
for　 cosmopolitanism.　 Today,　 all　 of　 us　 should　 cooperate

closely　 to　 bring　 about　 the　 realization　 of

cosmopolitanism　 through　 Confucianism,　 which　 promotes　 a

blending　 of　 the　 scientificσ 　 moral　 and　 religious　 spheres.

工t　 does　 this　 through　 the　 process　 of　 thorough

investigation,　 self-cultivation.　 famiIY　 regulation　 and

national　 adminstrationt　 so　 that　 a　 universal　 brotherhood

maY　 be　 accomplished　 in　 Asia,　 and　 then　 throughout　 the

whole　 world.
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工ntroduction

Th◎ugh　 as　 a　 religion　 of　 peace,　 エslam　 teaches

universal　 love,　 preaches　 sympathy　 for　 ◎therst　 encourages

the　 utmost　 self-restraint　 and　 urges　 man　 to　 abstain　 from

vi◎1ence.　 the　 Muslim　 world　 today　 is　 torn　 bY　 conflicts,

enmity　 and　 hatred.　 Again,　 though　 it　 is　 weユ1　 known　 and

accepted　 even　 bY　 manY　 critics　 of　 工slam　 that　 it　 is　 a

reZigion　 of　 unitY　 and　 universal　 brotherhood,　 and　 though

its　 broad　 principles　 aim　 at　 the　 perfection　 of　 humanitY

and　 the　 formation　 of　 one　 nationality,　 it　 is　 a　 matter　 of

great　 regret　 that　 the　 teachings　 of　 工slam　 and　 the

dealings　 of　 Muslims　 mostIY　 do　 not　 coincide.　 As　 a

result　 t　 工slam　 has　 been　 misunderstood　 and　 misinterpreted

both　 bY　 its　 opponents　 and　 adherents.

工n　 the　 present　 paper　 there　 has　 been　 an　 endeavor　 to

remove　 some　 of　 these　 misunderstandingsf　 and　 to　 compare

工slam　 with　 other　 major　 religions　 of　 the　 worldt　 with

speciaユ 　 reference　 to　 Unification　 Thought,　 the　 Youngest

religious　 movement・ 　 Before　 going　 into　 details　 工　 think

it　 would　 be　 proper　 to　 remember　 the　 concluding　 remarks　 of

George　 Pe'rrigo　 Conger's　 famous　 Stephano　 Nirmaiendu　 Ghosh

lecture　 at　 Calcutta　 UniversltY　 in　 1954・-55:

　　　　',Each　 of　 the　 great　 religions　 has　 its　 under-

　 　　 privileged,.　 untutored　 masses　 to　 whom　 superstitionst

　　　 legendst　 and　 magical　 rites　 are　 the　 bread　 of　 life　 and

　　　 the　 repositorY　 of　 their'　 hopes　 and　 fears.　 In　 everY

　　　 religiont　 too,　 there　 are　 multitudes　 of
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conservativesl　 often　 we11-informed　 about　 the　 trends

of　 the　 times,　 who　 resist　 anY　 change　 in　 the

traditions;　 theY　 are　 so　 entrenched　 and　 self-centered

that　 it　 is　 sometimes　 a　 wonder　 that　 any　 liberai

thought　 has　 developed　 in　 their　 ancestral　 faiths.　 　 工t

seems　 ユikely　 that　 there　 are　 other　 multitudes　 who　 are

in　 principle　 wllling　 to　 admit　 change,　 but　 who　 remain

at　 least　 outwardly　 ユoyal　 to　 the　 traditions　 because

theY　 do　 not　 know　 which　 changes　 to　 admit.　 And　 among

and　 along　 wゴth　 all　 these　 groups　 are　 millions　 who

　　　 simply　 are　 not　 interested　 in　 any　 unification　 of　 the

faゴths.　 AlwaYs　 however　 there　 are　 a　 few　 liberals　 and

　　　 radieals　 who　 are　 looking,　 if　 not　 walking,　 in　 newl

dゴrections."

We　 should　 also　 remember　 that　 each　 religion　 is　 great　 in

its　 own　 waY,　 a　 comparison　 among　 religions　 with　 a　 view　 to

establishing　 the　 superiority　 of　 one　 over　 the　 other　 is

neither　 desirable　 nor　 profitable.　 We　 must　 emphasize　 the

basic　 truths　 that　 different　 religions　 teach　 in　 common.

TherebY　 the　 mutual　 exchange　 of　 views　 will　 broaden　 the

entire　 religious　 outlook　 and　 foster　 a　 spirit　 of

tolerance,　 which　 is　 the　 crYing　 need　 of　 the　 daY.　 At　 this

moment　 what　 is　 needed　 most　 is　 an　 intensity　 of　 belief

together　 with　 a　 catholicitY　 of　 outlook.

工.　 What　 is　 工slam?

Of　 all　 the　 great　 religions　 of　 the　 world　 「工slami

enjoys　 the　 distinction　 of　 bearing　 a　 unique　 and

significant　 name　 that　 directIY　 points　 to　 its　 verY

essence.　 t工slamt　 is　 an　 Arabic　 word　 which　 is　 derived

from　 the　 word　 tSalamt.　 工t　 has　 two　 meanユngs:　 TPeacei　 and

tSubmission
.t　 Sovae　 scholars　 hold　 that　 iPeacet　 is　 the

primarY　 meaning　 of　 Salam　 and　 lSubmissiont　 is　 its

secondary　 meaning.　 Some　 others　 are　 of　 the　 opinion　 that

冒Submissiont　 is　 the　 primarY　 meaning　 and　 Tpeace,　 is　 its

secondarY　 meaning.　 But　 a　 careful　 and　 critical

of　 the　 term　 as　 well　 as　 the　 teaching　 of　 工slam

that　 both　 views　 are　 wrong、 　 because　 both　 meanings　 of

term　 「工slami　 are　 equal1Y　 important.　 According　 to

the　 attainment　 of

submission　 to　 the

that　 goal,　 because

fulfill　 the　 wi11

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ana1Ysis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　reveals

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 the

工slam.

peace　 ユs　 the　 goal　 and　 surrender　 or

will　 of　 God　 is　 the　 means　 to　 attain

it　 is　 only　 bY'continuous　 striving　 to

of　 God　 that　 perfect　 peace　 can　 be
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attained.　 Therefore,　 whoever　 surrenders　 to　 the　 will　 of

God　 for　 the　 attainment　 of　 peace　 is　 a　 follower　 of　 Islam
.

A.工slam　 vs　 Muhammadanism

　　　Western　 scholars　 often　 use　 the　 word　 'Muhammadanism.

instead　 of　 lIslami .　 Muhammadanism　 seems　 to　 them　 to

carry　 the　 impユ1cation　 of　 the　 worship　 of　 Muhammad
、　 as

Christian　 and　 Christianity　 imply　 the　 w・rship　 ・f・the

Christ・ 　 We　 know　 that　 manY　 reユigions　 of　 the　 worユd　 have

been　 named　 after　 the　 name　 of　 the　 founder　 or　 after　 the

name　 of　 the　 communitY　 and　 nation .　 For　 example,

ChristianitY　 takes　 its　 apPellation　 from　 the　 name　 of

Jesus　 Christ,　 Buddhism　 from　 its　 founder　 Gautama　 Buddha

and　 Judaism　 from　 the　 name　 of　 the　 tribe　 of　 Judah
.　 This

is　 n。t　 ・。　 withエ ・1am・ 　 The　 w。rdエslam　 d。es　 n。t　 c。nvey

any　 such　 relati。nship'　 f。r　 it　 d。es　 n。t　 be1・ng　 t◎any

particular　 person,　 people　 or　 countrY.　 Muslims　 do　 not

submit　 to　 Muhammadt　 but　 to　 God　 and　 only　 God .　 However

important　 and　 exalted,　 the　 Prophet.s　 role　 is

unquestionab1Y　 subordinate　 to　 the　 authority　 of　 God .　　 工t

maY　 be　 mentioned　 here　 that　 a　 similar　 attitude　 was　 upheld

bY　 Jesus　 and　 his　 first　 disciples.　 　 工f　 we　 go　 through　 the

history　 of　 Christianity,　 we　 find　 that　 original1Y　 it　 was

theocentric　 rather

not　 the　 apostles,

them　 Christians.

transformed　 into　 a

G。d-centered　 。ne.ll2

misnomer　 and　 modern

Dharma,　 for　 it.

