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teTra aviation corp.

世界のeVTOL市場と
日本の空飛ぶクルマをめぐる

環境について
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自己紹介

テトラ・アビエーションは、一人乗りの空飛ぶクルマ（パーソナルeVTOL：PeVTOL）
を開発している日本企業です。

日本国内に拠点を有しています。

特に、福島県にあるロボットテストフィールドという国の施設への入居を許可されていて、多くの
国の研究機関とも連携しながら、実験を実施しています。

国土交通・経済産業大臣も参加している、官民協議会に参加して空飛ぶクルマの普及、に努めてい
ます。
県・自治体の皆さんと一緒に、日本の国土を明るくする技術開発に取り組んでいます。

「国際的価値」を追求するために、米国で開催された空飛ぶクルマの国際開発コンテストに参加し、
１０３ヶ国、８５４のライバルの中から、唯一賞金を獲得しました。
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テトラ・アビエーション株式会社

日本発の航空機開発スタートアップ。

人々が自由に空中を移動する社会を実現する
乗り物として新型パーソナルeVTOLを開発中。

2021年米国発売予定。

創業 ：2018年6月1日（2年8ヶ月）

開発拠点 ：東京本社・埼玉工場・福島研究所

社員数 ：8名

事業区分 ：製造業・輸送用機械機器・航空機

許可 ：航空機製造事業・FAA8130.34D

会社情報
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創業者

中井 佑 /Tasuku Nakai（29）代表取締役

東京大学工学部 機械工学科卒
同 機械工学専攻 修士修了
同 博士在学中に起業

博士課程在学中、GoFlyに挑戦。４０名以上
の専門家ボランティアをチームアップ。

１st ラウンドで設計部門賞金（世界
BEST10）を獲得し、起業。

他取締役２名、正社員６名、アルバイト・イン
ターン、FAAアドバイザーなど30人以上参加

日本発の航空機開発メーカーとして新型機販
売準備中。

JAXA等と有人安全性の共同研究を経験。

信頼性工学 有人安全性設計 航空機設計
などの専門分野を活かし、世界トップクラスの安
全性を持つ航空機を設計しています。
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とにかく早く移動したい
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問題

私達は旅やビジネスでよりいい思い出を
持ち帰りたいと思っています。

本当は楽しい思い出や、その場所でしか
得られない体験のことだけを考えたいの
です。

多くは「搭乗空間を快適にすること」で
これに対処しようとしています。

にもかかわらず、退屈で飽き飽きする長
時間移動が目的地の価値すらも損なって
います。

そして、たったそれだけの理由で、多く
の人の足が遠のいてしまうのです。
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解決策

私達はこの移動の問題を空飛ぶクルマで
解決します。

垂直に離着陸し、分散して移動するので、
大きな滑走路も空港も要りません。

簡単な空き地からビルの屋上まで、小さ
なスペースからスグにでも飛び立てます。

山や大都市や大渋滞を飛び越え、100km
先の目的地まで、30分以内にお客さんを
連れて行きます。

操縦免許は要りません。レンタカーやタ
クシーよりも高い運賃も要りません。

完全自動で飛行して、安全第一で皆さん
の人生体験を加速します。
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想定ユースケース

トリップ・ビジネスレクリエーション 過酷環境

初期マーケット

技術的課題や顧客課題を洗い出
すために、レクリエーションや
ホビーでの利用を想定。利用者
のプライベートで使ってもらい、
コアなフィードバックを受ける。

中期マーケット

事業を行う環境が過酷で、負荷
を下げることで大きなメリット
を得られる事業者に販売・提供。
過酷環境への対応強化で技術力
工場と信頼獲得を狙う。

後期マーケット

ビジネスマンが使うインフラと
して活用開始。全自動で飛行す
る為、免許も不要。認知拡大と
ともに利用者の爆発的増加をも
たらす。
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事業概要

小回りの効く乗員数１名の空飛ぶクルマ
を製造します。

利用者が将来どこからでも100Km先の土
地へ30分で移動できるようにします。

自動で飛行し、既存交通手段の組合せよ
りも安価で手軽に移動します。

都市部の過密・地方交通の貧弱化による
人流の課題を解決し、交通機関の乗り継
ぎを要する土地の経済を活性化します。

個人・法人に対して機体を販売、または
サービスプラットフォームを提供します。

特殊用途として物流への転用を可能な設
計とし、過酷環境での物流を担います。

模式的に片道100kmの移動とその範囲を図示した。日本の中核都市は100kmずつ等間
隔に離れており、この移動を基準に周辺都市が発展してきた。空中を移動することで
起伏に飛んだ狭い国土を縦横無尽につなぐ乗り物として、多くの社会課題を解決する。

