
 

 

 

 

 2013年 9月 10日 

株式会社ウェザーニューズ（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：草開千仁）は、9 月 10 日（火）、

これから迎える本格的な秋の紅葉シーズンに向けて、各地の紅葉を楽しんでいただくため、全国

及び、各地域の紅葉見頃傾向、並びに、紅葉の名所の見頃予想日を発表しました。東北から中部

の標高の高い山では残暑の影響で例年より紅葉が遅いですが、東日本の平野部や西日本は例年並

みで、11 月中旬から 12 月上旬にかけて紅葉の見頃シーズンを迎えます。また、夏の日照時間が

十分であったため、葉の色づきは全国的に良好です。人気スポットの鳴子峡は 10 月 23 日頃、香

嵐渓は 11 月 17 日頃、嵐山は 11 月 18 日頃に見頃を迎えそうです。紅葉見頃予想日や紅葉狩りの

計画に役立つ情報等は、今後スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」で公開していく予定です。	 

 
	 

	 

	 

	 

	 

紅葉見頃予想 

スマートフォン向けアプリケーション 	 

「ウェザーニュースタッチ」 	 

をダウンロード後、「お知らせ」にアクセス 

NEWS RELEASE        	 	 	   

	 

ウェザーニューズ、全国各地の紅葉見頃予想発表	 

	 

	 

今年の紅葉、昨年より色づき鮮やかで見頃時期は例年並みの予想	 
	 

	 

	 

・ 北〜東日本の山では残暑の影響で紅葉の見頃時期は例年より遅め	 

	 

・ 東日本の平野や西日本では、例年並みの 11 月中旬～12 月上旬にかけて紅葉の見頃に	 

	 

・ 人気名所の嵐山は 11 月 18 日頃～、香嵐渓は 11 月 17 日頃～、鳴子峡は 10 月 23 日頃～見頃へ	 

	 



 

◆全国の紅葉見頃予想	 

＜見頃の時期は、標高の高い山は例年より遅いが、全国的に例年並み＞	 

紅葉は、秋の気温と深く関係しており、気温が低いと紅葉の時期が早まり、高いと遅くなります。今週

末は秋雨前線が北上して気温が上昇するため、西日本～東北は残暑となるところが多く、その後は例年

並みの気温になる予想です。このため、例年 9 月中に見頃を迎える東北や中部の標高の高い山では、残

暑の影響を受けて例年に比べ、見頃が遅れる可能性があります。一方、例年 10 月以降に見頃を迎える地

域では、例年並みの時期に見頃を迎えそうです。	 

	 

＜夏の十分な日照と秋の冷え込みで色づきは鮮やか＞	 

色づきの良さは、夏の葉の育ちや痛み具合、秋の気温や日照時間に影響されると言われています。夏の

日照不足は色づきを悪くし、秋の移動性高気圧がもたらす朝の冷え込みや昼の晴天は、色づきを良くし

ます。今年の夏は、ほとんどのエリアで十分な日照時間があり、光合成が活発に行われて、紅葉の色を

出す色素の元も活発に作られたと考えられます。また、一般的に台風の接近・上陸に伴う風で葉がダメ

ージを受けると色づきがいまひとつになると言われています。9 月初め、九州に上陸した台風の影響は比

較的小さく、葉への大きな影響はないと考えられます。今後、北日本では天気が周期変化し、ひと雨ご

とに秋が深まって順調に色づきが進み、鮮やかな紅葉が期待できそうです。西～東日本では 9 月後半～

10 月前半は前線や台風の影響でぐずついた日が多くなり、台風の進路によっては一部の地域で葉がダメ

ージを受ける可能性があります。しかし、その後は秋晴れの日が多くなり、色づきは順調に進む見込み

です。	 

	 

◆地域別の紅葉見頃傾向	 

北
海
道	 

北海道は、8 月末に低気圧が通過して気温が下がったため、大雪山ではすでに色づきが始まり、例年よ

りも少し早い時期に見頃を迎えそうです。今後は、例年並みの気温になる予想で、多くのエリアで例

年通りの時期に見頃を迎える見込みです。天気が周期変化して次第に秋らしく冷え込む日が多くなる

ため、北海道は鮮やかな色づきが期待できます。	 

  



 

東
北	 

東北地方は今週末に気温が上がる予想で、八幡平など標高の高い山では例年よりも色づきの時期がや

や遅くなります。その後は例年並みの気温となる予想で、多くのエリアでは例年通りの時期に見頃を

迎えそうです。また、夏に十分な日照時間があり、今後天気が周期変化して次第に秋らしく冷え込む

日が多くなる予想から、東北地方では鮮やかな色づきを期待できます。	 

 	 

