　 started.　 Then　 the　 weight　 of　the　 world　 economy　 moved　 from　 the

Atlantic　 region　 'to　the　 Pacific　 region,　 and　 President　 R.　 Reagan,　 in　a

speech　 on　foreign　 affairs,　 April　 6,　1984,　 stated　 that　 the　United　 States,

which　 was　 regarded　 as　the　 symbol　 of　the　 Atlantic　 nations,　 officially

defined　 itself　 to　be　 as　a　Pacific　 nation.　 It　is　n.ot　clear　 what　 he　 meant

concretely　 by　the　Paci丘c　 era,　but　 in　his　definition　 the　 important　 factor

was　 the　 expansion　 of　U.S.-Japan　 economic　 relations,　 and　 this　 formed

his　theory　 of　the　 move　 toward　 the　Asian　 and　 Pacific　 regions,　 I　believe.

　 　 　 III　the　 1980's,　 the　US.　 aIld　Japanese　 economies　 and　 technology

came　 to　lead　 the　 world,　 and　 their　 combined　 gross　 national　 product

(GNP)　 accounts　 for　one　 third　 of　the　world　 as　a　whole.　 In　addition,　 there

is　the　 rapid　 economic　 growth　 of　Korea　 and　 Taiwan,　 the　 expanding

weight　 of　Hollg　 Kong　 and　 Singapore　 in　international　 financial　 markets,

and　 the　 unity　 of　the　ASEAN　 co皿tries　 as　the　countries　 rich　 in　primary

industrial　 products.　 One　 further　 important　 factor　 is　that　socialist　 China

has　 adopted　 an　 open　 economic　 policy.　 If　 the　 Asian　 and　 Pacific

countries　 become　 united　 as　 an　Asian　 Community,　 it　will　 signify　 the

passillg　 into　 the　Asian　 and　 Pacific　 Era.　 It　would　 be　"the　 challenge　 of

Asia　 and　 the　 Paci丘c　 Ocean"　 to　the　 Western　 countries,　 which　 are

already　 overripe　 and　 now　 rather　 stagnant　 in　their　 economic　 growth.

The　 high-level　 explanation　 that　 such　 a　 great　 challge　 is　 startillg

providentially　 can　 be　 covered　 another　 time.　 1'd　like　 in　this　 text　 to

explaill　 the　 inevitability　 and　 problems　 of　 the　 concept　 of　 an　 Asian

Community　 in　 the　 new　 Pacific　 Era,　 based　 chiefly　 on　 economic

information　 at　the　 secular　 leve1,

　 　　 Prior　 to　 addressing　 the　 concept　 of　 an　 Asian　 and　 Pacific

Community,　 1'd　like　 to丘rst　 expound　 the　plan　 of　"the　 connectioll　 of　the

Pacific　 rim,"　 which　 was　 the　 source　 of　this　 current　 plan.

This　 plan　 of　"the　connection　 of　the　Paci丘crim"　 traces　 back　 to　the

1960's,　 as　I　mentioned.　 I　believe　 the　 plan　 developed　 into　 its　current

form　 because　 it　is　more　 of　an　 economic　 inclination.　 In　the　 original

concept　 of　the　 connection　 of　the　 Pacific　 rim,　 the　 coordination　 and

integration　 of　the　 plural　 races　 and　 cultures　 in　the　 vast　 Pacific　 region

was　 more　 of　 an　 emotional　 conviction.　 It　was　 out　 of　 the　 mutual

understanding　 in　one　 way,　 and　 in　another　 way　 was　 started　 tentatively

towards　 a　mutual　 economic　 reliance.

「
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　 　 　 The　 original　 concept　 of　``the　collnection　 of　the　 Pacific　 rim"　 is

siMilar　 to　the　concept　 of　connection　 in　a　religious　 sense.　 It　is　similar　 in

understanding　 to　the　Divine　 Principle　 and　 Unification　 Thought.　 In　the

Divine　 Principle　 and　 Unification　 Thought,　 the　 coordination　 and

integration　 of　 the　 diversity　 of　 human　 races　 and　 cultures,　 on　 a

world-wide　 level,　 are　 made　 into　 a　doctrinal　 and　 credal　 subject,　 And

yet,　 the　 coordination　 of　the　 diversity　 of　different　 human　 races　 and

cultures,　 and　 their　 mutual　 pnderstanding　 and　 integration　 and　 unity　 are

difficult　 unless　 they　 form　 a　com皿on　 value　 system,　 There　 will　 be　 no

advancement　 towards　 an　 actual　 community　 unless　 a　common　 vallle

system　 is　formed　 regardless　 of　its　economics　 and　 its　technological

cooperation　 attitude.　 Even　 after　 an　 exchange　 is　sought　 after,　 of　the

plural　 races　 and　 cultures,　 in　the　vast　 area　 of　the　region,　 still　a　common

va正ue　 system　 is　needed.

　 　 　 The　 concept　 of　the　 Pacific　 rim　 did　 not　 progress　 during　 those

twenty　 years　 because　 it　was　 difficult　 to　form　 a　common　 value　 system.　 I

believe　 it　was　 a　concept　 of　an　"open　 regionalism,"　 a　conclusion　 of　the

policy　 study　 group　 for　 the　 late　 Prime　 Minister　 Ohira　 in　May　 1980.

They　 discovered　 the　 limitations　 and　 problems　 in　the　 concept　 of　an

Asian　 community.　 This　 type　 of　regionalism　 is　a　concept　 of　"rallying",

It's　based　 on　 a　respect　 for　the　 traditions　 of　the　 respective　 localities,

rejection　 of　centralistic　 methods,　 and　 respect　 for'　local　 autonomis皿,

etc.　 in　 the　 field　 of　 politics,　 economy,　 and　 culture.　 The　 logic　 of

UIlification　 Thought　 on　 integration　 expresses　 that　in　each　 district　 the

individual　 spirit　 and　 goals　 (Sung　 SαγL9.)　are　unique　 to　that　district.　 This

is　the　 local　 autonomism　 (the　 attainment　 of　the　goal　 of　an　 individual

body).　 If　the　 centralistic　 method　 (attainment　 of　the　goa1　 [objective]　 of

the　whole)　 is　compelled　 by　restraining　 local　 autonomy,　 and　 if　there　 are

any　 disagreements　 about　 the　 goal　 of　 the　 whole,　 and　 that　 of　 the

individua1　 (autonomy),　 then　 the　pursuit　 of　the　universal　 objective　 will

become　 very　 difficult.　 Uni丘cation　 Thought　 cherishes　 the　 logic　 of　the

coordinative　 integration　 of　 the　 universal　 objective　 and　 individual

objective　 in　a　complex　 integrated　 body.　 The　 community's　 concept　 of

the　 Pacific　 rim　 did　 Ilot　 grow　 because　 it　pursued　 the　 EC-style

relationship　 of　membership　 in　the　 collnection　 between　 the　 nations　 of

the　Pacific　 region.　 If　we　 insted　 follow　 the　above-mentioned　 inspiration
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of　"open　 regionalism",　 it　can　 become　 a　valuable　 guideline　 for　the　new

Asian　 Community　 concept.

　　 　 1'd　like　 to　briefly　 introduce　 the　 two　 types　 of　concepts　 which　 are

regarded　 as　the　soutce　 of　the　new　 Pacific　 Community　 concept.　 One　 is

the　concept　 of亡he　 "Pacific　 Econo皿ic　 Community"　 (PEC),亡he　 other　 is

the　concept　 of　the　 "Pacific　 Community",　 The　 former　 PEC　 was　 started

in　April　 1964,　 Prior　 to　the　 formation　 of　the　 PEC　 the　 Paci且c　 Basin

Economic　 Council　 (PBEC)　 was　 iII　existence,　 It　was　 an　organization　 of

big　 businessmen　 from　 the丘ve　 advanced　 nations　 within　 the　 Pacific

region.　 It　was　 supPorted　 by　 Japanese丘nanciers.　 The　 co皿cil　 held

meetings　 several　 times,　 and　 in　the　 twelfth　 Plenaly　 Meeting　 in　Los

Angeles　 in　1978,　 the　 Japanese　 proposed　 the　organization　 of　a　regional

solidarity .　as　 the　 Pacific　 Economic　 Community　 (PEC).　 It　 was

approved.　 Then,　 a　special　 committee,　 or　council,　 under　 the　 name　 of

PEC　 was　 organized.　 Its　tentative　 concern　 was　 the　cooperative　 concept

of　the　economy　 of　the　Pacific　 region　 with　 respect　 to　non-governmental

businessmen.　 This　 was　 the　 start　 of　 a　new　 good.will　 campaign　 or

movement　 for　 interllational　 economic　 cooperation.

　 　 　 The　 latter　 concept　 of　the　 ``Pacific　 Community"　 was　 an　idea　 from

a　Japanese　 economist.　 He　 intended　 for　the　 concept　 to　be　 an　 EC-style

cooperation　 and　 solidarity.　 It　was　 advocated　 by　Prof.　 Kiyoshi　 Kojima,

of　 Hitotsubashi　 University,　 at　an　 academic　 meeting　 in　 Hawaii　 in

February　 1964.　 He　 made　 a　research　 report　 ol1　"the　 Pacific　 Common

Market　 and　 Southeast　 Asia"　 in　November　 of　the　 following　 year.　 He

publicized　 his　outline　 of　the　commullity　 concept.　 Its　main　 points　 were

the　formation　 of　free-trade　 relations　 between　 the　five　advanced　 Pacific

nations.　 Later　 this　 conceptioll　 was　 advanced,　 In　 the　 Conference　 oll

Pacific　 Trade　 and　 Development,　 held　 in　Tokyo　 in　 1968,　 a　proposal

was　 made　 by　 an　 interllatiollal　 organization　 of　economists　 to　establish

the　 Organization　 of　the　 Pacific　 Trade　 and　 Development　 (OPTAD)　 as

an　 orgallization　 for　 economic　 cooperation　 on　 a　governmental　 leve1.

　 　 　 As　 noted　 above,　 the　 concept　 of　 the　 community　 that　 the

economists　 arrived　 at　was　 intended　 to　help　 the　promotion　 of　free　trade

in　the　 Pacific　 region　 accordillg　 to　the　 method　 of　the　 EC　 as　a　model.

