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逃げ水の物理 
北海道大樹高等学校 	 石川 昌司 

 	 

 	 

 	 逃げ水は，多くの資料では，夏の晴れた暑い日にアスファルト路面近くの空気が熱せられ膨張し，屈折率が変化するこ

とから光の進路が曲げられて生じる蜃気楼の一種であると説明されてる．�しかし，実際に調査してみたところ，相当に幅

広い気象条件の下で観察されることがわかった．�さらに考察の結果，逃げ水は，屈折よりはむしろ光の全反射として理解

した方がより実際に近いことがわかった．� 	 
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１．はじめに 

 

 
写真１：22001111年 55月2288日 1111時 5500分頃大樹町内の農道に現れた逃げ水．�天候薄曇り，気温1144℃，路面表面温度2244℃．� 	 

 	 

 	 ２０１１年４月から十勝管内大樹町に住むようになり，自

家用車で地域を回るうち，逃げ水がやけに頻繁に観察される

ことに気がついた．�逃げ水と言えば，それまでは，日差しの

強い夏の暑い日に現れる光学現象，という印象が強かったが，

この地域では，４月〜５月のまだ気温がそれほど上がらない

時期でも，晴れてさえいれば，ほぼ確実に観察することがで

きた．�少し不思議に思い，念のため，わざと天候が晴天では

ない薄曇りの土曜日を選んで，周辺地域を自家用車で回って

みたところ，驚いたことに，ところどころで逃げ水現象を確

認することができた．�おかげで，私の逃げ水に対するイメー

ジもずいぶん変化した．� 	 

 	 そこで，今回，改めて逃げ水現象の物理について考察して

みたので，ここに報告する．� 	 
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２．逃げ水は一般にどのように説明されているか 

 	 ２０１１年現在WWiikkiippeeddiiaaでは，『逃げ水（にげみず，英:: 	 

iinnffeerriioorr 	 mmiirraaggee）とは，風がなく晴れた暑い日に，アスフ

ァルトの道路などで，遠くに水があるように見える現象のこ

と．�近づいてもその場所に水はなく，さらに遠くに見える．�

水が逃げていくように見えることからこの名前がある．�下位

蜃気楼の一種で，実際の位置より下にものがあるように見え

る．�逃げ水の場合は，地表付近の空気が熱せられ膨張するこ

とにより，部分的に屈折率が変わって一種のプリズムとなり，

上方の景色があたかも道路の表面に映ったように見える．�夏

の風物詩の 11 つ．�』と説明されている．�蜃気楼といえば，日

本では富山湾魚津市で見られるものが有名であり，北海道で

も石狩湾で観察されることが知られている．�蜃気楼には上位

蜃気楼と下位蜃気楼があり，逃げ水は下位蜃気楼ということ

になる．� 	 

 	 これと本質的に同じ説明が，様々な文献や資料でなされて

いる１）．�また，図１のような図が載っていることも多い22))．� 	 

冷たい空気の層

暖かい空気の層

光の道筋

前方に水たまりが見える。この例で
は前方を走る自動車の像。

図１：よく見かける逃げ水の原理の説明図  	 

 	 

