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2019年度事業報告書 

(2019年 4月 1 日～2020年 3 月 31日) 

 事業概要 

I.  一般事業 

1. 情報等提供事業(実施事業) 

(1) 技術相談 

技術相談室を中心に、会員(68 件)および一般(78 件)から合計 146 件の技術相談を受けて

必要な指導助言を行った。 

主な相談内容は、潤滑油製造販売事業者からの潤滑油剤の試験・分析方法および規格に

ついて、一般需要家では潤滑油製品の使用、管理に対する問い合わせ、またコンサルタン

ト会社などからの生産・需給統計等に関する問い合わせ等であった。 

また潤滑油に関する専門知識を視聴覚によって広く普及すべく、潤滑油製造販売事業者、

および大学に普及用、教育用ビデオの貸出し(計 3 件、12 本)を行った。 

(2) JALOSニュース 

協会誌「JALOS ニュース」を毎月発行し、協会の動き、各種研修会の開催情報、潤滑油

に係る技術動向、化学物質管理情報や最新の行政施策情報等を毎月掲載し提供した。 

(3) 協会ホームページ 

協会の活動、事業の成果等を取りまとめ、協会ホームページに掲載するとともに、潤滑

油統計情報コーナーの統計情報を毎月更新した。また、JALOS ニュース、協会主催の技術

講習会、研究会、研修会等の開催案内等を掲載した。また、化学物質規制関連情報ページ

について情報の更新を行った。 

2. 調査等事業 

(1) 潤滑油リサイクル対策 

ホームページを通じて、潤滑油リサイクル情報や塩素フリー推進情報の普及に努めると

ともに、潤滑油リサイクルに関する問合せ等に対応した。 

(2) 微量 PCB汚染廃電気機器等の処理対策 

PCB 使用製品および PCB 廃棄物の期限内処理に関する情報を会員関係者へ提供した。 

(3) 潤滑油標準化委員会 

潤滑油関係の標準化業務に対応した。 
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(4) 内外機関・団体との連携交流 

潤滑油関連団体、全国石油工業協同組合、全国工作油剤工業組合、日本グリース協会、

全国オイルリサイクル協同組合と定期的に情報を共有し、連携交流の促進を図った。 

• 潤滑油関連 5 団体による潤滑剤等関連団体連絡会議を 2019 年 4 月 17 日および 2019

年 10 月 9 日に開催し、業界課題等について意見交換を行った。 

• 2020 年 1 月 16 日、東京・アルカディア市ヶ谷において、潤滑油関連 5 団体共催によ

る新春合同賀詞交歓会を開催し、会員等を中心に 500 余名が参加した。 

(5) 関係事業の共催・協賛 

関係団体等からの関係事業の共催・協賛等の要請に応じた。 

• (一社)日本能率協会：Techno-Frontier2019(2019/4/17～19) 

• (公社)自動車技術会：自動車技術展 人と車のテクノロジー展 2019(2019/5/22～24：

横浜、2019/7/17～19：名古屋) 

• (公社)自動車技術会：第 17 回 全日本 学生フォーミュラ大会(2019/8/27～31) 

• (公社)石油学会：第 19 回 回転機研究討論会(2019/9/30) 

(6) 行政情報等の提供 

最新の行政施策情報等をピックアップし、会員関係者へ提供した。 

• エネルギー対策情報(エネルギー需給実績確報、夏季･冬季の省エネルギー取組等、

トラック、バスの新しい燃費基準について、平成 30 年度の温室効果ガス排出量速報

等) 

• 化学物質管理関連情報(平成 30 年度化学物質のリスク評価検討会報告書、毒物及び

劇物指定令の一部改正、厚労省・毒劇物審議会の審議結果、劇物指定結果、PCB 含

有塗膜調査に係るサンプリング方法について、厚労省毒劇物調査会審議及び製剤除

外申請 等) 

• 労働安全衛生関連情報(平成 30 年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」

について、リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について 等) 

• 消費税率引上げに関する特設サイトについて 等 

• 令和 2 年度 経済産業政策の重点・概算要求・税制改正要望について 

• 平成 30 年経済産業省企業活動基本調査(平成 29 年度実績)確報、2019 年 (2018 年

度実績)速報について 

• 平成 30 年中小企業実態基本調査速報、下請取引の適正化について 

• 改元に伴う元号による年表示の取扱い及び情報システム改修等への対応 

• 障害者差別解消法及び障害者雇用促進法について 

• 2020 年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について 
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• 新型コロナウイルス関連のポータルサイトについて、経済産業省コロナ対策パンフ

レット更新について 等 

3. 依頼試験等事業 

(1) 依頼試験 

会員および一般から受託した依頼試験の処理実績は、会員 1,061 試料(試験数 3,531)およ

び一般 13 試料(試験数 37)の計 1,074 試料(試験数 3,568)である。 

なお、2020 年 1 月 15 日に協会技術センターの依頼試験部門において、日本化学キュー

エイ㈱による JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015)維持審査を受審し、2020 年 3 月 2 日付け

で適合の判定結果を得た。 

(2) 技術講習会 

潤滑剤に係る技術講習会を開講した。各講習会の概要は以下のとおりである。 

1) 入門コース 潤滑油の基礎知識(2回開催) 

(受講者数：5 月開催 20 名、6 月開催 21 名 計 41 名) 

