単薬現像液の現像特性
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1000ml

フィルム実効感度 ISO100
現像時間：14 分・20℃

これらのフィルム現像液処方を元に、出来る限り少な

○ハイコントラスト撮影時、フィルム実効感度

い薬品量でなおかつ環境に負担をかける割合の少ない薬

ACROS100、T-MAX100 共に ISO 感度 50 相当。

品で、新たな現像液処方を考察する事にした。⑥⑦⑪

現像時間：12 分・20℃。
晴天の屋外の撮影でも、ハイライト部が飛んでしまうこ

現像テストの方法

となくシャドー部もしっかりと記録されている。
○晴天下の極端なコントラストの被写体は、実効感度 25

使用フィルムは、富士フィルム アクロス 100①②、コ

で撮影し 10 分現像するとよい。

ダック T-MAX100⑤。

以上のデータは ACROS、T-MAX 共通。

現像処理の薬品数が少ない処方を使用。
1．D-23 処方を元に現像主薬のメトールの増減と現像効

まとめ

果の確認をする。
2．次に現像促進剤でもある無水亜硫酸ナトリウムの増

現像主薬にフェニドンを使用。現像促進剤として無水
亜硫酸ナトリウムを使用し、L-アスコルビン酸を、第二

減と現像効果を確認する。
3．アルカリの強度を増すために無水炭酸ナトリウムを

の現像主薬として使用すると同時に、フェニドンの酸化
防止剤としても使用した。

加えた結果の画像コントラストを確認する。

HB-N1 現像液は、同じ単薬現像液の D-23 と比較する

4．現像主薬をフェニドン、L-アスコルビン酸に変えて

と、
薬品濃度が低く、
なおかつ PH も低い現像液である。

実験する。④⑥⑧

環境等への負荷も軽いと考える。⑪

テスト結果の判断

しかも現像能力は劣ることがない。
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上・TYPE 55 コンタクトプリント（撮影：ISO25）
中・ACROS 100 コンタクトプリント（撮影：ISO50）
下・ACROS100 40cm×50cm サイズ時の部分プリント。
晴天下の撮影にもかかわらず、ハイライトもシャドーも、ポラ
ロイド TYPE55 以上に描写されている。
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