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I　understand　 the　 promotion　 of　cul㎞ ・al　illtegration　 in　the　 Balkans

only　 as　a　realization　 of　the　 Un遣cation　 Thought's　 fUndamental　 idea

about　 the　 changes　 in　Histo取Ih　 the　 context　 of　the　principles丘)r　 Unity

of　sciences　 we　 can　 understand　 the　 truth　 of　the　 Unification　 Thought:
"ln　 the　 struggle　 between　 good　 and　 evil　when　 the　 good　 side　 does　 not

fUlly　accomplish　 its　responsabity　 and　 the　eVil　side　Wins　 a　victory,　 then

natUrally　 history　 does　 not　 tum　 tO　a　better　 direction　 but　 is　prolonger

in　its　existing　 direction,　 remaining　 as　it　is.　A危er　 a　specified　 length　 of

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

over　 the　 evil　side..."　 (See:　 Essentiαls(ゾ 〔JnificαtiOn　 Thought,　 1992,　 p.

283).

　 "Historical　 phenomenon　 considered　 by　 many　 scientists　 as　the

most　 important　 thing　 in　the　 world,　 much　 more　 important　 than

the　 civilization,　 humaneness,　 decorum,　 compassion,　 more

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

defines　 the　 nature　 of　the　 modern　 nationalism　 being　 one　 of　its

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

hardly　 find　 study　 or　public　 intellect　 who　 is　flattered　 by　 the

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

obligatory　 definition　 about　 the　 nationalism　 as　 "the　 most

signi五cant　 product　 of　conceptional　 inventions　 during　 the　 19th

centurヅ',　 or　as　 a　cultural　 and　 political　 event　 of　deeper　 histx)ric

roots.

'

AnyWay,　 the　 scientific　 systematization　 always　 looks　 fbr　fbotholds.
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Should　 we　 choose　 H.　 Con's　 expressive　 definitiol1　 "morale"　 or　 the

academic　 cool　 definition　 fbrmulated　 by　 E.　 Geiner　 about　 the　 national.

ism　 as　 "a　political　 principle'?　 It　seems　 that　 the　 second　 definition　 is

preferred,　 because　 many　 humanists　 fall　on　 in　 their　 analyses　 and

systematization.　 Even　 the　 famous　 Erik　 Hobsbaum　 calls　 on　 that

definition　 With　 the　 purpose　 tO　clarify　 the　 mitial　 phase　 in　the　 mOdern

nationalism　 developlnent.　 Both　 authors　 regard　 "the　 principle"　 as　a

rule　 placing　 in　"a　mutual　 correspondence　 of　the　 political　 and　 national

unit".　 That　 means七hat　 each　 person　 should　 experience　 tOwards　 the

state　 unit,　 enveloping　 his!her　 nation　 such　 feeling　 of　political　 duty　 that

remains　 over　 all　the　 other　 social　 duties.　 Ih　case　 of　war　 that　 duty　 must

even　 jump　 over　 the　 duty　 .of　the　 pure　 human　 nature　 (mother　 and

father　 feeling,　 self-preservation,　 love,　 hate,　 etc.)

　 From　 scientific　 point　 of　view　 it　sounds　 somehow　 arid　 and

une】g)ectedly　 pathetic.　 'Ilhe　simpler　 explanation　 forces　 us　tO　perceve　 in

the　m・dern　 uatiOnαlismαncient　 feeting　 Oブ α1br㎜ZCO肌mu醐 肌ixed

with　 the　 deep　 understαnding　 ・f　tαsting　 interests　 in　the　 presentαnd

ωith　 unflαggiug　 interest　 in　the　common　 fttture.

