田中貴金属グループ

エネルギーの革新に貢献する貴金属材料
「創」
「蓄」
「省」に向けた技術を続々と開発
貴金属を手掛けて 125 年と長い歴史を誇る田中貴金属工業。同社は，貴金属材料を提供すると同時に，その応用技術を開発
することで先端工業製品の進化に貢献してきた。その同社が，いま注力している分野が環境・エネルギー事業である。今回，
同事業の四つの大きな柱の一つである「新エネルギー」の分野における主な貴金属材料の役割と，それらに関する同社の最新
の取り組みについて，同社取締役技術開発部門長の田中秀昌氏と技術開発に携わる社員に聞いた。
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田中氏 その通りです。しかも，その中に
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嶋氏 省エネに貢献する技術として超電導
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階を迎えるにつれて，新エネルギーの分野
における田中貴金属グループの存在感は一
段と高まるはずです。今後の私たちの取り
組みに是非注目していてください。