 	 フェルマーの最短時間の原理は，結局のところスネルの屈

折の法則の内容を包含していて，屈折現象の基礎原理と考え

ることができる．�したがって，逃げ水を屈折で説明するとい

うことは，光が図１のような経路で進むときに所要時間が最

短になる，ということを意味するのだろうか．� 	 

 	 高校物理が扱う波動現象でこれと似たものがある．�それは，

昼間の空気中の音波の伝わり方と，夜間のそれとの違いであ

る．�音波も，温度が高い空気中の方が，温度が低い空気中よ

りも伝わる速さが速いので，音源から出た音波は，温度勾配

のある空気層を屈折しながら進み，夜間は上に凸，昼間は下

に凸，の経路を経て観測者へ届く．� 	 

 	 高校では光波は音波の後で学習するので，逃げ水も空気中

を進む音波と同じ説明でなんとなく納得してしまう．�しかし，

本当にそうだろうか．� 	 

 	 確かに，夏の晴れた暑い日などでは，舗装路面表面の温度

と気温との温度差は 110000 度近くあると考えられる．�しかし，

はじめににも書いたように，実際には，逃げ水の現象は，そ

んなに暑くない気象条件の下でも容易に観察される．�例えば

写真１であるが，キャプションにもある通り，撮影当日の天

候は薄曇り，気温１４℃，体感温度としても相当に肌寒く，

路面表面温度は手持ちの放射温度計で測ったところ２４℃

で，素手の触感としても冷んやり感じる温度であった．�気温

と路面温度との差はわずかに１０度しかない．� 	 

 	 計算によると，２４℃の空気の密度は１４℃の空気の密度

の約9977%%になる．�すなわち約33%%減少する．�文献によれば00℃，

11 気圧の空気の屈折率は 	 11..000000229922 である．�空気の屈折率の

１からのずれが，空気の密度に比例すると仮定すると，１

４℃の空気の屈折率は 11..000000227788，２４℃の空気の屈折率は

11..000000226688 となる．�その差はわずかに 11..00×1100--55，相対屈折率

は00..9999999999である．�この相対屈折率でどれだけ光の進路を屈

折できるのだろうか．� 	 

 	 一方，音速は気温１度の変化に対して 00..66 	 mm//ss 	 変化する．�

１０度の温度差があれば音速の差は66..00 	 mm//ssになる．�これは

音速の絶対値，約334400mm//ss に対して約 11..88%%の割合である．�光

波と音波の本質的な違いがここに現れているように思う．� 	 

 	 １０度の温度差では，音波はともかく，光波はとても図１

のようには屈折できないのではないだろうか．� 	 

 	 では，屈折以外に，逃げ水を説明するどんな原理が考えら

れるだろうか．� 	 

 	 そこで，逃げ水がどのような場所に生じ易いのかを調べて

みた．�すると，坂の頂上付近やわずかな下りの傾斜面におい

て起きやすいということがわかってきた．�写真１には，逃げ

水が，近い部分と遠い部分の２ヶ所に写っているが，近い側

の逃げ水が写っている場所付近の路面は，前方に向かってわ

ずかに下りの傾斜面になっている．�その先は水平であり，逃

げ水は一度消滅するが，かなり遠くまで離れると再び見えて

くる．� 	 

 	 次の３枚の写真を見てもらいたい．� 	 

 
写真２：逃げ水の面積が写真１よりも少ない 
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写真３：さらに逃げ水の面積が減少している 

 
写真４：逃げ水はほぼ消滅している 

 	 

 	 これらの写真は，写真１と，同じ日時，同じ場所で撮影し

たものである．�写真１，２，３と，逃げ水の面積が次第に縮

小し，写真４では逃げ水はほぼ消滅しているように見える．�

これらの写真の撮影時の違いはカメラの高さである．�写真１

が最もカメラの位置が低く，写真１→写真２→写真３→写真

４の順番でカメラの位置を次第に高く構えて撮影したもの

である（いずれも三脚使用）．� 	 

 	 逃げ水が，坂の頂上付近や下り坂の途中で見え易いという

事実と，カメラの高さが低い方が見えやすいという事実は，

逃げ水のある共通の重要な性質を示している．�それは，逃げ

水は，道路表面の接平面とそこを見ている観測者の視線とが

なす角度が，ある大きさ以下になったときに現れる，という

重要な法則性である．� 	 

 	 

３．逃げ水の物理 

 	 逃げ水現象が起きている道路近くの空気の光学的な状況

として，路面近傍における空気の屈折率が，路面に平行な方

向にはほぼ一定であるが，路面に垂直な方向にはかなり大き

な勾配が存在すると仮定しよう．�その場合，路面に対する入

射角が，ssiinnθ00＝nn近 //nn遠（nn近は路面に非常に近い場所の温

かい空気の屈折率，nn 遠は路面から十分離れた場所の冷たい

空気の屈折率）を満たすθ00 以上である場合，光は全反射す

る．�この反射光が観測者の目に届いたものが逃げ水であると

考えられないだろうか．� 	 

 	 写真１〜写真４の撮影時の条件で全反射の臨界角を求め

てみる．�前ページに示した考え方に基づき相対屈折率を

00..9999999999 とおくと，全反射の臨界角は ssiinn--1100..9999999999＝8899..774444

度である．�観測者の視線の向きで言えば00..225566度の伏角とな

る．�感覚的に分り易くするため距離に直すと，観測者の視点

の高さが11..00 	 mmのときに，観測者の足元から222244 	 mm先の水平

な路面に全反射が起こることになる．�これは実際の感覚にか

なり近い．� 	 

 	 また，逃げ水の“水たまり”は全体的にかなり輝度が高く，

縁がくっきりしていることが多いが，全反射であるとすれば

自然と理解できる．�さらに，“水たまり”以外の部分がアス

ファルトの灰色しか見えない理由も，臨界角以下で入射した

光は，非常にわずかな割合だけが反射され，残りの大部分は

屈折しアスファルト路面の表面へ到達し，さらにアスファル

ト路面表面で光があらゆる方向に乱反射されて，そのうちの

一部が観測者の目に届いていると考えるとうまく説明がつ

く．� 	 

 	 