than　 christocentric.　 　 工n　 factt　 it　 was

but　 their　 opponents　 who　 first　 called

　　　"Only　 later　 was　 ChriStianitY
Jesus-eentered　 religion　 rather　 than　 a

PossiblY　 'Hinduismt　 is　 aユso　 a

　　 scholars　 seem　 to　 prefer　 tSanatan

B.工sユam　 Not　 the　 Youngest　 Religion

工t　 is

iike

Youngest

a　 wrong

r・eligion,

the　 dawn

is

工slam"

　　　 generalIY

Ismail　 Ragi

categoricallY

means.　 according

religion,

heユd,　 and　 even　 so皿e

　　　　　　　　 al　 Faruqui　 hold　 that

・f　 the　 w・rld　 。。1igi。n。.tt3　 But

ユnterpretation　 of　 工slam,　 for

it　 is　 the　 universal　 religion

。f　 human　 c。nsci。u。ness、.4　 And

　　　　　　　　 stated,　 i}The

(工nnaddi　 na　 indallahil

to　 the　 Qurlan,　 tha七

　and　 as　 such　 the　 oldest

religlon

　 　 islam,

　 　 　 　 Islam

　 religion

　 Muslim　 scholars

te工slam　 is　 the

this　 seems　 to　 be

it　 is　 not　 a　 new

coming　 down　 from

in　 the　 Qurtan　 it

　　 before　 God　 is

3:19).That

　 　 　 is　 the　 on1Y

　 　　 　in　 the　 world
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before　 God.　 That　 is　 whY　 　 工slam　 relates　 itself

。pecifica・ ・y　 t。 　 tw。 　 w・r・d　 re・igi。ns,5　 namely,　 」udai・m

and　 Christianity、 　 and　 general1Y　 to　 all　 other　 theistic

。。1igi。n。6　 。f　 th・ 　 w。rld.　 Mu・1im・.　 as　 an　 indi・p・n・ib1・

part　 of　 their　 faith　 (工man)　 are　 bound　 to　 confirm:　 `,工

believe　 in　 God　 and　 in　 His　 angels,　 in　 His　 sacred　 books

and　 in　 His　 messengerst　 in　 the　 daY　 of　 judgment　 and　 in　 the

apportionment　 of　 good　 and　 evil　 from　 Him,　 and　 in　 the

resurrection　 (Amantu　 billahi　 wa　 malaikatihi　 wa　 kutubihi

wa　 rusulihi　 wal　 yawmil　 akhiri　 wal　 qadre　 khayrihi　 wa

sharrihi　 minallahe　 tala　 wal　 balthi　 ba'dal　 mawt.).

エエ.　 Kinds　 ◎f　 Believers　 and　 Unbelievers　 According　 to　 the

　 　 Qur'an

工n　 the　 Qur'an　 we　 find　 four　 groups　 of　 peoPle　 in　 terms

of　 belief:　 disbelievers,　 hypocrites、 　 Muslims　 and

believers.　 The　 Muslim　 and　 the　 believer　 possess　 belief,

which　 the　 disbeliever　 and　 hYpocrite　 do　 not,　 but　 their

belief　 or　 disbelief　 vary　 in　 degrees.　 Now　 let　 us　 look　 at

the　 characteristics　 of　 each　 of　 these　 peoPle.

A..Kafir

The　 disbeliever　 is　 called　 Kafユr,　 and　 the　 greatest　 sin

in　 工slam　 is　 Kufrt　 or　 disbelief.　 The　 Kafir　 denies　 the

existence　 of　 one　 God.　 He　 is　 puffed　 with　 pride　 (40:27》t

behaves　 haughtily　 (4:172)　 and　 mocks　 the　 prophets　 and

what　 theY　 have　 brought　 from　 God　 (6:10).　 He　 associates

partners　 with　 God　 (40:12)　 and　 alwaYs　 remains　 occupied

with　 the　 Pleasures　 of　 this　 worid　 (47:12).

B・　 Munafiq

　 The　 hYPocrite　 is　 called　 Munafiq・ 　 He・ ・　is　 a　 pretender

and　 a　 liar.　 He　 pretends　 to　 be　 a　 believer.　 but　 in　 fact

he　 is　 not　 (2:8).　 He　 makes　 his　 pretentions　 in　 order　 to

achieve　 some　 world1Y　 gain　 (4:139).　 He　 says　 one　 thing

but　 does　 another.　 Munafiqs　 are　 more　 dangerous　 than

Kafirs.　 and　 in　 fact　 are　 worse.

C.　 Who　 is　 a　 Muslim?

A　 Muslim　 is　 a　 believer;　 he　 believes　 in　 one　 God　 and　 in

一40一

一

that　 which　 has　 been　 revealed　 to　 Muhammad　 and　 other

Prophets　 (3:84).　 It　 should　 be　 mentioned　 that　 the　 single

most　 important　 principle　 of　 Islamis:　 there　 is　 no　 God

except　 Allah　 (La　 ilaha　 illallah).　 This　 principle　 of

Godts　 oneness　 is　 so　 important　 that　 according　 to　 a　 saYing

of　 the　 Prophet　 Muhammad,　 a　 man　 will　 ultimatelY　 go　 to

heaven　 if　 he　 has　 uttered　 la　 ilaha　 illallah　 at　 least　 once

in　 his　 lifetime.　 It　 should　 also　 be　 mentioned　 here　 that

ail　 the　 prophets　 have　 been　 ca11ed　 muslims　 in　 the　 Qurtan'

and　 that　 Abraham　 surrendered　 himself　 to　 God　 and　 asked

God　 to　 make　 his　 progenY　 Muslims　 (2:128)・

D.　 Who　 is　 a　 Mumin?

　　 Diametrically　 opposite　 to　 the　 unbeliever　 or　 Kafir　 is

the　 believer　 or　 Mumin.　 A　 M山nin　 is　 a　 Muslim　 who

sincere1Y　 believes　 in　 one　 God,　 whose　 heart　 quivers　 at

the　 mention　 of　 Godts　 name,　 for　 whom　 the　 signs　 of　 God

increase　 their　 belief,　 who　 serves　 God　 steadfastIY　 and

spends　 in　 charity　 (8:24).　 Now　 one　 lnaY　 raise　 the

question:　 what　 is　 the　 distinction　 between　 a　 Muslim　 and　 a

Munin?　 There　 is　 a　 verse　 in　 the　 Qu,rlan　 that

differentiates　 a　 Muslim　 from　 a　 Mumin,　 which　 runs　 as

follows:

　　 　 llThe　 Arabs　 of　 the　 desert　 say,　 tWe　 believe　 (amanna).l

　　 　 You　 (Muhammad)　 saY　 to　 them.　 IYou　 do　 not　 believe

　　 　 Yet.1　 Say　 rather,　 tWe　 have　 surrendered　 (aslamna)

　　 　 because　 belief　 (iman)　 has　 not　 entered　 our　 hearts　 .　 .

.　 1.　 The　 (true)　 believers　 (mu皿inun)　 are　 those　 who

　　　 believe　 in　 God　 and　 His　 messenger,　 and　 after　 that

　　　 never　 cherish　 anY　 doubt　 .　 .　 .ll　 (49:14-15).

　　 Thus　 we　 find　 that　 the　 distinction　 between　 a　 Muslim

and　 a　 Mumin　 is　 quユte　 clear.　 11A　 Muslim　 is　 the　 one　 in

whose　 heart　 belief　 has　 just　 entered;　 it　 has　 not　 Yet

penetrated　 into　 his　 heart.　 Hence　 all　 Mumins　 are　 Muslims

but　 。11　 Mu。1im。 　m。Y　 。。t　 b。 　M岨in・.・17

エエエ.工slamts　 Attitude　 Towards　 OtheT　 Religions

　　 We　 have　 seen　 so　 far　 what　 is　 Islam　 and　 who　 are

Muslims.　 Now　 let　 us　 see　 工slamls　 attitude　 towards　 other

religions.　 `1工slam　 is　 unique　 in　 that　 it　 has　 related

itself'　 to　 religions　 of　 the　 world,　 that　 it　 has　 done　 so　 in

it。 　 f。rmative　 st。g。,8　 and　 that　 ・n　 thi・ 　 acc・unt、 　 it・
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relation　 to　 other幽 　religions　 has　 a　 constitutive　 place　 in

it。 　 ve。Y　 essence　 and　 ・。re.,,9… 　 am　 seek・ 　 ・。　 b・i・g　 ・b。u・

reconciliation　 between　 the　 followers　 of　 different　 faiths

and　 establishes　 a　 basis　 of　 respect　 and　 honor　 among　 them.

工t　 holds　 out　 to　 the皿 　　the　 hand　 of　 cooperation　 and

friendship　 on　 a　 basis　 of　 righteousness.　 　　 工slamts

relation　 to　 other　 religions　 is　 「ideationalt「 　 i.e..