広
島

前
橋

岐
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世界のeVTOL市場と
日本の空飛ぶクルマをめぐる環境について
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空飛ぶクルマ

空中を便利に移動できる乗り物

≒
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電動 垂直 離着陸

electric Vertical Take Off and Landing

推進で に する航空機

・空飛ぶクルマの中でも、電動化されたVTOLのこと
・ヘリコプターなども電動化すれば eVTOL
・この乗り物を前提にした移動マーケットがエアモビリティ

eVTOLとは何か
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どうしてeなのか

→お安く作れてお安く使えるから

その分たくさん作れる！

しかも環境にやさしくて、安全にできる！



20

エアモビリティマーケット

2. 多人数1. パーソナル 3. インフラ

Middle: https://www.rttnews.com/3061131/toyota-invests-400-mln-in-joby-aviation-s-evtol-aircraft-project.aspx?refresh=1
Right: https://storage.googleapis.com/blueprint/Airbus_UTM_Blueprint.pdf

https://www.rttnews.com/3061131/toyota-invests-400-mln-in-joby-aviation-s-evtol-aircraft-project.aspx?refresh=1
https://storage.googleapis.com/blueprint/Airbus_UTM_Blueprint.pdf
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大型のモビリティ

モビリティをより便利にする為のエコシステム
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2017年
初飛行

Joby (TOYOTA) / S4 

2019年12月
Uberとの契約

アメリカ発 /  カリフォルニアに工場建設中 / TOYOTAが出資

2020年1月
TOYOTAから資金調達

https://asia.nikkei.com/Business/Business-deals/Toyota-to-
invest-394m-in-US-flying-taxi-startup-Joby-Aviation

https://www.helicopterinvestor.com/articles/joby-
aviation-is-ubers-latest-evtol-oem-partner-123/

https://asia.nikkei.com/Business/Business-deals/Toyota-to-invest-394m-in-US-flying-taxi-startup-Joby-Aviation
https://www.helicopterinvestor.com/articles/joby-aviation-is-ubers-latest-evtol-oem-partner-123/
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2013年
初飛行

Volocopter (Intel)  / X2 

2019年11月
離着陸場の展開

ドイツ発 / シンガポールで飛行実証 / Intelから出資

2020年9月
チケット予約開始

https://robbreport.com/motors/aviation/volocopter-
air-taxi-fleet-volofirst-reservations-1234569651/

https://www.flightglobal.com/business-aviation/volocopter-
launches-singapore-test-flights/134956.article

https://robbreport.com/motors/aviation/volocopter-air-taxi-fleet-volofirst-reservations-1234569651/
https://www.flightglobal.com/business-aviation/volocopter-launches-singapore-test-flights/134956.article
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Lilium (Tencent) / Lillium Jet

https://siliconcanals.com/news/german
-air-taxi-startup-lilium-funding/

ドイツ発 / Ferrari のデザイナーもJoin/ Tencentが出資

2020年3月
テンセントから追加出資

https://cen.acs.org/materials/
Toray-supply-carbon-fiber-personal/98/i29

東レと業務提携
2020年1月2015年

初飛行

https://siliconcanals.com/news/german-air-taxi-startup-lilium-funding/
https://cen.acs.org/materials/Toray-supply-carbon-fiber-personal/98/i29


26

マーケットセグメント

Inner City
都市内

Inter Cities
都市間

Inter Towns
都市圏

ユースケース別マーケット

～30km

～200 km

200～ km
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デザインとパフォーマンスによる住み分け

マーケットセグメント

～30km

連続飛行距離

～200 km

200～ km
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• eHang 時価6000億円（Nasdaq ）

年間売上 約20-70億円

他社の企業価値や経済規模の事例

• Joby Aviation 推定3000億円

• Lillium Jet 推定1000億円

• Archer Aviation 推定6000億円

上場

未上場
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直近３年での販売ターゲット

１６万人+
600,000+ 
people

１万機+ 高所得者

販売ペルソナ：米国アマチュアビルドユーザー
市場規模6000億円、teTraも現行法機内で販売可能

免許保持者 機体数 ユーザー
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アマチュアビルド

組み立て品・半完成品をベースにした航空機取引
新しい、実験的な航空機に積極的
ジェネラルアビエーションの環境を育てる土壌

アマチュア

コマーシャルビルドジェネラルアビエーション

LSA Part 23 Part 25
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規制・認証計画・安全性

