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Chief Designer Yang Wei: China Developing 6th Generation Fighter
In a late February or early March 2017 state television interview, fabled former Chengdu Aircraft Corporation J-20 designer Yang Wei
reportedly says that China is developing a 6th Generation fighter, using new materials, new weapons, new engines. Yang says its shape
will be “beyond the imagination.”
During a 3 July 2017 “Future Air Combat” conference in Beijing, organized by the China Command and Control Association, Yang
predicts Chinese next gen fighter tactics will rely more on Artificial Intelligence (AI).
In October 2016 there are rumors Yang was fired, but it emerged that he was appointed Deputy Director of the Technology Committee of
the Aviation Industries Corporation of China (AVIC). This appears to be a promotion, perhaps where he will be better placed to
coordinate or lead the design of China’s 6th Generation fighter.
In October 2016 the U.S. Missile and Space Intelligence Center (MSIC) in Huntsville, Alabama, speculated on the direction of China’s 6th
Generation fighter effort (left image). As the chart notes, China is very interested in Adaptive Engines, hypersonic weapons and advanced
information systems for combat aircraft.

Order of Battle 2020: 2014 Estimate of PLA Modern Combat Aircraft by 2020
Asian Government Source from 2014 as relayed to author:
Six year growth estimate from 2014 sees over 50 percent growth in modern 3+, 4 th and 4+ generation combat aircraft.
Decline in Su-27SK offset by increase in Su-35SK, perhaps to 48 for two Regiments.
Twin seat J-16 becomes the dominant Shenyang product.
Production of Chengdu J-10C succeeds J-10B.

2014 Asian Government Estimate of Chinese Combat Aircraft Growth

Xian JH-7A strike fighter production continues.

Type of Combat Aircraft

2014

2020

Xian H-6K production increase to include PLA Naval Air Force.

Sukhoi Su-30

96

96

It is likely that the PLA may exceed these estimates by 2020.

Sukhoi Su-27

70

28

Sukhoi Su-35
Shenyang J-11A/B

24
230

Shenyang J-16
Chengdu J-10

390

100
220

Chengdu J-20

400

24

Xian JH-7/7A

200

320

Xian H-6

130

180

TOTALS

946

1,562

Order of Battle Estimates to 2030
A 2016 paper, “Darkening Skies: Growing Aerial Threats to Japan,” estimates a near 100 percent growth in modern combat
fighters during the five years between 2015 and 2020.

This estimated rate of growth declines after 2020 but still sees 500 more fighters alone added during the 2020s.
After 2020 there will likely be a steady increase in the numbers of 4+ and 5th generation fighters. An unconfirmed December
2016 Hong Kong newspaper report noted that China could build up to 500 of the J-20 5th Generation fighter alone.

Sukhoi Su-35SK May Replace Some Legacy Su-27SK Fighters
Between 1992 and 2000 the People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) acquired 36 Sukhoi Su-27SK fighters and 40 twin-seat Su-27UBK trainers.
One Asian government source expects their number to fall from 70 to 28 by 2020. While aging and obsolete, these fighters gave the PLAAF its first
experience in flying and maintaining a modern 4 th Generation fighter with offensive Beyond Visual Range (BVR) missile capability.
After a protracted period in which the Putin Government decided to overlook China’s theft of the Su-27, Su-30MKK and Su-33 designs and seek
renewed combat aircraft sales, a sales contract for 24 Su-35SKs was reached in November 2015, with deliveries commencing in December 2016.
There are unconfirmed reports that the PLA may purchase as second Regiment of 24 Su-35SKs.
In the Su-27SK, the PLAAF will gain its first “supermaneuverable” fighter due to the axisymetric vector thrust nozzles of the Saturn AL-41 turbofans.
The PLAAF will also gain insights into its Tikhmirov NIIP Irbis 300km range Passive Electronically Scanned Array (PESA) radar and its optical
sensors. Not yet clear if it will be enabled to use Chinese weapons. A new Russian Helmet Mounted Display (HMD) revealed in 2016 could
eventually upgrade the Su-37SK.
One important and enduring legacy of China’s purchase of Russian Sukhoi fighters has been its access to 1,000 to 2,000 Saturn AL-31F turbofans
which have also powered authorized and unauthorized copies of the Su-27 and most Chengdu J-10 fighters. The PLAAF has its own maintenance
depot, with reports it has been able to extend AL-31 service life. China has long been pressing to obtain larger numbers of the Saturn AL-41 engine
and after years of hesitation, there are indications that Russia may start selling the AL-41 to China.