However,　 within　 this　 idea　 there　 is　 a　 theory　 about　 a　 concrete

technicality.　 It　is　almost　 impossible　 to　abolish　 the　 tax　 barrier　 among

「

丑一FromEconomicPerspective　 51

the　 five　nations　 of　the　 Pacific　 region　 as　was　 realized　 in　the　EC .　There

was　 astrong　 criticism　 that　 even　 if　the　 relations　 of　the　 free　 region　 is

promoted,　 Japan　 may　 be　the　 only　 one　 that　 would　 bene丘t　 from　 it.　There

was　 also　 severe　 opPosition　 to　the　 restriction　 on　 developing　 countries

such　 as　ASEAN.　 The　 oppositon　 was　 from　 a　Iocal　 institutioエ11ed　 by

advanced　 countries.　 They　 stated　 that　there　 are　more　 disadvantages　 due

to　the　 expropriation　 by　 advanced　 countries　 than　 benefits　 in　receiving

assistance　 for　 further　 deYelopment .

　 　 　 In　this　way,　 the　former　 concept　 of　an　economic　 community,　 held

by　 businessmen　 as　well　 as　the　 EC　 type　 of　concept　 held　 by　 scholars
,

subjected　 to　a　considerable　 amount　 of　suspicion　 and　 criticism ,　even

though　 there　 were　 prejudicial　 feelings　 towards　 an　economically　 strong

country　 with　 a　trade　 deficit .

B.　An　 Economic　 Analy　　　　　　　　　　　　　　　　sis　of　the　Concept

　 of　a　Providential　 Turning　　　　　　　　　　　　　　Point

　 　 　 I　pointed　 out　 in　section　 one　 the　 fact　 that　 there　 is　an　important

remark　 iII　the　 prospectus　 of　the　 symposium　 that
,　"Asia　 is　entering　 a

historical　 turning　 point."　 The　 meaning　 of　this　turnillg　 point　 is　a　challge

and　 development.　 In　the　 section　 of　developing　 give　 and　 take　 action
,

Uni丘cation　 methodology　 in　the　 revised　 editi6n ,　E'mplaining　 Unzfication

Thought　 (by　Dr.　 Sang　 Hun　 Lee),　 an　explanation　 is　given　 that　 all　things

in　Nature　 always　 have　 a　uエ1iversal　 aspect ,　for　example,　 the　 identical

aspect.　 At　 the　 same　 time　 all　things　 are　 engaging　 in　identical　 give　 and

take　 action　 and　 deve正oping　 give-and-take　 action ,　inner　 give-and-take

action　 and　 outer　 give-and-take　 action　 respectively　 in　 the　 separated

position　 of　the　 subject　 and　 the　 object.　 They　 are　 seeking　 a　common

objective.　 I　assume　 that　 the　 above-mentioned　 turning　 point　 means　 a

developing　 change　 in　Unification　 Thought .　The　 year　 1985　 is　mathema-

tically　 a　 turning　 point　 year　 from　 the　 sta皿dpoint　 of　 Uni五cation

Thought.　 The丘ve　 advanced　 nations　 and　 many　 developing　 nations　 in

the　vast　 Pacific　 region　 have　 passed　 through　 the　providential　 nllmber　 of

fortyyearsafterWorldWarII .Respectiv61ytheyhaveengagedinthe

above-mentioned　 give-and-take　 action ,　between　 the　 subject　 and　 the

object,　 and　 were　 seeking　 for　the　 development　 of　one's　 own　 nation　 and



52

6ther　 nations,　 The　 year　 of　 1985　 became　 an　 important　 turning　 Point

even　 in　the　 ecohomic　 analysis,　 which　 is　my　 specialty.　 Next,　 another

factor　 of　the　providential　 turning　 point　 is　the　historical　 law　 (the　law　 of

the　 dominion　 of　the　 central)　 in　the　 "Unification　 View　 of　History"　 as

explained　 in　 the　 older　 version　 of　 E躍plaining　 Unifcation　 Thought

(Japanese　 version).　 It　is　the　 principle　 that　 in　a　circular　 movement　 of

give-and-take　 action　 between　 the　 subject　 and　 object,　 the　 object　 is

always　 in　 the　 relationship　 of　 turning　 around　 the　 subject,　 and　 the

subject　 manages　 the　 object　 and　 the　 object　 turns　 aro皿d　 the　 subject

while　 being　 mallaged　 by　 the　 subject.　 This　 is　a　principled　 "law　 of

creation",　 When　 it　is　applied　 to　historical　 events,　 it　may　 be　 found　 as

such:　 "God　 worked　 the　 providence　 upon　 a　particular　 social　 environ-

ment,　 and　 always　 established　 a　central　 figure,　 and　 put　 the　environment

under　 control,　 controlled　 it　well　 and　 made　 it　proceed　 to　a　new　 stage."

(ibid.,　p,　169),　 According　 to　Dr,　Sang　 Hun　 Lee's　 explanation　 given　 in

the　 above,　 God　 the　 Creator,　 chose　 the　 United　 States　 for　 the

establishment　 of　 peace　 on　 an　 earthly　 world　 aIld　 the　 well-being　 of

mankind.　 In　 order　 to　 manage　 the　 world.wide　 confusion　 following

WorldWarII,GodgavetheUS.theroleofthecentralleadingnation.

This　 can　 be　 regarded　 as　providelltia1,　 The　 United　 States　 has　 fulfilled

the　role　 of　developing　 the　world　 and　 the　environmental　 arrangement　 of

the　 Paci丘c　 region,　 thereby　 answering　 God's　 request.　 And　 yet,　 I　now

丘nd　a　new　 providential　 give-and-take　 action　 that　 is　starting　 powerfully

toward　 the　 next　 new　 stage　 of　development,　 which　 is　regarded　 as　 a

turning　 point.　 The　 United　 States　 wa§ 　the　 sllbjective　 being　 in　"the

concept　 of　the　 Pacific　 rim"　 and　 was　 placed　 as　a　central　 leading　 Ilatiol1.

But　 in　the　new　 concept　 of　the　 Asian　 alld　Pacific　 region　 and　 the　Asian

community,　 it　may　 now　 be　 the　 time　 when　 it　should　 move　 from　 the

subjective　 position　 to　 objective　 position.

　 　 　 As　 was　 noted　 above,　 the　 change,　 as　 a　turning　 point,　 can　 be

considered　 firstly　 for　the　 reason　 that　 the　 concept　 of　solidarity　 in　the

form　 of　 a　community　 has　 changed　 into　 Asiatic　 regionalism.

　 　 When　 it　comes　 to　the　 open　 pan-Asiaistic　 concept　 of　cooperation,

the　former　 concept　 of　the　central　 host　 or　Ieader,　 is　the　 concept　 of亡he

Pacific　 region,　 and　 the　 way　 of　thinking　 to　 be　 dependent　 upon　 the

United　 States　 is　not　 naturally　 adequate.
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　 　 It　will　 bec・m・ 　th・　・el・ti・n・hip.・f　 ・・lid・・ity　・nd　。。。p,・ati・n,'in

Whi・hm・mbershipi・limit・dt… 　 unt・i・ ・th・t・ ・edi・ectly。 。nnect・d
m　 economic　 and　 poiitical　 fields　 in　 the　 Asiatic　 region

.　It　will　 be

centered　 on　 the　 relatiollship　 of　 solidarity　 among　 Japan
,　the　 newly

mdustrializing　 countries　 (NICs,　 Korea ,　Hong　 Kong　 and　 Taiwan)　 and

th・　ASEAN　 ・・u・t・i・・　(B・u・ ・i,　1・d・n・ ・i・,　M・1・y・i・,　th・　PhilipPi… 　 ,

Singapore　 and　 Thailand) ・　Furthermore,　 the　new　 participation　 of　a　very

important　 member　 can　 be　expected .　We　 have　 come　 to　be　able　 to　think

about　 new　 relations　 of　 c60peration　 and　 mutual　 reliance
,　with　 an

expectation　 of　the　participation　 of　the　socialist　 nation　 of　China ,　In　the

1980's　 China　 is　trying　 to　 make　 close　 economic　 relations　 with　 the

countries　 of　the　Free　 Camp,　 especially　 the　ASian　 countries
,　transcend.

ing　 its　socialist　 system.　 Asian　 countries　 were　 also　 convinced　 that　their

economic　 exchallge　 with　 China　 would　 be　 mutually　 very　 beneficial
.

Accordingly,　 they　 believe　 that　 it　is　now　 time　 when　 they　 can　 easily

promote　 the　 concept　 of　an　 Asian　 Community,　 as　long　 as　it　does　 not

follow　 the　 method　 of　 me皿bership　 as　 with　 the　 EC　 nations .

　 　 　 Next,　 another　 noteworthy　 event　 as　a　turning　 point　 for　the　 Asian

Pacific　 natiops　 is　the　 change　 of　the　 United　 States .　It's　becoming　 a

deb亡or　 na亡ion.　 More　 concretely ,　the　 United　 States　 is　in　the　 situation

that　 it　cannot　 avoid　 its　 fall　 into　 a　 vast　 debtor　 statlls　 due　 to　 the

continual,　 marked　 deficit　 in　 trade　 and　 the　 international　 balance　 of

payments.　 The　 United　 States　 has　 continued　 fighting　 against　 the

communist　 forces　 for　 the　 free　 countries　 of　the　 world
,　for　forty　 years

since　 World　 War　 IL　It's　now　 falling　 into　 a　pure　 debtor　 nation　 with　 the

de丘cit　 of　8.5　billion　 dol正ars　 (assets　 897 .5　billion　 dollars　 _de丘cit906 ,1

biUion　 doUars)　 according　 to　the　 caiculation　 at　the　 end　 of　June　 1985 .

This　 fact　 was　 officially　 publicized　 5y　 the　 US ,　Department　 of

Commerce.　 The　 United　 States　 had　 reigned　 over　 world　 economy　 as　a

vast　 creditor　 nation　 after　World　 War　 I　since　 1914 ,　through　 World　 War

工[upto1984.

　 　 　 But　 it　fell　into　 debtor　 nation　 status　 in　the　balance　 of　payments　 in

the　 71st　 year.　 This　 was　 a　great　 economic　 happening .　The　 process　 of

this　change　 can　 be　 clearly　 seen.　 The　 pure　 amount　 of　assets　 invested

abroad　 the　 United　 States　 was　 still　168 .6　billion　 dollars　 at　the　 end　 of

1982,　 it　became　 106　 billion　 dollars　 at　the　end　 of　1983 ,　and　 dropped　 to

[
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48.7　 billion　 dollars　 at　the　end　 of　1984,　 The　 United　 States　 turned　 illto　a

debtor　 nation　 ih　 1985,　 as　 a　"turnillg　 point"　 This　 foreign　 debt　 is

P,edicat,dt・w・ ・d・a・i…ea・ei・th・f・t・ ・eacc・ ・di・gt・th・ ・e・ea・ch

of　a　reliable　 research　 institution,　 This　 rapid　 increase　 of　the　debt　 comes

from　 trade　 and　 the　international　 balallce　 of　payments,　 but　 the　priIlcipal

cause　 of　the　US.　 becoming　 a　debtor　 nation　 is　a　trade　 di五cit.Thetotal

amount　 of　the　deficit　 in　1984　 was　 123.3　 billion　 dollars,　 out　 of　which　 the

A,i。np。,ti。 。w・ ・107.4billi・nd・11・ ・s.Th・d・fi・itt・A・iac・n・i・t・d

of　31%　 to　Japan,　 17.5%　 for　the　 NICs　 and　 the　 rest　 to　ASEAN.　 From

these　 figures　 the　direct　 cause　 for　the　trade　 de丘citoftheUnitedS!ateラ

is　centered　 around　 its　import　 of　a　great　 alnount　 from　 the　Asian　 nations,

and　 it　can　 be　said　 that　 Asia　 made　 the　United　 States　 a　debtor　 nation.　 Its

center　 is　the　 great　 trade　 surplus　 of　Japan.　 The　 trade　 surplus　 of　Japan

with　 the　 United　 States　 was　 34.5　 billion　 dollars　 in　1983,'45.6　 billion

dollars　 in　1984,　 and　 it　is　estimated　 to　be　 over　 50　 billion　 dollars　 in

1985.