第一段階は実験航空機の耐空性認定を取
得します。10万飛行時間あたり10-6回の事

故率を達成します。既に福島県の実用化
補助金を用いて多発冗長設計による安全
性の実証を行い、評価を開始しています。

第二段階としてLSAの耐空性認定を検討し
ています。LSAというカテゴリの航空機は

簡便な免許で、高齢パイロットでも飛行
できます。ルールメイキングが２０２２
年を予定しており、これに合致すると、
型式証明を取得できます。また、可能で
あればこれをPart23（量産機）にします。

第三段階は商業的型式認定で、２０２３
年審査開始、２５年に取得を目指します。

難易度

要求される認証の段階をステップアップしつつ、実際に危険発生確率を下げ
る。危険発生確率については、米国と欧州規格に則った製品開発をする。
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チーム -メンバー紹介

32

Tasuku Nakai [CEO] Hidemi Arai [Director]

Kotaro Chiba [Director(O)]

航空機設計・空力設計・機械設計
破壊力学・信頼性工学・安全性

知財（分科会長）政策対応（GRIPS）
行政書士・スタートアップ支援
コーポレート（広報/渉外/IT化）

社外取締役（DroneFund）

Osamu Suzuki
構造設計・治具設計
配線設計・品質管理

Koya Kuwamura
システム設計（航空機/HAPS/宇宙機）

Masanori Suto
弱電設計・通信・ネットワークシステム

オールジェンダー
オールネーション企業

(from China, South Korea, USA, India)

主席

他 GPS通信, 型式の専門家等３名

大企業経験者からフリーランスまで専門性を有する技術者による研究開発を実施中。
現在の機体・これからの機体に要求される最低限の機能に絞ってチームを構成しています。
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Contracted Designated 
Airworthiness Representative

Team -米国アドバイザー

Sue Gardner
General aviation advisor
ex-FAA General Aviation and

Commercial Division AFS-800
ex-LSA Rule making manager
(FAA for over 28 years)

James Gardner
General Aviation advisor
ex-FAA Deputy Director for the Office of Air Carrier 
Safety Assurance
ex- Deputy Director, Air Carrier Safety Assurance
(FAA for over 29 years)

Contracted Advisors

Gardner夫妻は、米国における認証への適切なプロセスをアドバイスできる大ベテラン
FAAに約３０年在籍し、機体認証に関わるアドバイザーになった。
テトラの機体の製造や販売の許諾、人材確保のためにアドバイザーとして参画
ルールメイキング実績としてSueがLSAという新しいカテゴリの設立マネジャを努めた
※LSAは、Part23とアマチュアビルドの中間に生まれた新しい航空機の認証ルールで、2005年に誕生

Kurt Krumlauf
Aviation Certification Consultant
Airworthiness approvals, export airworthiness 
approvals, Import. Conformity inspections, flight 
test TIAs, product and article airworthiness 
approvals, sUAS and UAS systems certification.
(FAA for over 28 years)
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Mentors

Jim Sprecher (FAA)
Aviation Safety Inspector
FAA MIDO Seattle,WA
Help to manage and regulate the 
aviation manufactures and 
Designees.

Sandy Yamane (FAA)
UAS Program Manager
Unmanned Aircraft Systems (UAS) 
Subject Matter Expert
Aircraft Certification Service (AIR)
System Oversight Division, AIR-800

Gwen Lighter (GoFly)
CEO 
Supported by Boeing, 
Pratt & Whitney, and 
20+ aerospace 
organizational partners.

国際コンテストGoFlyにはメンターシステムが存在し、大会に関わる２０社以上の航空宇宙企業のメン
ターがアドバイスを提供している。
GoFlyはteTraのShareholderであり、teTraは要望することで適切なメンターによるアドバイスを受けられる。
なかでもFAAの許諾マネージャーと現場審査官は強力で、今後のUAS全体をリードするポジションにある。
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やろうとしていること
2021年7月末に米国OSHKOSHで開催される
Airventure2021に、テトラが現在開発中の
新型eVTOLを出展販売（及びオンライン販
売・予約の受注）をする。

Kitを買ってくださるお客様と「新しい世

界」を共に作り、移動体験を高めてもら
いたい。

New Model in 2021 Summer !