Xian Aircraft Corporation (XAC) Fighter Bomber, JH-7A
The XAC JH-7/JH-7A remains a numerically important PLAAF and PLA Naval Air Force (PLANAF) strike fighter, which an Asian government
source expect will grow to over 300 in number by 2020.
The JH-7/JH-7A currently equips 6 PLAAF Regiments and 5 PLANAF regiments. It can be armed with current Chinese precision guided
munitions, long range land attack missiles and anti-ship cruise missiles. Some JH-7s and JH-7As are seen equipped with electronic counter
measures (ECM) pods to perform electronic escort or possibly Suppression of Enemy Air Defense (SEAD) missions.
The JH-7A was made successful largely because of Britain’s 1998 decision to sell Xian the ability to co-produce the 9.8 ton thrust Rolls Royce
Spey Mk202 turbofan, called the Qinling by Xian. China had tried unsuccessfully since the 1960s to copy this turbofan. An improved 10 ton
thrust version may be under development.

The JH-7A’s weight and performance is similar to the U.K’s F-4K Phantom, also powered by the Spey turbofan.
Unofficial Chinese reports indicate that the Shenyang J-16 may be replacing the JH-7/JH-7A, after an improved stealthy version by Xian was
rejected by the PLA. In addition, in 2013 CAC Chief Designer Yang Wei co-authors an academic paper proposing a stealthy attack variant of
the J-20 fighter, but its status is not known publicly.

Shenyang Aircraft Corporation (SAC) Part 1: J-11A, J-11B and J-11D
By 2004 it becomes clear to Sukhoi that SAC is not going to complete kit-based co-production of the J-11A due to the emergence of the
J-11B with a Chinese made engine and electronics. Both J-11A co-production and J-11B development are difficult transitions for SAC
but it is now building seven single and twin-seat variants of the Su-27 design. An Asian source estimates that close to 400 J-11As and J11Bs for the PLAAF and PLANAF could be produced by 2020.
J-11A: Up to six Regiments equipped with J-11A, which utilizes the Saturn AL-31 turbofan and Russian subsystems.
J-11B/BS: Six PLAAF and three PLANAF Regiments use the J-11B. The three PLANAF Regiments are based on Hainan Island in the
South China Sea. Most of these use the Shenyang-Liming WS-10A turbofan and may rely on Ukrainian made subsystems. The J-11B
also uses Chinese made Air-to-Air Missiles (AAMs) and ground attack weapons.

J-11D: Advanced single seat version emerges in 2015, equipped with AESA radar, possible WS-10B turbofan, refueling probe, extra
hardpoints for 12 AAMs. However, program is believed to have been suspended as the PLA decides whether to emphasize twin-seat J16 with same equipment or purchase more of the comparable Su-35SK. One Chinese source gives the J-11D a 40 percent chance of
being adopted.

Shenyang Part 2: J-16
The J-16 strike fighter may prove to be SAC’s most important product for the next decade, especially if it is slated to replace
the Xian JH-7/JH-7A family. An Asian government source expects 100 J-16s to have been produced by 2020, but this may be
optimistic. But if it replaces the JH-7 and Su-30MKK the total could reach 400.
Outwardly similar to the twin-seat Su-30MKK, the J-16 utilizes Chinese electronics, weapons and the WS-10A of WS-10B
turbofan. A second production batch may feature an AESA radar. It may intended to give the PLA a less expensive 4+
generation strike fighter.
By early 2016 at least two prototypes of a dedicated electronic warfare version, called “J-16D” were reported flying. This
version features wing-tip ECM pods similar to the U.S. F/A-18G and has its Infrared Search and Tracking (IRST) system
removed to make more room for electronics.

Shenyang Part 3: J-15 and Developing Carrier Air Wing
While the rebuild CV-16 Liaoning carrier is expected to perform training missions, the second Type 001A “ski jump” carrier launched on 26
April 2017 may be the PLA Navy’s first dedicated combat carrier. It may carry 15 to 20 Shenyang J-15 fighters and some CHAIG Z-8
helicopters modified for Airborne Early Warning (AEW) and Anti-Submarine Warfare (ASW) missions.
It is expected that future carriers will utilize Catapult Take Off But Arrested Recovery (CATOBAR) systems. The Type 002 flattop carrier may
utilize a steam catapult launch system, but the PLA Navy is already testing an electromagnetic launch system (EMALS) at its training base at
Huangdicun.
Having produced about 30 J-15 ski-jump compatible fighters Shenyang may be moving on to a second batch of 30 more capable J-15B versions,
that likely will have an AESA radar and perhaps the more powerful WS-10G/H turbofan. Unofficial reports say J-15B expected in two years;
armed with PL-10, PL-15 and YJ-12. At least one J-15 has a nosewheel modified with a catapult bar; may be as capable as J-15B, called J-15T
or J-15C. An electronic warfare version of the twin-seat J-15S may emerge. So far, J-15 powered by AL-31F.
The CATOBAR carriers are also expected to have a fuller carrier air wing with dedicated support aircraft. Mockups of a small twin-turboprop
powred Airborne Warning and Control System (AWACS) aircraft, called KJ-600, can be seen on a land-based training “carrier” in Wuhan. This
platform could also form the basis for ASW and Electronic Intelligence (ELINT) aircraft.
The PLA Navy may have up to six carriers by the 2030s. Longstanding rumors/reports of carrier variants of FC-31 and J-20.