　 Called　 `Act　 of　common　 deed'　 the　 modern　 nationalism　 could　 be

comprehended　 as　 a　community　 of　thoughts,　 of　leading　 principles,

where　 the　 nation's　 target　 has　 as　a　main　 reason　 the　 execution　 of　its

histOric　 mission.　 All　 over　 the　 total　 geographic　 coordmates,　 i.　e.　withn

the　 Balkans'　 narrow　 frame,　 it　remains　 a　spontaneous　 or　 a　wel1-

formulated　 eXpression　 of　social,　 political　 and　 cultural　 movement.

　 The　 traditionalists,　 a　long　 time　 ago,　 draw　 a　deep　 line　 betWeen　 the

civic　(republican)　 and　 ethnic　 (limited)　 nationalism.　 The　 second　 form　 of

the　 modern　 nationalism　 to　which　 many　 classMcations　 pedanticaly

attach　 its　Balkan　 variation　 is　condemned　 in　an　 off-hand　 manner　 as
`おad"　 nationalism

.　Firstly,　 the　 civic　 of　the　 republican　 nationalism

reta血s　 naturally　 the　 reputation　 of　"good"　 nationalism.　 Though　 is　it

possible　 two　 relative　 ethnic　 categories　 to　serve　 as　 a　discrimination

standard　 to　a　complicated　 phenomenon,　 as　is　the　 nationahsm?

　 "The　 good"　 civic,　 republican　 nationahsm　 appeared　 in　the　 world　 as

early　 as　 the　 17th　 century　 and　 was　 completely　 approved　 in　 19th

century　 and　 called　 a　long　 time　 ago　 "century　 of　the　 nationalism".　 It　is

ascribed　 to　the　 states　 and　 societies　 belonging　 to　so　call　Atlantic　 belt

(England,　 the　 Netherlands,　 France,　 Spain　 and　 Portugal).　 The　 histoly

is　very　 generous　 towards　 the　 nationalism,　 because　 here　 fbr　the五rst

timethesovereigntyistransferredfrommonarchyandnobleestatetO

the　 people.　 "The　 Good"　 nationalism　 crystallized　 during　 the　 people
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struggles　 against　 its　eli恥,　 tO　Win　 itS　political　 fセeedom,　 to　transfbr皿

each　 individual　 into　 a　citizen.　 Indeed,　 the・people　 supreme　 power

means　 its　consolidation　 and　 nation　 that　 directly　 takes　 part　 in　the

govemment.

In　 the　 statesf士om　 the　 Atlantic　 belt　 the　 modern　 nationalism　 is

transformed　 intO　 a　leading　 ideology　 for　democratic　 changes　 -　either　 in

direction　 towards　 a　republican　 government,　 or　 oriented　 to　 a

parliamentary　 or　 constitutional　 monarchy,　 but　 always　 at　 the

necessary　 volume　 of　obtained　 citiZenship　 freedom.　 In　 that　 case　 the

state　 arises　 bef()re　 the　 nation　 and　 the　 nationalism,　 but　 subsequently

thenationalismservesasapoliticaldoet血e　 to　the　 state　 consolidation

and　 development.

　 "The　 Bad"　 or　 the　 ethnic　 nationalism　 in　 the　 Southeast　 of　the

Balkans　 has　 a　dificUlt　 histOrical　 doom　 tO　arise　 a　century　 later　 i.　e.　in

18th　 century・ 　Its　state　 cradle　 is皿enviable-it　 is　rotten ,　tyrannical　 the

oriental皿derdeveloped　 OttOman　 Empire.

Tん ・b磁 α肋 励nαli・mω α・b・ ・η 舳 ゐeω ・励 ・fα ・オ・αη9・,

politicα1,religtOUSαnd　 ethnicαlsystem.

