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1. 現像処理 

 

写真の仕上りの良否は主にこの現像処理工程によって決定しますので，十分な注意と習熟が必要

となります。 

現像処理によって常に希望する結果を得るためには，種々の現像条件を一定に保つことが必要で

す。その条件のうちでも特に重要なものについて，次に説明します。 

 

 現像時間と現像温度 

写真の仕上りは現像時間と温度の選び方により著しく変化するので，現像液の温度は，指定通り

20℃に保つように心がける必要があります。現像温度を変えて同じ写真濃度を得ようとする場合，

現像温度が低いときには現像時間を長くし，また高いときには時間を短くすることによってほぼ

同じ写真濃度を得ることができますが，その場合でも温度は 18～22℃の範囲に押えたいものです。 

 

図-1 現像温度時間曲線 

  

 

 現像液の攪拌 

現像液を攪拌したり，現像中のフィルムをゆり動かしたりして，現像されるフィルムの表面に絶

えず新しい現像液が供給されることによって均一な現像が行われます。もしも全く静正した状態

で現像が行われたとすると，フィルム上の濃度の高い部分ではその付近の現像液の消耗が激しく，

そうでない所は消耗が少ないので写真は全体として平調になりやすく，すなわち階調が低くなり

やすくなります。現像液が少し動く状態で現像が行われたとすると，フィルム上の濃度に応じて

消耗度に差を生じた現像液がフィルム面を移動してフィルム各部の現像速度に影響し，その結果，

現像ムラを生じます。したがって現像に際しては感光材料の全面に均等なかくはんが十分に行わ

れるようにすることが大切です。 
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 現像進行性 

現像温度，かくはんなどの条件を一定にして現像時間を変化させていくと写真の特性が変化しま

す。 

感度と階調は現像時間の延長とともにある点までは高くなりますが，それ以降はカブリの増加や，

その他の原因で低下する場合もあり，さらに粒状性もあれてきます。したがって，感度，階調を

上げる目的で現像を押す（現像時間を長くする）場合でも，20℃，6～8分程度にとどめる必要が

あります。 

図-2 は現像時間による特性の変化を示したグラフです。 

 

図-2 現像進行性 

 
 

 現像液の疲労と補充 

現像液の濃度が不正確であると特性が変化するだけでなくカブリを発生することがあるので，正

確に調合しなくてはなりません。 

しかし，正確に調合した現像液でも処理量の増加に伴い疲労し組成が変化しますので，枚数，サ

イズおよび液の使用日数を記録し，液の疲労度をチェックするようにしてください。 

X 線写真の仕上りを常に均一にするために現像液の管理を厳密に行い，補充液を周期的に加える
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ことをおすすめします。図-23 は補充液を加えずに処理した場合と，周期的に補充しながら処理

した場合の性能の変化を表わしたグラフです。補充量は，処理枚数，フィルムサイズ，写真濃度

などによって異なります。写真濃度の高い場合，現像液の疲労が大きくなり，また，写真濃度が

低い場合は小さくなります。フィルムサイズによる疲労度は，サイズが大きいほど高くなります。 

補充液を加えるときは間隔をあけて多量に加えるより，少量の液をしばしば加えるほうが処理液

の変動が少なく，均一な画像に仕上ります。 

 

図-3 無補充と補充の場合の性能変化 
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2. 停止処理 

 

現像液のアルカリ性を酢酸で中和して現像を止めるのですから，フィルム全面が均一に中和され，

現像が止るようにする必要があります。また，感光層に悪い影響を与えない（感光層の膨潤の度

合いを一定に保つ）ようにする必要もあります。そのために，現像処理と同様，停止液の温度も

一定に保ち，十分な攪拌を行い，疲労度のチェックをしなければなりません。 

停止液の温度は，感光層への影響を考えて，現像液と同じかそれよりも低目に設定します。現像

液の温度が 20℃であれば，停止液の温度は 15～20℃に保ちます。 

攪拌は，中和を均一に行うために必要で，特にフィルムを停止液に移した直後の 15 秒間位は連続

して十分に攪拌しないと，写真像にムラを作ることになります。また処理中，フィルム同士が重

ならないように注意する必要があります。停止処理時間は液の温度が 15～20℃の場合，30 秒位が

適当です。 

停止液の疲労度は pH でチェックします。停止液の pH が 6.0 を越えると中和作用が弱くなって停

止処理の役目を果さなくなります。使用限界の pH 値を 5.5 位にしてください。 
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3. 定着処理 