Chengdu Aircraft Corporation (CAC): J-10A, J-10B and J-10C
An Asian government source estimates that the PLA will have 400 of the CAC J-10 family by 2020. Originally intended to use the WS-10A
turbofan, delays have forced CAC to use the unique Russian Saturn AL-31FN turbofan but at some point the WS-10B turbofan could be
employed. Based on the Shenyang-Chengdu J-9 canard design from the 1960s, the J-10 design evolved to incorporate Israeli and Russian
influences.
J-10A: Used by nine PLAAF Regiments and one PLANAF Regiment. Comparable in performance to the U.S. F-16, it offers 4th Generation
capabilities and many are equipped with refueling probes, and also used new Chinese AAMs like the PL-12 and new PGMs.
J-10B: This variant equips five PLAAF Regiments. Emerging in 2009 the J-10B uses a redesigned DSI air intake, a reported Passive
Electronically Scanned Array (PESA) radar and an Infrared Search and Tracking (IRST) system atop the nose. It may also use the more
powerful Saturn AL-31-M1 turbofan. New racks enable carriage of 4 PL-12 AAMs plus 2 PL-8 short range AAMs.

J-10C: After production of about 100 J-10Bs, by 2013 production started shifting to the J-10C, equipped with an AESA radar, perhaps the more
powerful AL-31FN Series 3 turbofan. Recently seen with the new PL-10 short range AAM and the PL-15 (?) medium range AAM, it may
already equip one training and one combat Regiment. A reported J-10D may utilize the WS-10B or WS-10G turbofan and use conformal fuel
tanks on the upper fuselage.

5th Generation Programs: CAC J-20 and SAC FC-31
China’s 5th Generation fighter program benefits from foreign influence and espionage, but proves China has mastered AESA radar, long-range
Distributed Aperture System (DAS) sensors; glass cockpits and data links; stealth shaping and coatings; internal weapons carriage; but remains
challenged to develop necessary engines.
CAC J-20A: After about 8 prototypes beginning in 2010, Low Rate Initial Production (LRIP) examples appear in 2016 of this estimated 37 ton
fighter. Up to three production lines may be formed at CAC. Advanced prototypes reportedly score 10:1 in exercises against J-11 and J-10
fighters. On 24 Decemeber 2016, Hong Kong’s Ming Pao reports that 100 J-20A versions could be produced, powered either by Saturn AL-31FM1 or Shenyang-Liming WS-10B. An expert in this report estimates this first 100 could be produced in three years.
J-20B: This version reportedly will utilize the 15+ ton thrust WS-15 turbofan, perhaps with thrust vectoring. In May 2016 satellite imagery
emerges of what may be a redesigned J-20 with features that would favor axisymetric thrust vectored engines. Ming Pao’s December 2016
report suggests that up to 400 J-20B fighters may be produced. The J-20’s size and shape suggests is main mission is air superiority at long
ranges into the Second Island Chain.

SAC Medium Weight FC-31: So far the FC-31 is a 5th generation export fighter program, but if successful it could be adopted by the PLA.
Current FC-31 configuration revealed in 2015 and first flight made in December 2016. AVIC states this 28 ton fighter has a 1250km combat
radius and carries up to six AAMs internally. It has been a long rumored candidate for development into a carrier combat aircraft.
CAC Medium Weight 5th Gen: In 2005 a CAC chief designer told this analyst that CAC was considering a “F-35 like” program but so far it
has not been revealed. But if realized this suggests the possibility that a short take-off version will be developed.

Xian Aircraft Corporation Bombers: H-6K and H-20 Stealth Bomber
Development starting after the failure to obtain the Tupolev Tu-22M3 in the 1990s, the Soloviev D-30-KP2 powered XAC H-6K emerges in 2007.
An estimated 180 bomber may be in service by 2020, to include increasing numbers of the latest H-6K and H-6KH versions.
With an estimated combat radius of 3500km, the H-6K carries six 1500km range CJ-10K land attack cruise missiles (LACM).
The H-6K can also carry 36x 250kg bombs and is able to use Precision Guided Munitions.
In 2014 testing reportedly started for the H-6KH for the PLANAF, equipped with six 400km range YJ-12 M3 speed supersonic anti-ship missiles.
Chinese sources speculate up to 40x H-6KH bombers may enter PLANAF service.
Asian sources estimate the H-20 stealth bomber may enter service by 2025. One estimate holds the prototype could emerge by 2018.
Chinese officials say the H-20 will be a flying wing design. CASC CH-805 flying wing UAV seen at Zhuhai 2016.