　 　 　 The　 United　 States　 has　 started　 an　epoch.making　 actioll　 toward　 the

concept　 of　Pacific　 solidarity　 because　 of　the　econo皿ic　 reasons　 mentloll

above.　 It　is　the　 start　of　u.S.　 Congress'　 strong　 measures　 toward　 Japan,

described　 as　 the　 U.S.-Japan　 trade　 friction.　 On　 March　 28,　 1985　 the

pl,n。 ・y・essi… 　 fth・U.S.S・n・teapP・ ・v・dun・ ・im・u・ly・ ・e・・1・ti・・

on　 trade　 retaliation　 against　 Japan.　 It　 then　 proposed　 a　 "bill　 of

retaliation　 against　 Japan"　 to　the　 finallcial　 committee　 of　the　 Senate　 on

April　 2　in　 order　 to　back　 it　up　 legally.　 The　 pretext　 of　this　 strong

measure　 toward　 Japan　 is　the　 countermeasure　 to　the　 unfairness　 of　the

Japanese　 trade.　 More　 concretely,　 it　is　intended　 to　change　 the　 Reagan

Administration,s　 policy　 of　free　 trade,　 and　 to　restrict　 Japanese　 trade

with　 the　 United　 States,　 according　 to　the　 new　 trade　 law　 established　 in

1974,Article301.

　 　 Th,　 J。p・n・ ・e　G・v・ ・nm・ ・t　・ttach・ ・　a　g・eat　 imp・ ・t・nce　 t・　th・

、。pP1・m・ ・t・・y　・ffect　 ・f　th・　U.S.　 assi・tanc・ 　i・　th・　Paci五 ・ ・egi…

summoned　 by　 the　 extraordinary　 Cabinet　 meeting　 on　 economic　 policy

on　 Apri1　 9.　It　announced　 an　 action　 program　 of　cooperation　 with　 the

United　 States,　 in　response　 to　the　 action　 plan　 which　 the　 United　 States

三11tended.　 According　 to　this　 basic　 policy,　 eight　 items　 of　the　 policy　 of

the　open　 market　 are　now　 being　 promoted　 strongly　 with　 the　government

「
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and　 the　 people.

　 　 　 However,　 the　 Reagan　 administration　 clari6ed　 its　trade　 method

with　 Japan　 and　 Asia　 by　 announcing　 the　 new　 trade　 policy,　 alld　when　 it

is　anaiyzed,　 the　 United　 States　 seems　 to　 be　 proceeding　 gradually

toward　 the　 direction　 of　protectionist　 trade.　 If　I　analyze　 these　 concrete

policies　 with　 my　 theory　 of　economic　 policy,　 the　decline　 of　the　United

States'　 authority　 over　 other　 nations　 of　the　 world,　 especially　 as　 an

economic　 power　 over　 the　pacific　 countries,　 will　 be　a　grave　 problem　 in

the　 future.　 A　 fear　 arises　 that　 the　 economic　 factors　 indispensable　 to

secure　 the　overwhelmingly　 strong　 military　 power　 may　 be　crumbling.　 In

the　 field　 of　foreign　 assistance,　 its　overseas　 capital　 has　 declined,　 and

especially　 in　ODA　 (Official　 Development　 Assistance).　 In　the　 Pacific

region,　 the　 increasing　 tendency　 of　Japan　 and　 decre3sing　 tendency　 of

the　United　 States　 are　apParent.　 I　feel　that　the　anti-Japanese　 retaliatory

policy　 (of亡he　 United　 States　 ),　which　 started　 to　develop　 in　1985,　 is　a

deplorable　 symptom　 when　 U.S.-Japan　 cooperation　 and　 the　 mutual

economic　 support　 aIld　 supple皿ent　 is　seell　 to　be　 a　requisite　 for　 the

maintenance　 of　peace　 in　the　 Pacific　 region,　 especially　 in　the　 Asian

Pacific　 region.　 Japan's　 industrial　 power　 has　 expanded　 marvelously,

but　Japan　 can　 not　 continue　 to　exist　 without　 importing　 food,　 energy　 and

resources　 and　 materials　 from　 the　 Pacific　 regions.　 Japan　 has　 to　play　 its

role　 as　an　export　 market　 to　developing　 countries.　 If　the　 United　 States

abandons　 its　role　 as　the　leading　 subject,　 then　 the　circular　 movemeIlt　 of

the　law　 of　the　give-and.take　 action　 will　 become　 difficult,　 in　which　 the

objects　 are　providentially　 turning　 around　 the　subject.　 In　this　sense,　 the

concept　 of　the　Pacific　 rim　 is　seen　 to　come　 to　a　certain　 "turning　 point".

　 　 　 If　the　phenomenon　 of　the　transitional　 standstill　 of　an　internation-

al　economic　 policy,　 named　 trade　 friction,　 limits　 the　 concept　 of　the

community　 of　the　 Paci丘c　 rim　 centered　 on　 US-Japan　 solidarity,　 then

Japan　 and　 other　 Asian　 countries　 would　 be　obliged　 to　Pllrsue　 the　 ideal

of　solidarity　 in　the　 regionalistic　 concept　 of　a　Ilew　 community.　 Today,

socialist　 China　 is　starting　 to　 show　 an　 attitude　 of　cooperation　 and

mutual　 assistance　 towards　 the　 Asian　 Paci丘c　 nations　 with　 its　economic

openness,　 China　 has　 already　 set　up　 24　ecollomic　 special　 districts　 in　its

main　 cities.　 It　started　 actively　 introducing　 techniques　 and　 capital　 from

the　 free　 countries.　 The　 problem　 with　 the　 difference　 of　the　 Chinese
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socialist　 system　 can　 be　solved　 by　the　concept　 of　assistance　 in　the　name

of　ecollomic　 mtitual　 cooperation　 according　 to　the　 open　 regionalistic

concept　 of　community.

　　 　 1'd　like　 to　introduce　 the　 fact　 that　 there　 now　 is　taking　 place　 the

phenomenon　 of　a　tuming　 po三nt　 in　connection　 with　 China　 to　support　 the

concept　 of　the　 Asian　 Community.　 It　is　a　fact　 that　 socialist　 China

officially　 applied　 for　membership　 in　the　 liberal　 Asian　 Development

Bank　 (ADB)　 in　November,　 1985.　 The　 ADB　 is　an　Asiatic　 international

bank　 which　 finances　 projects　 in　 developing　 countries　 in　 the　 Asian

Pacific　 regiol1.　 This　 internatiollal　 organization,　 for　 investment　 and

丘nance,　 held　 its　opening　 plenary　 session　 in　Tokyo,　 November　 l966.　 It

started　 business　 from　 December　 of　the　 following　 year　 with　 its　head

of五ce　 in　Manila.　 Thirty-one　 countries　 in　the　Asian　 Pacific　 region　 (28

developing　 and　 3　advanced　 countries)　 are　 members　 of　the　 organiza-

tion.　 Fourteen　 advanced　 countries　 outside　 the　 region　 cooperate　 with

this　 organization,　 and　 so,　it　is　an　international丘nancial　 organization

made　 up　 of　45　 nations.　 Japan　 is　given　 the　responsibility　 of　the　greatest

investor　 nation.　 I　assume　 the　 signi丘cance　 is　great　 of　China　 applying

for　 this　 membership　 for　 the　 sake　 of　 Asia,　 Taiwan　 has　 recognized

socialist　 China's　 participating　 in　the　 international　 organization　 of　the

Asian　 free　 region　 to　become　 a　common　 member　 with　 Taiwan,　 This

epoch-making　 case　 is　especially　 helpful　 for　supporting　 the　 "providen-

tia「'　significance　 as　 I　pointed　 out　 in　 the　 beginning　 of　 my　 paper.　 I

suppose　 that　 if　this　becomes　 more　 concrete,　 it　wi11　 1ead　 to　a　new　 Asian

Communi亡y.　 In　 addi亡ion,　 the　 NICs,　 ASEAN,　 Japan　 and　 China　 have　 a

long　 history　 of　culture　 and　 a　vast　 population　 that　 can　 be　 united　 in

solidarity　 economically.　 First　 of　 all,　the　 Asian　 nations　 can　 make　 a

strong　 step　 forward　 towards　 the　concept　 of　an　Asiall　 Community　 based

on　the　common　 idea　 of　Asianism.　 I　assume亡hat　 this　is　the　ideal　 picture

of　unity　 according　 to　Uni丘cation　 Thought.