開催日：2019 年 5 月 16 日，17 日および 6 月 13 日，14 日 

場 所：(講義)化学会館、(体験研修)JALOS 技術センター 

対 象：新入社員・初心者等 

内 容：潤滑剤の基礎的知識の習得を目的とした講義および体験研修 

• 講 義 ：①潤滑剤の基礎知識、②潤滑剤の種類と品質、使い方、③工業用潤滑

油、金属加工油剤およびグリース 

• 体験研修：流動点降下剤、粘度指数向上剤、耐荷重添加剤等の働き 

2) 初級コース 試験・分析方法の体験研修(受講者数：13名) 

開催日：2019 年 7 月 11 日，12 日 

場 所：JALOS 技術センター 

対 象：潤滑剤関係業務経験 1～3 年程度 

内 容：潤滑油の分析試験、評価手法の基礎についての講義および体験研修 

• 講 義 ：試験・分析方法と目的 

• 体験研修：一般物性の体験研修、機器分析およびエンジン試験の見学研修 

3) 初級コース 工業用潤滑剤(受講者数：22名) 

開催日：2019 年 12 月 11 日，12 日 

場 所：化学会館 

対 象：潤滑剤関係業務経験 1～3 年程度 
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内 容：工業用潤滑油、金属加工油およびグリースについて、その種類と特性、要求

性能および選定・管理方法、トラブルシューティング等についての講義 

• 講 義 ：①工業用潤滑油と管理、②金属加工油と管理、③グリースと管理 

4) 初級コース 潤滑油添加剤(受講者数：43名) 

開催日：2019 年 10 月 30 日 

場 所：化学会館 

対 象：潤滑剤関係業務経験 1～3 年程度 

内 容：潤滑油添加剤の種類と働き、製造方法および具体的な使用方法等についての

講義 

• 講 義 ：①潤滑油添加剤の基礎 

5) 初級コース 車両用潤滑油(受講者数：40名) 

開催日：2019 年 11 月 22 日 

場 所：化学会館 

対 象：潤滑剤関係業務経験 1～3 年程度 

内 容：車両用潤滑油の規格の変遷、将来の動向および要求性能等についての講義 

• 講 義 ：①ガソリン・ディーゼルエンジン油、②駆動系潤滑油(ATF、ギヤー油

等) 

(3) 標準油供給 

日本自動車規格(JASO)に規定されるエンジン試験用標準油並びに建設機械用油圧作動

油規格(JCMAS)の運用マニュアルに規定される油圧作動油試験用標準油の頒布供給を行

った。供給した油種および供給先は、次のとおりである。 

JASO 2 サイクルエンジン試験用標準油   ：国内 1 社、海外 1 社 

JASO 二輪 4 サイクルエンジン試験用標準油  ：国内 5 社、海外 3 社 

JASO ディーゼルエンジン試験用標準油   ：国内 8 社 

JASO ガソリンエンジン試験用標準油   ：国内 10 社、海外 4 社 

JCMAS ポンプ試験用標準油      ：国内 2 社 

(4) JASOエンジン油オンファイル 

JASO エンジン油規格普及促進協議会からの委託により、JASO エンジン油規格普及・

活用状況の把握のための整理保管業務(オンファイル)を実施した。2019年度の処理件数は、

2 サイクル油 20 件(国内 6 社 8 件、海外 5 ケ国 12 件)、二輪 4 サイクル油 269 件(国内 11

社 22 件、海外 21 ケ国 247 件)、ディーゼルエンジン油 129 件(国内 40 社 113 件、海外 7
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ケ国 16 件) および 2019 年度より運用が開始されたガソリンエンジン油 2 件(国内 2 社 2