Air, Land and Sea Launched CASIC LACMs
CASIC KD-20/DF-10K 1,500km range air-launched land attack cruise missile (LACM) in service with two-three PLA Air Force H-6K regiments. The
H-6K increasingly exercises in the East China Sea and flies through the Miyako Strait, and is now escorted by Su-30MK fighters, AWACS, EW aircraft
and tankers. 2017 DoD China Military Power Report says “200-300” air-launched missiles are in PLA service.
2017 DoD China Military Power Report also says “200-300” ground launched cruise missile in PLA service.
It is reported, but not yet confirmed, whether there is a submarine launched version of the DF-10, but some reports indicate the latest Type093B
nuclear attack submarine may be armed with this LACM.
The YJ-62 is a radar guided 600km range anti-ship version of the DF-10 that currently arms the Type 052C and Type 052D destroyers.

New Aircraft Weapons
The PLA is now introducing new short-range, medium-range and long-range air-to-air missiles (AAMs) into its force.
5th Generation Luoyang PL-10 short-range helmet display (HMD) sighted AAM entering service. Imaging Infrared Seeker (IIR). 20km range.
New medium range AAM called (PL-15 or PL-20) may also be entering service. First seen on J-20 in 2013. In 2017 seen on J-10C and J-16.
Very long range lofted-trajectory AAM first seen in November 2016. Possible range of over 300km. Combined radar/IIR seeker.
Likely since the 1990s, Louyang has been developing a supersonic, long-range solid-fuel ramjet powered AAM perhaps called PL-21, but not yet revealed.
Mach 4 speed, 200km range CASIC CM-400AKG ground attack missile said to be operational with the PLA, anti-ship variant likely in development.
CM-102 100km range passive anti-radar missile revealed at 2014 Zhuhai Airshow.
There are now at least five Chinese companies making precision-guided munitions (PGMs) for aircraft: Luoyang/Aviation Industries of China (AVIC); China Aerospace Science and
Industry Corporation (CASIC); China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC); North Industries (NORINCO) and South Industries.

Force Multiplier 1: New AESA Radar Upgrade for Existing 4th Gen Fighters
In late May 2017 several Chinese reports indicate that the “607 Institute” or China Leihua Electronic Technology Research Institute (CLETRI), has
produced an air-cooled Active Electronically Scanned Array (AESA) radar for fighters—a first for China.

While performance figures are not reported, these Chinese reports also indicate that this radar may be used to upgrade existing Doppler radar used
by the J-10A, J-11A, J-11B and JH-7A fighters. Doing so, however, would be contrary to longstanding Chinese practice of incorporating new
systems into new fighter variants rather than upgrading older aircraft.
If the aircraft electronics were also upgradable, this has the potential to form the basis for upgrading about 700 “modern” PLA fighters to a 4+ gen
level of performance.
The competing Nanjing Research Institute of Electronic Technology (NRIET) is offering its liquid-cooled 150km range air/ground capable KLJ-7A
AESA radar for upgrades.

Force Multiplier 2: Emerging Success with Indigenous Turbofans
After a 20+ years of massive investment China is beginning to produce modern indigenous turbofan engines to support aircraft
production. AVIC’s 2016 reorganizing its engine companies under the AVIC Aero Engine Group is an attempt to realize efficiencies
and accelerate development but its impact on military engines is unclear. But successful programs are emerging:
Shenyang-Liming WS-10A “Taihang”: 12.5 tons thrust, about 500 produced following difficult development period; supports 9
Regiments of J-11B/BS/BH; J-11D and J-16 production. Seen on one J-10B prototype. Advanced versions, WS-10B, 13.7 tons; WS10G, 14.7 tons.
Guizhou WS-13E “Taishan”: 9.5 tons of thrust; heavily influenced by Russian Klimov RD-33; test flying on FC-1 prototype since
2010; factory construction reported in 2015; perhaps more advanced version called WS-19 reported flying on latest FC-31 prototype;
likely to include thrust vectoring. Non afterburner version candidate for powering H-20 bomber.
Shenyang-Xian WS-15 “Emei”: WS-15, 14.5 tons thrust; WS-15A, 15.8 ton thrust; development started in 1990s; other reports say
goal is 20 tons thrust; Chinese reports vary, it may equip first “J-20B” in 2019 or may not be ready until 2025. Likely to include thrust
vectoring.