1inking　 the　 world　 view　 of　 工slam,　 its　 view　 of　 God,　 of

reality,　 of　 mant　 of　 the　 world　 and　 history　 to　 other

religions.　 The　 relation　 has　 been　 also　 practicalf　 i.e.`

providing　 a　 modus　 vivendi　 for　 Muslims　 and　 adherents　 of

other　 religions　 of　 the　 world　 to　 live　 and　 work　 together,

each　 group　 according　 to　 the　 values　 and　 precepts　 of　 its

own　 faith.　 People　 belonging　 to　 different　 faiths　 are

invited　 to　 unite　 on　 the　 basic　 principle　 in　 which　 all　 of

them　 profess　 to　 believe:

　　 "SaY、 　 O　 peoPle　 of　 the　 Scripture,　 come　 to　 an　 agreement

　　　 between　 us　 and　 you:　 that　 we　 shall　 ascribe　 no　 partner

unto　 Him,・and　 that　 none　 of　 us　 shaユ1　 take　 others　 for

　　　 lords　 beside　 God.　 And　 if　 they　 turn　 away,　 then　 saY:

　　 　 Bear　 witness　 that　 we　 are　 they　 who　 have　 surrendered

(untoHim)`1(3:64).

A.工slamts　 Attitude　 Towards　 Buddhism　 and　 Hinduism

Now　 let　 us　 discuss　 工slamls

religions　 of　 the　 world,　 name1Y

which　 were　 born　 in　 工ndia,　 the

religions　 and　 a　 tdepartment

religions　 of　 the　 world.

Buddhism　 and　 工slam　 swayed　 the

large　 section　 of　 mankind.

their　 metaphYsical　 points　 of

positions　 they　 are　 quite

Notwithstanding　 the　 fact　 that

number　 of　 studies　 of　 these　 two

been　 anY　 serious　 attempt　 to

comparing　 their　 teachings　 and

recentIY　 has　 Azizun　 Nahar

comparative　 studY　 of　 these　 two

on1Y　 covers　 certain　 doctrinaユ

how　 these　 two　 religions　 are

But　 that　 is　 1)ot　 quite　 relevant

relation　 to　 two　 great

Buddhism　 and　 Hinduism,

birthplace　 of　 several

　storel　 of　 different

　　　 　　 minds　 and

Though　 theY　 are

Vユew,　 　 ユn

　　 similar　 to

　　　 there　 have

　　　　religions、

studY　 these

hearts　 of

different

their

　 each

been

there

a

　 　 　　 in

ethical

　 other.

quite　 a

has　 not

　　　　　　　　　two　 religions　 bY

　　　　developments.　 Oniy

工sla皿 　　 made　 a　 serious

　 religions、 　 but　 her　 study

proble皿s.　 She　 has　 shown　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　 lO

similar　 to　 each　 other.

to　 the　 present'　 paper.
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B.　 Was　 Gautama　 Buddha　 a　 Prophet　 ?

工dris　 and　 Zu1-kif1,

　　　　　　　　　 of　 constancY　 and　 patience.　 (21:85)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Elisha,　 and　 Zul-kif1:　 Each

　　　 of　 them　 was　 of　 the　 company　 of　 the　 good.　 (38:48)

　 　 Following　 the　 early　 orthodox　 commentators　 of　 the

Qur'an　 (Mufassir)'　 some　 modern　 commentators　 identify・him

with　 a　 person　 of　 the　 Middユe-East.　 For　 examplef　 Mulana

Yusuf　 Aユi　 states:

　　 "Zu1-kifl　 would　 literally　 mean　 tpossessor　 oft　 or

giving,　 a　 double　 requital　 or　 portioni;　 or　 else,　 tone　 who

used　 a　 cloak　 of　 double　 thickness,「 　 that　 being　 one　 of　 the

meanings　 of　 Kif1.　 The　 commentators　 differ　 in　 "

to　 who　 is　 meant,　 whY　 the　 title　 is　 apPlied　 to　 him,

　　 As　 to　 the　 question　 of　 whether　 Gautama　 Buddha　 was　 a

蠕:ntZ2re・ 芸 二e「㌘ ゜:㌫ 孟,宇?s'(㌫h:n霊 「二。、蓄
after　 his　 name.　 This　 is　 used　 on1Y　 after　 the　 names　 of

the　 prophets.　 　 工t　 is　 stated　 in　 the　 Qurfan　 that　 God　 has

sent　 messengers　 for　 all　 the　 countries　 and　 for　 all　 the

ages・ 　 Of　 these　 messengers,　 the　 names　 of　 verY　 few　 have

been　 mentioned.　 However,　 at　 two　 Places　 in　 the　 Qurtan　 we

find　 the　 name　 Zu1-kif1:

　　　 And　 (remember}　 Isma'i1,　 a11

　 　 　 (Men)

And　 commemorate　 工smati1,

Jerusalem

English　 Bible

boundf　 and　 put

(Ezekie1,　 iii.

constanCY;　 and

工srae1.　 　 工n

the　 point　 of　 his　 being　 grouped　 with　 工smatil

for　 constancY　 and　 patience.　 工　 think　 the　 best

is　 that　 afforded　 bY　 Karsten　 Niebuhr

Reisebeschreibung　 nach　 ArabienE　 Copenhagen.

264-266,　 as　 quoted　 in　 the　 Encyclopedia　 of　 工slam

「Dhu1-Kif1
.t　 He　 visited　 Meshed　 iAIi　 in　 工raq,

the　 1ユttle　 town　 called　 Kefi1,　 midway　 between

Hilla　 (Babylon).　 Kefi1、 　 he　 saYs,　 is　 the　 Arabic

Ezekieユ.　 The　 shrine　 of　 Ezekiel　 was　 there,　 and

came　 to　 it　 on　 pilgrimage.

工f　 we　 accept　 Zul-kifl　 to　 be　 not　 an

Arabicised　 form　 of　 Ezekielf　 it　 fits　 the

Ezekiel　 was　 a　 prophet　 in　 工srael　 who　 was

Babylon　 bY　 Nebuchadnezzar　 after　 his　 second

　 　 　 　 　 　 　 (about

opユnlon　 as

　　 　 　　 and

and　 工dris

suggestion

　 in　 his

1778,ii.

　　 　 　 under

　 and　 also

Najaf　 and

　　 form　 of

　 the　 Jews

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　epithet、 　 but　 an

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　context.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 carrled　 awaY　 to

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 attack　 on

B.C.　 599).　 His　 book　 ユs　 included　 in　 the

　　 　 (Old　 Testament).　 He　 was　 chained　 and

　　　 into　 prison、 　 and　 for　 a　 time　 he　 was　 dumb

　　　 25--26).　 He　 bore　 all　 with　 patience　 and

continued　 to　 reprove　 boldユy　 the　 evils　 in

a　 burning　 passage　 he　 denounces　 faise　 leaders
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Zu1-kifl　 was

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 possessor　 or

king　 and　 from　 this　 it　 can　 easi1Y　 be　 inferred　 that　 Zu1-

kifl　 means　 the　 possessor　 of　 Kapilabastu.　 Gautama　 Buddha

was　 the　 eldest　 son　 of　 King　 Suddhadhan　 of　 Kapilabastut

and　 being　 the　 first　 son　 he　 was　 the　 Crown　 Prince　 of

Kapilabastu　 -　 hence　 Zulkif1,　 i.e.,　 the　 possessor　 of

Kapilabastu.　 　 工t　 maY　 also　 be　 mentioned　 here　 that　 Gautama

Buddha　 repeatedly　 said　 that　 he　 was　 not　 the　 on1Y　 Buddha,

manY　 Buddhas　 had　 come　 before　 him　 and　 many　 would　 come　 in

the　 future.　 This　 is　 also　 quite　 consistent　 with　 the

エslamic　 concept　 of　 prophethood.

