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概　説
　中国の空母計画は、一番艦が完成する前に大きな波紋を十分に

齎しつつある。疑いなく、この開発は中国の国家安全保障政策に

新しい時代の到来を告げるものだ。

　一方、この本は、特定の質問に対して十分に新しい洞察力を示

し、その焦点は、はっきりとより広い知的範囲にある。

　中国の航空宇宙パワーは、以前には西洋の学問が未踏であった

戦略的分野に焦点を置き、中国の航空宇宙開発の包括的な調査を

試みている。

また本書は、これらの開発をアジア－太平洋地域における広大な

海洋戦域にリンクさせ、米軍、特に米海軍に対する結果としての

影響について強調している。

著者について
　アンドリュー・エリクソンとライル・Ｊ・ゴールドスタインは米国海軍大学の戦略研究部准教授であ

り、中国海洋研究所の発起人である。彼らは、「中国、米国及び 21世紀のシーパワー」及び「中国は海

へ進出」を含む幾つかの書籍を共著している。
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　日米ネービー友好協会は、海上自衛隊と米海軍との友好親善及び相互
理解の増進に寄与することを目的としております。なお、活動の重点項
目は次のとおりです。

（1）海上自衛隊と米海軍との友好親善及び相互理解の増進のための活
動及び支援

（2）海上自衛隊と米海軍との緊密な連携及び信頼関係の向上のための
活動及び支援

（3）会の活動状況の広報及び会勢の維持・拡充

（4）会員相互の親睦及び行事への積極的参加の促進

　The purpose of JANAFA shall be to contribute to the promotion of friendship 

and mutual understanding between the Japan Maritime Self-Defence Force 

（JMSDF）and the U.S.Navy（USN）.
　Key items of its activities shall be：

（1）To promote friendship and mutual understanding between the JMSDF 

and the USN,

（2）To promote close ties and a relationship of mutual trust between the 

JMSDF and the USN and to support them,

（3）To advertise JANAFA activities to the public and members and to 

expand its membership,

（4）To emphasize the friendship among its members and to promote their 

participation in JANAFA events.

JANAFAの目的及び活動

Purpose and Activity of JANAFA

　記事の投稿、表紙を飾る写真等の提供を募集しています。会報誌のお問い合わせは、

次の会報班理事にご連絡下さい。
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