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トビムシ

Outline
本

社

東京都国分寺市光町

設

立

2009 年 2 月 2 日

資 本 金

7770 万円

代

竹本吉輝、野口洋

表

売 上 高

—

従業員数

33 人（関連プロジェクト全体）

事業内容

森林の施業管理、森林資産 ( 素
材 ) の生産・加工・販売、地域ブ
ランディング・マーケティング、
ファ
イナンス、人材育成の企画・実施

国内3地域に入り込み林業再生
それぞれの手法で自立を促す
国土の約7割は森林だが、木材自給率はわずか3割程度。日本の林業はいつし

いわけではない。林業を通じて地域の

か衰退し、手入れの行き届かない森が増えた。こうした中、林業再生を通じて

自立を支援していきたい。そのために、

地域を活性化する事業を展開する企業がある。トビムシだ。地域の特性や課

自分たちも人や資金を出して、地域の

題に応じたバリューチェーンを構築していく同社の取り組みを追った。

人たちと一緒になって事業を起こして

文＝坂井 敦（ライター）

いく」
（トビムシの竹本吉輝代表）
。
トビムシでは地域によって事業パー
トナーの顔ぶれや商品、マーケティング
トビムシは2009年の設立以来、林

戦略などを変えている。地域によって、

業を軸にした地域再生事業に取り組

資源となる森の態様や地理的条件、マ

んでいる。自治体や森林所有者、その

ーケット状況など特性や課題が違うか

他の事業パートナーとの共同出資によ

らだ。全国で展開する関連プロジェク

って現地に会社を設立し、地元の木材

ト全体の規模は4億円に上る。

を活用した事業を起こすというものだ。
にしあわくらそん

トビムシの竹本吉輝代表取締役。社名は森林の自然
循環を支える昆虫の名前に由来している（写真：陶
山 勉）
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これまでに岡山県西 粟倉村、東京都

置き床式のフローリングがヒット

奥多摩町、岐阜県飛騨市の3地域でプ

設立から5期目で黒字を達成

ロジェクトを進めている。
「トビムシは林業や木材業をやりた

トビムシ最初の案件となった西粟倉
村は、岡山県の北東端に位置する人

西粟倉村は世田谷区とほぼ同
じ面積で、村の約95％が森林
に覆われている（左）
。 西粟倉
村・森 の 学 校。本 社は、廃 校
になった小学 校の校舎を再 利
用している（中央 上）
。 東 京・
森と市庭の
「ユカハリ・レンタル」
の施工風景（中央左下）。 東京・
森と市庭では、東 京の森で林
業を学ぶイベントなども開催し
ている（中央右下）。 ヒダクマ
の本社社屋の外観。建物は地
元・飛 騨 古川の歴 史ある古民
家を改装したものだ（右上）。
FabCafe Hida の 店 内。 飛 騨
の木を使った試作品を低料金
で作ることができる（右下）
（写
真：トビムシ）

