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【ナノテクノロジー特集】 
 

環境技術へのナノテクノロジー利用の動向(米国) 
 
はじめに 
汚染は、地域の環境および地球環境の両方に対して、またクオリティー・オブ・ライフ

に対しての重大な脅威である。人間の健康および環境を傷つけることなく、産業経済を可

能にする新技術の開発は、現在、非常に重要である。 
環境問題は、環境への被害を改善させるか、少なくとも最小化することができる、触媒

を含んだ先進材料およびプロセスを開発する様々な団体の必要性を正面に押し出した。 
 
ナノテクノロジーと環境技術 
ナノテクノロジーとナノ材料は、特に下記に述べる問題のために、水や環境に関する産

業からの重要な注意を引きつけている、 
 
－土壌、空気および水の汚染防止と改善 
汚染防止と改善の用途での、ナノテクノロジーに基づいたシステム(薄膜やフィル
タ) の商業化が多くの関係者により可能になった。 
例えば、地下水改善への濾過媒質に組み入れる特別なナノ粒子の使用に多くの関係

者が目を向けている。鉄のナノ粒子は、DDTやリンデンのような様々な殺虫剤を分
解し、地下水からヒ素、重金属およびフッ化物を除去する。このような場合、鉄の

ナノ粒子は、自然に発生する環境上良性の物質であるサビへと鉄を酸化させるプロ

セスにより還元剤の役割をする。 
 
－淡水化 
淡水化は海水から塩を取り除く過程で、それによって、真水を提供する。薄膜淡水

化の広範な使用を妨げる要因は、そのプロセスのエネルギー必要量である。淡水化

の運転費用の 50%以上はエネルギーに起因している。エネルギー必要量の削減は進
歩しているが、もしその必要量がさらに減少すれば、薄膜淡水化のより速い成長が

可能になる。 
 
例えばカリフォルニア州、ロングビーチ市水道局は、逆浸透法よりも 20%から 30%
少ないエネルギー使用量の 2段階ナノ濾過淡水化プロセスの特許を獲得した。(逆浸
透技術は、今日、淡水化応用の主要な選択技術である) 最初のナノ濾過段階は、12%
以上の全ての塩分を取り除き、次の第 2 段階目で残りのすべての塩分を処理する。
このナノ濾過プロセスは、最初の段階では、525 ポンド/1 平方インチ(psi)で、第 2
段階は 250psi の、低い圧力で作動するので、1,000psi で作動する逆浸透法よりエ
ネルギー必要量は本質的に低い。 
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－需要の場での浄水 
飲料水の汚染はいかなるところでも生じる。配水システムの処理設備からは、バク

テリアがパイプの割れ目を通り抜けて汚染する場合や、鉛、銅および鉄のような金

属がパイプから水の中へ溶ける可能性がある。 
その結果、飲料水だけでなく工業用水においても、需要場所での浄水処理の商機が

出現している。現在の需要場所での浄水システムは、セラミックや高分子薄膜と同

様に活性炭も含んでいる。 
 
－汚染の感知と検出 
ナノテクノロジーは、より高感度で、安定的で、反応が良くかつ選択的なセンサー

の開発を可能にすることにより、既にセンサー産業に影響をもたらしている。 
例えば、金属酸化膜ナノ粒子やカーボンナノチューブは、ガスや化学センサーで利

用されている。このようなセンサーが、リアルタイム情報を提供し、特に遠隔用の

居ながら見られる連続監視装置で、分子レベルの汚染物質を検知することができる

と、環境管理を著しく強化する。例えば、NanoSelect 社(フィラデルフィア、ペン
シルバニア州)は、市営の水道システムの水質および安全性をモニターするために、
一連の CNT化学薬品や生物学センサーを開発している。 

 
吸着剤として、また薄膜や濾過装置として、水や環境産業からの注意を引きつけて

いるのは、ナノ材料の大きな表面積と化学反応を調整する能力（そのためにナノ材

料は対象となる巨大材料より活性が高い）である。特に、研究の主な焦点は、既存

の薄膜や濾過材よりも高い選択性と浸透度を持ち、温度、化学反応への向上、ある

いは汚染に強い、新しい薄膜や濾過材の開発にある。例えば、ナノ濾過技術が、汚

染された土壌や空気から様々な毒素や汚染物質を取り除くために開発中である。 
 
さらに、ナノ薄膜および濾過材は、水中の薬やパーソナルケア製品の追跡を含んで、

汚染された産業用水や家庭用水を浄化するために開発されている。また、ゼロ価の

鉄や亜鉛ナノ粒子、デンドリマー、カーボンナノチューブ、ナノファイバーおよび

沸石のような様々なナノ材料は、水や地下水の浄化に有効であると証明されている。 
 

(環境応用でのナノテクノロジー利用の詳細な概観のためには、以下を参照) 
① www.sric-bi.com/Explorer/NM/NM-2007-07 .shtml  
② http://cohesion.rice.edu/CentersAndInst/cben/emplibrary/NanotechnologiesForE

nvironmentalCleanup.pdf 
③ http://cohesion.rice.edu/CentersAndInst/cben/emplibrary/NanomaterialsAnd 
   WaterPurificationOpportunitiesAndChallenges.pdf 
④ www.nanowerk.com/spotlight/spotid=4662 .php 
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⑤ www.nano.gov/html/res/ GC_ENV_PaperZhang_03-0304.pdf  
（膜材料へのナノテクノロジー効果の概観のためには、さらに次も参照） 
⑥ www.sric-bi.com/Explorer/MS/MS-2006-03 .shtml ) 
 