関
東	 

関東地方は、9 月下旬以降の気温が例年並みになる予想です。このため、色づきの時期も例年並みとな

り、標高が高い日光などの地域は 10 月中旬頃、都心の公園などは 11 月中旬～12 月上旬に見頃を迎え

そうです。また、夏に十分な日照時間があり、10 月後半からは秋晴れの日が増えることから、関東地

方では鮮やかな紅葉が期待されます。しかし、今後台風が接近した場合、特に沿岸の地域では葉がダ

メージを受ける可能性があります。	 

	 	 



 

中
部	 

中部は、今週末に気温が上昇する予想で、立山など標高の高い山では、例年よりも色づきの時期がや

や遅くなります。その後は例年並みの気温となる予想で、多くのエリアでは例年通りの時期に色づき

が進み、11 月下旬にかけて東海平野部まで見頃エリアが広がる見込みです。また、夏に十分な日照時

間があったことに加え、10 月後半からは秋晴れの日が増えることから、中部では鮮やかな紅葉が期待

されます。ただ、今後台風が接近した場合、特に沿岸の地域では葉がダメージを受ける可能性があり

ます。	 

	 	 

近
畿	 

近畿地方では、9 月下旬以降は例年並みの気温になる予想です。そのため、色づきの時期も例年並みと

なり、高野山など標高の高い山では 10 月終わり頃から、市街地では 11 月中旬頃から見頃を迎える名

所が多くなります。また、夏に十分な日照時間があったことに加え、10 月後半からは秋晴れの日が増

えることから、近畿地方では鮮やかな紅葉が期待されます。しかし、今後台風が接近した場合、特に

沿岸の地域では葉にダメージを受ける可能性があります。	 

	 	 



 

中
国	 

中国地方では、9 月下旬以降は例年並みの気温になる予想です。そのため、色づきの時期も例年並みと

なり、大山など標高の高い山では 10 月下旬頃から、市街地では 11 月中旬頃から見頃を迎える名所が

多くなります。また、10 月後半から秋晴れの日が増えることから、鮮やかな紅葉が期待されます。し

かし、今後台風が接近した場合、特に沿岸の地域では葉がダメージを受ける可能性があります。	 

	 	 

四
国	 

四国地方は、9 月下旬以降は例年並みの気温になる予想です。そのため、色づきの時期も例年並みとな

り、石鎚山など標高の高い山では 10 月中旬頃から、市街地では 11 月中旬頃から見頃を迎える名所が多

くなります。色づきに関しては、夏に十分な日照時間時間があったことに加え、10 月後半からは秋晴れ

の日が増えることから、鮮やかな紅葉が期待されます。しかし、今後台風が接近した場合、特に沿岸の

地域では葉がダメージを受ける可能性があります。	 

  

九
州	 

九州地方は、9 月下旬以降は例年並みの気温になる予想です。そのため、色づきの時期も例年並みとな

り、下城の大イチョウなど山沿いでは 10 月終わり頃から、市街地では 11 月中旬頃から見頃を迎える

名所が多くなります。色づきに関しては、夏に十分な日照時間があったことに加え、10 月後半からは

秋晴れの日が増えることから、鮮やかな紅葉が期待できます。しかし、今後台風が接近した場合、特

に沿岸の地域では葉がダメージを受ける可能性があります。	 



 

	 	 

	 

	 

＜参考情報＞	 

	 

◆都道府県別の紅葉ピンポイント	 情報(9/10 現在)	 	 	 	 