口わずか1500人の小さな村だ。典型

の学校は設立から5期目の2014年に黒

環境共生住宅などのコンサルティング

的な中山間地域で急峻な地形。小規

字化を達成。翌期も黒字を継続中だ。

に実績があるチームネット。東京を拠

模な山主
（森林所有者）が多く、放置

西粟倉村で実績を積んだトビムシ

点にユニークな事業を展開する3社が、

が、次に取り組んだのは東京都奥多

それぞれの特徴や顧客ネットワークを

そこで、西粟倉村役場が個々の山

摩町だ。自然とは縁遠いイメージの東

生かして、オフィスや住宅をはじめとす

主が所有する森林を集約して、長期の

京都だが、実は面積の約4割を森林が

る様々な場所で東京の木を使ってもら

施業管理を受託する形を採った。村

占めている。背後に東京という一大消

おうと考えている。

はさらに地元森林組合に施業管理を

費地が控えているにもかかわらず、
「東

2015年秋スタートの新サービス
「モ

再委託し、間伐などの手入れを任せ

京の木を東京で使う仕組みがない」
（竹

リユカ・レンタル」は、91cm×25cmの

る。現時点で村に委託された森林の

本代表）
。そこで地産地消を目指して、

スギ板の床材を貸し出して、手軽に木

面積は約1300ヘクタールに及ぶ。

東京という大都市と森とを結ぶバリュ

の空間をつくり出せるというもの。施

一方、2009年にトビムシと村役場が

ーチェーンを構築しようと考えたのだ。

工は森と市庭のスタッフが指導し、そ

共同出資して
「西粟倉・森の学校」を

トビムシは、奥多摩町の大山主など

のオフィスに入る企業の社員らがDIY

設立
（翌期には村民を対象に第三者割

から森を現物出資してもらい、2013年に

により自分たちで行う。木材を使った

当増資を実施）
。森の学校が木 材を

「東京・森と市庭」を設立した。森と市

オフィス空間を、できるだけ安く実現し

購入し、加工や素材販売、開発した製

庭にはトビムシのほか、R不動産、ディ

たいというニーズを反映させた商品だ。

品販売を手掛ける。

ー・サイン、チームネットの3社も出資して

されている森林も目立っていた。

2011年には、森の学校が開発した
「ユカハリ・タイル」の販売を始めた。ス

いち ば

いる。この3社に出資を依頼したのも、

地元の匠と国内のクリエーターを結ぶ

事業戦略上の狙いからだ。

交流・製造拠点をオープン

ギやヒノキを使った50cm角のフローリ

DIYやリノベーションのユーザーから

2015年には飛騨市で、
「飛騨の森で

ング材で、床に置くだけで手軽に無垢

支持されている
「東京R不動産」を運営

クマは踊る
（通称ヒダクマ）」というユニ

のフローリング空間を創出できる。主力

するR不動産、デザイン性の高いオフィ

ークな名前の会社を設立した。飛騨

となるヒット商品が生まれたことで、森

スづくりに定評があるディー・サイン、

市から商品開発の相談を受けた竹本
日経BP総合研究所リポート
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CASE 03

トビムシ

トビムシが設立した企業の概要
地

域

設 立 年

事業概要・
戦略

対象市場
（商品構成）

西粟倉・森の学校

東京・森と市庭

岡山県西粟倉村
2009年

東京都奥多摩町
2013年

■行政主導で村内の森林の一括管理を行い、
「西粟倉・
森の学校」
が木材の加工販売、商品開発を担当
■主力商品に
「ユカハリ・タイル」
。森の学校のECサイト
のほか、工務店や設計事務所などを通じて販売
■移住起業支援、ローカルベンチャー育成事業も実施
（2015年より別会社に移管）

トビムシ以外
の
出資
（参画）
者

地域の
構造・状況

岐阜県飛騨市
2015年

■出資会社を通じて、都心の住宅市場、オフィス市場、 ■デザイナーや建築家による飛騨の木を使った商品開
個人向けDIYやリノベーション市場に販売展開
発を促す
■
「東京・森と市庭」
が商品開発や販売を担当
「FabCafe
■2016年4月に、滞在型のものづくりカフェ
■木の床材のオフィス向けレンタルサービスを開始
Hida」
をオープン。地元のメーカーや工房とも連携
■廃校を利用して、企業研修や各種イベントなどに貸し
し、商品開発、試作を行う拠点に
出すコミュニティー事業も手掛ける
「FabCafe Tokyo」
を運営するロフトワー
■東京・渋谷で
クのネットワークを生かし、企業や大学、
クリエイター
の合宿滞在を誘致

■内装材を中心にBtoC市場に展開、その後、徐々に建 ■内装材及び家具を中心にオフィス向けを展開
■家具・建具を中心にクリエイター向けの事業展開を
材を含めBtoB市場の比重を上げる
■木の床材のレンタルサービスを含め、物販以外の
始動
サービサイジング事業にも展開の幅を広げる

■村内の森林所有者の委託を受け、村、森林組合、
トビ ■都内最大規模の面積を有する山主による山林の現物
ムシの三者で長期施業管理協定を締結
出資を受け、自社有林及び関係山主の所有林とを合
森の
利用形態
■村が森林を預かり、施業は森林組合が実施、
トビムシ
わせて施業管理を行う
（森林所有者）
が高性能林業機械の購入のほかファイナンスおよび
マーケティングを担う
主な森の樹種

