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沖縄自動車道の植栽管理について 

≪ギンネム駆除に向けた取り組み≫ 
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近年、沖縄自動車道の路肩や中央分離帯（以下、本線部）において、亜熱帯性の外来侵入木であるギンネムが繁殖

し、標識等視認阻害や路面張り出しによる建築限界阻害が頻発し、その対策が急がれていた。これまでギンネム対策

は、草刈などの刈り取りで対処してきたが、草刈に関わる労務や費用が多大であり、年々上昇する傾向にあった。そ

のため、草刈の労務や費用の抑制、および利用者へのサービス向上を念頭に、除草剤による駆除方法を検討し、いく

つかの試験を経て、ギンネム駆除に効果のある除草剤2種類を見つけ出した。試験結果を踏まえ、本線部に散布した

ところ、かなりの抑制効果が見られ、ギンネムによる各種支障が解消された。本稿では、沖縄自動車道におけるギン

ネム駆除の取り組みを報告するものである。 

 

キーワード  ギンネム駆除、除草剤、予防保全、緑地管理の効率化、利用者サービス 

 

1．はじめに 

沖縄自動車道（以下、沖縄道）は、沖縄本島の

那覇と名護を結ぶ全長 57.3km の自動車専用道路

である。我が国で唯一、亜熱帯気候地帯にある高

速道路であり、亜熱帯植物を基調とした独特な景

観整備が行われている。1975年の部分供用を経て

1987 年に全線供用が開始された。その後 2000 年

のサミット開催に伴い、追加植栽等の景観再整備

が行われ、「沖縄らしさ」が強調された。以上のこ

とから、沖縄道は物流機能だけでなく、観光産業

を側面から支える重要なインフラとなっている。 

そのような中、近年沖縄道の一部区間では、亜

熱帯性の外来侵入木であるギンネムが繁殖し、毎

年その生息域を拡大させている。特に路肩や中央

分離帯（以下、本線部）では標識、視線誘導標の

視認阻害、路面張り出しによる建築限界阻害が頻

発し、交通安全を脅かすような状況になっている。

（写真1･2） 

 現在沖縄道の本線部では、年2 回の標準頻度で

草刈を実施している。しかしギンネムの繁殖力が

旺盛なため、草刈後2～3ヶ月もすれば再生したギ

ンネムにより、再び視認阻害や建築限界阻害を引

き起こしてしまう。沖縄地方は亜熱帯気候であり

ギンネムは年間を通じて成長しつづけるため、常

に視認性や建築限界を確保しようとすれば、年 4

回ほどの草刈が必要になると推測される。したが 

って草刈だけに頼るような管理方法のままでは、

近い将来草刈頻度増加による管理費上昇は避けら

れない。また景観整備として植栽された亜熱帯性

植物がギンネムに覆われることで、沖縄道特有の

景観が失われてしまうことも現実味を帯びてきて

いる。 

このような危機感を背景に、平成20年度より除

草剤によるギンネム駆除手法の検討を本格的に開

始した。今回はその検討結果がギンネム駆除の糸

口になる可能性があり、将来的な管理費上昇等の

リスク回避、いわゆる予防保全につながると思わ

れるので、ここに報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

2．ギンネムの特性 

ギンネムは、世界で広く分布しているマメ科の

植物の一つで、樹高 9～10ｍに達する常緑小高木

である。中南米が原産地であるが、世界のあらゆ

る熱帯、亜熱帯のアルカリ土壌地帯に生息してい

る。日当たりのよい場所では、本種が真っ先に占

拠して優占種化し、在来固有種を駆逐してしまう。

そのため、国際自然保護連合（IUCN）の種の保存

委員会（SSC）が 2000 年に発表した「世界の侵略

写真1 路肩部のギンネム 写真2 中分のギンネム 
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的外来種ワースト 100」に該当し、生物多様性に

深刻な影響を与える種として認識されている。 

日本国内では、沖縄地方と小笠原諸島に明治期

以降に人為移入され、その後野生化した。沖縄地

方では、野生化したギンネムが農地へ侵入したり、

台風で倒木・枝葉が散乱したり、ハブの住処にな

る等、各種支障が顕在化してきている。 

 

3．ギンネム繁殖による将来的な被害予測 

前述のように、ギンネムの生息域は拡大し続け

ている。そこでギンネムが沖縄道全線に繁殖した

場合の維持管理上の被害予測（シュミレーション）

を表１にまとめてみた。将来必要と予測される草

刈頻度は、冒頭記述の推測をもとに、路肩、中央

分離帯ともに年4回の草刈頻度を設定した。 

この場合、将来予測される草刈日数は年間 300

日以上となった。これは、年間通じて草刈作業で

交通規制が発生し、場合によっては同一区間で路

肩と中央分離帯を同時規制しないと草刈回数を満

たせないということを意味する。最悪の場合、草

刈作業するために通行止めしなければならない事

態が発生することも考えられる。これでは交通渋

滞が引き起こされ、お客様サービスが低下する。

通行止めをしてしまうと、沖縄県の動脈としての

道路機能も果たせなくなる。 

また、表１のとおり草刈作業日数が2 倍増加す

れば、同様に草刈り費用も2 倍増加することにな

り、維持管理費としての草刈費用の占める割合が

相当な負担増に繋がってくる。 

 