in　 words　 that　 are　 eternally　 true:　 tWoe　 be　 to　 the

shepherds　 of　 工srael　 that　 do　 feed　 themselves!　 Should　 not

the　 shepherds　 feed　 the　 flocks?　 Ye　 eat　 the　 fat,　 and　 ye

clothe　 You　 with　 the　 woo1、 　 ye　 kill　 them　 that　 are　 fed:　 but

ye　 feed　 not　 the　 flock.　 The　 diseased　 have　 ye　 not

strengthened、 　 neither　 have　 Ye　 healed　 that　 which　 was

sick.　 neither　 have　 Ye　 bound　 up　 that　 which　 was　 broken　 ・　 ・

.・(Ezeki。1,xxxiv.2-4).ll12

　 　 But　 we　 have　 reasons　 to　 believe　 that　 this

Gautama　 Buddha.　 The　 Arabic　 word　 tZut　 means

C.　 Buddhism　 and　 Sufism

　　 Muslim　 sufis　 have　 accepted　 certain　 ideas　 and　 ideals

of　 Buddhism.　 Azlz　 Ahmed　 remarks:　 "Certain　 Sufi

exercises　 like　 ihabs-i-dami　 (holding　 back　 of　 breath)

seem　 to　 have　 been　 derived　 through　 Buddhist　 channels　 from

Yogic　 Pranayama.　 The　 Sufi　 concept　 of

(Sulh-i-ku1)　 which　 becomes　 a　 dominant

Suflsm　 in　 the　 　 ユater　 seventeenth

centuries,　 seems　 to　 have　 been　 borrowed

MahaYana　 Buddhism.　 Moreovert　 the

Sufi　 student　 on　 the　 teacherls　 image　 in

of　 an　 initiatets　 education　 seems　 to

13from　Buddhi
sm.le

工V.工slam　 and　 Hinduism

concentration

　 'peace　 with　 all'

feature　 of　 工ndian

　　and　 eighteenth

much　 earlier　 from

　 　　　 　　 　　　 of　 the

　 the　 early　 stages

have　 been　 adopted

Though　 the　 工ndian　 subcontinent　 was　 divided　 in　 ユ9470n

the　 basis　 of　 the　 differences　 between　 two　 religions:

Hinduism　 and　 Islam,　 'these　 two　 religions　 have　 manY　 things

in　 common　 and　 have　 unfortunately　 beent　 due　 to　 ignorance

and　 politiCalIY　 motivated　 propaganda,　 more　 misuhderstood

than　 not.　 However,　 　 工slamts　 relation　 and　 interaction
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with　 Hinduism　 is　 much　 m・re　 imp・ ・tant　 and　 significant

than　 its　 en・ 。unter　 with　 Buddhi・ 凪 ・　 One　 。f　 the　 ea・1Y

comprehensive　 treatments　 of　 Hinduism　 within　 エslam　 was

written　 by　 the　 medieval　 scholar　 aユーBiruni
t　 who

maintained　 that　 (a)　 both　 the　 Hindu　 and　 Greek

philosophers　 arrived　 at　 the　 truth　 of　 one　 God、 　 in

c。nf。rmitY　 with　 the　 teaching　 ・f　 the　 p・ 。phet・
t　 and　 (b)

b。th　 the　 Hindus　 and　 the　 Greeks　 knew　 G。d　 as　 the　 One
.　 and

s°99ht　 ・pi・itual　 unificati・n　 leading　 n・t　 。n1Y　 t。

sch。1ar1Y　 kn。wledge,　 but　 a1・ ・　t。 　 in・ight　 。f　 the　 mind
.14

A.　 Hindus　 and　 Sabians:

　　 Jacques　 Waardenburg　 writes　 that

after　 aユ ーBiruni
,　 ash-Shahrastanl

the　 Sablans　 and　 ranked　 them　 in

idolat .orY　 in　 the　 following　 waY:

　　　 llThe　 Vaisnavas　 and　 Saivas　 are

　　　 ar-ruhaniYYat:　 They　 venerate

several　 hundred　 years

compared　 Hindus　 with

terms　 of　 degrees　 of

Scrlpturaユ 　 Beings　 or　 medlators

　　 　　and　 brought　 laws,　 albeit　 without

that　 they　 cannot　 be　 caユ1ed　 idolators

　　　　sense　 of　 the　 word.　 Those　 adoring

　 　　 (sun　 and　 moon　 as

　　　　worshippers　 a1-kawakib)

　　　 10wer　 but　 still　 idolatrY.

　 　　and　 prostrate　 before

idolators　 いabada　 of

　　　　the　 Arabs　 of　 the　 ll15

　　　0n　 the　 basis　 of

observes　 that　 because

Shahrastani　 to　 be　 the

figure'Hermes　 (identified　 with

Enoch)・ 　 the　 Sabians　 are　 loose1Y

Christians　 as　 people　 of　 the　 Book.

further、 　 bY　 equating　 Hindus

Shahrastani　 attempted　 to　 interpret

le::..IE　 w°uユd　 be　 acceptable　 t°

　 a1-asana)

JahiliYYa.

　 these　 arguments,　 Hareld　 Coward

　 the　 Sabians　 are　 understood　 bY　 ash-

　　　followers　 of　 the　 ancient　 Greek

1ike　 the　 Sabian　 ashab

　Visnu　 and　 Siva　 as

　 who　 were　 incarnated

　 　 　 a　 scripture,　 so

　　　　　　　　 in　 the　 real

　　　AditYa　 and　 Chandra

　　deities)　 are　 star

　 '　 which　 is　 a　 grade

Only　 those　 who　 adore

　 real　 idols　 are　 real

the　 lowest　 rankt　 like

the　 Qurtanie　 　工dris　 or

grouped　 with　 Jews　 and

　 Thus,　 Coward　 contends

　 with　 Sabians,　 ash-

　　 much　 of　 Hinduism　 so

　　and　 compatible　 with

B.　 Bridge　 Between　 Hindu　 and　 工slamic　 MetaphYsics

　　 The　 MoghUl　 prince　 Dara　 Shiko　 translated　 the　 Bhagavad

Gita,　 the　 Yoga　 Vasゴstha　 and　 the　 Upanisads .　　　工n　 his
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translations　 he　 attempted　 to　 place　 Hindu　 ideas　 into　 the

framework　 of　 Sufism　 so　 as　 to　 create　 a　 bridge　 between

Hindu　 and　 　工slamic　 metaphYsics.　 　　 工t　 is　 stated　 in　 the

Qur'an:

ll工n　 a　 Book　 we11-guarded
t　 which　 none　 shall　 touch　 but

　　　 those　 who　 are　 clean:　 A　 Revelation　 from　 the　 Lord　 of

theworlds'`(56:78).

Dara　 believed　 that　 the　 Upanisads　 are　 the　 ttHidden　 Books"

the　 above　 verse　 refers　 to.　 He　 argued　 that　 it　 is　 thus

one　 of　 the　 sacred　 books　 Muslims　 should　 know,　 just　 as

17they　know　the　Torah　and　the　Gospels
.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　There　 are　 some

contemporarY　 Muslim　 scholars　 who　 find　 more　 affinities

18bet
ween　 Hinduism　 and　 Islam　 than　 found　 bY　 Dara.

C.　 Simiiar　 Verses　 in　 the　 Qurtan　 and　 Hindu　 Texts

工n　 fact,　 there　 are　 many　 verses　 in　 the　 Qur「an　 that　 are

identical　 with　 many　 verses　 or　 passsages　 in　 the　 sacred

texts　 of　 Hinduism.　 Some　 of　 the　 outstanding　 verses　 are

mentioned　 below:

工t　 is　 stated　 in　 the　 Qurtan:

　　　　"And　 Your　 God　 is　 one　 God　 and　 there　 is　 none　 to　 be

　　　 worshipped　 but　 He.`1　 (2:163)

With　 the　 same　 meaning　 the　 旦1h12ggystgd _旦 主主皇　states:

Manmana.　 bhava　 皿odbhakto　 madyajaji　 man　 namaskuru.

(18:65)

The　 Qur,an　 states:

　　　　llTo　 God　 belong　 all　 things　 in　 heaven　 and　 earth:

　　 　 Verily　 God　 is　 He　 (that　 is)　 free　 of　 all　 wants,　 worthy

　　　　of　 all　 praise.　 And　 if　 all　 the　 trees　 on　 earth　 were

　　　 pens　 and　 all　 the　 Ocean　 (were　 ink)t　 with　 seven　 Oceans

　　　 behind　 it　 to　 add　 to　 its　 (supPIY)　 Yet　 would　 not　 the

　　　 words　 of　 God　 be　 exhausted　 (in　 the　 writing);　 for　 God

　　　 is　 exalted　 in　 power,　 fuil　 of　 wisdom."　 (31:26-27)

With　 a　 similar　 meaning　 the　 Mahilnnastrostan　 states:

"工f　 the　 inkpot　 is　 like　 the　 Ocean　 with　 mountains　 like

　　　 huge　 amounts　 of　 black　 ink,　 if　 the　 branches　 of　 all

　　　 the　 best　 trees　 of　 the　 heavens　 become　 pens,　 if　 the

　　　 entire　 earth　 becomes　 paper　 and　 the　 Goddess　 Saraswati

　　　 along　 wlth　 all　 the　 materials　 starts　 writing,　 O　 Lord、

　　　 she　 shall　 not　 be　 able　 to　 complete　 writing　 Your

　　　　greatness'"　 (32)

　　 The　 most　 renowned　 preaching　 of　 the　 AdVaita　 Vedanta　 -
Tsarva皿 　 khalvidam　 brahman,　 (All　 is　 Brahman)　 can　 very
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well　 be　 unifiedlwith　 the　 p・ 。f。und　 tea・hing　 。f　 the

Qur'an:　 1wasia　 kursiYus　 samawate　 wal　 ardze「 　 (The　 seat　 of

the　 Lord　 is　 spread　 all　 over　 the　 heavens　 and　 the　 earth .)

