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１．概要
重金属イオンの下水道や河川などへの排出は，
法律や規制によって厳しく規制されている。
そのため，適切な処理が必要であり対応にはコストがかかる。そこで，グァバの葉およびコ
ーヒー殻を用いて，水溶液中の銅(Ⅱ)イオンの吸着実験を行った。どちらも水中から銅(Ⅱ)
イオンの吸着されることが分かった。しかし，今回の実験では，水中からの銅(Ⅱ)イオンの
除去が，タンニンに結合によるものか，グァバの葉やコーヒー殻の繊維に直接吸着によるも
のか，どちらの効果が大きかったのかは分からなかった。
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図１．ヨウ素滴定法によるグァバの葉，コーヒー殻の Cu2+吸着量測定
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同じ質量当たりの Cu2+の吸着量は，コーヒ
ー殻よりグァバの葉の方が多かった。これは
ポリフェノールの含有量の差と一致した。グ
ァバの葉，コーヒー殻のいずれも，ホルマリ
ン処理の有無による Cu2+の吸着量の差は大
きくなかった（図３）。この理由としては，
水溶性ポリフェノールが高分子化されなか
ったことが考えられる。また，Cu2+の吸着に
ついて，ポリフェノールとの結合による効果
よりも，グァバの葉やコーヒー殻への直接の
吸着の効果の方が大きかった可能性もある。