件)の合計 420 件である。 

また同協議会からの委託により、オンファイルされているディーゼルエンジン油に関し

てオンファイル継続希望の意思・販売数量の確認等を実施し、また市場調査を行った。 

既オンファイル油の情報公開については 2005 年 2 月 1 日より、当協会ホームページ内

の「JASO エンジン油規格普及促進協議会」Web サイトにて、届出者の確認が取れたオン

ファイル油を公開対象とし、順次公開を行っている。現在 Web サイトに公開しているオン

ファイル数は 2020 年 3 月 31 日現在で、2 サイクル油 565 銘柄(国内 73 社 199 銘柄、海外

22 ケ国 366 銘柄)、二輪 4 サイクル油 1,597 銘柄(国内 44 社 320 銘柄、海外 36 ケ国 1,277

銘柄)、ディーゼルエンジン油 246 銘柄(国内 56 社 206 銘柄、海外 12 ケ国 40 銘柄) およ

びガソリンエンジン油 2 銘柄(国内 2 社 2 銘柄)の合計 2,410 銘柄である。 

(5) JCMA建設機械用油脂オンファイル 

JCMA 油脂規格普及促進協議会からの委託により、JCMA 油脂規格普及・活用状況の把

握のための整理保管業務(オンファイル)を実施した。2019 年度の処理件数は、建設機械用

油圧作動油 1 件(海外 1 ケ国 1 件)である。 

既オンファイル油脂については、当協会ホームページ内の「JCMA 油脂規格普及促進協

議会」Web サイトにて、オンファイルされた製品名、届出者、粘度グレード(ちょう度番

号)、オイルコード(グリースコード)並びに種類(JCMA HK、HKB または GK、GKB)につ

いて公開を行っている。現在 Web サイトに公開しているオンファイル数は 2020 年 3 月

31 日現在で、建設機械用油圧作動油 22 銘柄(国内 3 社 6 銘柄、海外 5 カ国 16 銘柄)および

建設機械用グリース 15 銘柄(国内 5 社 12 銘柄、海外 2 カ国 3 銘柄)である。 

II.  潤滑油の品質確保事業等への支援事業(補助事業)  

潤滑油製品の品質の向上、規格の整備、試験分析方法の改良、生産技術、保安防災および国

内外の統計の実態等に関する調査研究、並びに潤滑油製造事業者等の従業員に対する研修会の

実施等を行うことにより、少量多品種の潤滑油を供給して我が国の製造業の基盤を支えている

潤滑油製造業の近代化を促進し、もって潤滑油の安定供給の確保を図った。 

1. 潤滑油の品質の確保・向上 

(1) 潤滑油の品質・認証に関する事業 

潤滑油試験に関連する精度確認および実地調査等により、潤滑油製品の物性および性能

評価の試験精度の維持を図るとともに、試験精度向上および試験分析方法に関する調査を

実施し、潤滑油製品の品質の維持管理を図り、もって潤滑油需要家の安全および信頼の確

保を図った。 
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1) 潤滑油の品質確保に関する調査研究 

潤滑油製造事業者等で潤滑油の試験に使用している試験装置は、試験精度の確認を継

続的に実施していないと、試験結果が時間と共に少しずつ変化し、長い期間では大きな

ズレが発生する恐れがある。そこで、2019 年度は潤滑油製造事業者等の 59 試験室に同

一のマルチグレードディーゼルエンジン油 1 種類および動粘度の異なる潤滑油基油 2 種

類の計 3 種類を配付して照合試験を実施した。回答のあった 54 試験室の照合試験の結

果を解析し、試験精度が許容範囲内の 46 試験室に対しては、精度の認定証を発行した。

また、精度確認により標準値を決定した標準潤滑油を、試験装置の日常点検用として各

試験室に配付し、品質管理水準の維持向上を図った。 

2) 潤滑油の試験精度向上に関する調査研究 

現在、潤滑油やグリースの元素分析は、薬剤処理等の前処理が必要な誘導結合プラズ

マ発光分析法(ICP: Inductively Coupled Plasma)などが主流である。これに蛍光 X 線分

析(XRF: X-ray Fluorescence analysis)が適用できれば、分析する潤滑油試料の前処理が

不要となり、試験の効率化を図ることができる。しかし、蛍光 X 線分析は鉄鋼や非鉄金

属などには応用されているものの、潤滑油やグリースへの適用事例は少ない。そこで本

調査研究では、潤滑油やグリース中の元素の蛍光 X 線分析方法を確立することにより、

試験の効率化をめざしている。 

これまでの調査により、ガソリンエンジン油などの潤滑油製品の元素分析に蛍光 X 線

分析が適用可能であることを明らかにした。さらに、2015 年度からは、従来の分析方法

では液体である潤滑油より複雑な前処理を必要とする半固体製品であるグリースに着目

し、グリースの元素分析に対する蛍光 X 線分析の適用性を検討している。2019 年度は、

非石けん系グリースの 1種であるベントナイトグリースに対する蛍光X線分析の適用性

について検討した。 

試作したベントナイトグリースを蛍光 X 線分析で分析し、ICP 法および燃焼-電量滴

定法の分析結果と比較した。蛍光 X 線分析には潤滑油用標準油を用いて作成した検量線

および ICP 法の分析結果を用いて作成した検量線を適用した。これらの検量線を適用し

た蛍光 X 線分析により求めたモリブデン(Mo)および硫黄(S)の分析結果と ICP 法および

燃焼-電量滴定法の分析結果の差は誤差範囲内であった。したがって、ベントナイトグリ

ース中のモリブデン(Mo)および硫黄(S)について、検量線を適用した蛍光 X 線分析は適

用可能といえる。ただし、いずれも内挿を用いる必要があり、グリースの分析値が検量

線の外挿と予想される場合は、適切な分析方法で得られた分析結果を検量線にすること

が必要である。 
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3) 潤滑油の試験方法に関する調査研究 

潤滑油には、さまざまな化合物が添加剤として配合されている。添加剤のひとつであ

る極圧剤は、ギヤなど機械部品の焼き付きを防いだり、摩擦を低減したりする役割を果

たしている。極圧剤には、硫黄を含む化合物、リンを含む化合物などさまざまな化合物

が用いられている。これらのうち、硫黄を含む硫黄系極圧剤は、優れた極圧性能を有す

ることが知られている。しかし、その構造と耐荷重能や摩擦低減効果の関係は十分には

明らかになっていない。本調査研究は、硫黄系極圧剤の構造とその耐荷重能や摩擦低減

効果の関係を明らかにし、中小潤滑油製造事業者が新規の潤滑油を開発する際の共通の

基礎データを得ようとするものである。 

2019 年度は、一定温度下のボールオンディスク試験において、硫黄系極圧剤の構造と

摩擦係数の関係について検討した。構造を明らかにした 6 種の硫黄系添加剤をそれぞれ

パラフィン系 Group II 基油に 2.4％添加し、供試油を調製した。供試油 6 種のうち、1

種の供試油においては摩擦係数が安定しているが、それ以外の供試油においては、急激

な摩擦係数の変化が認められる。この摩擦特性の違いについて、ボールオンディスク試

験後のボールおよびディスク試験片の摩耗痕近傍を、金属顕微鏡、走査型電子顕微鏡

(SEM：Scanning Electron Microscope)およびエネルギー分散型 X 線分光器(EDS：

Energy dispersive X-ray spectroscopy)を用いて観察することにより、摩擦係数の挙動

と硫黄(S)分布との相関性について検討した。 

(2) 潤滑油の規格・標準に関する事業 

本事業では潤滑油に関連する規格等について検討し、我が国の実情に合わせつつ国際規

格に整合すべく、必要な改正を図った。また、潤滑油試験に関連する標準油や試験部品等

について調査し、もって潤滑油需要家の選択利便性を向上させ、貿易の円滑化に寄与した。

また、関連する最新情報を収集し、潤滑油製造事業者等に提供した。 

1) 潤滑油の JIS規格等に関する調査研究 

当協会は、潤滑油に関連する JIS 規格の原案作成団体として活動しており、これまで

も潤滑油に関する JIS 規格を我が国の実情に合わせつつ国際規格に整合させるべく必要

な改正を図るとともに、潤滑油に関連する ISO 規格など国際規格の見直し審議などにも

対応してきている。 

2019 年度は、潤滑油に関連する ISO 規格の見直し等の 15 案件の規格の審議に対応す

るとともに、「JIS K 2213 タービン油」、「JIS K 2215 内燃機関用潤滑油」、「JIS K 

2219 ギヤー油」、および「JIS K 2239 軸受油」の 5 年見直しに対応した。 
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2) 潤滑油試験用の標準油等に関する調査研究 