　 That　 is　why　 the　 Balkan　 nationalism　 is　directed　 to　 a　political

emancipation　 from　 the　 sultan　 power　 to　its　 own　 national　 state

f()undation.　 Then　 is　there　 any　 reason　 that　 the　 first　 Balkan

intellectuals　 working　 in　 a　political　 underdeveloped　 milieu,　 from

political　 and　 social　 point　 of　view,　 to　think　 first　 about　 the　 citizen's

rights,　 to　nourish　 in　their　 compatriots　 mind　 and　 actions　 a　"good"

citizenship　 nationalism?　 Their　 main　 target　 was　 to　 defend　 their

ethnical　 society　 in　the　 struggle　 fbr　 a　decisive　 and　 unconditional

elimination　 of　the　 fbreign　 domination.　 Consequently　 as　far　back　 as　its

appearance　 du血gtheRenaissance,theBalkannationalismdiffeing

from　 the　 West　 European　 analogue　 was　 fbrced　 by　 the　 historic

conditions　 to　construct　 a　nation,　 firstly,'　as　 a　foundation　 and　 later　 to

bUild　 the　 fUtmre　 state　 `1)uildmg".　 In　both　 cases,　 at　the　``good"　 and　 `1)ad"

nationalism　 as　Hobsbaum　 asseverated,　 "the　 nationahsm　 precedes七he

nations-nations　 do　 not　 create　 states　 and　 nationahsm　 -　 it　occurs

exactly　 the　 opposite".　 At　 the　 daybreak　 of　its　histohc　 life　the　 Balkan

nationalism　 has　 no　 fUture　 outside　 the　 ethnical　 manifestation,　 alld　 it

was　 unavoidable　 tO　conflict　 With　 the　 goveming　 ethnos　 in　the　 OttOman

Empire.　 The　 enslaved　 Southeast　 part　 of　the　 Balkans　 in　 18th～19th

centUry　 apPropriated　 by　 ``the　p]rincipal　 of　the　 nationalitゾthat　 guided

ineVitably　 tO　confrontation　 among　 the　 peoples.　 Here　 "the　 p血ciple　 of

the　 sovereignty"　 could　 not　 be　 applied　 because　 of　ideologica1
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abandonment,　 10w　 political　 culture　 and　 as　 a　result　 of　a　geographical　 `

remoteness.　 Namely　 in　the　 West　 this　 principle,　 after　 the　 European

revolutions　 and　 mostly　 after　 the　 French　 revolution　 transferred　 the

sovereignty　 from　 the　 monarchy　 upon　 the　 community　 and

transfbrmmgthepeoplemtocit立ens.

The　 baLhαn　 chrtstiαnnαtionαttsrrz　 under　 the　 ottorrtαnαuthority

COntαinedμnCOndit乏()nαlCOηStrUCtiUeαndemOtionαt亡hl℃(l　 nOt　 beCaUSe

it　was　 after　 the　 collapse　 of　the　 hatred　 fbreign　 state　 system,　 but

because　 it　was　 d丘ected　 to　establish　 a　state　 fbr　a　correspondhlg　 nation.
"The　 nationalism　 was　 bom

,　develops　 and　 exists　 among　 opponents"

somebody　 has　 cried　 out.　 ih　West　 Europe　 the　 opponent　 of　"the　 good"

nationahsm　 is　"an　 intem　 one"　 by　blood　 and　 religion　 (the　 monarch,　 the

arist㏄racy　 of　the　 capital　 city,　the　 local　 feud).　 In　 Southeast　 part　 of

Europetheenemyof"thebad"nationalismisanouteronebyethnical

origin　 and　 religion　 (the　 Sultan,　 the　 Govemment　 in　Istanbul,　 the　 l㏄al

govemment).　 But　 along　 the　 Atlalltic,　 on　both　 sides　 of　the　 Balkan,　 the

national　 consciousness,　 as　 a　rule,　 becomes　 nationalism　 when　 it　is

directed　 to　"fbrmation　 of　such　 a　state　 organization　 where　 the

釦 ㎜a廿on,　 umited　 by　 that　 comparison,　 or　group　 govems飢d　 occupies

the　 state　 mechanisIn　 levels".