アスファルト路面

暖かい空気層

冷たい空気層

図２：暖かい空気層による全反射の説明

θ0 θ0

 	 

 	 

 	 図２は，上に説明したことを簡略化し誇張を加えて書いた

ものである．�しかし，この図にあるような，暖かい空気層と

冷たい空気層の間に明瞭な境界面があるのかと問われれば，

そのような境界面はないとしか答えようがない．�しかし，明

確な境界面がないとしても，本質的に反射と同じ現象が起き

ているのではないだろうか．� 	 

 	 色々文献調査をしているうちに，ようやく『物体から下向

きに出た光線が，上層の密度の高い空間から下の低密度の層

に入るにつれて屈折し，しだいにその傾斜角がゆるくなる．�

そのうちに，ある空気層に対して臨界角以下の角度で光が当

たるようになり，全反射する．�するとその光は下から上へ向

かうような角度で人の目に達する．�』と記述している書籍を

見つけた33)) 	 ．�かなりの説得力を感じる．�そこで，先の臨界角

の計算式θ00＝ssiinn
--11 	 ((nn 近 //nn 遠 ))は，この説明と矛盾するかし

ないか，調べてみることにした．� 	 

 	 暖かい空気と冷たい空気の間に何層もの中間的な空気層

が存在するモデルを考える．�光はこれらの空気層の境目毎に

わずかに屈折しながら進む．�図３は，一番上の層が屈折率nn11

の冷たい空気層，これに接している層が屈折率nn22の少し暖か

い空気層，さらにその下が屈折率nn33のもう少し暖かい空気層，

さらにその下が・・・というように，少しずつ屈折率が変化
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する５層の空気層の構造を示している．� 	 

 

暖かい側の空気

冷たい側の空気

図３：屈折率が階層的に変化している空気層を進む光の道筋

θ1

θ2

θ3

θ4

 

 	 

 	 一番上の境界面における光の屈折は， 	 

 

 	 •･•･•･((11))
 

すなわち， 

 	 •･•･•･((22)) 

 	 

を満たしている．�同様にして，順次境界面での屈折に際して， 	 

 

 

 	 •･•･•･((33)) 

 	 

が成り立つことがわかる．� 	 

 	 最後の等式に注目することにより，“媒質 44 と媒質 55 の境

界面で全反射が起きるためのθ44 	 の臨界角”は，θ55 	 == 	 9900°と

おいてθ44臨界 	 == 	 ssiinn
--11 	 ((nn55//nn44))と求まる．�しかし，さらに我々

は，θ44 	 ==θ44臨界 	 のときにθ11がいくらになるかに関心を持つこ

とにする．�それは明らかに，θ55 	 == 	 9900°のときのθ11 を求める

ことと等価であるから，答えをθ11 臨界 	 と書いてθ11 臨界 	 == 	 ssiinn
--11 	 

((nn55//nn11))を得る．� 	 

 	 この結果は，先の，上空の冷たい空気と路面近くの暖かい

空気がひとつの境界面で直接接しているとした単純�なモデ

ルの場合の臨界角の式θ00＝ssiinn
--11 	 ((nn 近 //nn 遠 ))と本質的に同じ

である．� 	 

 	 この一致はもちろん偶然ではない．�なぜなら，((33))式につ

いて，最初と最後に注目したとき， 	 

 

sin θ1

sin θ2
=

n2

n1

n1 sin θ1 = n2 sin θ2

n1 sin θ1 = n2 sin θ2 = n3 sin θ3 = n4 sin θ4 = n5 sin θ5

sin θ4

sin θ5
=

n5

n4

n1 sin θ1 = n5 sin θ5

sin θ1

sin θ5
=

n5

n1

 ・・・((44)) 
 	 

または 	 

 	 ・・・((55))
 

 

と書けることからもわかるように．�θ11とθ55の関係は，常に，

媒質１と媒質５が直接接していると考えたときの入射角と

屈折角の関係に等しいからである．� 	 

 	 結論として，路面付近の空気に屈折率のグラデーションが

あったとしても，全反射の臨界角に違いはないことがわかっ

た．�このことは重要である．� 	 

 

４．反射層の厚さの問題 

 	 逃げ水現象が全反射であるなら，逃げ水に映る像はすべて

倒立像になるはずである．�一方，蜃気楼によって生じる虚像

には正立像と倒立像の２種類があることが知られている．� 	 

 	 写真５は，緩やかな下りの右カーブの途中の交差点を，焦

点距離440000mmmm相当の望遠レンズで撮影したものである．� 	 

 	 