自動車等の燃費向上や環境対応技術は全世界で求められており、エンジンや変速機等

の効率向上の技術が進んでいる。それらの最新技術に合わせ、関連する潤滑油の試験方

法も更新が行われており、標準油や試験部品等が規定されている。 

これらの試験方法は、世界最先端の我が国の二輪自動車用 4 サイクルガソリンエンジ

ンや自動変速機に用いる潤滑油に必要な性能を規定するために、我が国が独自に開発し

た試験方法である。二輪自動車用 4 サイクルガソリンエンジンでのクラッチ摩擦特性や

自動変速機油の加速減速時における変速ショック防止性などの評価は、我が国が供給す

る標準油の試験データとの比較によって実施される。しかし、標準油は時間経過などに

より、その性能が変化する可能性があるため、継続的にその性能を確認する必要がある。

そこで、本事業では、我が国の標準試験機として認められている当協会の試験機を用い

てこれらの標準油の性能を確認した。その結果、これらの標準油は標準油として十分な

性能を有していることを確認した。 

また、2 サイクルガソリンエンジン油の試験方法が 2018 年に改正された。そこで、こ

れに対応すべく新たな試験装置を協会技術センターに導入し、標準油の性能を確認する

とともに、中小潤滑油製造事業者の実技研修に対応できる準備を進めた。 

3) 関連する情報の収集と提供 

潤滑油に関する関係セミナー、シンポジウム、学会活動等への参加および関係者との

交流、潤滑油に関する規格や専門誌購読等により潤滑油に関連する最新情報を収集する

とともに、潤滑油統計に関する情報を収集し、これらの情報を潤滑油製造事業者等に提

供した。主な成果は次のとおり。 

• 石油学会、自動車技術会および日本トライボロジー学会等の潤滑油に関するセミ

ナー等に参加した。 

• 石油学会、自動車技術会、日本トライボロジー学会および日本フルードパワーシ

ステム学会等の潤滑油に関する学会活動等に参画した。 

• 世界の潤滑油基油および潤滑油の需給動向に関する情報を収集した。 

• その他、内外の潤滑油に係る資料情報を収集した。 

2. 潤滑油の生産基盤の確保 

(1) 潤滑油に関する人材育成・保安防災事業 

品質管理、保安防災、流通等に関する状況の変化に対して潤滑油製造事業者等の対応を

図るため、その人材育成・保安防災対策を支援し、もって潤滑油製造業の信頼性の確保お

よび生産性の向上を図った。 
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1) 潤滑油製造業事業継続計画推進事業 

緊急時に有効な手を打つことができなければ、我が国の産業を支える潤滑油製品が潤

滑油需要家に安定的に供給できなくなり、運送車両、船舶、産業機械等の運転に支障を

きたし経済社会に危機的な状況が発生する。したがって、緊急時にも潤滑油製品を安定

的に出荷・供給できるように、 潤滑油業界全体としての潤滑油の供給能力を確保してお

く必要がある。 

これまでの本事業では、潤滑油製造事業者の事業継続計画(BCP：Business Continuity 

Plan)作成等を通して個々の潤滑油製造事業者単位では対応できない災害時のサプライ

チェーンの確保など潤滑油業界全体の BCP として取り組むべき各種課題を洗い出して

きた。2019 年度は、潤滑油製造事業者 BCP 合同勉強会・演習および潤滑油製造業 BCP

導入済事業者向け成熟度評価および改善等を継続した。主な成果は次のとおり。 

① アンケート調査による BCP成熟度評価 

潤滑油製造事業者が自社の BCP 実行力を自ら点検(自己評価)することにより、自社

のBCPに対する取組みレベルや改善すべき点を確認する事を目的に調査を実施した。

結果は次の通り。 

⚫ 全体の傾向：2018 年度と比べ「不明または対象外」の回答率が減少し、他の回

答率が向上していることから、自社の BCP 取り組み状況に関する理解は進ん

でいる。ただし、「できている」、「一部できている」の回答数が増えている

わけではなく、改善そのものは停滞している。 

⚫ 初動対応：避難活動や安否確認など災害時の初期活動に関する内容は、整備か

ら運用に至るまで取り組みが進んでいる結果が見受けられる。他方、宿泊場所

や備蓄品の使用等に関する訓練の実施には至っていない。 

⚫ 対策本部：ルール整備や周知・教育に関する取り組みは実施されているが、運

用状況の「できていない」の割合は 2018 年度同様に高い比率を占めている。対

策本部メンバーを対象とした訓練は実施できていない(もしくは実施が難しい)