　 According　 to　 the　 definitions　 and　 taxonomies　 applied　 to　the

predicate　 `おad"　 conceming　 the　 Balkan　 nationalism,　 it　piles　 up　 the

a(ljective　 ``irrational"　 in　distinction　 from　 the　 "rational"　 and　 "realistic"

West　 European　 nationalism.　 It　mitiates　 from　 the　 fact　that　 around　 the

Atlantic　 belt,　 the　 absolute　 rulers　 have　 already　 established　 and

centralized　 the　 state;　 the　 nationalism　 and　 the　 nation　 both　 start

searching　 their　 state　 ``shelr'.　 Consequentl)弓along　 the　 Seine　 or　The

Themes,　 in　the.　 Dutch　 lowland　 or　on　 the　 Pyreneans,　 the　 nationahsm
"reahstical1ゾtook　 into　 consideration　 the　 requirements　 of　the　 epoch

,

and　 Without　 any　 reservation,　 trusted血common　 values　 as　a　result　 of

the　 Christianity,　 the　 Renaissance　 rationalism　 and　 the　 belief　 in　the

common　 hu　 nanldnd.

1t　is　true　 thαttんebαlhαnnαtionαtism,　 permαnentlyαnd　 in　tt's

essence　 irrationαL,　 ts　feeded　 mp　 6y　 myths　 from　 tんepαstαnd　 dreαms

αbout　 the　fitture,

　 Some　 other　 fact　 is　true,　 too.　Each　 Balkan　 nation,　 at　the　 end　 of　19

century　 and　 at　the　 beginning　 of　the　 20th　 century,　 carried　 on　 the　 ``the

bad"　 nationalism　 wings,　 strives　 to　estabhsh　 and　 develops　 a　state　 that
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incorporates　 the　 whole　 ethnic　 community.　 Besides　 the　 state　 is

perceived　 in　 those　 borders　 that　 mark　 the　 power　 zenith　 of　the

respective　 nation　 du血g　 the　 middle　 Ages.

　 The　 Surbes　 take　 into　 consideration　 Stephen　 Dushan　 Great

Kingdom.　 The　 Greeks　 possess　 in　a　historic　 remmiscence　 arsenal　 the

prepared　 model　 fbr　"megah　 idea",　 i.　e.　Byzantine　 Empire　 restOration.

The　 Bulgarians,　 With　 nostalgia,　 tum　 their　 eyes　 backWard　 tO　the　 epoch

of　tzar　 Simeon　 the　 Great　 and　 Tzar　 Ivan　 Assen　 Second.　 The

Rumanians　 go　much　 more　 far　in　their　 maXimalistic　 memories　 _　 to

the　Danube　 `flimes"　 during　 the　Emperor　 [[beajan.

　 The　 TUrks　 do　 not　 need　 such　 a　long　 stroll　 in　the　 past,　 because　 the

histOric　 souvenir　 of　the　fearfUI　 OttOman　 Empire　 is　still　alive.　 Even　 the

Albanians　 take　 their　 eyes　 With　 diMcUlty　 off　the　 romantic　 shadow　 of

their　 national　 hero　 Skenderbeg　 who　 revolted　 his　 small　 state　 against

the　 assaults　 of　the　 Ottoman　 Empire.　 Over　 the　 limited　 Balkan

Peninsula　 geopolitical　 area,　 smaller　 than　 the　 State　 of　Texas,　 it　is　a

poli七ical　 absurd　 all　those　 maximalistic　 ideas　 to　be　 realized.　 After　 the

independent　 states　 fbundation　 in　the　 South　 Eastern　 part　 of　Europe

the　 very　 same　 ideas　 put　 on　 the　 prov㏄ative　 cloak　 of　aggressive　 pan-

state　 doctimes.　 Even　 today　 the　 `bad"　 Balkan　 nationalism　 seems　 to

remain　 tinned　 on　 the　 step　 of　the　 past,　 when　 it　should　 be　 bUilt　 self-

confidence　 in　the　 indiViduaI　 and　 social　 consciousness.　 In　 the　 past　 of

the　 Balkan　 peoples　 each　 people　 has　 right　 tO　give　 and　 take.　 That　 past

trans鵬m　 the　 present　 revenge-seekmg　 impulses　 and　 it　tums　 intO

history　 that　 5kills'.　Then　 the　 Italian　 scientist　 Prof　 Francesco　 Guido

has　 right　 When　 he　 reasons　 over　 the　 thesis　 ``the　past　 does　 not　 past"　 in