濾過システム、検知装置および触媒を含む一連のナノ対応水処理装置は、かなり開発が

進んだ段階の数多くのものが既に市場に出ている。例えば、メタマテリアパートナー社(ナ
ノダイナミックス社の子会社)は、水改善用途にそのナノピュリティ媒質を提供している。
アルゴナイド社はナノセラム濾過システムを販売し、また、さらに、Generale des Eaux
社と Filmtec社、FluXXion社、Berghof社、Seldon Technologies社および Saehan社の
ような関係企業は、ナノ濾過および膜システムの開発および商業化に活動的である。 

 
表 1は、濾過と汚染除去のような環境用途でのナノテクノロジー利用の簡略な概観を示
したものである。水の濾過と処理技術、およびシステム応用領域でのナノテクノロジー研

究活動のより詳しい説明は、「2006年ナノテクノロジー、水および開発に関する国際ワー
クショップ(チェンナイ、インド)」の発表および議事録で利用可能である。 

(www.merid.org/nano/waterworkshop/を参照) 
 

表 1：ナノテクノロジーの環境応用例 
ナノテクノロジー解決策 概  要 応 用 例 

 
ナノ濾過と淡水化 

ナノ濾過膜は、塩分並びに一連

の汚染物質の除去、硬水軟質化

および排水処理に、既に広く利

用されている 
 
 
商業的に最も利用可能なナノ濾

過膜は、自然発生のナノスケー

ル細孔あるいはエッチング加工

の細孔を持ったバルクスケール

固体材料の使用に依存する。 
ナノフィルタのための原料物質

には、自然発生のゼオライトお

よびアタパルジャイト粘土を含

んでいる。ナノ細孔高分子材料

を使用して作られた新しいクラ

スの膜が開発中である。 
 
 
ナノ濾過膜の使用は、淡水化の

エネルギー必要量を減らし、そ

れにより低価格の濾過解決策に

導く。 
 

・ダウ子会社の FilmTec 社(エディナ、
ミネソタ州)、ナノ膜濾過技術 
・SolmeteX社(ノースバラ、マサチュー
セッツ州)、金属や金属複合物除去用の多
量結合金属樹脂剤 
・Argonide 社(サンフォード、フロリダ
州)、ガラス繊維基板上の酸化アルミニウ
ムナノ繊維フィルタ 
・レンセラー工科大学(トロイ、ニューヨ
ーク州)、カーボンナノチューブフィルタ
・バナーラス・ヒンドゥー大学(バラナシ、
インド)、カーボンナノチューブフィルタ
・ノースウエスト大学(ポチェフストルー
ム、南アフリカ)、ナノ膜濾過技術 
・ステレンブーシュ大学(マティランド、
南アフリカ)、ナノ膜濾過技術 
・ロスアラモス国立研究所(ロスアラモ
ス、ニューメキシコ州)、ナノ細孔高分子
材料 
・ロングビーチ水道局(ロングビーチ、カ
リフォルニア州)、廉価な 2 段階ナノ濾
過プロセス)  
・アルタイルナノテクノロジー社(リノ、
ネバダ州)、ナノチェック(Nanocheck)
は水系環境からリン酸エステル除去に

ランタンナノ粒子を使用し、藻類の増大

を防ぐ 
・メタマタリアルパートナー社(バッファ
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ロー、ニューメキシコ州)、ナノピュリテ
イ(NanoPurity)媒質はナノ粒子、ナノ繊
維あるいはナノ結晶を含んだ多孔質セ

ラミックスから成る。水中の様々な汚染

物質を、除去、触媒作用化、不活性化あ

るいは中和する。 
・セルドンテクノロジーズ社(ウィンザ
ー、バーモント州)、水から病原体を除去
ためのカーボンナノチューブ膜を開発

するために米国空軍と研究 
 

ナノ触媒と磁気ナノ粒子 ナノ触媒や磁粉は、効果的でコ
スト効率的であると同時に、汚

染物質を選択的に目標化して除

去し化学的に分解する。 
 
 
磁気ナノ粒子は、例えばフィル

タ基板材料の固定ベッドで循環

されるか、あるいは埋込まれる。

 

