Q41
海が青く見れるのはなぜですか？

の立った海でも、夕日が海に反射して金色に輝くの
Q25 で、「空が青く夕焼けが赤い」理由を説明し、

を見たことがあると思います。水面での光の反射は

海が青い理由も簡単に書きました。「水の色が青い

角度に依存しますが、結構強いのです。したがって、

のは空の青さが映っているからだと云う人がいます

空の青は海に写って海は青く見えます。

が、これは誤りです。」というホームページがあちこちに

反射と同時に光は海水の中にも入ります。海水に

あり、Q25 の記述は間違いではありませんか？という

光の波長より大きな浮遊物の粒子があれば、光はこ

ご指摘を受けました。そこで、海が青く見える理由を

の粒子で反射（散乱）し、白く濁って見えます。粒

あらためて書いてみます。

子で反射した光が海面まできて、外に出るからです。
ただし、浮遊物の粒子が 深い海にあれば、青い光
が出てきます。光の波長より大きな浮遊物がなけれ
ば、光はさらに下に進み海底に達します。海底が珊
瑚礁のように白ければ光はそこで反射して、ふたたび
海面に出てきます。（白は光の全ての波長を反射し
ます。）海底が黒い泥や、非常に深い海では海底

駿河湾からの夕焼けの富士山

海の夕焼け

からの反射はありません。
ここで、これまでのことをまとめると、（１）海面から

海の色は闇夜では黒ですが、太陽の光があると青く
見えます。海の色は、見る角度、海水の成分、海底
の状況などにより変化してきます。太陽の光が海に

の反射、（２）海中に入射した光の浮遊物からの
反射、（３）海底からの反射、の３つの光が合わ
さって海の色になっていることが分かります。

当たり、その光の行方を考えてみます。
光が海面に直角に当たれば反射はありませんが、斜
めに当たれば反射します。海は波があって反射が分
かりにくいのですが、穏やかな湖などの場合にはよく
分かります。富士山が駿河湾に写っている写真は見
かけたことはありませんが、富士五湖の湖に綺麗に
写っている写真を見られたことがあると思います。波
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海面での反射、浮遊物での散乱、海底での反射

次に、海に潜って海の色を見てみましょう。海に潜っ

では、海の中はどうして青いのかを考えてみます。その

て珊瑚や魚を見られた方もおられるでしょうが、観光

前に突然ですが、電子レンジでどうして水が温まるの

潜水艦で手軽に海の中を見ることができます。写真

かを考えます。電子レンジはほとんどの家庭にあると

を撮って、現像してみると全体が青くなっていて、せっ

思いますが、なんでも温まるのではありません。陶器

かくの綺麗な海が台無しだったことがあるでしょう。海

のカップに水を入れてチーンすると、水は温まりますが

の中は青い世界です。

カップは温まりません。電子レンジは英語では

南の海で綺麗な熱帯魚の写真を撮るとき、浅い海

microwave oven ですが、名の通りマイクロウエーブの

では太陽の光が弱くないので、フラッシュなしでもいい

オーブンなのです。マイクロ波は 1mm から 1m までの

のですが、深くなるとフラッシュが必要です。弱くなっ

波長の電磁波で極超短波と呼ばれています．

た太陽の光をフラッシュで助ける必要があるのです。

電磁波は光と同じ波ですから、波長（λ）は波の山

海が青いのは空が青いのと同じように、青い光が散

から山の長さです。電磁波の速さは光の速さなので、

乱するからだと考えている人がいます。青い光が散乱

１秒間に何個山があるかを表す周波数に直す（周

するのはレーリー散乱(Q25 参照)で、光の波長よりも

波数＝光速度／波長）と、300GHz から 300MHz

小さな粒子がある場合です。もし、海中に小さな粒

になります。[G（ギガ）は 109、M（メガ）は 106、k

子があってレーリー散乱が起これば、たしかに青く見え

（キロ）は 103 です] ラジオやテレビに比べマイクロ波

ます。この場合は、コップに入れた海水も青く見えま

はこれらよりもさらに短い波長の電磁波です。しかし、

す。青い光はレーリー散乱を起こし、深い海には届き

人間の目に見える可視光線よりはずっと長い波長で

ません。しかし、赤い光は深い海にも届くはずです。こ

す。

れは、夕焼けが赤い理由を考えると理解できます。
もしこれが本当なら、深い海でフラッシュ無しでも赤い
熱帯魚の写真が撮れるはずです。また、赤い光が白
い珊瑚礁の海底に届くと反射して海面に出てきます
ので、海は赤く見えるでしょう。実際はそうではないの
で、やはり海の中が青いのは次に述べる赤い光が海
の水に吸収され、水に吸収されない青い光だけが届

電子レンジ

波長の異なる波

いているからです。
電子レンジに使われている電磁波は 2,450 MHz に
決められていますが、この周波数帯は無線 LAN など
通信用に多く使用され過密状態になっていますの
で、通信障害を起こす恐れがあるからです。
2,450MHz を波長に直すと 12.2 cm です。
電磁波には、電波、マイクロ波、赤外線、可視光
観光潜水艦からの写真
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線、紫外線、X 線、γ 線があり、右（下の表では