　　　 Thus.　 there　 does　 not　 seem　 to　 be　 any　 difference

between　 the　 Vedantic　 concept　 of　 taham　 brahmasmit　 (工　 am

Brahman)　 and　 the　 noted　 mYstic　 Mansur　 Hallaj.s　 precept　 of

tanal　 huqt　 (I　 am　 the　 Truth)
.　 There　 can　 hardly　 be　 any

difference　 between　 the　 Upanisadic　 passage　 of　 tekam　 evam

advitiyamt　 and　 the　 Qurtanic　 message　 of　 ,ashadu　 al

lailaha　 illallaht　 and　 the　 Zoroastrian　 usage　 of　 Tnest

ezid　 magar　 Yazdantt　 for　 all　 these　 mean　 that　 God　 is　 One

and　 there　 is　 none　 but　 Him.

　 　 From　 these　 and　 other　 common　 verses　 it　 can　 quite

reasonabIY　 be　 suggested　 that　 if　 the　 one　 is　 revelation
,

then　 the　 other　 is　 also　 quite　 likeIY　 to　 be　 a　 revelation

from　 the　 same　 Lord.　 Possibly　 for　 this　 and　 some　 other

reasons　 Sri　 Ramkrishna　 saYs:　 "Religion　 is　 one.　 工t　 has

been　 so　 from　 all　 times,　 it　 should　 be　 so　 forever.　 The

Lord　 is　 one.　 though　 He　 hath　 manY　 names.　 And　 yea ,　 every

belief,　 every　 religion、 　 everY　 sYstem　 of　 faith　 and

19worship　is　but　a　path　that　leadeth　unt
o　 Him.ll

V.工slamts　 Attitude　 Toward　 Judaism　 and　 Christianity

工slam　 accords　 special　 status　 to　 JUdaism　 and

ChristianitY・ 　 Each　 of　 the皿 　　is　 the　 religion　 of　 God.

Their　 founders　 on　 earth,　 vizt　 Abraham、 　 Moses,　 Jesus　 are

aユso　 the　 prophets　 of　 God,　 i.e.,　 the　 prophets　 of　 工slam.

工siam　 does　 not　 claim　 to　 have　 come　 onto　 the　 religious

scene　 ex　 nihilo,　 but　 as　 a　 reaffirmation　 of　 the　 same

truth　 presented　 bY　 all　 the　 preceding　 prophets　 of　 Judaism

and　 ChristianitY.　 The　 Qurlan　 regards　 all　 of　 them　 as

Muslims,　 and　 their　 reveユations　 as　 one　 and　 same　 as　 its

own　 (3:67,　 21:71-94).　 To　 believe　 in　 these　 prophets,　 in

the　 revelations　 theY　 have　 broughtt　 is　 integral　 to　 the

verY　 faith　 of　 工slaln.　 To　 disbelieve　 in　 anY　 one　 of　 them,

or　 even　 to　 discriminate　 between　 them　 is　 apostasy.　 The

QurTan　 states:

`'SaY　 (O　 Musユims):　 we　 believe　 in　 God
,　 and　 that　 which

　　　 is　 revealed　 unto　 us,　 and　 that　 which　 was　 revealed

unto　 Abraham　 and　 工smae1,　 and　 Isaac,　 and　 Jacob、 　 and

　　　 the　 tribes,　 and　 that　 which　 Moses　 and　 Jesus　 received,

　　　 and　 that　 Which　 the　 prophets　 received　 ffrom　 their

工、ord.　 We　 make　 no　 distinction　 between　 any　 one　 of
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them,　 and　 unto　 Him　 we　 have　 surrendered.te　 (2:136)

A.エslamts　 Relation　 to　 Judaism　 and　 Christianity:

　　　Not　 CourtesY　 but　 Acknowledgment

　　 AI　 Faruqui　 rightly　 remarks　 that　 the　 honor　 in　 which

工slam　 regards　 Judaism　 and　 Christianity,　 their　 founders

and　 scripturest　 is　 not　 courtesy,　 but　 acknowledgment　 of

20
religious　 truth. 工n　 the　 words　 of　 Harold　 Coward,

　　　 'sAlthough　 it　 is　 true　 that　 a　 significant　 amount　 of

　　　 Jewish　 and　 Christian　 doctrine　 is　 disallowed　 bY

工slam,　 it　 is　 nevertheユess　 also　 true　 that　 the　 central

impulse　 of　 工slam　 is　 one　 that　 can　 be　 accepted　 by

.・21　　　 Judaism　 and　 Christianity
.

B.　 Muslims　 Must　 Believe　 All　 Prophets

Moududi　 remarks:　 t,One　 who　 does　 not　 believe　 ユn　 anY　 of　 the

prophetst　 would　 be　 a　 Kafir,　 though　 he　 might　 profess
22faith

　 in　 all　 the　 other　 prophets.ll

　　 Muslims　 must　 believe　 in　 all　 the　 prophets　 raised　 in

工ndia,　 China,　 Persia,　 Egyptt　 Africa,　 Europe　 and　 anY

other　 countries　 of　 the　 world.　 But　 a　 Muslim　 cannot

definiteIY　 say　 about　 a　 particular　 person　 outside　 the

list　 of　 prophets　 named　 in　 the　 Qurtan.　 Whether　 he　 was　 or

was　 not　 a　 prophet,　 Muslims　 are　 not　 permitted　 to　 say

anything　 against　 the　 holy　 men　 of　 other　 reユigions.　 The

QurTan　 states:　 '1And　 hold　 fast,　 all　 of　 you　 together,　 to

the　 call　 of　 God.　 and　 do　 not　 separate.sl　 (3:103)

工slam　 can　 claim　 uniqueness　 at　 least　 in　 one　 respect,

that　 no　 other　 religion　 in　 the　 world　 has　 yet　 made　 belief

　　　The　 Qur'an　 teaches　 us　 that　 God　 has　 sent　 His

revelation　 to　 all　 people　 from　 time　 to　 time、 　 and　 no

section　 of　 mankind　 has　 been　 left　 without　 Divine

Guidance.　 ManY　 of　 the　 prophets　 of　 the　 Oユd　 Testament

have　 been　 menti◎ned　 by　 name　 in　 the　 Qurtrant　 and　 so　 also

is　 Jesus,　 who　 along　 with　 other　 prophets　 is　 high1Y

revered　 and　 honored　 bY　 Muslims　 all　 over　 the　 worユd.　 The

Qur曾an　 demands　 that　 all　 Musiims　 must　 believe　 in　 the

truth　 and　 righteousness　 of　 all　 the　 prophets　 and　 in　 the

revelations　 that　 were　 vouchsafed　 to　 them　 by　 God　 (5:45).

工f　 a　 man　 believes　 anY　 one　 of　 them,　 he　 believes　 a11,　 and

if　 a　 man　 confirms　 and　 believes　 in　 one　 of　 them,　 he　 must

and　 ought　 to　 conflrm　 a11.　 　 工n　 this　 connection　 Abul　 Ala
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in　 the　 truth　 of

its　 own　 faith.

other　 religions　 a　 necessary　 condition　 of

V工.　 Reasons　 for　 Religious　 Variety

工slam　 holdst　 as　 we　 have　 mentioned　 above
t　 that　 all

prophets　 have　 conveyed　 one　 and　 the　 same　 message.　 Now

one　 question　 may　 be　 raised:　 whY　 then　 the　 tremendous

varietY　 in　 the　 historical　 religions　 of　 mankind?　 To　 this

question　 Islam　 furnishes　 theoretical　 as　 well　 as

P「actical　 answers・ 　 Each　 revelati。n　 has　 c・me　 expressed

in　 a　 c。de　 。fbehavi。r　 particularユY　 apPlicabie　 t。　 its

people,　 and　 hence　 relevant　 to　 their　 historical　 situation

and　 ・。nditi・n3・ 　 G。d's　 message　 t・ 　 aユ1　 the　 pr。phets　 ・s

the　 same　 in　 essence、 　 but　 He　 has　 conveYed　 to　 each　 one　 of

them　 His　 law　 in　 a　 prescriptive　 form　 relevant　 to　 their

parti・uユar　 c。nditi。n・ ・　 t。　 thei・ 　 。wn　 g・ade　 。f　 devel。pment

。n　 the　 human　 scale・ 　 Al　 Faruqui　 rightly　 。bserves　 that

::::。td驚 霊 叢 。雪 ξ 些ju「e　 as　 '°ng　 as　 they　 d…　 t

　　 However,　 there　 are　 other

practica1)　 for　 the　 variety　 of

contents　 of　 revelation　 were

meticulous1Y　 remembered,　 taught

and　 bY　 greatest　 numbers,　 and

Again'　 since　 theY　 were

generation

observing

suffered

Moreover,

1inguistic

acrOSS

removed

have

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　 reasons　 (which　 are

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　historical　 religions.　 The

not　 judlciousユY　 and

and　 observed　 pubユic1Y

　　　　　　　　　　　　　　　　　 they　 tend　 to　 be　 forgotten.

