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ア ジア養蜂研究協会

第 5回アジア養蜂研究協会大会･
第 7回 I
BRA 熱帯養蜂会議
大会決議

蓮資源を流通 させ,蓄積 す るために,最新の情
報技術を用いなければな らない. これによ り,
知識,技 と技術の有効利用が可能 とな り,科学
的研究を促進 し,重要で持続可能 な経済活動 と
しての養蜂の発展 を促す ことができよう. この

1. 第 5回ア ジア養蜂研究協会大会 ･第 7回国

ような進展 は同時 に,あ らゆる ミツパテ種が世

際 ミツバチ研究 協会熱帯養蜂会議 は,本大会開

界の構成要素であ り,環境 と生物多様性 の状態

催 に際 しタイ国政府農業省,チュラロンコー ン

を示す不可欠 な生物指標で もあることを明 らか

大学,およびメー ジョ大学か らの多大な支援 に

に し,理解す るための途 ともなろう.

対 し,深 く謝意 を表す る.また大会運営委員会,
組織委員会をは じめ, このチェンマイに集結 し

6. ア ジアでは各地で多彩 な伝統的, 中間的技

た多 くの人 々の努力 により,本大会が無事開催

術 による養蜂が行われている. これ らの養蜂形

され,成功裏 に終了で きた ことを,心か ら感謝

態が廃れ,貴重 な情報が失 われ る前 に, これを

す る.

記録,確認すべ く努力す る必要がある.

2. 本大会 はア ジア地域が, 特 にその熱帯, 亜

7. 本大会 は, ポ リネークーが地球全体で, ま

熱帯地域 において, ミツバ チ相が きわめて多様

た樽 にア ジア地域 にお け る農業生態系 のなか

で あ る ことを認識 し, これ ら ミツバ チ種 の保

で,重要 な役割 をはた していることを認識 し,

護,保存のために努力を惜 しむべ きでないと決

これを保全,保護,活用す る必要があると考 え

議す る.

る.そこで我 々はア ジア養蜂研究協会の代表が
生物多様性条約会議

(
CBD)と協力 し, ア ジ

3. トウヨウ ミツパテを用 いる養蜂 はア ジア各

アのポ リネー ションに関す る適切 な計画を開始
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で発達 してきた. これ らの養蜂が さらに効率

すべ きであると決議す る.

よ く,よ り適正 な飼養形 態 を兄 いだせ るよ う
に,継続 されるべ きである.そこで,本大会 は,

8.今 日, 世界各地で ミツパテ生産物 を利用 し

1998年 カ トマ ンズで開かれた AAA前 回大会

た産業が発展 しつつある.我 々はよ り多 くの人

で決議 された,｢トウヨウ ミツバ チの保全 と振

が これ らの製品に対 して正 しく理解を深めるこ

興計画｣が継続 され, さ らに発展す るよう改め

と, そのために各国の, また国際的機関が ミツ

て決議す る.

パテ生産物の優れた点 につ いての広報活動を積
極 的 に行 うことをっ よ く願 う.本大会 はさ ら

4. アフ リカ ミツバチ, あるいはアフ リカパテ

に,法的規制 を定める立場 の人々や医学関係者

化 ミツパテを, アジアのいかなる地域 であれ,

が, ミツバチ生産物 の有効性 を裏付 ける科学的

導入することは, きわめて危険な企てであ り,

研究論文 を正 しく認識 し, それ ら製品に対す る

我 々は深刻 に懸念 している.本大会 はどのよ う

規制や表示 について,明確 な事実 に基づ く客観

な レベルであれ, これ らの導入 はなされ るべ き

的危険度分析法を用いることを主張す る.

でないと決議す る.
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