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従来技術とその問題点 

病院等で既に使用されている汎用輸液システム
における液滴量測定装置には、滴下数カウント
による測定法等があるが、 

   ・投薬液の粘性係数の違い 

   ・点滴環境など 

により各の液滴の体積が10％程度異なる。 

そのため、滴下数カウント手法では測定精度の
実現が10％程度にとどまる。 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

• 従来技術の問題点であった、薬液に問わず液
適量の測定精度を向上させることに成功した。 

• 従来は投薬液および環境などの違いにより測
定精度が10％程度に限られていたが、円筒

凸レンズを採用し、液滴形状の影をモニタリン
グすることにより、各液滴の体積を測定するこ
とが可能となった。 

• 本技術の適用により、液適量の測定精度が
１％まで向上することが期待される。 
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Supply drop volume(weight) distribution from a nozzle 

ノズルから落下した水滴の体積（重量）分布 

• By counting of liquid drop cannot precisely measure the liquid supply quantity due to 

existing of drop volume distribution 

• We propose an optical method to realize precise drop volume measurement with an 

experimental verification. 
 

• 滴数をカウントする方法では、液滴の体積分布の存在により供給量を精密に把握できない。 

• 本出願は、幾何光学的測定手法を採用し実験的に検証した各滴液の体積測定法を提供。 

Infusion supply nozzle 

点滴筒 [ Weight of water drop (mg)] 
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Liquid drop from a biomedical nozzle 

落下する液滴の観察 

(a)0.000[s]      (b)0.005[s]     (c)0.010[s]       (d)0.015[s]       (e)0.020[s] 

Drop is not sphere, but becomes basically flattened at the  

bottom due to air resistance and changed along . 

液滴が球体ではなく、空気抵抗により、比較的偏平に 

なったりし、形状が変化し続ける。 

Nozzle 



6 

Monitor the drop shadow 

液滴影の監視 

Capture a drop shadow by a CMOS sensor 
液滴に光をあて、影をセンサに写す。 

Binarization the captured image to recognize drop dimension. 
読み取った情報を二値化し、液滴の形状を認識する。 

Nozzle 

CMOS sensor 

Drop shadow 

Drop 

Light 
source Captured image 

Fall direction 
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Binarization and Volume measurement 

二値化及び体積の測定 

Drop is evidently not spherical, but symmetry. 

→ Drop volume can be obtained by integration of a rotational volume. 

→ Detection of horizontal length is dominant for drop volume measurement. 
 

液滴は球体ではないが、対称性がある。 

→液滴の体積は回転体として積分により、求められる。 

→幅aは精密に液滴体積を測定するのに重要な情報である。 

a a 



8 

Lack of drop shadow due to falling speed 

落下速度による全体影の欠如 

 

Expansion of observation range only in falling direction 

そのため、落下方向の観察範囲を拡大する必要がある。 

5
 m

m
 

Practically, it is difficult to capture a whole drop shadow in one frame. 

However, horizontal length is dominant for volume measurement. 

実際、落下速度により、液滴影を一枚のフレームに捉えるのが困難である。
しかし、水平方向の液滴幅が体積を求めるのに重要な情報である。 
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Before adjusting aspect ratio 
スケール比補正前（撮影した動画） 

Observation 液滴落下の様子 
replay：1/40 x  

Record frame rate：240 frame/s 

After adjusting  
aspect ratio 

スケール比補正後 
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Sequential image of a falling water drop 

液滴の観察像の各フレーム 

• 6 frames of whole drop can be captured. 

• Drop geometry changed along the falling path. 

• 円筒凸レンズにより、すべてのフレームに液滴２次元形状が観察された。 

• 液滴は落下中に形状が変わり続ける。 

1 mm 

1 mm 

4
 m

m
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A standard glass ball volume was repeatedly measured. 

標準ガラス球体を繰り返して測定した。 

Measurement precision of the optical system 
光学系の測定精度 

• The measured diameters had repeatability and were in the range of the ball glass 

nominal dimension value.  

• The measured volumes that were calculated by the integration imply that the optical 

system could precisely measure the falling solid volume up to 0.1%. 

 

• 測定した標準ガラス球の直径は、公称値の範囲にある。 

• 回転体の体積積分結果により、本光学系により測定では、0.1%まで高精度化す
ることが可能であることを示唆した。 

Standard glass ball                              

(φ4.00 mm ± 5μm) 

Diameter 

(mm) 
Volume 

(mm3) 

Average 3.997 33.44 

Relative 

difference  
± 0.018% ± 0.054% 
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Trial measurement of water drop volume  

水滴体積測定実験 

• The measured volumes had good agreement with 

distribution around 48 μL. 

• 測定した体積は同様であり、48 μLを中心に分布した。 

100 drop volumes by a weighting balance 
天秤による液滴体積測定分布（100滴） 

100 drop volumes by drop shadow 
液滴影から算出した体積測定分布（100滴） 

[ Weight of water drop (mg) ] 
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Water drop volume distribution from the same nozzle 

同じノズルからの水滴体積分布の違い 

• Different drop conditions from same nozzle make different drop 

volume distributions. 

• 同じノズルにおける落下条件の違いで、得られた体積分布が異なる。 

Supply rate: A 
B 

C 

D 
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想定される用途 

• 本技術を輸液システムの滴下量監視に適用
することにより、輸液供給量の高精度化・安定
化を実現できるメリットがあると考えられる。 

• さらに本技術のシンプル性により点滴筒を廉
価版のものにも適用可能と期待される。 

• また、達成された測定精度に着目すると、バイ
オ医薬品開発のための液滴量センシング用
途に展開することも可能と思われる。 
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実用化に向けた課題 

• 現在、各液滴の体積を積算するところまで開
発が済み。しかし、輸液ポンプへの適用およ
びインターフェース開発が未解決である。 

• 今後、様々な点滴環境について実験データを
取得し、廉価の点滴筒に適用していく場合の
条件設定を行っていく。 

• 実用化に向けて、液滴形状の影をモニタリン
グする光学系を小型化する必要もあり。 
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企業への期待 

• 未解決の輸液システムへの適用は、ポンプ制
御へのインターフェース開発により解決できる。 

• 輸液システムの開発技術を持つ、企業との共
同研究を希望。 

• また、高精度輸液システムを開発中の企業、
バイオ医薬品センシング分野への展開を考え
ている企業には、本技術の導入が有効と思わ
れる。 
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