Looking Toward The PLA’s 6th Generation Air-Space Threat
In the coming decade the PLA will develop and implement new “6 th Generation” warfare strategies. One leader in this effort will be the new
Strategic Support Force (SSF) which will take the lead in developing new Information/Cyber/Electronic Warfare strategies and combine them with
new Space Warfare and Energy Weapon Systems.
The Strategic Support Force already has a subordinate Space Force, which will likely take the lead in conducting Low Earth Orbit combat. The
Space Force will likely eventually develop laser-armed Space Combat Satellites; Space Bombing Platforms, multirole Space Planes and lead the
development of Laser Communication Satellites to exponentially increase military data traffic.

For its part, the PLAAF could control airborne and Near Space platforms that could perform Anti-Satellite, Surveillance and Communication
missions. In a display for the 2009 PLAAF anniversary, a laser armed airliner was depicted conducting an ASAT mission.
CASIC’s TengYun hypersonic near space combined-cycle powered aircraft may fly by 2030. CASC has similar hypersonic space plane ambitions.

発展する中国のエアパワーの脅威
リチャード・フィッシャー
▶ページ２
チーフデザイナーYang Wei：中国第 6 世代戦闘機の開発
2017 年 2 月末または 3 月初旬の国営テレビのインタビューにおいて、J-20 のデザイナーと
して有名な元成都航空 Yang Wei が中国は新しい素材、兵器、エンジンを用いて第 6 世代の
戦闘機を開発していると述べた。Yang によるとその姿形は想像を超えるものとなる。
2017 年 7 月 3 日に北京で行われた“Future Air Combat”コンファレンスにて、Yang は中
国の次世代戦闘機は AI 技術に重きを置くことになると発言した。
2016 年 10 月には Yang が解雇になったとの噂もあったが、実際には中国航空工業（AVIC）
の科学技術副部長に就任していたようだ。これはプロモーションであり、第６世代戦闘機
計画の指揮をとることになるだろう。
2016 年 10 月、アラバマ州ハンツビルにあるミサイル開発センター（MSIC）にて、中国の第
6 世代戦闘機についての憶測（画像左参照）が発表された。中国は、アダプティブエンジン、
極超音速兵器、高度な情報システム等に非常に興味を持っている。
▶ページ３
中国人民解放軍の 2020 年までの戦闘機取得・配備予想（2014 年現在）
アジア政府の情報：
2014 年から 6 年間の予想では第 3＋、第 4 と第 4＋世代戦闘機の取得は 50％増加する。
Su-27SK の減少、Su-35SK の増加。
J-16 ツインシートが Shenyang（瀋陽飛機工業集団）の主な製品となる。
Chengdu J-10C より J-10B の製造が増える。
Xian JH-7A 攻撃戦闘機の製造継続。
Xian H-6K の製造が増える。
PLA は 2020 年までにこの予想を超えてくる可能性はある。
▶ページ４
2030 年までの戦闘予想
2016 年の“Darkening Skies: Growing Aerial Threats to Japan”という記事によると、
2015 年から 2020 年までの間で戦闘機の数はおよそ 100 パーセント増えると予測されている。

2020 年以降の取得率は下がるものの、2020 年代だけでも 500 機は増えると思われる。
2020 年以降は 4＋と第 5 世代戦闘機が増えると思われる。2016 年 12 月に発表された香港の
新聞記事によると中国は J-20 第 5 世代戦闘機を 500 機、自国で作ることが可能とのこと。
▶ページ５
スホーイ Su-35SK が旧来の Su-27SK 戦闘機の置換となる可能性
1992 年から 2000 年の間、中華人民解放軍空軍はスホーイ Su-27SK 戦闘機を 60 機、また
Su-27UBK を 40 機取得した。あるアジア政府の情報によると、この数字は 2020 年までに 70
～28 機に減ると思われる。老朽化と時代遅れになる中、これらの戦闘機は PLAAF にとって
初の有視界外ミサイル能力（BVR）を備えた現代第 4 世代戦闘機となった。
プーチン政府が中国による Su-27、
Su-30MKK、
Su-30 の真似を見逃し、
2015 年 11 月に Su-35SK
24 台の販売契約が締結され、2016 年 12 月に送られた。また、PLA は新たに 24 の Su-35SK
を購入するとの非公式情報もある。
PLAAF は Su-27SK の導入により、Tikhmirov NIIP Irbis のパッシブ電子走査アレイ（PESA）
レーダーとその光学センサーについての洞察についての知識を得ることとなる。中国の武
器を使用できるかどうかはまだはっきりしていない。2016 年に発表された新しい HMD は、
Su-37SK を最終的にアップグレードすることができる。
▶ページ６
西安行飛機工業公司（Xian Aircraft Corporation（XAC）JH-7A 戦闘爆撃機
XAC の JH-7 および JH-7A は PLAAF と PLA 空軍にとって数的にも重要な攻撃戦闘機であり、
2020 年までに 300 機以上保有することになると予測されている。
中国精密誘導弾、長距離陸上攻撃ミサイル、艦隊巡航ミサイルで武装することができる。
電子護衛隊を装備して敵の防衛任務を抑制するための電子カウンター措置ポッドを装備し
ているものもある。
JH-7A は、Xian が Qinling と呼称する 9.8 トンのロールスロイス・スペイ Mk202 ターボフ
ァンを共同生産するという英国の 1998 年の決定を理由に作られ、大成功を収めた。中国は
1960 年代からこのターボファンを真似しようとしていたが、失敗におわっていた。さらに
進化した 10 トンのバージョンの開発も行っているかもしれない。
JH-7A の重量とパフォーマンスは U.K の F-4K ファントムと似ている。