表1 本線部における草刈作業日数の試算 

 場所 
1 回当 

草刈日数 

年間 

草刈頻度 

草刈 

必要日数

年間草刈

日数計 

従来 
路肩 63 日 年2 回 126 日 

192 日 
中分 33 日 年2 回 66 日 

将来

予測 

路肩 63 日 年4 回 252 日 
384 日 

中分 33 日 年4 回 132 日 

 

4．ギンネム駆除の試み（その１） 

前述のようにギンネムを刈り取るだけではギン

ネム発生量を抑え込むことは困難であり、このま

まではギンネムによる予測被害を回避できないと

判断し、積極的にギンネムを駆除する手法を検討

することにした。平成16年10月、伐採したギン

ネム根株の切口に除草剤（トリクロピル液剤：原

液）を塗布する駆除手法を試みた。その結果、枯

死が確認できた。（写真3･4） 

しかし、本線部ではギンネムが広範囲にわたり

無数に生息しているので、すべてのギンネム根株

を目視で見つけ、人力で根株切口に除草剤塗布す

る駆除手法は現実的に限界があるものと思われた。 

 

 

 

 

 

 

 

5．ギンネム駆除の試み（その２） 

5-1．のり面でのプロトタイプ試験 

本線部のような大面積部では、根株切口へ除草

剤塗布するようなスポット的な駆除よりも除草剤

散布（トップドレッシング）による面的な駆除の

方が効率的だと判断し、除草剤散布によるプロト

タイプ試験をおこなった。 

〔試験場所〕 

ギンネム林と化している西原JCTの盛土のり面 

〔試験時期〕 

平成20年9月に面的に除草剤散布 

（のり面伐採1ヵ月後に50cm程再生した時） 

〔試験内容〕 

2種類の除草剤を使用 

（単剤と混合剤の計4工区） 

除草剤散布の検討にあたっては、国の法令等（農

薬取締法等）に則り、安全でかつ適正な農薬使用

を最優先とし、周辺環境に極力負荷を与えないよ

うな計画とした。 

以上に配慮しながら、プロトタイプ試験では九

州本土の高速道路にて使用実績のある除草剤で、

かつ広葉系植物だけに影響がありイネ科植物には

影響の少ない選択性の除草剤を2 剤使用した。試

験パターンとしては、単剤区（A区、B区）と混合

剤区（AB1区、AB2区）を設定した。 

試験散布後 3 ヶ月経過した時点（平成 20 年 12

月）では、表3-1、3-2のような結果が得られた。 

 

表 3-1 試験内容と結果 

 

 

 

 

 

 

 

写真3 薬剤塗布直後 写真4 半年後枯確認 
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表 3-2 試験内容と結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

散布後3 ヶ月経過した時点では、除草剤散布区

（A区、B区、AB1区、AB2区）と無散布区とでは

ギンネムの生育に明らかな違いが確認できた。 

無散布区ではギンネムの樹高が2～3m 程に達し

ており、根元の切株から複数の枝分かれが発生し

株状に再生する様子が確認できた。 

除草剤散布区では、全体的にギンネムが減少し、

その代わりにススキが侵入する傾向が確認できた。 

A区ではギンネムの生育にバラツキが見られた。

A 区全体で見るとギンネムとススキが同じぐらい

の割合で混在する格好になった。 

B区ではギンネムの樹高が50㎝～1m程の低い状

態となり、生育が抑制されている様子が見受けら

れた。ススキの侵入はあるものの、他の除草剤散

布区に比べて最も侵入割合が少なかった。 

AB1区、AB2区ではギンネムはすべて落葉し生育

が停止していた。その代わりにススキの侵入傾向

が顕著に確認できた。部分的には裸地も見られ、

ススキ植生へ転換する途中段階である様子がうか

がえた。また AB1 区、AB2 区では明らかな違いは

確認できなかった。 

以上の結果から、ギンネム駆除としてはAB1 区

と AB2 区の混合剤パターンが最も効果的であるこ

とが明らかになった。広葉系植物だけを選択的に

枯らせる除草剤をそれぞれ単剤で散布（A区、B区）

しても駆除効果が低かったにも関わらず、2 剤混

合して散布（AB1区、AB2区）すると駆除効果が高

くなるという結果となった。その要因については

様々な事柄でもって推測はできるが、確定的な根

拠を見出すことはできなかった。更に詳しい分析

が必要と思われる。 

 

5-2．中央分離帯での実証試験 

西原JCT 盛土のり面での試験結果で最も効果の

高かった AB1 区、AB2 区の混合剤パターンをつか

って、実際の中央分離帯（金武IC～宜野座IC間）

にて、実証試験を実施した。 

〔試験場所〕 

金武IC～宜野座IC間の中央分離帯 

KP42.15～46.20 延長約1km 

〔試験時期〕 

平成21年9月 面的に除草剤散布 

（草刈1ヵ月後ギンネムが30cm程再生した時） 

〔試験内容〕  

2種類の除草剤を使用（混合剤2工区） 

試験散布後 2 ヶ月経過した時点（平成 21 年

11月）では、表4のような結果が得られた。 

 