※開発中の機体は、GoFlyのモデルとは異なるデザインとなります。
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https://newatlas.com/aircraft/gofly-tetra-3-disruptor/

１．デザイン

世界一のデザイン

36

from 103 countries

1
854
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静音化技術効率化技術

２．技術

空力デザイン EDF（JAXA共同）

安全自動化技術

コンテナシステム

独自技術
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３．製造

電気系部品

プロペラ製造

計測機器・センサー

CFRP

発泡体・軽量材料加工

ソフトウェア

航空機製造技術を持つ企業がサポート
非鉄金属加工
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３．製造

パートナーとの資本業務提携による開発加速
テトラへの出資を通じて共にeVTOLを開発する



40

４．認証

米国認定

唯一の企業
日本国認定・官民協議会・自治体連携
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課題：社会問題
現代社会には、移動格差が存在します。

人口減少・高齢化・都市への人口集中に
より、持続可能な交通・物流インフラの
維持が困難になっています。

ピーク需要に応えるためのインフラ整備
が局所的コスト増を招き、社会全体の維
持コストを高めるからです。

国家として離島・山間部人々の生活保障
や、災害時の人や物の緊急輸送の課題は
無視できない課題となっています。

これを経済合理的に解決する手段が、個
人～国家のレベルで求められています。

公共交通インフラはピーク需要を基準に整備されるが、ピーク時間帯以外は使われず、コストになっている。
また、拡大した道路網は経済的に修繕不可能になっていて、日本の末端の道路は消えつつある。
国家として全国民の文化的な生活を保証する為の新しい仕組みが必要となってきている。

CONFIDENTIAL
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課題：事業者の抱える問題

労働人口の減少と都市部への集中は、都
市を支える地方経済やインフラの維持困
難を加速し、働き手が集まらないという
課題を事業者に突きつけます。

労働者にとって、住宅や土地などの基本
コストは郊外に行けば抑えられますが、
財やサービスの機会への接触回数が減少
し、交通時間が増えます。都市に住む人
口が集中している結果から言って、労働
者にとっての問題の大きさは

土地コスト ＜ 交通（時間）コスト

であり、今後、各地の事業者が人を確保
するためには「時間」の利得が必要です。

https://www.c21kinki-j.com/column/sumu-mati-erabu-point.html

人口重心が都市に移動していることを示す図からも、集約化は加速
している。日本の人口が減少している中で、東京の人口は2030年ま

で増えることが予想されている。労働者が選ぶ住環境は、アクセス
の良さと治安の良さが大きな理由として挙げられている。

CONFIDENTIAL
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日本は規制緩和中

１．今年度中に、試験飛行の関連条文の
一覧、試験飛行の許可事例を公表する。

２．具体的な実証実験の計画を踏まえ、
２０２１年度のできる限り早い時期に、
試験飛行のガイドラインを新たに策定・
公表する。

３．２０２３年の事業スタートに必要な
基準や手続についても、事業者や地域に
おいて、運航体制の整備や機体開発など
が円滑に進むよう、官民協議会の議論を
踏まえ、順次公表していく。

２０２１年２月１２日 赤羽国土交通大臣発言や
河野大臣の内閣府発表等で、正式にアナウンス
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国交・経産大臣
議連の皆様にプレゼン

ロードマップに反映

官民協議会,
ルールメイキングWGに参加

teTraと日本政府との連携

空の移動革命に向けた官民協議会に参画、日本市場開拓

出典：経済産業省 空の移動革命に向けたロードマップ
https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220007/20181220007_01.pdf
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オープンイノベーション税制の取組

テトラは、空飛ぶクルマという革新的新
規事業を行うメーカーです。

米国政府品質要求をベースにした設計開
発で、国際市場に参入します。

空飛ぶクルマ市場に要求される品質・性
能を最前線で開発しています。

スタートアップとして課題に感じている
のは量産時の質・コスト・量・速度です。

新規部品の品質保証や検査、数量の確保
から、実行できる人材の確保・育成に課
題を感じており、各部品・工程に対して、
ノウハウを持つ企業のサポートが必要で
す。

CONFIDENTIAL

研究開発・工程改善

国際的なeVTOL開発を実施する中で、「生産の現

場ノウハウ」は、スタートアップとして蓄積す
るには膨大であり、力を借りたい。
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Thank you

@teTra_aviation

tetraaviation

https://www.tetra-aviation.com/