ある中国のレポートによると、JH-7/JH-7A の代わりとして Shenyang J-16 が導入されると
している。さらに 2013 年、CAC のチーフデザイナーYang Wei は J-20 戦闘機のステルス攻
撃について論文を書いたとされているが、公にはなっていない。
▶ページ７
瀋陽飛機工業集団（SAC）パート１：J-11A、J-11B、J-11D
2004 年、SAC は中国製のエンジンと電子機器を備えた J-11B の登場により、スホーイと行
っていた J-11A の共同開発を完了できないことが明らかにした。
アジアの情報源によると、
2020 年までに PLAAF と PLANAF のために J-11A と J-11B が合わせて 400 機生産されるとの予
想。
J-11A：ロシアの Saturn AL-31 ターボファンを搭載した J-11A を 6 連隊が配備している。
J-11B/BS：PLAAF では 6 連隊が、PLANAF では 3 連隊が J-11B を配備している。PLANAF の 3
連隊は海南島にベースとし、多くは Shenyang-Liming WS-10A ターボファンとウクライナ製
のサブシステムを使っている。J-11B は中国製の空対空ミサイル（AAM）と地上攻撃兵器を
使っている。
J-11D：2015 年に AESA レーダー、WS-10B ターボファン等を搭載したシングルシート型が導
入された。しかし、PLA は同じ機能を持つツインシートの J-16 や Su-35SK の購入に前向き
であるため、このプログラムは現在保留されていると思われる。J-11D が導入される確率は
40％ほど。
▶ページ 8
瀋陽パート 2：J-16
J-16 戦闘機は Xian JH-7/JH-7A の代わりとして導入される予定なため、SAC にとって非常
に重要な製品であるといえる。アジア政府の情報によると、2020 年までに J-16 を 100 機生
産する予想だが、これは少し無理がありそうだ。
見た目は Su-30MKK ツインシートと似ているが、J-16 は中国製の電子機器と兵器、WS-10A
や WS-10B ターボファンを使っている。今後は AESA レーダーも導入されるかもしれない。
2016 年には J-16D が飛行しているとの情報もあった。J-16D は U.S. F/A-18G のように ECM
ポッドを搭載し、また赤外線捜索追尾装置（IRST）をなくしたことによって他の電子機器
を増やせるスペースを確保している。

▶ページ 9
瀋陽パート 3：J-15 と空母航空団の開発
CV-16 Liaoning は訓練任務を実行する予定であるが、
2017 年 4 月 26 日に登場した Type 001A
“スキージャンプ”キャリアは、PLA 海軍初の戦闘専用機となる可能性がある。これには
Shenyang J-15 戦闘機を 15～20 台、空中早期警戒（AEW）および対潜水艦戦闘用（ASW）用
に改造された CHAIG Z-8 ヘリコプターを搭載できる。
将来のキャリアはキャトーバー/Catapult Take Off But Arrested Recovery（CATOBAR）を
使用する予定だ。Type 002 フラットトップキャリアは、蒸気飛行機の打ち上げシステムを
利用することができるが、PLA 海軍は既に Huangdicun の訓練基地で電磁始動システム
（EMALS）をテスト中である。
約 30 機の J-15“スキージャンプ”互換戦闘機を製造した瀋陽は、AESA レーダーとより強
力な WS-10G/H ターボファンを搭載した J-15B バージョン 30 機の第 2 バッチに進んでいる
かもしれない。非公式の報道によると、PL-10、PL-15、YH-12 を装備している J-15B は 2 年
後に完成予定。少なくとも 1 つの J-15 にはノーズホイールがカタパルトバーで修正されて
おり、それは J-15T または J-15C と呼称され、J-15B と同じ能力を持っている。 また、ツ
インシート J-15S の電子戦バージョンが登場するかもしれない。
CATOBAR キャリアは専用のサポート航空機でより完全なキャリアエアウイングを持つこと
も期待されている。武漢の陸上訓練隊には、小型双発ターボプロップの早期警戒管制機
（AWACS）KJ-600 の模型が展示されている。このプラットフォームは、ASW と電子情報航空
機（ELINT）の基礎を形成する可能性もある。
PLA 海軍は、2030 年までに最大 6 つのキャリアを保有する可能性がある。
▶ページ 10
成都飛機工業公司/Chengdu Aircraft Corporation（CAC）
：J-10A、J-10B、J-10C
あるアジア政府情報によると、
PLA は 2020 年までに CAC J-10 を 400 機保有すると思われる。
当初は WS-10A ターボファンを使う予定だったが、遅れによりロシアの Saturn AL-31FN タ
ーボファンを使うことになる。1960 年代の Shenyang-Chengdu J-9 先尾翼機を基とし J-10
はイスラエルやロシアの影響を受けたデザインとなっている。
J-10A：PLAAF9 連隊、PLANAF1 連隊に使われている。U.S. F-16 戦闘機と同等で、第 4 世代
戦闘能力を備え、PL-12 や PGM などの空対空ミサイルを使っている。