　　　　　　　　　　　　　　transmitted　 from　 generation　 to

and　 weiCe　 not　 embodied　 in　 public　 customs

all　 the　 divine　 imperatives、 　 they　 might　 have

diユution,　 shifts　 of　 emphasis　 or　 change .

when　 divine　 revelation　 has　 moved　 across

　 ,　 ethnic

generations

　 　　　　　　 from'

　 　　 　 changed

connection　 A1

　 　　 "That　 is

and　 cuユtural　 frontierst

　　　　　　　within　 the　 same　 people

its　 originaユ 　 recipients　 in　 timet

through　 varying　 interpretations .

Faruqui　 remarks:

　why　 God　 has　 seen　 fit　 to

phenolnenon　 of　 prophecy,　 to

reconvey　 the　 divine　 message

the　 minds　 and　 hearts　 of

injunction　 into　 historY　 is

工t　 is　 continua1,　 alwaYs　 ad

those　 who　 inquiredt　 what

serlding　 Muhamniad　 (SAAS)　 at

Qurtan　 answered:　 TGod　 knows

or　 even

but　 far

it　 might

In　 this

　　　　　　　　　　　　　repeat　 this

　　send　 forth　 prophets　 to

　　 and　 re-establish　 it　 in

　　 humans.　 This　 divine

　 an　 act　 of　 sheer　 mercY.

hoc,　 unpredゴctabユe.　 To

is　 the　 rationale　 behind

that　 time　 and　 placと?　 The

　better　 where　 and　 when　 we
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send　 prophets　 to　 conveY　 His　 message・t　 (6:124)`124

Vエ エ.　 Crisis　 in　 ChristianitY　 and　 the　 Advent　 of　 Reverend

　　　　 Moon

Principle　 is　 to　 unify　 religions　 and　 thoughtst　 both

opinions　 are　 acceptable.　 　　 工t　 is　 not　 forned　 from

28traditional　thought
;　 it　 is　 a　 new　 dimensional　 thought.

B.　 What　 is　 the　 Goal　 of　 Unification　 Thought?

工n　 the　 present　 century,　 ChristianitY　 see皿s　 to　 be

tremendously　 confused　 and　 misunderstood.　 EverY　 topic　 in

traditional　 Christian　 theology　 is　 subject　 to　 heated

debate.　 High1Y　 Placed　 and　 honored　 Protestant　 as　 well　 as

Catholic　 theologians　 disagree　 over　 the　 omnipotence　 of

God,　 the　 incarnation　 and　 resurrection　 of　 Jesus　 Christ、

the　 ultimate　 goal　 of　 historY　 and　 the　 nature　 of　 the

afterlife.　 Just　 like　 in　 the　 second　 centurY,　 todaY　 there

are　 many　 varieties　 of　 the　 Christian　 message　 being

proclaimed　 from　 the　 pulpit.　 Therefore,　 remarks　 Young

Oon　 Kim:

`1工n　 such　 a　 confusing　 situation
,　 Reverend　 Sun　 MYung

　　　 Moon　 appeared.　 Although　 not　 as　 a　 theologian　 in　 the

technical　 senset　 he　 claims　 to　 clarifY　 ambi⊆ 阻ities　 in

　　　 the　 conventional　 Christian　 message　 and　 points　 out

　　 　 serious　 mistakes　 in　 traditional　 theologY.　 With

　　　 absolute　 certaintY,　 he　 asserts　 that　 we　 are　 living　 in

　 　 an　 age　 of　 eschatological　 expectancY　 and　 urgencY.

　 　 Like　 a　 biblical　 prophet,　 he　 proclaims　 Godts　 special25

　 　 message　 for　 our　 time.tt

工n　 a　 forwarding　 note　 on　 Reverend　 Moonts　 Godis　 Will　 and

the　 World,　 Reverend　 Chung　 Hwan　 Kwak　 rightly　 remarks:

　　 　 ,tThe　 Reverend　 Sun　 Myung　 Moon　 is　 a　 man　 with　 a　 burning

desire　 to　 communicate　 the　 word　 of　 God.

throughout　 his　 life　 he　 has　 spoken　 at

opPortunitY,　 1ike　 an　 overflowing　 spring,　 about

His　 heart,　 His　 wil1,　 His　 history　 of　 anguish

:霊 。蠕,㌫n、 ㌫ 欝:na㌃::d豊 ㍍ 。畢 ξ

A.　 What　 is　 Unification　 Thought?

ThUS,

eve「y

God　 -

-　 and

their

　 　 Reverend　 Sun　 MYung　 Moont　 the　 founder　 of　 Unification

Thoughtt　 spiritual1Y　 encountered　 the　 great　 prophets　 and

sages,　 including　 the　 Buddha,　 Moses,　 Jesus、 　 Muhammad　 and

manY　 more.　 Through　 this　 experience　 he　 realized　 that　 it

is　 God's　 will　 and　 original　 ideai　 that　 all　 religions,　 a11

nations　 and　 all　 races　 should　 dwell　 in　 unitY　 and　 peaceful

accord.　 Since　 then,　 Reverend　 Moon　 dedicated　 himself　 to

bring　 unitY　 among　 all　 peoples.　 He　 started　 the

Unification　 Movement　 to　 unite　 people　 of　 all　 races、

cultures、 　 nations　 and　 religions　 centered　 on　 God.　 He

saYS:

`iMY

from

them

into

　　　 blessing　 from　 God.1`

About　 the　 goal　 of　 the　 movement、

states:

　　　　tl　...　 the　 first　 goal　 is　 to

job,　 mY　 God-given　 misslon　 is　 to　 liberate　 them

　hate　 and　 fearf　 to　 give　 them　 lightt　 to　 guide

into　 eternal　 salvation.　 We　 want　 to　 lead　 them

　 being　 the　 beneficiaries　 of　 the　 ultimate29

a11ユnjustユce

Thought,　 which

God's　 love.

Movement　 is　 to

bY

moralitY.

Unification

unified　 world

justice　 for

of　 the

world　 on　 this

establishing

　 　 　　 　 　　The

　　　　　　　　 Movement

　 　 　 　 all

Unification

　　 　　 　　 earth.　 11

Reverend　 Moon　 further

　　　　　　 　　　　　　 　eradicate　 communism　 and

　from　 the　 earth　 through　 Unification

expresses　 the　 truth　 and　 the　 ideals　 of

The　 Second　 goal　 of　 the　 Unification

establish　 one　 world　 famiIY　 of　 mankind

　　a　 new　 value　 sYstem　 and　 standard　 of

　 third　 and　 ultimate　 goal　 of　 the

　　　　　　is　 to　 bring　 abou.t　 a　 completely

of　 equalitY,　 mutual　 prosperity　 and

.工n　 other　 words,　 the　 ultimate　 goal

　　　　 Movement　 is　 to　 realize　 the　 idea1

30

U・ifi・ati。n　 Th。ught27　 i。　 th。 　 y。ungest,　 the　 皿。。t

powerful,　 the　 most　 organized、 　 and　 one　 of　 the　 most

controversial　 religious　 thoughts　 of　 the　 world.　 The

question　 arises:　 What　 is　 Unification　 Thought?　 Is　 it　 the

unification　 of　 traditional　 thoughts?　 Or,　 is　 it　 a　 sYstem

of　 ideas　 based　 on　 the　 Unification　 Principle?　 Sang　 Hun

Lee　 opines　 that　 since　 the　 purpose　 of　 the　 Unification

C.　 Rev.　 Moon　 and　 the　 Assembly　 of　 World　 Religions

工n

held　 in　 New

工nternational

Moon、 　 the

conSClousneSS

November 　 1985　 the　 AssemblY　 of　 World　 Religions　 was

JerseY,　 U.S.A.　 under　 the　 auspices　 of　 the

Religious　 Foundation・ 　 Reverend　 Sun　 MYung

910rioUs　 apostle　 of　 conscience　 and

and　 of　 interreligious　 har皿ony　 and
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intercultural　 amitYs　 is　 the　 founder　 of　 this

organization.　 He　 organized　 the　 Assembly　 to　 promote　 and

deepen　 the　 spirit　 of　 h1ユman　 brotherhood　 among　 religious

men　 of　 diverse　 faiths　 through　 mutual　 understanding　 and

to　 bring　 the　 nations　 of　 the　 globe　 into　 a　 more　 friendlY

fellowship　 in　 the　 hope　 of　 attaining　 permanent

international　 peace.