・インフラマット社(ファーミントン、コ
ネチカット州)、超多孔性ナノ繊維構造よ
り成る材料 
・エンバイロメンタルケア 
(EnvironmentalCare)社(香港)、ナノ光
触媒酸化技術 
・インド工科大学およびユーレカ・フォ

ーブズ社(ムンバイ、インド)、殺虫剤や
他の有機汚染物質を除去する化学反応

に触媒作用を及ぼす金属ナノ粒子(アル
ミナ支持 60～80nm 銀ナノ粒子)を含ん
だフィルタ 
・モナードナノテクノロジー (Monad 
Nanotech)社(ムンバイ、インド)、微生
物や有機汚染物質を除去するためにカ

ーボンナノチューブや酸化鉄(III)の自
然な光触媒特性を活性化するために光

を使用 
・PARS 環境(PARS Environmental)社
(ロビンズビル、ニュージャージー州)、
微生物や有機汚染物質除去の現場改善

用ナノスケールのゼロ価鉄 
・ライス大学(ヒューストン、テキサス
州)、トリクロロエチレンおよび有機芳香
性汚染物質除去用ナノ触媒、ヒ素除去用

マグネタイトナノ結晶 
・オクラホマ州立大学(スティルウォータ
ー、オクラホマ州)、水からヒ素を取除く
ために酸化鉄の替わりに酸化亜鉛ナノ

粒子を使用 
・イェシバー大学(ニューヨーク、ニュー
ヨーク州)、イリノイ大学(アーバナ、イ
リノイ州)、ピッツバーグ大学(ペンシル
ベニア州)、硝酸塩のような酸化汚染物質
から汚染を減らすナノ触媒 
・VeruTEKテクノロジーズ社(グラスト
ンベリー、コネチカット州)、カンタムス
フィアー(QuantumSphere)社(サンタア
ナ、カリフォルニア州)、VeruTEK社の
界面活性剤および QuantumSphere 社
のナノ触媒に基いた新しい環境改善溶

液を開発する戦略的パートナーシップ

の形成 
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ナノセンサー ナノスケールセンサーは検出標

識として比色分析や電子読出し

に使用可能である。 
 

・欧州連合資金提供のバイオフィンガー

プロジェクト(Biofinger Project)、携帯
型分子生物検出システム 
・バッファロー大学(バッファロー、ニュ
ーヨーク州)、毒素の存在を検知する携帯
型検出システム 
・ナノセレクト(NanoSelect)社(フィラデ
ルフィア、ペンシルペニア州)、上水道の
品質および安全性をモニターするため

の機能性カーボンナノチューブセンサ

ー設計 
 

( 出典：Meridian Institute, SRI Consulting Business Intelligence ) 
 
ナノ対応環境技術の最近の例 
最近の例としては以下のものがある、 
 
－ノルウェー科学技術大学(トロンヘイム、ノルウェー)の研究者は、二酸化炭素を捕
え他の廃ガスは自由に通過させるナノ構造化プラスチック膜を開発し特許を取得

している(詳細は以下を参照)。 
www.engineerlive.com/features/19694/new-membranes-improve-carbon-dioxide- 
capture.thtml 

 
－欧州委員会資金提供の「NANOGLOWAコンソーシアム」は、発電所排気から効率
的に二酸化炭素を取除く、5つの種々の形式のナノ構造化膜に取り組んでいる。 
これらの膜は洗浄システムより著しく低価格で排気流に設置可能と

NANOGLOWAは信じている。現在、開発中であるが、発電所の予備テストはおよ
そ 5年間は開始されそうもない(詳細は以下を参照)。 
www.nanoglowa.com/ 

 
－VeruTEK テクノロジーズ社および米国環境保護庁(EPA)研究開発局の全米リス
ク管理研究所は、共同研究と開発協定を最近結んだと発表している。 
この合意の一部として、環境保護庁の研究所は、安全なナノ粒子のグリーン合成に

ついてのその専門技術を、VeruTEK 社の土壌改善と上・排水処理技術のためのグ
リーン化学を使用する専門技術と結合する（下記参照）。 
http://www.verutek.com/PR_VERUTEK+NRMRL.pdf 
 

展 望 
もし、開発者がエネルギー効率、ナノ材料コスト、大量生産性、およびナノ材料の環境

に対する影響を含んだナノ材料安全性評価のような多くの問題に取り組めば、ナノテクノ

ロジーとナノ材料の利用は、今後数年間に、環境からの毒素の除去や上水の供給に重要な

効果を及ぼすし、特に貧しい世界に役立つにちがいない。 
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これらの技術が、より多くの形の汚染物質を除去できる向上した濾過速度を持った完全

なナノ基盤システムによる置き換わるという結果を見るまでは、当初は、ナノ材料の既存

の汚染改善および水処理システムでの使用が見られるであろう。最終的には、様々な汚染

物質を感知し、分離し、解毒するような多数の機能を行うことが可能な高機能膜の出現を

期待することができる。 
 
（出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program）  