J-10B：ダイバータレス超音速インレット、パッシブ電子走査アレイ（PESA）レーダー、赤
外線捜索追尾 (IRST)を備えている。また、よりパワフルな SaturnAL-31-M1 ターボファン
も使われ、PL-12 を 4 台、PL-8 を 2 台装備可能。
J-10C：J-10B を 100 機製造した後、2013 年頃には J-10C の製造に移行した。J-10C には AESA
レーダー、AL-31FN ターボファンが搭載されている。J-10D は WS-10B や WS-10G ターボファ
ン、密着型増槽を備えると思われる。
▶ページ 11
第 5 世代プログラム：CAC J-20 と SAC FC-31
中国の 5 世代戦闘機プログラムは、AESA レーダー、分散型開口システム（DAS）センサー、
グラスコックピット、兵器の内部搭載、等をマスターしたように見受けられるが、エンジ
ンの開発にはまだ課題が多そうだ。
CAC J-20A：2010 年に始まった約 8 つのプロトタイプで、
2016 年に初期生産/Low Rate Initial
Production（LRIP）の代表として推定 37 トン戦闘機が登場。 CAC では最大 3 つの生産ライ
ンが形成される。 報道によると、J-11 と J-10 戦闘機に対する練習試合では、先進プロト
タイプは 10：1 となっている。 2016 年 12 月 24 日、香港の Ming Pao は、Saturn AL-31F-M1
または Shenyang-Liming WS-10B のいずれかによって 100 の J-20A バージョンを製造するこ
とができると報告している。このレポートの専門家によると、最初の 100 機は 3 年以内に
生産可能であると推定している。
J-20B：このバージョンは、15+トンの推力 WS-15 ターボファンを利用し、推力ベクトルを
伴う可能性がある。 2016 年 5 月、軸対称の推力ベクトルエンジンを備えた J-20 の衛星画
像が登場した。 Ming Pao の 206 年 12 月の報告書によれば、最大 400 機の J-20 戦闘機が生
産される可能性がある。
SAC FC-31：今のところ、FC-31 は第 5 世代輸出戦闘機プログラムだが、成功すれば PLA が
採用するかもしれない。 現在の FC-31 構成は 2015 年に明らかにされ、2016 年 12 月には第
1 戦闘機が作られた。AVIC によれば、この 28 トン戦闘機は 1250km の戦闘半径を持ち、内
部に 6 個の AAM を搭載している。
CAC 第 5 世代：2005 年に CAC のチーフデザイナーはアナリストに、CAC は F-35 のようなプ
ログラムを検討していると言ったが、真実はこれまでに明らかにされていない。 しかし、
これが実現すれば、短距離離陸バージョンが開発される可能性が示唆される。