its　Balkan　 pr()jection:　 "Euzopus　 and　 Fedora　 both　 realized　 and　 said

many　 centuries　 ago:　 "lf　you　 were　 not　 the　 person　 who　 insulted　 me　 that

was　 your　 father　 for　sure"　 said　 the　 wolf　 to　the　 lamb　 and　 what　 exactly

did　 succeed　 from　 those　 worlds　 we　 all　know.. .　On　 the　 Balkans,　 for　pity,

the　 "1amb"　 and　 "the　 wolf　 often　 change　 their　 part ,　but　 they　 both司ways

forget　 their　 preVious　 Victims'　 existence..."

Why　 the　 balkαnnαtiOnCttism　 still　C・ntinues　 to　be　"bαd!y"implanted

inthepαSちt・ 　obtain　 impulses　 fr・m　 the　historicαlromonticbreαtん αnd

t・sendfr・mthehist・rym・st・ 拠pr・V・Cαtive　 sigαnlS　 ・f　the　　reveuge

αndnαtiOUαl　 ternitorゼ α1.

　 Here　 is　a　question　 that　 raises　 many　 answers.

The　 Balkan　 nationalism　 partly　 carries　 deformed　 characteristics　 of

one　 tardy　 social　 and　 psychological　 arrangement　 in　histOric　 plan.　 Since

almost　 a　century　 after　 the　 West　 European　 nationalism　 was　 bom,　 it



was　 inser七ed　 in　the　 peninsula　 people's　 mental　 structure.　 Since　 we　 all

eXperienced　 the　 historic　 life　on　 the　 old　 continent,　 each　 abandonment

in　one　 or　another丘eId　 of　the　 social　 and　 political　 existence　 engenders

copies　 that　 di舵r丘om　 the　 odginaL　 The　 Italian,　 ("rerrnan　 and　 Middle

European　 nationalism　 that　 chronologically　 deViate　 from　 the　 Atlantie

belt,　 demonstrate　 in　their　 development　 a　similarity　 to　its　Balkan

analogue　 defbrmations:　 romantic　 populism　 in　 the　 nationalistic

ideology　 coming丘om　 the　 existed　 maximum　 ambitions　 in　the　 past,

aggression　 because　 of　the　feeling　 of　histOric　 and　 political　 fUユstration.

　 `The　 exaggerated　 support"　 in　the　 past　 is　very　 often　 the　 source　 of　the

contemporary　 self-confidence　 at　obserVing　 the　 Balkan　 nationalism.