　 　 In　 his　 address　 Rev.　 Moon　 declared　 his　 goal　 for　 the

AssemblY:

"First
l

respect

check

Second,

　　　 becoming　 communitY

　　　 wili　 hopefully

　　 　 calling

　　　　eneouraglng

　 　 values,　 development

　　　　and　 spirits.　 the

an　 organエzatエon

　　　　religions

　　　　the　 highest　 purpose

　　　 them　 tO　 peOPle,

　　　 nations.

　　　 with　 love　 can

　　　 and　 nations

　　　 Kingdom　 of　 God　 on　 earth.

工t　 is　 said　 that　 工mmanuel　 Kant　 was　 awakened　 from　 his

dogmatic　 slumber　 bY　 David　 Humets　 Treatise　 on　 Human

Naturet　 and　 later　 he　 brought　 a　 Copernican　 revolution　 in

the　 history　 of　 philosophy.　 Mlユch　 in　 the　 same　 waY,

Reverend　 Moonts　 Assembly　 of　 World　 Religions,　 his　 epoch-

making　 and　 thought-provoking　 insightful　 teachings　 on

different　 religionst　 and　 views　 on　 anti-religious　 lssues

have　 shattered　 the　 sceptic,　 agnostic　 and　 dogmatic

　 that　 the　 worldis　 religious　 traditions

each　 other　 and　 at　 least　 work　 to　 keep　 in

anY　 interreligious　 conflicts　 and　 wars.

　 that　 the　 Assembly　 serve　 the　 world　 bY

　 acooperative　 of　 religions.　 It

　 　 　 　 　 　 agree　 upen　 and　 make　 resolutions

　 religious　 people　 to　 practieal　 actiont
'
　 all　 people　 to　 live　 by　 God-centered

and　 fostering　 the　 of　 human　 minds

　　　 　　 Third,　 that　 AsssembIY　 develop　 as
"　 in　 which　 the　 majorユ

eadership　 of　 all

　　participates.　 The　 Assembly　 has　 to　 lift　 up

vaユues　 and　 of　 life　 and　 offer

　all　 religious　 all　 groupsf　 and　 all

　　 On1Y　 in　 communion　 with　 the　 Absolute　 and

　　　for　 one　 another　 individualst　 groups

　　　　 prepare　 for　 and　 become　 a　 part　 of　 the
`,31

sユumbers　 of　 innumerable　 religious　 schoユars　 belonging　 to

different　 faiths　 and　 nations.　 　 工ndeed　 he　 has　 brought　 a

Copernican　 revolution　 in　 the　 historY　 of　 religion,　 as

well　 as　 in　 the　 history　 of　 human　 consciousness.

　　 Now　 the　 entire　 scholarly　 world　 has　 started　 to

understand　 afresh,　 more　 vigorous1Y　 than　 ever　 beforet

that　 beneath　 the　 seeming　 diversities　 of　 different　 faiths

there　 is　 a　 common　 plah　 and　 purpose.　 They　 have　 started

realizing　 seriouslY　 and　 widely　 that　 at　 this　 critical
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juncturet　 when　 the　 blind　 forces　 of　 atheism　 are

threatening　 to　 undermine　 the　 solidaritY　 of　 human　 life

and　 culture,　 the　 exponents　 of　 various　 religious　 thoughts

and　 groups　 should　 understand　 one　 another　 and　 establish　 a

fellowship　 of　 faith　 on　 a　 basis　 of　 mutual　 love　 and

universal　 brotherhood.

Vエ エエ. 工slam　 and　 Unification　 Thought

　　 What　 has

Unification

with　 工slam,

movement　 and

of　 the　 world

Unification

been　 stated

Thought,　 does

and　 any　 Muslim

　can　 cooperate

　 who　 have　 come

Church　 are

above.

not

can

with

to　 know　 a　 little　 about　 the

　　　　of　 admiration　 for　 the
32　　　　　　faith　 i

n　 God.,t

Thought　 seeks　 to　 awaken　 us

rekindle　 passion.　 Both

'
　 and　 political　 orders,

　centered　 on　 instructing

　,　 can　 lead　 to　 perfection

　　　　　 Muhammad　 says　 that

Godts　 creatures.　 and　 to

be　 affectionate　 to　 him.

Places　 emphasis　 on　 love

　 nothing　 meaningful

　　that　 he　 who　 helps

if　 that　 is　 the　 goal　 of

have　 anY　 contradiction

become　 a　 member　 of　 this

it.　 　 工n　 factt　 l`Muslims

　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　full

Unificationists　 as　 people　 who　 have

Like　 工slam.　 Unification

all　 td　 the　 love　 of　 God,　 to

to　 transform　 socia1σ 　　economユc

develop　 a　 spiritualitY　 that,

shaping　 a　 God・-centered　 heart

individual　 families.　 The　 Prophet

who　 is　 not　 affectionate　 to

own　 children,　 God　 will　 not

the　 same　 waY　 Reverend　 Moon

affection.　 To　 him　 there　 is

love.　 Both　 of　 them　 believe

creatures　 in　 the　 hour　 of　 need.

opPressed,　 God　 will　 help　 in　 his

　　　　　　　　　　 understand

actuaユization　 of　 the　 Divine　 Will　 on　 earth.

teach　 us　 that　 all

is　 the　 most　 good

creatures.　 Both

themselves　 to　 be

and　 both

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 and　 he

　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 daY　 of

Godts　 creatures　 are　 His

who　 tries　 to　 do　 most

Muslims　 and　 '

commissioned　 bY　 God　 to

　　　　 the　 making　 of

　　 　　 　 　　 　 seek

　　　　　　　 　　　 to

　　 　　 　 　　 　 　 and

　　 　　 　 　　 　 　　 in

　　 　　 　 　　 　 　　 he

　　 　　 　 　　 　 　 his

工n

　　 　　 　 　　 　 　 and

　　 　　 　 　without

　　 　　 　 　　fellow

who　 helps　 the

travai1.　 They

fami1Y;　 and　 he

good

Unユficationists

　　　 　　 　　　 make

　　 　 　 　 　 history

A.　 One　 World　 and　 Universal　 Brotherhood

to　 Godts

　 believe

history,

　 as　 the

Thirteen　 hundred　 years　 ago　 the　 Prophet　 Muha皿mad

declared　 that　 humanitY　 is　 one　 famiIY　 of　 God.　 His

intention　 and　 endeavor　 was　 to　 establish　 a　 world　 state、

world　 brotherhood,　 one　 world　 of　 law　 and　 order.　 Reverend

Moon　 has　 come　 to　 the　 wdrld　 to　 reaffirm　 the　 same　 ideal'

to　 establish　 a　 world　 civilization　 composed　 of　 various
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nations,　 races　 and　 religions,　 cutting　 across　 the

barriers　 of　 racee　 geographY,　 classt　 colo「,　 continent　 and

creed.　 Both　 　工slam　 and　 Unification　 Thought　 find　 the

principle　 of　 unification　 not　 in　 the　 blood　 and　 bones,　 but

in　 the　 minds　 and　 hearts　 of　 men.　 The　 secret　 of　 the

universal　 greatness　 of　 工slam　 and　 Unification　 Thought

lies　 in　 the　 principles　 of　 love　 of　 mankind,　 10ve　 of　 God

and　 obedience　 to　 His　 wil1.　 Both　 hold　 that　 the

precondition　 for　 the　 establishment　 of　 Godls　 kingdom　 on

earth　 is　 "Reverence　 and　 respect　 for　 the　 commandments　 of

God　 and　 compassion　 to　 His　 creatures.te

B.　 Three　 Probユems　 Raised　 bY　 Rev.　 Moon

　 　 Reverend　 Moon　 has　 raised　 three　 problems　 with　 his　 hard-

working　 followers、 　 whlch　 he　 is　 asking　 them　 to　 solve.　 We

cannot　 think　 of　 building　 the　 kingdom　 of　 God　 on　 earth

until　 these　 three　 problems　 are　 properIY　 solved.　 David

S.C.　 Kim　 summarizes　 these　 problems　 in　 the　 following　 way:

　 　　 `11.　 Problem　 of　 youth

　　　　　 ★　No　 clear　 ideals.