C.　An　 Analysis　 of　the　Models　 of　the　Concept

　 of　an　Asian　 Community

　 　 　As　 previously　 merltioned,　 when　 the　 solidarity　 of　an　Asian　 Pacific

region　 is　pursued,　 including　 a　country　 different　 in　a　political　 system,

ア
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　 such　 as　China,　 and　 the.countries　 different　 in　the　 degree　 of　economlc
d・v・1・pm・nt・it・eem・m・ ・t・pP・ ・P・i・t・t・gi・ ・p・i・ ・ityt・th・g。al。f

mutual　 ecollomic　 re正iance
,　and　 to　have　 a　method　 of　collective　 diverse

m・t・qlund・ ・s亡andi・g ・lfwec・n・id・ ・th・p・w… 　 f・・id・ ・1・gicalunity

most　 lmportant,　 and　 seek　 to　follow　 the　 EC　 method　 of　affi1玉ation
,　then

　susplclon　 a「lses　among　 the　members・ 　There　 will　be　no　 progress　 in　the

P「eclous　 concept　 of　solidarity・ 　We　 must　 not　 forget　 past　 experience
,

亡hat　we　 were　 unable　 to　obtain
,　after　 all,　a　fruitful　 result　 either　 in　the

concept　 of　the　 PEC　 on　 the　 level　 of　financiers　 or　in　the　 concept　 of　a

Paci丘 ・C・mmunity・nth・1… 　 1・fec… 　 mi・ ・.1・ ・t・ad・fh・pi・gf。,a
"
・・ugh・ ・d・eady"f・ ・m・ti・n・f・ ・lid・・ity

,lthi・kth・ ・ei・a,m・tualw。y

亡o　look　 for　the　 common　 interests　 among　 neighboring　 countries
,　Then

we　 can　 put　 those　 interests　 together .　The　 common　 interest　 targets　 can

be　found　 in　the　 developillg　 nations　 of　the　Asian　 Pacific　 region　 with　 as

many　 subjects　 as　 possible　 related　 to　 the　 common　 interests
.　Such

subjects　 would　 be　 to　pro血ote　 cultural　 activities　 alld　 educational　 and

acad・mic　 e・ ・h・ng・ 　within　 th・　・egi・n
,　th・　b・i・gi・g　・p　・f　・b1。　p。。pl。,

technicalcooperationforthedeve正opmentofthedevelopingcountries
,fi

nan・i・1　 ・・d　 tech・ical　 assi・t・ ・ce　 f・・　th・　d・v・1・pm・nt　 ・f　・peci。l

resources　 of　the　countries　 in　the　region
,　the　opening・up　 and　 liberaliza-

tion　 of　an　international　 fillancial　 market　 and　 capi亡al　 market　 within　 the

reglon,　 etc.　In　this　case
,　I　suppose,　 the　 largest　 request　 is　to　the　role　 and

mlsslon　 of　Japan ,　which　 is　financially　 and　 technologically　 advanced .

As　 I　mentioned　 earlier ,　the　 position　 of　 the　 leading　 subject　 in　the

・i・cul・・m・v・m・nt・m・ngth・n・ti・n・ ・fth・Pacifi・ ・imw・ ・h・1dby

the　United　 States ,　but　the　position　 of　the　leading　 subject　 in　the　circular

movement　 within　 the　Asiatic　 region　 may　 be　providentially　 imposed　 on

Japan　 for　 the　 present　 moment.　 Since　 Japan　 has　 secured　 an　 advan-

tageous　 posltlon　 ill　the　 international　 balance　 of　payments亡hrough　 its

trade　 activities　 in　the　Pacific　 region
,　Japan　 should　 naturally　 return　 and

lnvest　 lts　 accu皿ulated　 surplus　 toward　 the　 concept　 of　 an　 Asian

commumty.　 For　 amodel　 of　the　 concept　 of　acommunity
,　besides　 the

ECm・th・d,th・ ・ei・theex・mp1・ ・fth・g・eat・ ・t・・mm・nityi。th,f。,m

・f・ ・egi・nal・ ・g・・i・ati・ni・th・w・ ・1d
,・ ・m・dOAU(0-rg。 。izati。n。f

Af・icanU・ity)・Thi… 　 g・nizati・ ・w・ ・f・rm・dby・11・fth,i・d,p,nd,。t

nations　 in　the　African　 region ,　except　 for　the　 Republic　 of　South　 Africa

「

1

]
1
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in　 May　 1963.　 It　is　the　 organization　 of　 the　 mutual　 assistance　 for　 African

solidarity,　 premised　 on　 a　 respect　 for　 the　 sovereignty　 of　 the　 me皿ber

nations.　 The　 program　 of　 the　 member　 nations　 prescribes　 its　 aim　 to　 be

territorial　 security,　 the　 promotion　 of　 economic　 development,　 and　 the

coordination　 and　 harmonization　 of　 the　 policies　 of　 the　 member　 nations.

This　 community　 is　composed　 of　 as　 many　 as　 51　 nations　 as　 of　 1984,　 but

such　 a　 structure　 of　 solidarity　 is　 not　 providentially　 regulated　 by　 the

princip正e　 of　 a　central　 dominion.　 Therefore,　 it　has　 not　 attained　 its　goals

as　 a　 com皿unlty.

　 　 　 Among　 the　 regional　 communities　 in　 Asia,　 ASEAN　 can　 be

reference　 material　 for　 the　 concept　 of　a　new　 Asian　 Community.　 This

community　 was　 formed　 with　 the　aim　 of　regional　 economic　 cooperation

among　 the・　five　 member　 nations　 (Thailand　 ,　Indonesia,　 Malaysia,　 the

Philippines　 and　 Singapore)　 in　August　 1967.　 At　 the　 establishment　 of

the　 socialist　 bloc　 of　the　 Indochinese　 Peninsula　 in　 1975,　 it　streng-

thened　 its　mutual　 solidarity　 and　 has　 actively　 worked　 toward　 economic

organization　 and　 with　 the　 political　 regional　 cooperation　 through　 the

declaration　 of　cooperation　 and　 harmony,　 the　 treaty　 of　good-will　 and

cooperation,　 the　agreement　 on　 the　central　 secretariat,　 etc.　The　 weight

of　the　 concept　 of　this　 regional　 community　 is　economic　 cooperation

within　 the　 region.　 The　 following　 aspects　 are　noteworthy:①preferen-

tially　 supplying　 important　 materials　 such　 as　 food,　 energy　 and

produced　 goods　 to　member　 nations　 at　times　 of　 emergency;②the

starting　 of　large-scale　 ASEAN　 industria正projects;③the　 starting　 of　a

system　 of　preferellce　 among　 member　 nations　 concerning　 the　goods　 alld

production　 mentioned　 in　item①and②;④in　 August　 1977　 a　financial

agreement　 was　 concluded　 in　order　 to　cope　 with　 a　temporary　 crisis　 of　an

international　 fluidity.　 Brunei　 joined　 this　association　 in　1984,　 and　 now

ASEAN　 is　made　 up　 of　six　 countries.　 This　 model　 of　solidarity,　 while

promoting　 its　coopertive　 activities　 in　the　 economic　 field,　has　 become

politically　 inclined　 towards　 becoming　 an　 organization　 of　 security.

Economic　 relations　 between　 ASEAN　 and　 Japan　 have　 posed　 a　grave

problem　 for　 the　 concept　 of　 the　 Asian　 Community.　 It　is　so-called

problem　 of　the　 ASEANRound.　 The　 nations　 of　this　region　 demanded　 a

tariff　 reduction　 on　 agricultural　 and　 marine　 goods　 as　 well　 as　other

products　 from　 Japal1.　 If　Japan　 is　to　promote　 the　 concept　 of　an　 Asian

ア
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Community,　 thell　 it　has　 to　positively　 open　 its　market　 to　the　 special

products　 of　this　 region.　 In　July　 1984　 the　ASEAN　 Foreign　 Ministers

　Conference　 (at　Jakarta)　 proposed　 the　 concept　 of　cooperation　 in　the

Pacific　 region.　 It　is　trying　 to　respond　 to　the　Reagan　 administration's

emphasis　 on　 the　 importance　 of　the　 Paci丘c　 region　 and　 to　advance
,　ill

connection　 with　 Japan's　 concept　 of　the　Paci丘c　 rim ,　its　relationship　 of

cooperation　 in　developing　 the　 econolny　 of　ASEAN　 member　 states .

　 　 　 Asaconclusion　 of　this　 section,　 if　one　 is　to　seek　 amodel　 for　the

Asian　 Comln皿ity　 in　connectioll　 with　 the　security　 of　Asia ,　it　would　 be

to　secure　 the　 promotioll　 of　the　 relationship　 of　harmony　 and　 coopera-

tion　 between　 JapaII　 and　 Korea　 The　 problem　 here　 is　whether　 the　rapid

progress　 of　 Korea's　 modern　 industry　 and　 the　 strengthenillg　 of　 its

competltlve　 export　 power ,　may　 not　 bring　 abollt　 emotional　 discord

between　 Korea　 and　 Japan ,　due　 to　their　 relationship　 of　competition　 in

the　 future.

　 　 　 Now　 that　 Japan's　 exporting　 its　competitive　 power,　 it　has　 already

surpassed　 the　 United　 States ,　We　 have　 to　take　 into　 consideration　 the

case　 that　 the　 United　 States　 issues　 measures　 restricting　 its　trade　 with

Japan.　 In　 light　 of　 this,　 for　 the　 new　 Asian　 Community,　 we　 should

assume　 the　 market　 of　a　vast　 area　 called　 the　 Asian　 Pacific　 region　 of

ecollomy　 and　 culture .including　 Chilla.　 It　has　 a　vast　 population　 as　well

as　 resources.　 We　 should　 model　 the　 concept　 'of　 the　 new　 Asian

Community　 within　 this　 vast　 market　 after　 the　 structure　 of　 circular

give-and-take　 action.

　 　 　 Now　 I'd　like　to　offel　 some　 reference　 material　 by　concretely　 citing

an　example.　 What　 kind　 of　circular　 give-and-take　 action　 can　 the　nations

in　the　 region　 of　 the　 Pacific　 Community　 choose　 for　 the　 way　 to　 a

coordinative　 solution　 giving　 the　 assumption　 that　 the　 structure　 of

supply　 and　 demand　 is　in　the　situatioll　 of　imbalance?　 Now,　 the　resource

of　energy　 is　oversupplied　 in　the　 Asian　 and　 Paci丘c　 market .　The　 sales

competition　 is　 very　 serious .　China,　 Australia,　 Indonesia　 alld　 the

United　 States　 are　 actively　 seeking　 for　 the　 export　 to　Japan .　If　Japan

makes　 it　a　rule　to　correct　 the　U .S.-Japan　 trade　 imbalance,　 imports　 from

the　United　 States　 will　inclease.　 But　 Japan　 is　requested　 also　 to　increase

the　imports　 from　 Australia,　 and　 Prime　 Minister　 Nakasone　 has　 already

promised　 it.　According　 to　the　 concept　 of　cooperation　 with　 the　 Asian
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Community,　 we　 should　 import　 preferentially　 from　 Indonesia,　 which　 is

in　the　 ASEAN,「Prime　 Minister　 Nakasone　 has　 already　 promised　 the

import　 from　 this　 country　 to　 be　 15%.

　 　 　 Stil1,　what　 Japan　 should　 consider　 more　 is　the　 import　 from　 China.