▶ページ 12
西安行飛機工業公司/Xian Aircraft Corporation 戦闘爆撃機：H-6K と H-20 ステルス爆撃
機
1990 年代にツポレフ Tu-22M3 の取得に失敗し、開発がはじまった。
2020 年までに 180 機が配備される予想。
H-6K の戦闘行動半径はおおよそ 3500 ㎞で、対地巡航ミサイル（LACM）
（1500 ㎞範囲）を 6
台搭載する。
また 250 ㎏の爆弾を 36 搭載可能で、精密誘導兵器を使用可能。
2014 年、PLANAF の YJ-12 M3 超音波対艦ミサイル（射程範囲 400 ㎞）を 6 つ搭載した H-6KH
の訓練が開始された。
中国の情報源によると、40 機の H-6KH が PLANAF へ配備される。
アジアの情報源によると、H-20 ステルス爆撃機は 2025 年までに配備されるとの予想。
中国当局によると、H-20 は全翼機デザインである。CASC CH-805 全翼機 UAV は 2016 年珠海
市にて確認されている。
▶ページ 13
空中、地上、海上発射型 CASIC LACM
CASIC KD-20/DF-10K 対地巡航ミサイル（LACM）は PLA 空軍に配備されている。
2017 年国防省中国軍事勢力レポートによると PLA においてさらに 200～300 の対地巡行ミサ
イルが配備される。
また、潜水艦発射型の DF-10 が存在するかは定かではないが、最新の Type 093B 核攻撃潜
水艦に LACM が搭載されているとの情報もある。
YJ-62 は、DF-10 の対艦バージョンで、Type 052C と Type 052D 型駆逐艦である。
▶ページ 14
新たな航空兵器
PLA は新たに短距離、中距離、長距離空対空ミサイル（AAM）を導入している。
PL-15 または PL-20 と言う、新たな中距離 AAM も導入される。
2013 年に J-20 においてはじめて確認された。2017 年には J-10C と J-16 に搭載されている
のもわかっている。
1990 年代頃から LouyangPL-21 という超音波、長距離固体燃料ラムジェットパワーの AAM を
開発しているが公表はされていない。
CASIC CM-400AKG 地上攻撃型ミサイルが PLA で使われているとのこと。
2014 年珠海のエアショーにて、CM-102 対レーダーミサイルが紹介された。
現在、最低でも 5 つの中国企業が精密誘導兵器（PGM）の製造を行っている；AVIC、CASIC、

CASC、NORINCO と South Industries。
▶ページ 15
フォースマルチプライヤー1：第 4 世代戦闘機のための AESA レーダーアップグレード
中国のレポートによると 2017 年 5 月後半、
“607 Institute”
または China Leihua Electronic
Technology Research Institute（CLETRI）が中国では初めて戦闘機用のアクティブ電子走
査アレイ（AESA）レーダーを開発した。
実績評価は未だ発表されていないが、中国のレポートによるとこのレーダーは J-10A、J-11A、
J-11B、JH-7A 戦闘機に使用されている既存のドップラーレーダーのアップグレード版とし
て使用できる。
また、航空機の電子装置がアップグレード可能であれば、現在の PLA 戦闘機約 700 機を第 4
世代戦闘機のパフォーマンスレベルまであげることができる。
▶ページ 16
フォースマルチプライヤー2：自国製のターボファン開発による飛躍
中国はおよそ 20 年以上、航空機開発に莫大な投資を続け、ついに自国でのターボファンエ
ンジンの開発をはじめた。
Shenyang-Liming WS-10A “Taihang”：推力 12.5 トン、難しい開発期間の後に約 500 生産
され、J-11B / BS / BH、J-11D および J-16 をサポート。J-10B プロトタイプで確認済み。
アドバンスバージョンは WS-10B、13.7 トンと WS-10G、14.7 トン。
Guizhou WS-13E “Taishan”：推力 9.5 トン、ロシアの Klimov RD-33 の影響を強く受けて
いる。2010 年以来の FC-1 プロトタイプでの飛行試験。 2015 年に工場での生産が報告され
た。WS-18 と呼ばれるより高性能なバージョンが、最新の FC-31 プロトタイプを飛行してい
ると報告されている。推力ベクタリングを含む可能性が高い。
Shenyang-Xian WS-15 “Emei”：WS-14 推力 14.5 トン、WS-15A 推力 15.8 ト、1990 年代に
開発が始まった。他の報告によると、目標は推力 20 トン。中国の報告では 2019 年に最初
の J-20B を装備する可能性があるが、2025 年まで準備ができないとの報告もある。
▶ページ 17
PLA の第 6 世代戦闘戦術の脅威への備え
今後 PLA は第 6 世代の戦闘戦術を開発、実施してくるだろう。その中には戦略的支援部隊
（SSF）というものが含まれ、この部隊は新しい情報/サイバー/電子戦闘戦術をエネルギー
武器システムと結びつけ戦闘を指揮することとなる。

SSF には下部組織として宇宙部隊というものがあり、低軌道上の戦闘等を指揮する。そして、
後にレーザー武装宇宙戦闘衛星、宇宙爆撃プラットフォーム、マルチ宇宙飛行機を開発し、
軍事データトラフィックを増加させるために、ラスター通信衛星の開発を行う可能性が高
い。
また、2030 年までに CASIC の Teng Yun 極超音速近接宇宙戦闘機の飛行が実現するかもしれ
ない。CASC も似たような極超音速宇宙飛行機開発を目標としている。