下）に行くと波長は短く、周波数（振動数）は大

結合が伸び縮みしたりします。エネルギーの無いとき

きく、エネルギーも大きくなります。

はゆっくり動いていますが、エネルギーが沢山あると激

［n（ナノ）は 10-9、μ（マイクロ）は 10-6、m（ミ

しく動き回り、ぶつかったりします。そして、熱エネルギ

リ）は 10-3 です。］

ーとしてお湯の入ったカップに与えられ、カップが熱くな
ります。さらに、カップの熱エネルギーが手に与えられ
ると熱く感じられます。

電磁波の分類
電磁波

波長
超長波
(VLF)
長波
(LF)

電

波

10～100km
1～10km

周波数

そのような水のエネルギーの大きさが、電子レンジの

3～30

周波数のエネルギーに相当しますので、電子レンジの

kHz

マイクロ波のエネルギーが水分子に与えられるので

30～300

船舶・飛行機

kHz

の通信

中波

100 m

300 kHz

AM ラジオ放

(MF)

～1 km

～3 MHz

送

短波
(HF)
超短波
(VHF)

10～100m

1～10m

3～30
MHz
30～300
MHz

短波放送

す。与えられるエネルギーは、ちょうどぴったりでなくて
はならず、大きくても小さくても吸収されません。携帯
電話の番号はある周波数に対応していますが、その
周波数の電波が来たときだけ、携帯電話が鳴りま
す。他の人の携帯の電波が来ても周波数が違うの

ＦＭ放

で電話はなりませんが、これと同じです（共鳴といい

VHF テレビ放

ます）。

送
ＵＨＦテレビ

マイクロ波

1 mm

300 MHz

～1 m

～300 GHz

レーダ
携帯電話
電子レンジ
無線 LAN

770 nm

赤外線吸収

～400μm

スペクトル

380

可視吸収

～780 nm

スペクトル

100Å～

紫外線吸収

電子レンジのマイクロ波よりも波長が短くなると、赤

400 nm

スペクトル

Ｘ線

0.1～100Å

レントゲン写真

外線(Infrared)です。赤外線は赤の波長よりも長く、

ガンマ線

0.1Å 以下

放射線

赤外線
可視光線
紫外線

水分子の運動

水の吸収スペクトル

人の目には見えない波長のものです。電気ストーブや
こたつの赤い光は赤外線を含んでいます。手をかざす
と、赤外線が手の水分やタンパク質にエネルギーが

電子レンジのエネルギーが水に当たると水の分子がエ

与えられ、温かくなります。電子レンジでは水だけがエ

ネルギーを吸収します。水分子がエネルギーを吸収す

ネルギーを吸収し、タンパク質は吸収しませんが、赤

るとなぜ温かくなるのでしょうか？水の分子は動き回

外線はタンパク質も吸収します。水分の少ない魚の

ったり、回転したり、振動したりします。また、O-H の

干物は、電子レンジではなかなか熱くなりませんが、
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赤外線が出ているオーブンだと直ぐに熱くなります。
水の吸収スペクトルを見ると、水分子が吸収するエ
ネルギーはほとんどは赤外線の領域ですが、少し可
視光線の赤色の領域にかかっています。したがって、
赤い光が水に吸収されるのです。吸収スペクトルと
は、どの波長の光をどれだけ吸収しているかを示すも

浅い海は透明

深い海は青い（珊瑚礁の海）

ので、その大きさが吸光度です。上の水の吸収スペ
クトルでは、可視光線の部分は吸光度が小さいです
が、赤の部分からだんだん大きくなり、赤外線の部

さて、珊瑚礁の海の色はコバルトブルーでとても綺麗

分で大きくなります。赤外線より波長が長くなるとマ

ですが、海底に進んだ青い光が白い珊瑚礁で反射

イクロ波ですので、マイクロ波でも吸光度があってマイ

されて海面に出て、海面に映った空の青と一緒にな

クロ波を水が吸収します。

って見えるので、あんなに綺麗に見えるのです。曇って

太陽の光には、波長の短い紫から波長の長い赤
まであります。その赤の波長はやはり水の分子によっ

いて空が青くなくても、白砂で反射した光が海面に
出て、珊瑚礁の海は青く見えます。

て吸収されます。赤い光は電子レンジのマイクロ波に
比べて波長が短くエネルギーの高いものですが、水の
エネルギーのうちエネルギーの高い O-H の伸縮などに
使われます。しかし、青の光はもっと波長が短くエネ
ルギーが高いので、水の分子に相当するエネルギーの
ものがなく、吸収されません。
●著作権について
キリヤ色と化学の Q&A の文書、画像、デザインなどの著作権
は、キリヤ化学株式会社に帰属します。このサイトの内容を転
載される場合は、弊社 までご一報下さり了解をお取り下さい。
なお、提供者が記載されている写真・絵に関しましては、著作
権は提供者に属しますので、恐れ入りますがそちらの方へ直接

太陽光のスペクトル

お問い合わせ下さい。
●内容について
できるだけ科学的に間違いの無いようにしていますが、わかりや

さて、これで海の中は青い理由がわかりました。太陽
の光のうち波長の長い赤い光が水に吸収され、青い
光だけが通過して海中深くまで進んで行くのです。コ
ップに入れた水は透明で青くは見えませんし、浅い
海も青くはないので、吸収される赤い光は微量であ
ることは分かります。
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すく説明するために実際とは異なる記述もあります。また、科学
的に証明がされていないことも述べていますので、ご自身でご確
認されますようお勧めいたします。
キリヤ色と化学の Q&A 内の情報のご利用により、万一何らか
の損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。
キリヤ化学株式会社
TEL 06-3973-1701
Email colour_code1921@kiriya-chem.co.jp