China,　 longs　 for　 industrial　 development.　 It　insists　 on　 increasing　 the

amount　 of　its　export　 of　oil　to　Japan　 from　 8　million　 tolls　to　20　 million

tons　 a　year.　 This　 was　 developed　 in　the　 Sillo-Japallese　 long-term　 trade

negotiation　 from　 the　year　 of　1986　 0n,　to　obtain　 foreign　 money.　 If　Japan

rejects　 this　 illsistence,　 Chinese　 feelings　 toward　 Japan　 would　 become

worse,　 and　 the　precious　 atmosphere　 of　economic　 cooperation　 between

China　 and　 Japan　 would　 be　 broken.　 Furthermore,　 Malaysia　 and

Singapore　 are　strongly　 demanding　 the　 increase　 of　the　export　 of　energy

to　Japan.　 The　 logic　 of　 these　 stroIlg　 requests　 from　 these　 nations　 is,

"R
edress　 the　 trade　 deficit　 with　 Japan."　 How　 should　 Japan　 coordinate

these　 strong　 requests　 of　those　 countries?　 Is　it　possible　 for　 Japan　 to

obtain　 the　 cooperation　 and　 assistance　 of　 nations　 such　 as:　 Korea,

Taiwan,　 Hong　 Kong,　 etc.　(NICs)?　 The　 concept　 of　the　Asian　 Commun-

ity　contains　 a　lot　of　difficult　 problems　 other　 than　 the　one　 problem　 of　an

imbalance　 in　the　 relationship　 of　supply　 and　 demand　 of　the　 co皿mod-

ities　of　energy.　 However,　 if　the　rlations　 of　the　Asiatic　 region　 can　 form　 a

concensus　 under　 the　 providential　 ideology　 of　Asianism,　 then　 I　believe

亡here　will　 definitely　 be　progress　 towards　 the　goa1.　 So　 far　it　is　difficult

to　present　 a　perslユasive　 model,　 but　 what　 can　 be　 thought　 of　as　a　sign　 of

the　 concensus　 is　that　 if　Unification　 Thought's　 value　 system　 can　 be

proposed　 to　all　of　the　Asian　 people,　 then　 I　thillk　great　 progress　 towards

the　 providential　 goal　 can　 be　 expected.

D臨
t燗1脇 識 蠕 禮認。r,

I　am　 afraid　 that　 I　have　 dealt　 too皿uch　 with　 concrete　 data　 in　 order

to　 search　 for　 an　 Asiatic　 form　 of　 community　 in　 the　 above　 section;　 so,　 I

would　 like　 to　 discuss　 in　 this　 section　 the　 possibility　 and　 the　 limitation

of　 an　 Asian　 Comm皿ity　 by　 using　 the　 logic　 of　 the　 related　 theories　 from

econOlnlsts.

　 　　 First,　 1'd　like　 to　bring　 to　your　 attention　 the　 consept　 of　partia1

T
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equilibrium　 and　 general　 equilibrium　 from　 the亡heoryofloca亡ion ,It'sa

theory　 about　 the　 division　 of　 economic　 regions ,　by　 August　 L6sch

(1906-1945),ascholarwho正eft　 behind　 a　distinguished　 achievement

in　the　 theories　 of　economic　 location,　 trade,　 dynamics　 of　population ,

etc.　He　 was　 a　research　 worker　 at　the　 Institute　 of　World　 Economy　 at

Kiel,　 Germany.　 His　 book,　 1)ie　raumliche　 Ordnung　 der　 VVirdschaft　 (1944)

was　 translated　 into　 EIlglish　 (Economics　 of　 Location ,　1954),　 and

influenced　 the　 scholastic
、society　 of　 the　 United　 States.　 His　 theory

criticized　 partial　 equilibrium　 analysis,　 and　 has　 the　 character　 of　 a

genera正equilibrium　 analysis.　 He　 asserts　 that　 industrial　 locations,

being　 in　the　 interdependent　 relations,　 are　 determined　 through　 those

relations.　 The　 mediators　 of　those　 relations　 are　the　market　 areas
,　and　 in

order　 to　 maximize　 the　 number　 of　 locatiolls　 in　 a　 givell　 area　 and

maximize　 the　 profit　 of　 the　 producers　 in　 each　 lo6ation .　The　 ideal

・tructure　 f・r　general　 equilibrium　 is　that　 many　 market　 a・eas　 f・rin　their

borders　 in　the　 shape　 of　a　honeycomb-like　 equilateral　 hexagon .　They

stand　 side　 by　 side　 and　 are　 connected　 with　 one　 another ,　He　 also

theorized　 that　the　 sizes　 of　the　market　 areas　 vary　 according　 to　the　kind

of　products,　 and　 the　 profit　 of　 agglomeration　 of　the　 location　 can　 be

secured　 by　these　 holleycomb.like　 structures　 being　 mutually　 piled　 up　in

a　definite　 manner.　 I　think　 that　 Ldsch's　 method　 of　analysis　 compared

the　 market　 areas　 with　 the　 honeycomb　 structure　 in　 his　 unique ,

general-equilibriu皿 一〇riented　 theory.　 He　 paid　 attention　 to　 the　 close

interdependence　 among　 locations ,　and　 attached　 importance　 to　 the

merit　 of　 agglomeration.　 It　is　greatly　 helpful　 for　 the　 analysis　 of　the

structure　 of　a　regional　 community,　 namely ,　a　body　 of　a　geopolitical

combination　 of　 plural　 nations,　 or　 a　comm皿ity　 with　 the　 system　 of

affiliation　 of　the　nations　 of　a　common　 cultural　 sphere .　For　 example,　 the

EC　 is　a　group　 of　nations　 in　a　great　 European　 region ,　commonly　 known

as　the　 "European　 Community".　 Its　reality　 is　the　 EuropeaII　 Common

Marke亡,　 which　 is,　further　 structurally　 analyzed　 as　all　in亡egration　 of亡he

three　 international　 economic　 organizations:　 EEC　 (European　 Econo-

mic　 Community),　 ECSC　 (European　 Coal　 and　 Steel　 Community)　 and

EURATOM　 (European　 Atomic　 Energy　 Community) .　Why　 do　 the

respective　 member　 nations　 (11　 nations　 as　of　the　 year　 1985) ,　that　 are

politically　 and　 economically　 independent　 beings,　 desire　 the　combina一
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tion　 under　 the　 method　 of　affiliation?　 According　 to　L6sch's　 analysis,

isn't　 it　that　 they　 ardelltly　 desire　 "the　 merit　 of　 agglomeration"　 in

economic　 location?　 The　 classical　 theory　 of　industrial　 location　 helps

the　 partial　 economic　 equilibrium　 in　 the　 national　 unit　 to　 be　 ideaL

However,　 it　seems　 that　 market　 equilibrium　 in　the　 unit　 of　a　nation　 can

no　 longer　 be　 hoped　 for　 in　the　 supply-demand　 relationship　 from　 the

present-day　 capitalistic　 market　 economy,　 Accordingly,　 unless　 the　unit

economy　 has　 some　 interrelation,　 or　 the　 relationship　 of　 mutual

assistance　 with　 the　markets　 of　other　 nations　 having　 six　sides　 or　more　 in

a　honeycomb　 structure,　 economic　 equilibrium　 for　 one's　 own　 country

can　 not　 be　 obtained,　 as　 Lbsch　 pointed　 out,　 The　 partial　 economic

equilibrium　 of　one's　 country　 can　 be　obtained　 only　 by　using　 the　general

equilibratingactioninthecompoundmarketrelationsnamedcommun-

ity,　I　think　 that　it　is　the　same　 with　 the　ASEAN　 nations.　 The　 concept　 of

an　 economic　 community　 of　the　 Pacific　 region　 advocated　 by　 Japall　 in

the　 1960's　 and　 the　 concept　 of　 the　 Pacific　 Community　 were　 both

conceived　 by　advanced　 nations　 surrounding　 the　Pacific　 Ocean　 to　form

a　compound　 market　 relationship　 with　 developing　 countエies.　 Thereby

attaining　 general　 equilibrium,　 and　 through　 the　power　 of　that　action　 to

secure　 a　partial　 ecollomic　 equilibriuln　 of　their　 own　 nations.　 But　 as　I

pointed　 out　 earlier,　 in　the　 case　 of　the　 concept　 of　a　Pacific　 Economic

Community　 (PEC),　 a　special　 committee　 was　 orgaIlized　 by　 private

entrepreneurs　 of　 the　 five　 advanced　 Pacific　 nations.　 They　 were

developed　 from　 the　 "Pacific　 Basin　 Economic　 Committee"　 (PBEC).

The　 promotion　 of　an　economic　 internatiollal　 order　 was　 examined　 with

the　 intention　 to　"examine　 various　 problems　 in　the　 way　 of　promoting

mutual　 cooperation　 in　the　 economic丘eld　 of　the　 nations .　within　 the

Paci丘c　 region".　 This　 concept　 was　 powerless　 to　overcome　 the 、world-

wide　 phenomenon　 of　imbalance　 after　 the　 oil　crisis　 in　the　 autumn　 of

1973.　 This　 kind　 of　concept　 of　an　economic　 cooperation　 in　an　extensive

area　 seems　 to　have　 ended　 in　failure,　 As　 a　matter　 of　fact,　 with　 the

decline　 of　 economic　 power　 within　 the　 United　 States,　 the　 leading

subjective　 agent　 is　developillg　 towards　 a　fatal　 cause.

　 　 　I　 think　 that　 the　 economist　 A.　 LOsch's　 theory　 of　 economic

location　 gave　 theoretically,　 a　valuable　 supPort　 to　the　 concept　 of　 a

comm皿ity.　 When　 that　 theory　 is　applied　 to　the　 concept　 of　an　 Asian
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Community　 the　 problem　 is　whether　 "there　 may　 be　 no　 following　 in

anOther's　 steps　 of　failure"　 as　 in　the　 example　 of　the　 concept　 of　the

Pacific　 Basin　 Economic　 Community,　 We　 should　 bear　 in　mind　 that　the

countries　 that　 are　 expected　 to　become　 participating　 members　 in　the

concept　 of　 an　 Asian　 Community,　 namely,　 L6sch's　 economy　 of　 a

honeycomb-like　 unit,　 must　 be　 in　partial　 economic　 equilibrillm　 them-

selves.　 The　 purpose　 of　general　 equilibrium　 is　for　the　whole,　 the　Asian

economy,　 otherwise　 if　it　is　not　 for　the　 whole　 it　cannot　 be　 attained.　 In

order　 to　 actualize　 the　 collcept　 of　 an　 Asian　 Community,　 the　 first

consideration　 is　to　con丘rm　 its　common　 purpose　 to　the　 members　 of

solidarity.　 What　 is　 the　 common　 goal　 that　 concerns ,the　 Asian

countries?　 That　 is,　whether　 or　not　 it　is　possible　 to　combine　 the　goal　 of

the　whole　 and　 that　of　the　illdividuaL　 The　 basic　 principle　 of　Unification

Thought's　 theory　 of　 action　 is　 "the　 unity　 of　 the幽whole　 and　 the

individual".　 A.　 Lδsch's　 theory　 of　honeycomb-like　 equilibrium　 is　a

qllotation　 from　 the　Divine　 Principle.　 Can　 "the　 logic　 of　a　beehive":　 "the

individual　 for　the　sake　 of　the　whole"　 be　applied　 to　the　concept　 of　Asian

Community?　 Can　 Japan,　 a　huge　 creditor　 nation,　 make　 al1.out　 efforts　 to

realize　 the　 goal　 of　the　 whole,　 "for　 the　 sake　 of　an　 Asian　 Community,"