事業者が多い。 

⚫ 事業継続：対策本部に関する活動同様に、運用状況の「できていない」の割合

が高い。また復旧目標や重要経営資源などに対し、代替策や復旧手順に関する

項目は「できている」の割合が低い。緊急時に必要な資源は把握されていても、

具体的な対策や行動の実効力に対しては不安を感じている。 

② 個別事業者に対する訓練計画策定・訓練支援および BCPに係る教育・研修支援 
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BCP に係る訓練計画策定・訓練支援および教育・研修支援を希望する潤滑油製造業

BCP 策定済事業者 3 社に対し支援を実施した。各社において、それぞれの課題を発見

できた。 

③ 潤滑油製造業 BCP合同勉強会・演習 

a. 合同勉強会 

「直近の災害事例紹介」と「BCP の成熟度が高い企業の活動事例紹介」について

講演を行い、意見交換会を行った。「直近の災害事例紹介」では、アンケートの結

果、95％の出席者が同講演を「非常に役に立った」、「役に立った」と回答してい

る。また、「BCP の成熟度が高い企業の活動事例紹介」では、100％の出席者が同

講演を「非常に役に立った」、「役に立った」と回答している。 

b. 演習：災害図上演習およびタイムライン作成 

訓練に関する知識・ノウハウの取得および演習を通じた個社対応力の向上を目的

として、巨大台風発生を想定した地図を利用した訓練とタイムライン作成のワーク

ショップを行った。アンケートの結果、90％の出席者が同演習を「非常に役に立っ

た」、「役に立った」と回答している。 

2) 潤滑油研究会・安全衛生研究会・保安防災研修会等の開催 

潤滑油製造業に係わる保安防災や潤滑油技術等に関する研修会・セミナー・研究会を

開催し、潤滑油関連産業において保安防災および潤滑油技術等に携わる人材を育成した。

主な成果は次のとおり。 

① 潤滑油研究会 

2019 年 7 月 10 日に東京・笹川記念会館にて開催した。講演の題目は次のとおり(参

加者 178 名)。 

• 講演 1 自動車用駆動系油剤の低粘度化による省燃費効果と課題 

• 講演 2 潤滑油添加剤による表面粗さコントロール  

• 講演 3 自動車用ガソリンエンジンオイルの省燃費化に向けて 

参加者アンケートで回答者 157 人中 146 人(92％)が同研究会を「満足している」、

「やや満足」と回答している。 

② 安全衛生研究会 

2019 年 8 月 2 日、三洋化成工業株式会社 安全教育センター(愛知県東海市)にて、

安全体感装置による体験研修を目的とした安全衛生研究会を開催した(参加者 19 名)。 

参加者アンケートで回答者 19 人中 19 人(100％)が同研究会を「大いに役立った」、

「役に立った」と回答している。 

③ 保安防災研修会 
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2019 年 10 月 31 日に東京消防庁本所都民防災教育センター(本所防災館・東京都墨

田区)において、自由見学および消防関係 OB であるインストラクターの方の体験談等

も交えた防災体験ツアーを行い、潤滑油製造業の保安防災等に係る人材育成を行った

(参加者 15 名)。 

参加者アンケートで回答者 15 人中 15 人(100％)が同研修会を「大いに役立った」、

「役に立った」と回答している。 

3) 潤滑油製造業地方研修会の開催 

潤滑油製造業に係わる人材を養成するための各種の研修会を横浜、名古屋および神戸

で開催した。さらに、潤滑油サプライチェーンにおける潤滑油製品含有化学物質の情報

の適切な伝達を推進するために、潤滑油サプライチェーンにおける潤滑油含有化学物質

の適切な情報伝達に関する研修会を開催した。 

① 横浜会場 

2019 年 10 月 10 日に神奈川中小企業センタービル(神奈川県横浜市)にて開催した。

講演の題目は次のとおり(参加者 46 名)。 

講演 1 冷媒における代替フロンの規制と対応についての最新動向 

講演 2 建設機械に使用されている油脂類のメンテナンスとそれを 

    ベースとしたオイル性状監視システムの開発 

講演 3 自動車用エンジンおよび電動パワートレインにおける 

    トライボロジー的課題と技術対応 

参加者アンケートの回答者 36 人中 35 人(97％)が、同研修会を「満足している」、

「やや満足」と評価している。 

② 名古屋会場 

2019 年 11 月 27 日にウインクあいち(愛知県産業労働センター)(愛知県名古屋市)に

て開催した。講演の題目は次のとおり(参加者 28 名)。 

講演 1 JIS Z 7252/7253 の改訂に対応した SDS 作成 

講演 2 2 サイクルエンジン油 JASO 規格の最新状況 

講演 3 CFRP の自動車車体への適用 

参加者アンケートの回答者 23 人中 22 人(96％)が、同研修会を「満足している」「や

や満足」と評価している。 

③ 神戸会場 

2019 年 12 月 18 日に神戸国際会館(兵庫県神戸市)にて開催した。講演の題目は次の

とおり(参加者 25 名)。 
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講演 1 過給機との高度なマッチングにより異常燃焼を抑制した 