 

 定着方法 

停止液から取出したフィルムを定着液に移し，はじめの 10 秒はよく攪拌します。その後はときど

き攪拌する程度でかまいませんが，フィルム同士が接触しないように注意する必要があります。

停止処理を行わず，現像液から直接定着液にフィルムを移した場合（この処理方法を手処理で行

うと，ムラを作りやすいです。）あるいは現像処理後水ですすいで定着液に移した場合は，はじめ

の 30 秒位をよく攪拌する必要があります。攪拌が弱いと，いわゆる定着ムラを生じたり，定着液

が疲労している場合は 2色カブリ※や汚れ故障を起こしたりします。 

定着時間は定着液にフィルムを浸し，感光層の乳白色が完全に透明になるまでに要した時間（こ

れを抜けの時間といいます。）の 2 倍を必要とします。もし，定着時間を短縮すると定着不足とな

り，その後の水洗を長時間行っても取除けない不要成分（難溶性チオ硫酸銀錯塩）が残り，保存

中のフィルムの写真画像が変色したり退色したりする最大の原因となります。定着時間が抜けの

時間の 2 倍を越えても，写真への影響はほとんどありませんので，定着時間は抜けの時間の 2倍

より長めにするほうが安全です。しかし，極端に長時間定着液中にフィルムを放置すると写真像

は次第に消えて行ったり，かっ色に変色したり，粒状性を悪くしたりしますので定着液中にフィ

ルムを置き忘れないように注意する必要があります。 

 
※2 色カブリ：現像液と定着液とが混ざった場合によく発生するカブリです。 

このカブリの生じたフィルムをシャーカステンに乗せて見ると黄色ないしはかっ色の汚れがつい

ています。この汚れの部分を反射光で見ると青，緑，あるいは黄などの金属光沢を帯びています。

これを 2 色カブリといいます。 

 

 定着能力 

定着液は通常補充を行わないので能力の範囲内で使用し交換します。定着液が疲労していくに従

い，抜けの時間をチェックしながら定着時間を延長するように心がけることが大切です。 

新液に比べ，抜けの時間が 2 倍になるまでが定着液の能力の範囲（使用限界）です。抜けの時間

が 2倍を越えたら新液と交換します。この限界以上に使用すると抜けの時間の 2倍以上の定着時

間をとっても定着が完了せず，保存中の写真像の変退色の原因となります。 

チオ硫酸アンモニウムを用いた迅速定着液は，普通の定着液よりも抜けの時間が短いだけでなく，

定着能力も 2倍以上あります。迅速定着液は能力の限界（新液時の抜けの時間の 2倍）がきても

抜けの時間が短いために，限界を越えて使いがちですがこれは写真像の変退色につながりますの

で，避けなければなりません。 

普通の定着液と迅速定着液の抜けの時間と処理能力を図-4 に示します。 
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図-4 定着液の抜け時間と処理能力 

 

 

フィルムを定着液に移すとき，定着処理前の処理液がフィルムに付いて定着液中に持込まれ，定

着液は次第に薄められていきます。この持込み量の多少は図-4 の曲線の形を変えます。定着液に

持込まれる液量が少ない程，定着液の疲労は少なくなりますが，そのためには，フィルムを定着

液に移す前に長い時間，空気中にさらすことになります。処理液が付着したフィルムを空気中に

長時間さらすと変色することがありますので，好ましいことではありません。空気中に処理液の

付いたフィルムをさらす時間は X-レイフィルムの場合，10 秒以内にとどめてください。 

フィルムを停止液で処理せずに，現像液から直接あるいは水すすぎをして定着液に移すことを続

けると，硬膜作用が早く弱ってフィルムに傷がつきやすくなったり，水洗処理後の乾燥時間を長

く必要としたりします。またフィルムが定着液に移された後まで現像が進むようになって，2色

カブリや定着ムラなどの故障を生じる原因になります。このような場合は，指定の使用限度に達

していなくても，その定着液の使用を打切る必要があります。 

 