while　 still　 con丘rming　 this　 logic　 of　 a　 beehive　 and　 standing　 on　 a

long-term　 vision?　 In　 order　 to　realize　 this　 goal　 of　the　 whole,　 Japan

cannot　 evade　 a　considerab正e　 economic　 burden]　 And　 yet,　in　compensa-

tion　for　it,　Japan　 could　 realize　 the　valuable　 goal　 of　the　whole,　 namely,

the　goal　 of　her　 own:　 the　 security　 of　Asia.　 Another　 problem　 would　 be

whether　 China,.　 which　 is　 expected　 to　 be　 a　 member　 nation,　 can

cooperate　 in　realizillg　 the　goal　 of　the　whole,　 or　the　Asian　 Community,

How　 much　 can　 China　 hold　 down　 the　 ideological　 heterogeneity　 of　its

political　 system　 for　the　purpose　 of　the.　whole?　 However,　 because　 China

has　 confirmed　 "economic　 modernization"　 for　an　individual　 goal　 of　the

nation,　 I　think　 it　is　possible　 for　China　 to　cooperate　 in　attaining　 the

goal　 of　the　 whole　 for　 the　 sake　 of　attaining　 its　individual　 goal.　 As　 a

further　 desirable　 condition,　 there　 is　a　political　 stability　 within　 the

Koreall　 Peninsula.　 I　also　 think　 the　 political　 stability　 of　the　 Philip-

pines,　 the　providential　 solution　 of　the　problem　 of　the　two　 Chinas,　 with

which　 Taiwall　 is　 concerned,　 and　 other　 things　 are　 considered　 as

prerequisites　 for　the　realization　 of　the　concept　 of　an　Asian　 Community.

一 '一一"一 一tl
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　 　 　Next,　 1'd　 like　 to　 exemplify　 a　counsel　 of　 caution　 towards　 the

formation　 of　solidarity,　 It　is　an　economic　 theory　 that　 takes　 a　differellt

position　 from　 the　 theories　 of　the　 concept　 of　community.　 It　is　based　 on

the　 theory　 of　location　 of　econo皿y　 in　an　 extensive　 area,　 as　previously

mentioned.　 The　 source　 is　Economic　 Theory　 and　 UnderdetveLoPed　 Regions

(1957)　 by　 Karl　 Gunner　 MyrdaL

　 　 Karl　 Gunner　 Myrdal　 is　a　professor　 at　Stockholm　 Universlty,　 .a

leading　 member　 of　 the　 Sweden　 Democratic-Socialist　 Party,　 and

Chairman　 of　 the　 Economic　 Commission　 for　 Europe　 (ECE).　 His

distinguished　 service　 is　that　 he　developed　 a　dynamic　 economic　 theory.

He　 was　 discontent　 with　 many　 of　the　economic　 theories　 for　being　 static

inferences,　 He　 attempted　 a　unique　 approach　 towards　 a　dynamic　 theory.

I　will　 draw　 attention　 to　his　 noted　 work,　 I　notice　 many　 points　 of　his

international　 economy　 theory　 are　not　optimistic　 about　 the　collcept　 of　a

communlty.

L6sch,　 in　 his　 concept　 of　 a　honeycomb,　 viewed　 the　 co皿plex

market　 within　 the　 relationship　 of　the　 solidarity　 of　the　 nations　 as　"the

merit　 of　accumulation",　 Merit　 can　 be　 returned　 commonly　 to　all　the

natiois　 of　solidarity.　 However,　 Myrdal　 emphasized　 the　 circulatory,

cum皿ulative　 relationship　 of　 cause　 and　 effect　 in　 the　 capitalistic

relations　 of　 market　 operations　 as　 a　 disadvantage　 rather　 than　 an

advantageolls　 effect,　 He　 especially　 defined　 the　relationship　 of　solidar-

ity　between　 advanced　 nations　 and　 developing　 nations　 as　a　"repercus-

sion　 effect　 and　 the　 effect　 of　back　 current".　 Thereby,　 he　 attempted　 a

special　 analysis.　 The　 imbaiance　 difference　 and　 repercussion　 effect　 will

grow　 greater　 and　 greater　 becallse　 when　 a　free　 exchange　 is　started

through　 the　 relationship　 of　 solidarity,　 advanced　 nations　 can　 easily

absorb　 the　 effect　 of　productive　 power　 of　the　 peripheral　 developing

countries　 through　 the　 econo皿ic　 differences　 and　 inequalities　 (in

capital,　 technology,　 education,　 productivity　 of　 labor,　 etc.).　 This　 is

done　 between　 the　 highly　 economical!y　 developed,　 advanced　 natiorls

and　 the　 developing　 nations　 whose　 industrialization　 is　in　a　fluid　 state.

Accordingly,　 the　economic　 peripheral　 of　the　advanced　 nations　 receive

a　greater　 loss　 than　 the　 merit　 of　agglomeration　 from　 advanced　 nations.

This　 is　the　 phenomenon　 of　back　 current,　 and　 it　is　acause　 of　decline

within　 the　 developing　 nations　 peripheral　 to　 advanced　 nations.
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　 　 　 This　 analysis　 may　 not　 be　 fully　 agreed　 upon,　 but　 logically　 such

danger　 cannot　 be　 denied.　 This　 analysis　 should　 be　 taken　 into

consideration　 as　a　cause　 of　unstability　 in　the　 concept　 of　the　 Asian

Community.　 This　 wariness　 Myrdal's　 logic　 of　a　repercussion　 effect　 was

actually　 expressed　 bluntly　 by　 the　 ASEAN　 nations　 prior　 to　 its

formation,　 and　 at　the　time　 of　the　 call　for　participation　 in　the　concept　 of

the　 Paci丘c　 Community.　 Myrdal　 concluded　 that　 as　 a　 matter　 of

economic　 theory,① 　1iberal　 theory,　 ② 　the　 theory　 of　 predestined

harmony,　 and③the　 theory　 of　automatic　 equilibration　 in　traditional

classical　 economic　 school,　 are　 not　 appropriate　 as　guiding　 theories　 for

the　economic　 development　 of　developing　 nations.　 The　 possibility　 of

his　 points　 should　 be　taken　 into　 consideration　 by　 the　 promoters　 of　the

concept　 of　 all　Asian　 COmmunity.

　 　 　 In　consideration　 of　the　opinions　 of　the　two　 scholars,　 they　 seem　 to

have　 opPosite　 positions　 that　 I　have　 pointed　 out　 in　the　 analysis　 of

economic　 theories.　 There　 are　 counsels　 of　calltion　 besides　 optimism

about　 the　 concept　 of　 community.　 However,　 in　 this　 thesis,　 as　 I

mentioned　 in　the　 introduction,　 the　world　 situation　 is　seen　 in　view　 as　at

a　turning　 point.　 It　is　both　 in　politics　 and　 economy..They　 are　seeking

for　 a　 colnmunity.like　 cooperative　 principle　 as　 the　 only　 step　 for

securing　 peace　 and　 wel1-beillg;　 therefore,　 I　wish　 ardently　 for　 the

realization　 of　 the　 concept　 of　 an　 Asian　 Community　 by　 overcoming

counsels　 of　caution.　 Today　 all　the　 nations　 of　the　 world,　 including　 the

advanced　 and　 developing　 nations,　 and　 all　the　 nations　 in　the　 Eastern

and　 Western　 Camps,　 seem　 to　be　seeking　 for　a　solution　 to　the　 time　 of　a

turning　 point　 through　 the　 providential　 principle　 of　cooperation,　 The

superpowers　 of　the　 world,　 the　 United　 States　 and　 the　 Soviet　 Union ,

callnot　 solve　 the　problems　 only　 by　military　 power　 and　 they　 are　obliged

to　seek　 for　the　solution　 to　those　 difficult　 problems　 in　the　regimentation

of　regional　 solidarity.

　 　 　 This　 concentration　 (regimentation)　 of　 solidarity　 is　 the　 very

method　 of　a　regional　 community.　 Today　 it　is　already　 a　more　 effective

binding　 force　 than　 ideological　 concentration　 (regimentation)　 and　 the

goal　 of　this　binding　 force　 is　primarily　 set　at　the　attainlnent　 of　economic

purposes.　 It　is　also　 working　 effectively　 on　 the　 purpose　 of　regional

security.　 Once　 the　 method　 of　 concentration　 (regimentation)　 named
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alliance",　 drew　 attention　 for　its　method　 of　international　 cooperation.

However,　 today　 it　seems　 to　have　 changed　 to　the　 method　 of　bloc　 on　the

community　 principle.　 As　 already　 illustrated,　 there　 are　 the　 EC

(European　 Communities)　 in　Western　 Europe,　 OAU　 (Organization　 of

African　 Unity)　 in　Africa,　 ASEAN　 (Association　 of　Southeast　 Asian

Natiolls)　 in　 Southeast　 Asia　 and　 now　 SAARC　 has　 been　 established.

Now,　 the　Association　 of　South　 American　 nations　 is　being　 established.

This　 trend　 is　a　global　 one,　 and　 it's　inevitab正e　 that　 the　 concept　 of　an

Asian　 Community　 is　a　part　 of　this　world-wide　 tendency.　 This　 may　 be

the　 meaning　 of　its　providential　 role.　 Accord三ng　 to　my　 analysis,　 the

essential　 cause　 for　 this　 world-wide　 tendency　 is　the　 decline　 of　the

dependence　 of　the　 developing　 nations　 upon　 the　 United　 States.　 It　is

coupled　 with　 a　decline　 of　U.　S.　economic　 power,　 aIld　also,　 the　 defense

that　 is　intended　 to　 counter　 the　 destructive　 forces　 of　communism.

　 　 　 Here,　 1'd　 like　 to　 speak　 a　 few　 words　 on　 the　 outline　 and

characteristics　 of　the　 newly-born　 SAARC,　 especially,　 on　 setting　 the

common　 goal　 or　 goals　 for　 a　community　 and　 their　 binding　 force　 in

connection　 with　 the　 economic　 problems　 of　the　 two　 above-mentioned

scholars,　 The　 me皿bers　 of　 this　 community　 are　 India　 and　 six　 other

nations　 that　are　in　the　lowest　 stage　 even　 among　 the　developing　 nations

of　the　world:　 Pakistan,　 Bangladesh,　 Sri　Lanka,　 Nepal,　 Bhutan　 and　 the

Maldives.　 The　 population　 of　the　region,　 of　the　participating　 nations,　 is

about　 one　 billion.　 It　is　olle　fifth　of　the　 worlds'　 population,　 about　 700

million　 of　which　 is　India.　 India　 has　 a　history　 that　produced　 an　age-old

civilizatiol1,　 but　because　 of　alltagonisms　 and　 confusion　 that　 arose　 from

religious,　 tribal,　 linguistic　 and　 class　 differences,　 its　economic　 mod-

ernization　 is　markedly　 belated.