Wehavenoright加blamethepeople丘om　 the　 South　 Eastem　 Europe

f()r　that　 `1)adlゾstare　 in　the　 past,　 because　 their　 present　 living,　 very

ofぬn,　 is　unhappy　 and　 their　 fUture　 days　 are　 wrapped　 -　 in　fog.　At

present　 the　 modem　 Westem　 nationalism　 is　built,　 not　 at　all,　on　 the

historic　 glor)乙Its　 bearers　 stare　 at　the　 present　 and　 future　 at　 one

prosperous　 state　 and　 optimistic　 nation.　 They　 are　 looking　 fbr　 the

criteria　 of　national　 and　 state　 achievements　 into　 the　 present　 day

panorama,　 comparing　 them　 with　 the　 conception　 of　common　 to　all

humankind　 significance.　 Using　 that　 method,　 they　 add　 them　 to　the

accumulated　 self-confidence　 fセom　 the　 past　 and　 to　the　 expectations

from　 the　 fUture.　 Thus　 the　 nationalism　 changes　 in　a　characteristic

feature　 of　national　 health　 and　 feeding　 at　the　 same　 time　 the　 healing

impulses　 to　interrupt　 the　 bad　 traditions　 from　 the　 past.　 However　 on

the　 BaU(ans　 narrow　 geopolitical　 space　 the　 borders　 between　 the　 states

and　 the　 nations　 do　 not　 coincide　 and　 could　 not　 coincide.　 Here　 comes

one　 of　the　 answers　 to　the　 most　 asked　 questions:

Is　it　non-liberαZ　 in　oneself　 ``the　bed"　 ethnic　 natioualism　 in　the　south

eαst　ofe脚pe.

Within　 the　 historic　 changes　 on　 the　 Balkan　 region　 crossroads,

shaken　 down　 by　 invasions　 and　 historic　 dislocation　 -　the　 nationality

mosaic　 is　so　 motley　 that　 each　 state　 posse　 its　minorities,　 its　own
"extemal"　 compatriots　 within　 the　 neighbors'　 territorial　 land

.　That　 is

why　 the　 Balkan　 nationalism　 always　 faces　 the　 ghost　 or　the　 real

neighbor's　 danger　 that　 threatens　 the　 integrity　 of　your　 own　 state　 with

the　 presence　 of　its　own　 national　 minority　 within　 it,　or　it　threatens

your　 nation　 integrity　 with　 its　own　 policy　 of　assimilation　 and　 is　in

pursuit　 of　your　 national　 mlnority　 being　 Within　 its　own　 borders.　 It　is

logical　 then　 that　 each　 national　 movement　 exercises　 the　 liberal

principles　 Withn　 its　own　 people's丘amework,　 but　 it　is　not　 disposed　 to一
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exercise　 them　 towards　 the　 national　 minorities　 within　 its　 state

borders.

　 That　 is　the　 source　 of　signals　 of　those　 who　 violate　 the　 freedom,

authoritarism　 towards　 the　 other　 nations　 and　 national　 minorities.

[[lhat　is　the　 same　 source　 of　frequent　 international　 conflictS　 among　 the

Balkan　 states,　 conflicts　 used　 by　 the　 Great　 powers　 fbr　 their　 own

strategic　 interests.　 It　is　always　 the　 same　 source　 of　the　 historic

memories　 that　 get　 back　 to　sorrow　 reputation　 of　the　 Balkans　 as　the
"powder -magazine"　 of　Europe .　All　 things　 considered,　 the　 conception
``Balkanization"　 obtains　 a　sad　 popularity

,　and　 it　is　comprehended　 as　a

synonym　 of　a　permanent　 division　 and　 confrontation　 under　 the

pressureofeXteriora皿d　 outside　 the　Ba】[kans　 forces　 and　 factOrs.

　 But　 today　 the　 Balkan　 nationalism　 generates　 and　 reproduces　 on　the

social　 stage　 not　 only　 as　a　result　 of　a　historic　 accumulation.　 It　reaches

to　one　 con且ict,　 intemal　 and　 outer,　 1.　e.aprojection　 thanks　 to　the

political,　 social　 and　 economic　 instability,　 as　 a　main　 characteristic

feature　 in　South　 East　 of　Europe　 situation　 fbr　more　 than　 ten　 years.

The　 war　 in　Bosnia　 still　proves　 that　 the　 nationalism　 "the　 working"

places　 are　 there,　 where　 a　chsis　 of　a　unsatisfied　 eXistence　 or　is　due　 to

exaggerated　 self-confidence.　 When　 the　 emotional　 Balka皿nationalism

falls　into　 populists'　 political　 party　 leaders'　 hands,　 it　could　 blow　 up　 an

entire　 region.　 Old　 ambitions　 are丘red　 up,　 unhealed　 wounds　 are

reOpened,　 dOUbtfUl　 allieS　 are　 mythOIOgiZed　 and　 all　Of　them　 are　 inCited

against　 problematic　 enemies.　 The　 Balkan　 nationalism　 comes　 out　 of

the　 bottle　 as　an　 evil　ghost　 and　 there　 is　no　 fbrce　 to　get　 it　back.