表 4 試験内容と結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB1、AB2区とも、散布後2ヶ月経過した時点で

は、無散布区と比較するとギンネムの再生がほと

んど見られず、非常に良好である。またAB1 区に

比べ AB2 区の方が、ギンネムだけでなくススキ等

のイネ科雑草の成長も抑制しているように見受け

られる。 

今回試験の結果から、面的な除草剤散布は視認

阻害、交通障害の解消だけでなく、草刈労力、植

物発生材の低減においても有効であると思われた。 

しかし、その後の調査では、根株の大きいギン

ネムは完全に枯死せずに、根株の脇から新芽が出

ているのもが多数確認された。つまり1回の散布

だけではギンネムを完全駆除できないことが判明

している。 

   

6．ギンネム駆除方法の標準化 

 これらの試験結果を受け、平成22年度より、沖

縄道の路肩や中央分離帯の全線に対してAB1 工区

の除草剤散布の定期散布を開始した。（年2回の定

期散布を標準化） 現在、除草剤の定期散布を開
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始して3～4年経過しているが、ギンネムの目立っ

た繁殖は見られず、視認性や建築限界を犯すこと

も皆無となった。（写真5・6） 

また年間の草刈頻度や日数についても増加傾向

は見られない状況となった。特に年間の草刈日数

においては、直近の平成25年度は169日となって

おり、減少傾向となっている。 

以上のことから、除草剤定期散布の全面展開に

より、当初予測していた草刈コスト上昇等ギンネ

ム被害の回避が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．今後の課題 

一方切土のり面においては、ギンネムは衰える

ことなく繁殖を続けている。現在、切土のり面で

は防災上の観点から、数年に１回のペースでギン

ネムの伐採を繰り返しているが、その都度大きな

労力、費用、発生材処理等が必要となっている。

（写真 7・8） そこで平成 26 年度より、切土の

り面に対しても、本線部と同様に除草剤定期散布

の導入を開始（水平展開）する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 また、本線部では、前述のようにギンネムは

年々減少し支障のない繁茂量と生育高となって

いる一方で、自然に生えてくる雑灌木種類の構

成が変化してきている。現在は従来のギンネム

優占からナピアグラス・セイバンモロコシ・ム

ラサキタカオススキ等の比較的草丈の高いイネ

科雑草が優占するようになり、部分的に視線誘

導標への視認阻害が発生するようになってきた。

これはギンネム駆除をターゲットとして広葉系

植物に強く作用する除草剤を使用することで、

ギンネムが減少し、同時に地表面に隙間ができ、

その隙間にめがけてイネ科雑草が繁殖するとい

う植物の競争原理が働いた結果である。今後は、

イネ科雑草の生育も抑制させるような除草剤処

方を導入することで「草刈り作業の更なる効率

化」を図っていきたい。 

このように自然に侵入してくる植物を相手と

する場合は、植物の競争関係を見極めながら、

ある種の植物を異常繁殖させないように、植生

の動きを常に監視し続けるような取り組みが必

要となる。 

 

8．おわりに 

沖縄道は亜熱帯植物を中心に四季を通じて花が

見られ、訪れる観光客や地元の方々の目を楽しま

せてくれる。沖縄地方は年平均気温が22℃以上と

暖かく、年間降水量も2000㎜を超え、湿度は年間

を通して高い。植物の成長には好都合な気象特性

と思える。しかし「亜熱帯性植物を美しく見せる」

という緑地管理者の立場からすると、最も厳しい

管理環境であることは間違いない。 

この過酷な自然環境の中で効率的に緑地管理し

ていくためには、試行錯誤を繰り返しながらＰＤ

ＣＡサイクルを常に回転させ、スパイラルアップ

させていくことが重要であると思われる。 

除草剤をはじめとする農薬について、その技術

は日進月歩であり、適正使用する中ではかなり高

いレベルで安全性が担保されており、緑地管理の

効率化には欠かすことのできない道具となってい

る。しかし適正使用を怠るとリスクを伴うことに

なる。このように農薬の使用に関しては、メリッ

トとデメリットが表裏一体であることを常に認識

しておく必要がある。よって農薬使用の際は、メ

リットばかりに気を取られないよう、農薬を過大

評価せずに、農薬に潜むリスクをいかにしてコン

トロールしていくのか、この点について客観視す

る姿勢が大切であると思われる。 

今後も沖縄道の緑地管理の効率化を目指し、更

に除草剤の知見を継続的に蓄積・補強し続けてい

くことで、沖縄地方での除草剤の活用、ひいては

亜熱帯地方の緑地管理技術の発展に寄与していき

たい。本取り組み事例が何かしらの参考になれば

幸いである。 

－以 上－ 

写真6 中分状況 

上段:従来・散布無 

下段:現在・散布有 

写真5 路肩状況 

上段:従来・散布無 

下段:現在・散布有 

写真7 切土のギンネム 写真8 伐採状況 