　 　 　 Other　 participating　 nations　 are　 put　 in　 an　 evell　 more　 severe

position　 than　 India.　 The　 pri皿e　 goal　 of　this　 organization　 of　regional

cooperation　 is　confirmed　 by　 the　heads　 of　the　seven　 states　 to　be,　above

aU,　 cooperation　 for　overcoming　 poverty.　 Futhermore,　 the　 declaration

at　the　 time　 of　its　gathering　 in　Dacca　 about　 their　 desire　 to　export　 raw

materials　 was　 a　severe　 statement　 of　protest　 against　 the　 protectionist

tendency　 of、the　 advanced　 nations.　 The　 start　 of　 this　 concept　 of

commullity　 is　seen　 to　have　 been　 triggered　 by　 the　 success　 of　ASEAN.

They　 were　 able　 to　 attain　 an　 economic　 development　 that　 was
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remarkableintheThirdWorldasaregimentation(group)ofindividual

developing　 nations　 in　 Asia ,　and　 as　 an　 organization　 of　 regional

cooperation.　 What　 result　 would　 these　 economists'　 analysis　 predict

about　 the　 promotion　 of　the　 concept　 of　a　community　 that　 intended　 to

overcome　 poverty?

E.　Economic　 Problems　 in　the　Concept　 of　an　Asian

　 Community

In　the　preced三ng　 section ,　I　expounded　 the　theory　 of　providence　 as

an　 initial　 premise　 to　 this　 paper .　A　 community-like　 organizatioll　 of

solidarity　 is　also　 necessary　 for　the　Asian　 region ,　Such　 an　organization

is　an　 inevitable　 trend　 to　world-wide　 regionalism.　 And　 I　pointed　 out

that　 the　 greatest　 requisite　 for　 realizing　 its　inevitability　 depends　 on

whether　 or　not　 an　aim ,　co皿mon　 to　all　the　nations　 of　solidarity,　 can　 be

set　 up.　 I　think　 the　 common　 aim　 can　 be　 divided　 roughly　 into　 Asian

economic　 stability　 alld　 political　 stability .　First,　 the　 main　 poillt　 of

stability　 in　international　 politics　 is　to　prepare　 against　 the　 invasion　 of

the　destructive　 forces　 of　communism　 in　Asia.　 More　 concretely ,　against

the　 invasion　 of　 the　 Soviet　 communist　 forces ,　The　 problem　 of　 the

invasion　 of　armed　 forces　 is　another　 dimension .　The　 confirmation　 of

security　 between　 the　United　 States　 and　 Japan ,　and　 the　confirmation　 of

military　 cooperation　 between　 the　 United　 States　 and　 Korea ,　as　well　 as

the　 prevention　 of　armed　 attacks　 on　 Taiwan ,　are　directly　 problems　 of

political　 stability.　 But,　 according　 to　my　 assertion,　 a　healthy　 economic

system　 can　 become　 an　 important　 deterrent　 against　 armed　 attacks ,

When　 economic　 relations　 are　 unstable
.,　and　 in　connection,　 there　 is

emotional　 antagonism　 and　 conflict　 between　 the　nations,　 the　unstability

that　arises　 from　 the　discord　 can　 become　 a　favorable　 factor　 for　a　foreign

enemy　 to　invade.　 Therefore,　 I　view　 economic　 stability　 as　a　basis　 for

political　 stability.　 In　this　sense,　 the　 expansion　 and　 increase　 in　factor　 of

the　 economic　 unstability　 between　 the　 United　 States　 and　 Japan　 is　a

favorable　 factor　 for　the　 Soviet　 Union ,　The　 same　 thing　 can　 be　said　 for

Korea　 and　 its　relatiollship　 to　Japan,　 This　 yields　 economic　 collflict　 and

discord　 that　 call　be　 a　favorable　 factor　 for　North　 Korea,　 an　 opponent

force,　 to　 take　 the　 offensive　 toward　 South　 Korea.

-
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　　　　Consequently,　 I　think　 the　possibility　 of　realizing　 the　concept　 of

an　 Asian　 Community　 and　 its　 limitations　 may　 be　 explained　 by　 an

analys玉s　 of　 the　 limits　 of　 economic　 mutuality,　 the　 cooperativeness

between　 its　member　 nations.　 Certainly　 there　 exist　 differences　 in　the

stage　 of　 industrial　 development　 and　 inequality　 among　 concerned

nations　 in　 the　 Free　 Camp,　 namely　 Japan,　 the　 new　 industrializing

countries　 (NICs)　 and　 ASEAN　 nations.　 When　 these　 differences　 an・d

unequal　 relations　 are　 combined　 in　the　 system　 of　solidarity　 of　 one

community,　 can　 the　 relationship　 of　a　vicious　 circle　 that　 arises　 from

unbalanced　 relations　 be　 coordinated　 and　 changed　 into　 an　 overall

equilibrium　 (L6sch's　 relationship　 of　general　 equilibrium)?　 This　 is　the

main　 problem,　 Also,　 is　the　coordination　 of　the　balance　 of　trade　 and　 the

balance　 of　international　 paymellts　 possible　 on　 the　 policy　 level?　 That

depends　 in　the　 present　 situation　 on　 whether　 Japan,　 which　 is　a　strong

exporting　 power,　 will　positively　 coordinate　 the　 imbalance　 towards　 the

concerned　 llations　 within　 the　 region,

　 　 　 The　 next　 important　 matter　 of　concern,　 as　 was　 pointed　 out,　 is

China.　 China　 has　 a　 different　 political　 system.　 It　 needs　 to　 be

incorporated　 into　 the　 concept　 of　an　Asian　 Community.　 The　 participa-

tion　 of　China　 as　a　member　 would　 lead　 to　the　 formation　 of　favorable

market　 relatiollships,　 not　only　 for　Japan,　 but　also　 newly　 industrializing

nations　 (NICs)　 and　 ASEAN　 nations,　 They　 will　 have　 a　vast　 compound

market　 relationship　 formed　 within　 the　 Asian　 Community.

　 　 　The　 only　 problem　 is　 that　 there　 is　 a　great　 limitation　 in　 the

formation　 of　 the　 Asian　 Community,　 The　 systematization　 of　 simu1-

taneous　 affiliation　 is　difficult　 from　 the　 very　 beginning,　 even　 when

mutual　 combination　 is　 desired.　 Accordingly,　 when　 an　 overall

equilibration　 is　intended,　 the　 second　 most　 convenient　 way　 mllst　 be

thought　 out,　 The　 system　 is　the　 same　 with　 two　 Ilations　 that　 discover

common　 interests　 between　 them,　 They　 try　to　set　a　common　 goal,　 and

expand　 and　 develop　 it　into　 a　relationship　 with　 a　third　 nation,　 As　 a

result,　 there　 is　a　compound　 relationship　 of　solidarity.　 It　is　a　logical

concept　 of　compound　 solidarity　 to　lead　 the　relatiollship　 between　 China

and　 Japall　 toward　 a　substantial　 trade　 relationship　 between　 Chilla　 and

Korea,　 This　 is　done　 through　 the　 Korean-Japanese　 relationship.

　　 　 However,　 in　relation　 to　trade　 balance,　 an　 unbalanced　 situation

Y
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has　 already　 started　 to　 take　 place　 between　 Japan　 and　 China .　It　has

fallen　 into　 such　 a　 situation　 that　 coordination　 between　 the　 two・

countries　 by　 themselves　 is　difficult,　 To　 illustrate　 this　 in　 concrete

丘gures,　 Japan's　 trade　 with　 China　 has　 rapidly　 increased　 in　the　 1980's .

Especially　 exports　 to　 China　 sharply　 increased　 in　 1985 ,　with　 500

million　 dollars　 surplus　 for　Japan　 every　 month .　Imbalance　 has　 become　 a

problem　 in　Japan-Korea　 trade　 relationship　 as　well　 as　ill　the　 Japan-

Taiwan　 relationship.　 Such　 monetary　 and　 quantitative　 coordination　 of

trade　 payments　 is　not　 easy.　 How　 can　 Japanese　 exporting　 Power　 be

coordinated　 in　the　 concept　 of　an　Asian　 Community　 as　well?　 That　 will

be　 an　 important　 prob正em　 to　the　 possibility　 of　 its　realizatiol1 .

　　　　 If　funds　 and　 technology　 are　 actively　 invested　 in　China　 and　 other

developing　 nations　 in　consideration　 for　the　export　 of　Japan's　 industrial

products,　 and　 if　 the　 international　 balance　 of　 payments　 in　 the

relationship　 of　correlative　 nations　 can　 be　 coordinated　 and　 resolved　 in

the　 concept　 of　 "the　 merit　 of　 agglomeration ,"　then　 eventually　 the

modernization　 of　Chinese　 industry　 can　 be　 expected ,　Thus,　 the　steady

industrial　 development　 of　the　ASEAN　 nations　 can　 also　 be　expected ,　If

the　national　 incomes　 of　these　 nations　 irlcrease ,　then　 they　 can　 become

powerful　 markets　 for　the　 industrial　 products　 of　Korea,　 Taiwan,　 Hong

Kong　 and　 other　 nations.

　 　　 Now,　 we　 have　 to　recognize　 how　 the　change　 in7　US.　 trade　 policy　 (a

move　 toward　 protectionism),　 which　 I　mentioned　 in　the　 beginning　 of

this　 thesis,　 will　 influence　 the　 concept　 of　 an　 Asian　 Community .　As

already　 pointed　 out,　 the　UIlited　 States　 sharply　 increased　 its　imports　 of

various　 kinds　 of　industrial　 products　 in　1983　 and　 84 .　Consequently,　 it

turned　 into　 a　huge　 debtor　 nation.　 The　 origin　 of　this　excessive　 import　 is

centered　 on　 export　 from　 the　 Asiall　 nations .　They　 have　 issued

protectionism　 in　the　 name　 of　regulation　 upon　 Japan,　 More　 concretely,

they　 enforced　 an　 application　 of　the　 New　 Commercial　 Law　 of　 1974 ,

article　 301.　 In　reference　 to　this　 case ,　opposition　 was　 voiced　 by　 the

developing　 nations　 of　the　 world.　 Prime　 Minister　 Lee　 Kuan　 Yew　 of

Singapore　 warned　 the　 U.S.　 Congress　 on　 behalf　 of　 the　 developing

nations　 of　Asia　 that　 the　U.S.　 protectionist　 policy　 was　 a　grave　 threat　 to

the　 upcoming　 industrial　 nations　 of　 Asia.　 It　 would　 frustrat6　 the

development　 of　growth-orieエ1ted　 developing　 nations,　 and　 the　consequ一
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ences　 would　 be　 a　great　 disadvaIltage　 to　 the　 United　 States.