That　 is　how　 the　 Ba正kan　 nationalism　 generates　 and　 develops　 as　 a

constructive　 hope　 and　 as　a　reducing　 conception.　 ``(k)od"　 or　`1)ad',　it　is　a

fit　of　energy　 fbr　the　 entire　 nation　 to　construct　 or　it　is　a　nourishing

milieu　 for　 doubtfUl　 political　 combinations,　 it　is　an　 honest　 aspiration

fbr　 a　complete　 national　 identification　 or　an　 ill-intentioned　 feeding

ambition　 for　dominating　 over　 the　 others.

No　 matterωhα ポ`bed　 of　precrust"ωe　 use　 to　Lay　 this　 "ct・ubLe-faced

VαnUSS",　 btttωeshould　 not　 forget　 thαtαccordtng　 to　ho6sbαum
"nαti・nαtism　 requires飢eeccessive彦y　 t・・　much　 c・nftdence　 in　such

thtngSωhich・bviouslyαrera)tcorrect・

　 Over　 the　 last　 decades　 of　the　 20th　 century,　 the　 historical　 process　 fbr

unidng　 Eurol)e　 has　 developed.　 The　 isolation　 of　certai皿states　 on　 the

European　 continent,　 especially　 from　 its　 southeastern　 part,　 is

impeding　 the　 integrating　 processes,　 which　 are　 under　 way　 at　all,　levels

in　the　 spheres　 of　politics,　 economics,　 science　 and　 culture.　 These　 are,
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ineVitably,　 sprouting　 in　the　 entire　 Balkan　 community　 of　peoples　 tOo　in

the　 shaping　 of　a　new,　 modern　 and　 European　 Balk葛 酌s,　 which　 is

undergoing　 the　 process　 of　regiona1,　 Mediterranean　 and　 European

integration　 and　 co-operation.

The　 great　 scientific　 potential　 that　 the　 Balkan　 universiUes　 at　the辻

disposal　 will　 be　 engaged　 to　frame　 the　 substance　 of　a　new　 Balkan

integration　 and　 linkage,　 revealing　 all　the　 varieties　 of　their　 mutual

sbipUlabion　 of　the　 following　 priorities,　 i皿particular:

1.　R(igionαlcooρerαtft)n一 皿ie　 enhancement　 and　 intensdication　 of

regional　 cooperation　 in　economics,　 science,　 technology,　 development

of　the　 infrastructure,　 protection　 of　the　 environment,　 arts,　 sports,

health,　 tourism,　 fbr　the　 creation　 of　a　new　 European　 Balkans.　 It　is　m

our　 hands　 today　 to　set　the　 preconditions　 of　liVing　 under　 the　 principles

of　humanity　 and,　 based　 on　 these,　 tO　kmdle　 the　 spirit　 of　the　 Balka　 ls'

creative　 potential.

2・　Sctentjficαnd　 technicαljntegrαtion　 -　 Environmental,　 energy,

transport,　 biotechnological　 and　 information　 technology　 integration　 in

the　 Balkans　 as　 a　prerequisite　 fbr　a　sustainable　 development　 of　the

region,　 based　 on　intensifying　 joint　 research,　 estabhshmg　 a　network　 of

regional　 research　 centres,　 sharing　 of　 scientific　 and　 technical

information,　 and　 establishng　 regional　 scientific　 journals.

