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田中貴金属グループ

貴金属材料で常に先端分野を開拓
いち早く環境・エネルギー分野へと応用を拡大
各種電子機器や自動車，さらには水や空気の浄化装置など―これらにはすべて貴金属が使われている。こうした貴金属材料を

貴金属の応用市場の広がり
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有害物質を除去し性能を向上
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なるような用途を開拓していく。
電気回路を開閉するリレー
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図3 顧客に提供する貴金属リサイクル・システム

金属ナノ粒子が使われつつある。
このように貴金属材料の応用は限りなく
広がっているが，一方で，貴金属は材料コス
トが高いために常に代替材料が研究され競
合していく宿命にある。そのために田中貴
金属グループでは常に使用量を少なくする
ように工夫を続けると同時に，新たな先端
分野の市場開拓を続けている。