    大型二輪車用過給エンジン 

講演 2 世界の化学品規制の潮流－欧州・アジア(中・韓・台)・米国を中心に 

講演 3 空調機器に関する新冷媒の最新動向 

参加者アンケートの回答者 20 人中 19 人(95％)が、同研修会を「満足している」、

「やや満足」と評価している。 

④ 潤滑油サプライチェーンにおける潤滑油含有化学物質の適切な情報伝達に関する研

修会 

2020 年 2 月 19 日に航空会館(東京都港区)にて開催した。安全推進分科会委員と参

加者が、下記テーマについての意見交換や質疑等を行った。(参加者 20 名)。 

⚫ SDS、JIS Z 7252・7253 改訂等 

⚫ chemSHERPA への対応 

⚫ 海外法規制への対応調査について 

⚫ 成分開示の要求への対応 

⚫ その他 

参加者アンケートの回答者 20 人中 19 人(99％)が、同研修会を「満足している」、

「やや満足」と評価している。 

4) 現地での潤滑油製造業試験方法等の研修 

潤滑油製造事業者の 3 試験室において、試験分析方法等についてアドバイス等を実施

した。 

5) 技術センター研修での研修 

潤滑油製造業の従業員等に対して、協会技術センターにおいて 6 回の試験分析方法の

実習等を実施した。 

(2) 潤滑油の化学物質管理の推進 

潤滑油業界として適切な化学物質管理を推進し、潤滑油製品による地球環境負荷の低減

を図るとともに、潤滑油製品の安全性の確保をめざした。潤滑油サプライチェーンにおけ

る潤滑油製品含有化学物質の情報伝達に関する問題点への対応として、次の検討を行った。 

⚫ 回答が難しい製品販売先需要家からの要望、問い合わせに対する回答例、Q&A 集な

どの情報提供 

「回答が難しいユーザーからの問い合わせの例」については、「潤滑油サプライチェ

ーンにおける潤滑油含有化学物質の適切な情報伝達に関する研修会」において、参加者



一般社団法人潤滑油協会 

 －13－ 

との意見交換の材料とした。また、今後も安全推進分科会で継続して審議することとし

た。 

⚫ chemSHERPA ユーザーへの「潤滑剤ガイダンス」の提供 

新たに「潤滑剤ガイダンス (案 )」を作成し、chemSHERPA ユーザーに正しく

chemSHERPA を運用して頂けるよう、JAMP 事務局と協議を行った。引き続き安全推

進分科会において「潤滑剤ガイダンス(案)」の改訂版を作成することとした。 

⚫ 適切な SDS を作成することを目的とした潤滑油業界全体としての情報共有 

2019 年 5 月の JIS Z 7252:2019 および JIS Z 7253:2019 改正をふまえ、「潤滑油製

品の SDS 作成に関するガイダンス v2」を作成し、潤滑油協会のホームページで公開し

た。 

III.  潤滑油品質安定化調査・分析事業(委託事業)  

近年、自動車の省燃費化が進展する中、自動車用エンジン油についても、燃費向上につなが

る「低粘度および超低粘度潤滑油」の利用が進んでいる。他方、超低粘度潤滑油については、

品質に係る統一的な規格が存在しないことから、自動車修理工や一般ユーザー等が製品の適正

を判断できず、結果として、粗悪品を使用することで故障や事故が引き起こされる可能性があ

る。 

本事業では、こうした事態を未然に防ぐため、将来的に潤滑油メーカーが共通して使用でき

る超低粘度潤滑油に係る品質評価方法の確立やガイドラインを策定することを目標とし、国内

における低粘度および超低粘度潤滑油に係る実態調査や超低粘度潤滑油品質評価方法の検証を

行った。主な成果は次のとおり。 

(注：ここでは、我が国の潤滑油及び自動車業界での呼称に対応し、米国自動車技術会の粘度

グレード SAE 0W-16 を低粘度、SAE-0W-12 以下を超低粘度と称する。) 