　 　 　 　 ★　No　 clear　 ethics　 and　 moralitY.

　 　 　 　 ★　No　 clear　 goal　 fo「 　 1ife.

・一　　　　.★　No　 values　 and　 traditions　 in　 education.

　　　 　 2.　 Problem　 of　 the　 decline　 of　 religious　 values

　　　 　　★　No　 religious　 values　 prevailing.

　 　 　 　★　 The　 Judeo・-Christian　 heritage　 as　 a　 dYnamic　 force

　　　 　　　 t◎ 　 influence　 society、 　 nation　 and　 world　 is　 being

　 　　 　 　　 lost.

　　　 　　★　Ecumenism　 is　 needed.

　　　　　 ★　Social　 action　 programs　 are　 needed.

3.　 Probユem　 of　 Communism

　 　 　 　*　 The　 power　 of　 communism　 is　 prevailing　 over　 the

　 　　 　 　　 free　 world　 in　 all　 five　 continents　 and　 six

　　　　oceans.

　 ★　 A　 practical　 counterproposal　 or　 alternative　 to

　　　 Marxism　 is　 needed.

　 ★　A　 new　 ideologY　 based　 on　 theism　 is　 needed　 to

overcome　 the　 weakness　 of　 communist　 ideologY.

　 ★　 A　 clear　 concept　 about　 the　 existence　 of　 God　 is
33　　　

u「9entIY　 needed.t`

C.工slamis　 Relation　 to　 These　 Problems
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工slam　 has　 also　 been

all　 over　 the　 world,

alive　 at　 this　 moment

to　 all　 believers　 in

solve　 these　 problems,

well　 as　 Reverend　 Moon,

all　 approaches　 to　 solve

in　 all　 religions　 of

　 facing　 exactlY　 the　 same　 problems

and　 if　 the　 Prophet　 Muhammad　 were

he　 would　 have　 given　 a　 clarion　 call

God　 to　 be　 united　 in　 His　 name　 to

as　 many　 of　 his　 true　 followers,　 as

have　 been　 doing　 todaY.　 　 工n　 fact,

　　 these　 problems　 exist　 potential1Y

the　 world.　 But　 unfortunate1Y,　 we

1ack　 ways　 to　 apPly　 them　 in　 actual　 practice.

Like　 Unification　 Thought,　 工slam　 also　 believes

individuals　 in　 a　 family

divided　 understanding　 of

existence　 is　 virtual1Y

believe　 that　 God　 expects

blessings:　 to　 achieve

a　 good　 fami1Y,　 to　 protect

the　 wo「1d　 -　 as　 a　 loving

inspiring　 religious　 ユeader

Kim　 observes　 that　 the

demonstrated　 that　 idea1.

　　　 llWhether　 we　 realize

　　 　 and　 Muslims　 are

　　　 which　 matter　 most,
■

personaユ

　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 that　 if

o「　 societY　 are　 guided　 by　 a

life.　 an　 intimate,　 harmonious

impossible.　 Unificatゴonists

each　 of　 them　 to　 fulfill　 three

　　　　　 perfection,　 to　 estabiish

　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 She

　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 it

　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 natural

　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 because

restorユng　 His　 sovereigntY　 over　 His　 creation.ll

工X.　 Conclusion

the　 believers'　 masterY　 over

husband,　 a　 kind　 fathert　 an

and　 q　 just　 ruler・ 　 Young　 Oon

　 Prophet　 Muhammad　 himself

　　further　 remarks:

　 or　 not,　 we　 Unificationists

partners　 in　 all　 those　 things

　 　 　 we　 are　 Godts　 helpers　 in
34

工n　 facts　 the　 Unification　 challenge　 to　 atheism　 and　 to

communism　 has　 made　 Muslims　 and　 Unificationists　 brother

soldiers　 on　 the　 same　 front.　 Now　 if　 we　 want　 the　 entire

world　 to　 have　 real　 faith　 in　 one　 God　 and　 treat　 other　 men

as　 oneTs　 equal　 i.e.,　 if　 we　 want　 to　 estabユish　 Godism　 and

Universalism,　 all　 the　 believers　 in　 God　 must　 work　 hand　 in

hand.　 We　 must,　 as　 quick1Y　 as　 possible,　 1iberate

ourselves　 from　 metaphysical　 and　 theological　 conflicts

that　 result　 fro皿 　　 blind　 or　 dog凪atic　 attachment　 to

doctrines　 and　 rituals,　 and　 instead　 emphasize

communication　 with　 God.　 Through　 interreユigious　 dialogue

and　 mutual　 understanding　 we　 should　 realize　 one　 ideal

world　 of　 peace,　 which　 is　 Godts　 purpose　 of　 creation　 and

the　 common　 ideal　 of　 mankind.　 TodaY、 　 religionists　 from

all　 over　 the　 world　 should　 come　 awaY　 from　 narrowness、

hostilitY、 　 misunderstandingt　 mistrust　 and　 ignorance・

TheY　 should,　 with　 mutual　 respect　 and　 friendship、 　 build　 a
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1

1arge　 lcooperative　 community　 of　 religionsl　 to　 show　 their

religious　 will　 in　 action　 everYwhere　 in　 the　 globe.

　　　Let　 us　 conclude　 with　 an　 instruction　 from　 the　 Guru

Govind　 Singh,　 the　 tenth　 and　 last　 Guru　 of　 the　 Sikhs:

　　　 1`The　 tempie　 and　 the　 mosque　 are　 the　 same;　 Hindu

　　　 worship　 and　 Muslim　 praYer　 are　 the　 same,　 all　 men　 are

difference.ll35

the　 same;　 it　 ユs　 through　 erroneous　 judgement　 that

theY　 apPear　 different.　 AIl　 men　 have　 the　 same　 eYes,

the　 same　 earst　 the　 same　 body,　 the　 same　 build、 　 a

compound　 of　 eartht　 air,　 fire　 and　 water　 ..

Let　 no　 man,　 even　 by　 mistake,　 suppose　 there　 is　 a
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　 The　 Concept　 、of　An　 Asian　 Community

　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　 and

The　 Unification　 of　 Religious　 Movements

In　 View　 of　 the　 正{istorY　 of　 ChondogYo

si-in　 Park

Professort　 Seoul　 National　 University

工.　 A　 Brief　 History　 of　 ChondogYO

ChondogYo　 is　 an　 indigenous　 religion　 of　 Korea.　 　 工t

began　 as　 Donghakt　 East　 StudY.　 　 工n　 this　 caset　 East　 meant

Korea　 with　 regard　 to　 the　 Centerland,　 China,　 and　 Eastern

Learning　 meant　 the　 Korean　 religion　 as　 opposed　 to　 Western

Learningt　 gr　 Christianity.　 Donghak　 was　 founded　 by　 Choi

Jewoo.　 who　 was　 born　 in　 Kyongju,　 a　 city　 in　 the

southeastern　 part　 of　 Korea　 in　 1824.　 Like　 most　 other

boYs　 of　 his　 time,　 he　 was　 brought　 up　 in　 the　 cultural

climate　 of　 Confucianism　 and　 learned　 the　 Chinese　 classics

from　 earIY　 boyhood.　 His　 father　 died　 when　 he　 was　 Young,

and　 at　 the　 age　 of　 thirteen　 he　 became　 a　 Buddhist　 monk　 in

order　 to　 support　 himself.　 Choi　 traveled　 through　 many

parts　 of　 Korea,　 observing　 the　 painful　 condition　 of　 the

agrarian　 populace　 of　 the　 centuries　 old　 kingdom,　 which　 at

that　 tince　 was　 experiencing　 one　 of　 the　 greatest　 crises

in　 its　 historY.

　 　 It　 was　 an　 extreme1Y　 turbulent　 epoch　 for　 countries　 in

East　 Asia.　 TheY　 were　 being　 assailed　 bY　 swarms　 of

expeditions　 from　 Europe　 and　 America.　 　 工n　 Japan,　 the

Tokugawa　 Government　 opened　 its　 ports　 at　 the　 request　 of

Perryls　 black　 ships　 from　 America.　 This　 caused　 the

desertion　 of　 several　 powerful　 local　 lords、 　 who　 then

supPorted　 restoring　 the　 status　 of　 the　 roYal　 famiIY,

which　 for　 centuries　 had　 been　 deprived　 of　 all　 political
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