 定着温度 

定着液の温度に対する抜けの時間の変化は現像液ほど顕著ではありませんが，温度が高くなるほ

ど短くなります。その時間と温度との関係を図-5 に示します。 

ただし，感光層に悪い影響を与えないためには現像液の温度に合せることが必要です。 
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図-5 定着温度時間曲線 

 

 

  



37 

 

4. 水洗処理 

 

感光層から不要成分（チオ硫酸銀錯塩や余剰のチオ硫酸塩など）を除去するために十分な水洗を

行ってください。定着が終わると，その後の操作はおろそかになりがちですが，もし水洗不十分

のため感光層に不要成分が残っていると，のちにこれが現像銀を分解し，写真画像を変退色させ

ることになります。 

 

 水洗水量と水洗温度 

水洗は感光層に接触している水が急速に動くほどフィルム中の不要成分の流出が良くなり，時間

も短縮されます。水洗水の温度は感光層に悪い影響を与えないために定着液の温度よりやや低く

保つことが望ましいことです。しかし，水洗水の温度をコントロールするためには，かなりの設

備を必要とします。現像液の温度が 20℃，水洗水の温度が 15～17℃（井戸水など）で供給されて

いる場合は理想的ですが，たとえば，水道水などは四季折々にその温度が変化（夏期には約 30℃，

冬期には 10℃以下）します。したがって，このような場合には止むを得ず，停止液や定着液の温

度を少しずつ変え，現像液の温度から水洗水の温度に次第に近づくするようにします。 

20℃付近で，感光層は±5℃の温度変化に対してあまり大きな影響は受けません。 

もし各液の温度が極端に違うと感光層の部分的な膨潤の差ができてレチキュレーション（ちりめ

んじわ）を作ることがあるので注意してください。 

表-1 にその例を示します。 

 

表-1 処理液間の温度調節例 

 

 現像 停止 定着 水洗 

夏 20 ℃ 22～25 ℃ 25～28 ℃ 30 ℃ 

冬 20 ℃ 18～15 ℃ 16～13 ℃ 10 ℃ 

 

通常，フィルムの水洗は 20℃の流水で 50 分以上を要します。水洗時間を短縮するために水洗促

進剤富士 QW を用いる場合は次のようになります。定着完了後のフィルムを 30 秒間水ですすぎ，

富士 QW に約 1～2分浸した後，水洗を 5分間行い乾燥します。 

図-6 は，富士 QW を使用した場合と通常の水洗をした場合との水洗時間とチオ硫酸残留量の関係

を示したものです。 
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図-6 水洗時間とチオ硫酸塩残留量 
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5. 乾燥処理 

 

水洗の完了したフィルムはすみやかに乾燥します。水洗後のフィルム表面には筋状や水滴状に水

が沢山付着しています。これをそのまま急速に乾燥すると水がついている部分の濃度が変化し乾

燥ムラを生じます。きれいに洗ってある写真用スポンジでフィルム面を軽く静かにぬぐうか，あ

るいは富士水切り剤ドライウェルを用いると，これを防止することができます。（ドライウェルは

200 倍に希釈し，水洗の完了したフィルムをこの中に約 30 秒間浸したのち乾燥機に入れます。）

乾燥機は空気の取入れ口にフィルターのついたものを使用し，45～50℃の風をファンで送込む乾

燥機が適しています。温度が高すぎたり風の動きが少なかったりすると感光層が溶けることがあ

ります。 

 

 

 

 補足 

標準手処理条件 

 

処理工程 処理剤 処理温度 処理時間 

現像 ハイレンドール I 20 ℃ 5 分 

停止 富士酢酸(50%)の 60ｍℓ/ℓ水溶液 18～22 ℃ 30 秒 

定着 ハイレンフィックス I 18～22 ℃ 5～10 分 

水洗 流水 2～4 ℓ/分 18～22 ℃ 50 分 

乾燥 
ドライウェル 18～22 ℃ 30 秒 

 約 50 ℃  

 

 水洗時間の短縮には水洗促進剤富士 QW の使用をおすすめします。 

富士 QW を使用した場合の標準処理条件は， 

予備水洗（30 秒）,富士 QW（2 分）,水洗（5 分）です。 

 