1. 低粘度および超低粘度潤滑油実態調査 

(1) エンジン油の規格動向調査 

国際的に検討が進められている ILSAC(International Lubricant Specification Advisory 

Committee、国際潤滑油規格諮問委員会)などの規格値について、最新の動向を把握するた

めの情報収集を実施した。主な成果は次のとおり。 

1) エンジン油粘度グレードの動向 

エンジン油で広く用いられている粘度グレードは、SAE (Society of Automotive 

Engineers、米国自動車技術会)の定める SAE J300 Engine Oil Viscosity Classification

である。高温粘度グレードにおける最低粘度は、省燃費性能向上を目指す自動車メーカ



一般社団法人潤滑油協会 

 －14－ 

ーの要望により、2013 年 4 月に SAE 16 が、2015 年 1 月に SAE 12 および SAE 8 が新

たに設定されている。 

2) ILSAC規格の動向 

日本、アジアおよび米国で普及している、 ILSAC(International Lubricant 

Specification Advisory Committee、国際潤滑油規格諮問委員会)規格の最新版である

ILSAC GF-6 規格が 2019 年 5 月の AOAP (Auto Oil Advisory Panel)会議において承認

され、最初の規格適合油の市場投入は 2020 年 5 月に設定された。GF-6 では ILSAC 規

格として初めて GF-6Bで SAE 0W-16 が制定され、性能表示についても従来と異なった

マークが使用される。 

3) JASO規格の動向 

2017 年 4 月に、超低粘度エンジン油使用へのニーズが高い自動車工業会と石油連盟

合同のエンジンオイル小委員会の傘下に JASO次世代ガソリンエンジン油タスクフォー

スを発足し、SAE 0W-8 および 0W-12 を対象とした超低粘度ガソリンエンジン油の燃

費試験方法の開発を開始した。このタスクフォースでは、2018 年度までの本事業の成果

も活用して、2019 年 3 月にトヨタ自動車製エンジン(2ZR-FXE)を用いたファイアリン

グ燃費試験方法(JASO M 366)および日産自動車製エンジン(MR20DD)を用いたモータ

リング燃費試験方法(JASO M 365)を制定した。さらに、これら燃費試験方法による省燃

費性に加えて、高温酸化安定性、低温動弁系摩耗防止性および低温スラッジ防止性など

を規定した SAE 0W-8 および 0W-12 を対象としたガソリンエンジン油の品質規格

(JASO M 364)を制定した。 

また、潤滑油協会、自動車工業会、石油連盟等で構成する JASO エンジン油規格普及

促進協議会は、同規格の運用マニュアルとして「自動車用ガソリン機関潤滑油規格(JASO 

M 364)の運用マニュアル」を制定した。これによりエンジン油販売元は JASO エンジン

油規格普及促進協議会に届け出ることによって、性能分類表示に関する自己認証制度(オ

ンファイル)を利用できるようになった。JASO M 364 に適合する最初のエンジン油は

2019 年 12 月にオンファイルされている。 

4) ACEA規格の動向 

欧州では ACEA(European Automobile Manufacturers Association、欧州自動車工業

会)規格が普及している。最新の ACEA 規格は、ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES 

2016 Rev. 2 (1 DECEMBER 2018)である。ACEA 2020 規格の発行は 2020 年度の第三

四半期に予定されている。特筆すべきは、長年 ACEA 規格の省燃費試験法として採用さ
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れてきた M111 試験の置き換えに、JASO M366 試験の導入が検討されていることであ

る。 

(2) 低粘度および超低粘度潤滑油の採用動向および使用油評価方法等の調査 

国内自動車メーカーに対して、超低粘度潤滑油のうちの使用油に関して、求める品質、

実施すべき評価方法や課題等について、ヒアリングや電子メール等の手段により情報を収

集し、分析・取りまとめを行った。主な成果は次のとおり。 

⚫ 国内自動車メーカー各社は、より省燃費性の高い、低粘度のエンジン油の適用を進

めている。我が国では 4 銘柄の SAE 0W-8 のエンジン油が流通している。さらに、

我が国の自動車メーカーでは、日産自動車、スズキおよびトヨタ自動車の 3社がSAE 

0W-16 のエンジン油を EOLCS (Engine Oil Licensing and Certification System、

エンジン油ライセンス認証システム)に登録している。また、我が国の自動車メーカ

ーでは、7 社が SAE 0W-16 のエンジン油をオーナーズマニュアルで推奨しており、

そのうち 3 社では、さらに低粘度の SAE 0W-8 エンジン油も推奨している。 

⚫ 米国燃費認証試験においては、燃費認証試験実施車両走行距離に対する規定がある。

また、車両燃費は、エンジン油の劣化のみならず車両における摺動環境の変化によ

り影響を受ける。ILSAC ではエンジン油劣化後の燃費についても評価している。超

低粘度油の国際規格化を図るため、ILSAC GF-7 に SAE 0W-12、0W-8 粘度グレー

ドを追加するためには、劣化油での省燃費性を測定できる試験方法が求められる可

能性がある。このため、実車および台上試験による、超低粘度油におけるエンジン

油劣化時の省燃費性効果を確認し、劣化時の燃費測定の必要性を明らかにする必要

がある。 

2. 超低粘度潤滑油評価方法の検証・確立 

2018 年度までに実施した「潤滑油品質安定化調査・分析事業」の中で開発した超低粘度潤

滑油(新油)の燃費試験方法について、燃費の持続性も評価できるように見直した。具体的に

は、新油を実車走行後の潤滑油と同様に実験室的に劣化(エージング)させる方法について検

討するとともに、劣化された潤滑油を用いて、使用油の省燃費性を試験し、試験方法の見直

しなどについて検証を行った。主な成果は次のとおり。 

(1) 供試潤滑油 

標準油として Mo 系添加剤を高濃度添加した省燃費油 GE108A(SEA 0W-8)、Mo 系添

加剤を添加していない標準油 GE208(SAE 0W-8)および燃費試験にはベースキャリブレ

ーション油(燃費向上率を計算するための基準油) JASO BC を用いた。 
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(2) エンジン油劣化時の燃費試験方法に関する調査 

1) モータリング燃費持続性試験方法の検討 

① 実験室的劣化エンジン油 

⚫ 新油および実験室的に劣化させたエンジン油について、振動摩擦試験により

摩擦特性の変化を評価した。その結果、Mo系添加剤を添加した GE108Aは、

6,400km走行相当の劣化油まではMo系添加剤による摩擦低減効果が確認で

きるが、16,000km 走行相当では Mo 系添加剤を添加していない GE208 の摩

擦係数とほぼ同等である。 

⚫ 実験室的に劣化させたエンジン油の酸化とニトロ化の状態を赤外分光分析に

よって解析し、実験室的劣化の方法では酸化は進行するが、燃焼生成物によ

るニトロ化は進んでいないことを確認した。 

⚫ 実験室的に劣化させた GE108A 中の Mo 系添加剤を高速液体クロマトグラ

フィーおよびガスクロマトグラフ質量分析によって分析した結果、Mo 系添

加剤が 6,400km 走行相当まで残存していることを確認した。 

② モータリング燃費持続性試験 

実験室的に劣化させたエンジン油を用い、モータリング燃費持続性試験方法につ

いて検討した。モータリング燃費は国際調和排出ガス・燃費試験方法 (WLTP：

Worldwide harmonized Light duty driving Test Procedure)国内モード、米国で都

市内燃費評価に用いられている US FTP-75 モード、高速道路走行を再現するハイ

ウェーモードの US HwFET モード、およびそれらから求めた US Combined モー

ドの 4 通りを実施し、いずれのモードにおいても実験室的劣化後の燃費向上率は、

6,400km 走行相当では初期燃費向上から若干下回る燃費向上率を示し、16,000km

走行相当では大きな燃費向上率の低下が認められた。16,000km 走行相当では Mo

系添加剤が油中に残存せず、摩擦低減効果が失われている影響もあると推測される。 

2) 車両燃費試験 

① 車両燃費試験 

モータリング燃費持続性試験の結果を検証するために、モータリング燃費持続性

試験と同一のエンジンを搭載する車両を準備し、車両燃費試験を実施した。燃費測

定は都市内燃費評価に用いられている US FTP-75 モードおよび高速道路走行を再

現する US HwFET モードを各 2 回ずつ測定した。 

⚫ 試験油GE108Aの初期燃費向上率平均値はUS FTP-75が 2.4%、US HwFET

が 1.7%である。 
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⚫ GE108A は、US FTP-75 モードの車両走行試験において、比較的低油温であ