地域	 公園名	 見頃開始日	 例年見頃期間	 

北
海
道	 

大雪山旭岳	 9 月 18 日頃～	 9 月中旬～10 月上旬	 

知床五湖	 10 月 13 日頃～	 9 月下旬～10 月中旬	 

大沼公園	 10 月 21 日頃～	 10 月中旬～10 月下旬	 

東
北	 

青森県	 十和田湖畔（休屋周辺）	 10 月 18 日頃～	 10 月中旬～10 月下旬	 

岩手県	 厳美渓	 10 月 30 日頃～	 10 月下旬	 

秋田県	 田沢湖高原	 10 月 17 日頃～	 10 月中旬	 

宮城県	 鳴子峡	 10 月 23 日頃～	 10 月中旬～11 月上旬	 

山形県	 山形蔵王	 10 月 3 日頃〜	 10 月上旬～10 月中旬	 

福島県	 磐梯吾妻スカイライン	 10 月 3 日頃～	 10 月上旬	 

関
東	 

茨城県	 袋田の滝	 11 月 9 日頃～	 11 月上旬～11 月中旬	 

栃木県	 いろは坂	 10 月 19 日頃～	 10 月中旬～10 月下旬	 

群馬県	 谷川岳	 10 月 11 日頃～	 10 月中旬～10 月下旬	 

埼玉県	 上長瀞	 11 月 15 日頃～	 11 月中旬	 

千葉県	 養老渓谷	 11 月 24 日頃～	 11 月下旬～12 月上旬	 

東京都	 高尾山	 11 月 14 日頃～	 11 月中旬～11 月下旬	 

神奈川県	 元箱根	 11 月 8 日頃～	 11 月上旬～11 月中旬	 



 

中
部	 

山梨県	 御岳昇仙峡	 11 月 7 日頃～	 11 月上旬～11 月中旬	 

長野県	 上高地（河童橋付近）	 10 月 16 日頃～	 10 月中旬	 

新潟県	 弥彦公園もみじ谷	 11 月 3 日頃～	 10 月下旬～11 月上旬	 

富山県	 黒部峡谷	 10 月 26 日頃～	 10 月下旬～11 月上旬	 

石川県	 白山スーパー林道	 10 月 10 日頃～	 10 月上旬～11 月上旬	 

福井県	 九頭竜湖畔	 10 月 31 日頃～	 10 月下旬～11 月上旬	 

静岡県	 天城峠(天城トンネル付近)	 11 月 16 日頃～	 11 月中旬	 

愛知県	 香嵐渓	 11 月 17 日頃～	 11 月下旬	 

岐阜県	 奥飛騨温泉郷	 10 月 19 日頃～	 10 月中旬	 

三重県	 御在所岳	 10 月 17 日頃～	 10 月中旬～11 月下旬	 

近
畿	 

滋賀県	 比叡山延暦寺	 11 月 4 日頃～	 11 月上旬～11 月下旬	 

京都府	 嵐山	 11 月 18 日頃～	 11 月中旬～12 月上旬	 

大阪府	 箕面公園	 11 月 19 日頃～	 11 月中旬～12 月上旬	 

兵庫県	 神戸市立須磨離宮公園	 11 月 20 日頃～	 11 月下旬～12 月上旬	 

奈良県	 奈良公園	 11 月 13 日頃～	 11 月中旬～12 月上旬	 

和歌山県	 高野山	 10 月 31 日頃～	 10 月下旬～11 月上旬	 

中
国
・
四
国	 

岡山県	 みやま公園	 11 月 3 日頃～	 10 月下旬～11 月中旬	 

広島県	 宮島	 11 月 13 日頃～	 11 月中旬～11 月下旬	 

鳥取県	 大山	 10 月 25 日頃～	 10 月下旬～11 月上旬	 

島根県	 裏匹見峡	 11 月 5 日頃～	 11 月上旬～11 月中旬	 

山口県	 長門峡	 11 月 10 日頃～	 11 月上旬～11 月中旬	 

徳島県	 眉山公園	 11 月 23 日頃～	 12 月上旬	 

香川県	 栗林公園	 11 月 15 日頃～	 11 月中旬～12 月上旬	 

愛媛県	 奥道後	 11 月 21 日頃～	 11 月中旬～12 月上旬	 

高知県	 べふ峡	 11 月 7 日頃～	 11 月上旬～11 月中旬	 

九
州	 

福岡県	 秋月城跡	 11 月 19 日頃～	 11 月中旬～11 月下旬	 

佐賀県	 九年庵	 11 月 15 日頃～	 11 月中旬～11 月下旬	 

長崎県	 雲仙（仁田峠）	 11 月 1 日頃～	 10 月下旬～11 月中旬	 

大分県	 裏耶馬溪	 11 月 10 日頃～	 11 月上旬～11 月中旬	 

熊本県	 菊池渓谷	 11 月 8 日頃～	 11 月上旬～11 月中旬	 

宮崎県	 高千穂峡	 11 月 12 日頃～	 11 月中旬～11 月下旬	 

鹿児島県	 霧島	 11 月 4 日頃～	 11 月上旬～11 月下旬	 

 
＜報道関係お問合せ先＞	 

株式会社ウェザーニューズ	 広報	 担当：上山・安井	 

Tel：043-274-5525	 Fax：043-274-2130	 e-mail:sr-corner@wni.com	 

〒261-0023	 千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張テクノガーデン	 