3.Sゆ 醐08伽ce　 囁eB螂co皿tries'　 govemments　 shoUld

enhance　 their　 support　 f()r　scienti丘c　 developments,　 in　defining　 the

fUndamental　 directions　 of　economic,　 social　 and　 cultural　 priorities　 of

their　 countries　 and　 fbr　the　 refbrms　 needed　 to　meet　 the　 conditions　 alld

standards　 fbr　integration　 into　 the　 European　 Union.　 A　 stronger　 EU

financial　 support　 is　needed　 fbr　the　 scientific　 development　 and　 fbr

bringing　 tOgether　 the　 scientific　 resources　 in　counthes　 of　the　 Balkans,

and　 fbr　 integrating　 them　 into　 collaborative　 and　 European　 and

illtemational　 scienti五c　 and　 research　 activities.

4.　Joint　 legistαtiOn　 -　 All　 the　 Balkan　 cou皿tries　 have　 entered　 the

new　 millennium　 with　 an　 acceptance　 of　the　 principles　 of　the　 rule　 of

law.　 However,　 the　 constitutional　 s七andards　 and　 norms　 and　 the　 social

realty　 and　 application　 differ　 considerably　 Starting　 out丘om　 the　 thesis

that　 only　 by　 the　 rule　 of　law　 can　 the　 clash　 of　illterests　 among　 people,

social　 groups,　 nations　 and　 states　 be　 solved,　 we　 believe　 that　 the

precondition　 fbr　 a　peaceful　 and　 advanced　 Balkan　 lies　in　 the　 strict

application　 of　the　 principles　 of　the　 rule　 of　law　 as　 a　starting-point

within　 and,　 further,　 between　 the　 Balkan　 countries　 within　 the

丘amework　 of　the.　 European　 Union　 and　 beyond.　 Consistency　 with　 the

European　 legal　 system　 will　 also　 create　 in　equal　 minority　 rights　 in　the

Balkan　 countries.
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5.Aneωculturαlideα 一The　 promotion　 of　cultura1血tegration血

the　 Balkans　 and　 a　new　 cultural　 dialogue　 by　 leaving　 behind　 the

nationahsms,　 which　 have　 contributed　 to　the　 partition　 and　 aggressive

and　 exclusive　 contamination　 of　the　　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　　 　 Balkans;　 and　 by　 cherishing

maximum　 tolerance,　 understanding　 and　 respect　 f()r　the　 other,　 the

neighbor,　 and　 humanity　 in　general.　 This　 is　not　 -　 only　 a　moral

obligation,　 but　 also　 a　lastmg　 prerequisite　 fbr　the　 development　 hlto　 a

cultural,　 scient茄c　 and　 political　 cooperation　 among　 PeoPles,　 which　 at

the　 moment　 is　an　 indispensable　 need　 of　the　 peoPles　 of　the　 Balkans,

still　highly　 overburdened　 with　 mutual　 mistrust.

6.0ひercomingthehistoriCαZbαllαst　 -　 One　 of　the　 crucial　 factors　 fbr

stabilization　 'lrfi]helBalkans　 is　the　 need　 to　create　 a　climate　 fbr　the

affirmation　 of　political　 collaboration,　 the　 entrance　 into　 the　 modern

world　 of　the　 21st　 centu嘔,　 and　 the　 rational　 surmounting　 of　the　 ballast

丘om　 the　 past,　 based　 on　critical　 historical　 analyses　 and　 the　 building　 of

political　 responsibility　 on　 the　 principles　 of　a　liberalized　 democracy,

丘ee　 political　 discourse　 and　 through　 an　 educational　 system　 which　 will

be　 multicultural　 and　 beyolld　 narrow　 ideological　 imperatives.　 Let　 us

say　 "farewe11"　 to　the　 current　 `balkanization",　 and　 look　 at　the　 BaU(an

peoples　 as　 an辻Lseparable　 part　 of　Europe.Ihope　 that　 the　 dynamic

actiVityofUnificationMovementintheBalkanswillhelpustoαffirm

this　tIlle　and　 blessed　 by　 (it()d　position!
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