　 　 　 The　 American　 move　 toward　 protectionism　 was　 disadvantageous

for　the　Asian　 nations　 for　sure,　 but　this　kind　 of　step　 by　the　United　 States

showed　 the　 limitations　 of　US.　 1eadership　 toward　 a　world　 economy.　 It

would　 lead　 not　 only　 the　 developing　 countries　 but　 also　 the　 advanced

countries　 of　the　 world　 to　con丘rm　 the　 retreat　 of　its　economic　 power.

Furthermore,　 it　might　 move　 the　Asian　 nations　 toward　 the　principle　 of

regional　 cooperation,　 a　principle　 of　 community,　 including　 China.

Severe　 economic　 analysis　 has　 begun,　 which　 says　 that　 even　 if　the

United　 States　 lnoves　 toward　 protectiollism　 temporarily　 as　an　emergen-

cy　measure,　 it　can　 not　 be　expected　 that　 the　industrial　 structure　 of　the

United　 States　 itself　 will　 restore　 its　vitality.　 The　 United　 States　 will

eventually・suffer.　 The　 US.　 will　 suffer　 from　 inflation　 due　 to　 the

imbalance　 of　domestic　 supply　 and　 demand.　 This　 is　my　 allalysis.　 The

restriction　 on　imports　 from　 the　Asian　 nations　 for　a　long　 time　 can　 not　be

continued.

The　 basis　 of　this　analysis三s　 the　 structural　 analysis　 of　American

economy　 by　 W.　 W.　 Leontief,　 a　 noted　 economist　 who　 was　 once

professor　 at　Harvard　 UIliversity　 and　 the　 director　 of　 the　 Institute　 of

Economy　 of　Harvard　 University.　 He　 made　 a　unique　 analysis　 of　the

U.S.　 economy,　 commonly　 called　 the　"Leontief　 paradox"　 in　his　I)oMestiC

Pγodttction　 and　 Foreign　 Trade:　 The　 American　 Cat)ital　Pos髭ioγLRe-eコcamined

(1953).　 The　 point　 l　paid　 attention　 to　is　that,　 since　 the　U.S.　 structure　 of

production　 has　 developed　 with　 high　 capital　 intensity,　 the　 products　 of

this　highly　 intensive　 industrial　 structure　 are　 also　 ultra　 high　 technical

products.

　 　 　 The　 United　 States　 has　 established　 all　industrial　 structure　 that　 is

unrivaled　 even　 by　 other　 advanced　 nations.　 This　 resulted,　 on　 the

contrary,　 in　 removing　 the　 productive　 vitality　 from　 the　 field　 of

intermediate　 technical　 industry.　 The　 U.S.　 now　 has　 to　rely　 elltirely　 on

the　industries　 of　other　 advanced　 countries　 or　developing　 nations　 in　its

demand　 for　the　 commodities　 of　subsistence　 collsulner　 goods,　 durable

consu皿er　 goods,　 etc.　 Another　 type　 of　industrial　 production,　 whose

capital　 intensity　 is　high　 is　agricultural　 production.　 The　 agricultural

industry　 originally　 has　 the　 nature　 of　being　 a　labor-intensive　 industry.

However,　 the　 system　 of　large.scale　 agricultural　 production,　 with　 vast
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　capital　 investment　 has　 been　 established.　 The　 agricultural　 industry　 is
thさ　 most　 important　 export　 industry .　This　 is　 the　 object　 of　 the

government's　 protective　 policy.　 Accordingly,　 U.S　 industry　 yielded　 to

th・ph… 　 m・n… 　 fbip・1・ ・izati・ni・t・ult・a-h・geag・i・ult・ ・ali・d・ ・t,y

　and　 other　 ultra.huge　 industries.　 The　 field　 of　intermediate　 industries

became　 depressed ,　and　 the　 United　 States　 became　 inferior　 to　 the

developing　 nations　 in　the　 power　 to　 compete　 in　 productivity .

　 　 　 With　 the　 beginning　 gf　the　 Reagan　 administration,　 the　 revitaliza-

tion　 of　industry　 was　 made　 the　 important　 subject　 of　its　policy ,　As　 a

result,　 the　 upper　 structure　 of　bipolarization　 was　 revitalized
,　and　 caused

an　 lncrease　 of　income .　This　 is　the　 cause　 of　the　 huge　 imports　 of　the

produc亡sof　 intermedia亡e　 illdustries.　 An　 increase　 of　demand,　 due　 to　a

sharp　 rise　 in　 prosperity
,　increased　 the　 exports　 of　Japan　 and　 of　the

Asian　 developing　 natiolls　 to　the　United　 States .　This　 is　the　cause　 of　the

h・g・ 　d・fi・it　・n　th・　p・ ・t　・f　th・　U・it・d　 St・t・ ・、　Th・ ・ef・・e,　thi,　 h。g,

deficit　 is　a　result　 of　the　 structural　 defect　 of　bipolarization　 in　the　 U
.S.

i・d・・t・i・1　・t・u・t・・e・　 U・less　 this　 st・uct・ ・al　imb・lance　 i・　・adically

corrected,it　 will　 be　 dif丘cult　 to　continue　 a　temporary　 regulation　 on

・mp・ ・t・f・・m・b・ ・adf・ ・a1・ngtim・ .lf・e・t・i・ti・ ・…　 imp・ ・t・i。th,

丘・ld・fi・t・ ・m・di・t・i・d・ ・t・i・・i・p・ ・1・ng・d
,itw・ ・1d・n・ …ag,th,

oエganizations　 of　community.type　 solidarity　 in　different　 parts　 of　the

w・ ・1d・WithU・S ・P・・tecti・ni・m ,thec・n・ ・pt・f・nA・i・nC・mm・ ・ity

will　 probably　 deepen　 in　 the　 relationship　 of　 interdependence　 and

solidarity　 in　 inverse　 proportion .

　 　 　 As　 noted　 above,　 if　the　concept　 of　an　Asian　 Community　 detaches

f・・m　th・　U・it・d　 St・t・ ・,　th・ ・　J・p・n .will　h・v・ 　t・　・eek　 th・　p,ep。 。d,,a。t

part　 of　its　imports　 of　ellergy　 and　 food　 from　 China　 and　 other　 Asian

nations・ 　In　consideration　 for　Japan's　 ex士)ort　of　capital　 and　 technology

t・th・m・ ・w・ILE・peci・lly,J・panw・uldh・v・t・bec・meec・n・mically

closer　 to　China.　 China　 will　 also　 become　 closer　 to　the　 free　 nations　 of

A・i・,・ ・peci・llyt・J・p・n,withec・n・mi・d・v・1・pm・nt・ ・th・,up,em,

order　 in　its　policy　 of　the　 Four　 Modernizations .　If　the　 mutual　 market

・el・t三…　 a・e　 ag91・m・ ・at・d　 i・　 thi・　 w・y
,　Chin・ 　 wi11　 ・t亡・mpt　 亡。

coordinate　 its　logic　 of　a　closed ,　socialist　 ideology　 with　 its　logic　 of　an

open-door　 market　 economy .　Already　 the　 phrase ,　"overcoming　 Marx・

ism"　 has　 been　 openly　 used　 for　 the　 sake　 of　economic　 modernization
.
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And　 recently,　 Chinese　 economists　 have　 started　 studying　 the　concept　 of

the　Asian　 Pacific　 Community　 from　 their　 own　 position.　 For　 example,

the　studies　 on　the　 Asian　 Paci丘c　 region　 by　 Prof.　 Wu　 Ji-xian　 at　Wuhan

University　 are　 noteworthy.　 The　 opinion　 of　the　 Chinese　 government

under　 the　 economic　 open-door　 policy　 seems　 to　be　 reflected　 in　his

thesis,　 "Some　 Reflection　 on　 the　 Concept　 of　Asian　 Community."　 The

noteworthy　 thesis　 for　 participating　 in　 the　 concept　 of　 a　 Pacifie

Community　 is　based　 on　the　 premise　 that　 "in　order　 to　bring　 the　Pacific

Community　 into　 success,　 China　 should　 iron　 out　 minor　 differences　 and

follow　 a　major　 (substantial)　 identity,"　 For　 that　 sake,　 "it　should　 firmly

maintain　 the　 four　 principles　 of　equality　 and　 mutual　 bene丘t,　 combina-

tion　 and　 tie.up　 without　 affiliation,　 and　 non-intervention　 in　the　friendly

relations　 with　 other　 nations."　 These　 words,　 and　 putting　 into　 practice

"open　 regionalism"　 without　 the　 s
ystem　 of　 affiliation,　 would　 be

important　 poiIlts　 in　the　 concept　 of　the　Asian　 Communi亡y　 which　 would

include　 China　 as　 a　member　 nation,
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A・　Some　 Preliminary　 Questions

　 　 　 Indeed,　 1　10ve　 the　 appellation　 "Asian　 ()omMunity."　 There　 is　no

denying　 the　fact　that　what　 the　appellation　 means　 is　not　 only　 somewhat

vague　 but　 is　also　 accompanied　 with　 some　 unpleasantness .　Inasmuch　 as

the　 European　 Communities　 exist　 in　reality　 and　 their　 notable　 Inerits

and　 demerits　 are　 pointed　 out,　 there　 is　no　 reason　 why　 the　 Asian

Community　 or　the　 Paci丘c　 Community　 should　 not　come　 into　 existence ,

A　 movement　 for　 such　 cOlnmunitie§ 　does　 not　 necessarily　 require　 a

readi正y　 response　 from　 everywhere .

　 　 　 I　don't　 want　 to　deliberately　 recollect　 the　unpleasant　 and　 unhappy

things　 that　 happened　 in　the　past .　Doing　 so　does　 not　 erase　 the　 memory

of　wrongs　 ill　days　 gone　 by　 nor　 is　there　 any　 guarantee　 that　 the　 past

wrong-doers　 will　 turn　 over　 a　new　 leaf ,　even　 though　 they　 may　 have

come　 to　 their　 senses　 in　 the　 meantime .　Dwelling　 on　 past　 injustices

would　 be,　 in　a　sense,　 a　waste　 of　 time　 and　 energy .

　 　 　 I　would　 like　 to　 consider　 some　 preliminary　 questions　 before