 	 

写真55：22001111年 66月1122日大樹町 	 

 	 

 	 自動車の倒立像が逃げ水にはっきり映っている．�この写真

で光は次の図４のような道筋で進んでいると考えられる．� 	 

アスファルト路面

図４：逃げ水による倒立像の原理

冷たい空気層

暖かい空気層

 	 

 	 

 	 屈折率の変化がはっきり現れる“暖かい空気層”の厚みが

どの程度なのかは極めて興味深い問題である．� 	 

大気の物理的性質の安定度と路面からの距離とは，多分，

逆の相関関係にあるだろう．�また，逃げ水に映る像は，比較

的輪郭がはっきりしているものが多い一方で，路面の傾斜に

対して極めて敏感に変化する．�これらのことから考えて，こ

の空気層は舗装路面に対して，かなり厳格に平行でありかつ

極めて薄いと想像される．�写真１〜４のように温度差が１０

度の条件でも逃げ水が観察されるということから見て，この

厚みはmmmm程度ではないだろうかと筆者は推測している．� 	 
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５．おわりに 〜フェルマーの原理との関係〜 

 	 最後に，逃げ水とフェルマーの原理の関係について考察し

ておく．� 	 

 	 フェルマーの原理とは，２点を通る光は，可能な経路のう

ち最短時間でいけるような経路を伝搬するというものだが，

実は“最短”時間でなくとも“極小”時間となる経路であれ

ば光は進むことができる．� 	 

 	 図５のような，光源から観測者の目まで直進する光の道筋

Ⅰと，途中路面近傍の暖かい空気層で全反射されて観測者の

目に届く光の道筋Ⅱを考えてみる．� 	 

 	 

光の道筋 �

�

図５：フェルマーの原理との関係  	 

 	 

 	 計算してみると，光の道筋Ⅰを進む光は，光の道筋Ⅱを進

む光よりもかなり早く観測者に届くことがわかる．�しかし，

今の場合，そのことはあまり問題ではない．�重要なことは，

光の道筋Ⅰは，光の道筋Ⅰとわずかに異なる他の仮想的な経

路を光が進む場合よりも明らかに所要時間が短いというこ

とである．�すなわち時間は極小である．�故に光は道筋Ⅰを進

むことができる．� 	 

 	 次に，光の道筋Ⅱの場合を考える．�もしこの経路が“反射

の法則を満たしている経路”すなわち入射角＝反射角の関係

を満たしているのであれば，光の道筋Ⅱとわずかに異なる他

の仮想的な“反射の法則を満たさない経路”を光が進むのに

比べて所要時間は同じかまたはより短くなることが証明で

きる．�したがって，時間は極小である．�故に，実際に光は道

筋Ⅱを進むことができる．� 	 

 	 結局，光は，光源を出発し観測者の目まで届くときに，道

筋Ⅰと道筋Ⅱの両方を進むことができる．�写真５の中で上下

に対で見える自動車の映像は，まさしく光の道筋Ⅰと光の道

筋Ⅱを通って届いたそれぞれの像である．�本来ひとつの物体

が２つに分かれて見えているのは，物体から出発した光が２

つの異なる経路を通って届いたからに相違ない．� 

 	 このことは逃げ水を見たことのある人であれば誰でも知

っている当たり前のことではあるが，しかし，考えてみると，

最初に述べたような，世間でよく語られる逃げ水の原理では

うまく説明ができないことに気がつく．� 

 	 なぜなら，仮に，逃げ水が，光源から出発した光が，観測

者の目まで直進するよりも，図１のように屈折しながら進ん

でくる方が“所要時間が短い”ことから起こる屈折現象であ

るとするならば，観測者に見える物体の像は逃げ水に映る方

のひとつだけということになるだろう．�しかし，これは事実

に反する．�したがって，この説明は誤りということになる．� 

 	 参考までに音波の場合を考えてみよう．�温度差のある空気

中を音波が屈折しながら伝わる場合は，音源を出発したひと

つの音は，観測者のところでも通常ひとつにしか聞こえない．�

したがって屈折の説明で問題はない．�一方，こだまの場合は，

音源で発した音はひとつでも，聞こえる音は２つ以上になる

が，こだまは音の反射であるのでこれも問題はない．� 	 

 

 	 逃げ水現象は，光の屈折で説明するよりも，全反射の一例

として説明する方が，高校生にも一般にもより理解しやすい

のではないかというのが筆者の至った結論である．�読者諸氏

のご意見をいただければ幸いである．�  
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