飛騨の森でクマは踊る
（ヒダクマ）

針葉樹
（スギ、
ヒノキ）

針葉樹
（スギ、
ヒノキ）

■飛騨市による市有林の現物出資を受け、自社有林ほ
かの施業管理を行う
（2016年から飛騨市が樹種等の森林調査を開始）

広葉樹
（雑木林）

■西粟倉村
■村民
■農林漁業成長産業化支援機構
(A-FIVE、2014年に出資が決定）

■山主
■飛騨市
■チームネット
（環境共生住宅のコンサルティングなど） ■ロフトワーク
（クリエーターのネットワークを生かし、Webやイベン
■ディー・サイン
（オフィスづくりの企画・設計・施工）
ト、
プロダクツや空間などのデザイン全般を手掛ける）
■R不動産
（リノベーション、設計、DIY向け素材やパー
ツの販売サイト・クリエーティブな不動産仲介サイト
「東京R不動産」
の企画運用）

■森林の約8割が針葉樹
■隣市との合併を選択せず、
「村」
として自立を決意
■小規模の山主が多い
■従前は域内に乾燥設備を有する規模の製材所が存
在しなかった

■森林の約7割が広葉樹
■森林の約7割が針葉樹
■東京都の森林面積が実は広い
（全体の38％が森林） ■日本有数の家具の生産地で木工職人も多いが、材料の
ことが周知されていない
ほとんどが外材
（輸入材）
＝地元の木材が使われていない
■近隣に首都圏という巨大マーケットを抱えている
■飛騨高山や白川郷など、周辺に世界的な観光地とブ
■それにもかかわらず、多くの製材所が廃業
ランドを有する

このためにパートナーとして迎えた

だ。実際の商品開発や販売戦略など

品開発ができる仕組みを作りましょう」

のが、ロフトワークだ。同社は、国内

は、基本的に事業会社を含めた地域

と提案してプロジェクトが始まった。ヒ

外に2万人以上のデザイナーや建築家

の人たちが考えていく。トビムシの立

ダクマには、飛騨市が20ヘクタールに

などクリエーターをネットワーク化し、

場はあくまでそのサポートにある。

およぶ市有林を現物出資しており、今

彼らと協業してプロダクトデザインや空

後、他の山主の参画も促していく。

間デザインなどを手掛けている。

代表が、
「単なる商品開発ではなく、商

マテリアル、エネルギー、食糧
自立に必要な三要素に関わる
「森」

飛騨市は
「飛騨の匠」と呼ばれる熟

2016年4月には、ヒダクマ本社機能

練の職人を輩出してきた土地柄で、日

と併せて
「FabCafe H ida」をオープン

トビムシの目標は、多くの地域をサ

本有数の家具の生産地でもある。しか

した。レーザーカッター、3Dプリンタ

ステナブル
（持続可能）な状態にするこ

も飛騨市の森の7割は、家具づくりに適

ーなどのデジタルファブリケーション機

とだ。竹本代表は
「地域をサステナブ

しているといわれる広葉樹。しかし、飛

器を完備しており、低料金で利用でき

ルにするにはマテリアルとエネルギー、

騨の家具に使われている木材は、ほとん

る。滞在宿泊も可能だ。試作品を安

食糧の自給が必要になる。マテリアル

どが価格の安い外材
（輸入材）なのだ。

価でつくれるため、ここを飛騨の木を

そのもので、エネルギーに転用できて、

そこでトビムシは、飛騨の職人や製

使った製品開発の拠点にしていく方針

水や空気などをきれいにして食糧に寄

材会社、家具メーカーと、国内外で活

だ。ヒダクマはクリエーターがつくった

与するのが森であり、木だ。森や木を

躍する建築家やデザイナーなどのクリ

商品を一緒に販売して、新しいマーケ

再生して、自立に向けて条件を改善し

エーターとをつなぎ、飛騨の木をブラン

ットをつくることを目指している。

ていく地域が一つでも増えてほしい。

ド化して、地元の木を使ったモノづくり
に結び付けていくことを考えた。
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ファブカフェ

ヒ ダ

各地のプロジェクトで、トビムシが特
に重視しているのが、地域の主体性

そう思いながら、地域のプロジェクトに
取り組んでいる」と話す。