る US FTP-75 Phase1 (Cold Start Phase)および Phase 2(Transient Phase)

で、初期燃費向上率に対して 6,400km 走行後には燃費向上効果が減少する傾

向を示している。しかし、油温の高い Phase 3(Hot Start Phase)では異なる

傾向を示し、US HwFET モードと同じく 16,000km で燃費が向上する傾向

を示した。一方 GE208 では、Phase 1、Phase 2、Phase 3 共に 6,400km 走

行後には燃費が向上する傾向を示した。 

⚫ 試験油前後の燃費基準油、JASO BC の燃費向上率は、US FTP-75 で

16,000km 走行により燃費向上率が増加する傾向を示し、US HwFET では逆

に 16,000km 走行により燃費向上率が減少する傾向を示した。この傾向は 2

台の車両で差異が無いことから、車両、エンジン各部位でのなじみの影響で

はなく、燃費測定上のばらつきの影響、もしくは US FTP-75 と US HwFET

実施時の油温違いによる影響と考えられる。 

⚫ US FTP-75 および US HwFET において GE108A および GE208 両油共に、

初期と比較して 16,000km 走行後も燃費が維持、もしくは改善する傾向を示

した。 

② 車両燃費試験劣化油の評価 

⚫ 車両燃費試験 16,000km 走行後の動粘度は初期の動粘度よりも増加する傾向

を示したが、実車の燃費向上率は GE108A および GE208 標準油両油共に初

期と比較して 16,000km 走行後も燃費が維持、もしくは改善する傾向が見ら

れたことから、実車の燃費向上効果が動粘度変化によるものではないことが

確認された。 

⚫ 車両燃費試験で劣化させたエンジン油の摩擦特性を振動摩擦試験で評価した

結果、GE108A では、6,400km 走行相当の劣化油までは Mo 系添加剤による

摩擦低減効果が主に高温側の試験条件で確認できるが、16,000km 走行相当

では GE208 の摩擦係数とほぼ同等となった。また GE108A の 6,400km 走

行相当の実験室的劣化油による摩擦特性結果と比較すると低温側での摩擦係

数が高く、劣化方法の違いによる生成化合物の違いが示唆された。 

⚫ 車両燃費試験で劣化させたエンジン油の酸化とニトロ化の状態を赤外分光分

析によって測定した結果、実験室的に劣化させたエンジン油のニトロ化状態

とは異なり、車両燃費試験中のエンジン油のニトロ化が進むことが確認され

た。 
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⚫ 車両燃費試験で劣化させた GE108A の Mo 系添加剤を分析した結果、

6,400km 走行時点では初期よりも半減、16,000km 走行では Mo 系添加剤の

残存は確認できなかった。これは、GE108A の 16,000km 走行相当では

GE208 の摩擦係数とほぼ同等となっていることを裏付けている。 

3) 車両燃費試験とモータリング燃費の相関 

エンジン油を実験室的に劣化させ、2018 年度までに開発した方法で劣化したエン

ジン油の省燃費性を試験し、車両燃費試験との相関について検証を行った。 

⚫ 新油の試験結果で車両燃費試験とモータリング燃費を比較すると、GE108A は

いずれのモードでも JASO BC よりも燃費が向上する傾向を示し、車両燃費試

験とモータリング燃費持続性試験に相関がみられた。しかしながら GE208 に

ついては車両燃費試験で JASO BC よりも燃費が劣る傾向もみられた。同じ

GE208 において、6,400km 以降では JASO BC を上回っていることや、過去の

文献では WLTC モードではあるが、GE208 でも JASO BC を上回る傾向が得

られていることから、GE208 新油における燃費が低めに計測されたためと考え

られる。 

⚫ モータリング燃費持続性試験による燃費向上率は、GE108A、GE208 どちらも

走行距離が増すに連れて低下することが確認された。これは Sequence VIF で

の劣化後の燃費向上率の傾向と同様である。一方 GE108A の車両燃費試験では、

6,400km で燃費向上率が低下した後、16,000km で燃費向上率が増加した。ま

たGE208は初期の燃費向上率より、走行しても燃費が向上する傾向を示した。

この傾向は US FTP-75 モードだけでなく US HwFET および Combined モー

ドでも、車両燃費試験とモータリング燃費持続性試験による燃費向上率の変化

が異なっており、車両燃費試験とモータリング燃費持続性試験との間に明確な

相関が認められないことを示している。今後、車両燃費試験の精度を確認する

ための車両燃費試験の再実施や、実機により劣化させたエンジン油によるモー

タリング燃費試験の実施など、オイルが劣化しても省燃費性が維持されている

要因を継続して調査が必要である。さらに、油温が低い条件で実施している US 

FTP-75 Phase1 の車両燃費試験ではモータリング燃費持続性試験と同様に、走

行による燃費向上率の低下が確認できており、油温が上昇すると燃費への影響

が異なってくる可能性も検討する必要がある。 
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4) 既存 ILSAC Sequence VIF燃費試験の超低粘度油への有効性 

ILSAC GF-6B で採用されている Sequence VIF 燃費試験により、標準油 GE108A

および GE208 の燃費を評価し、既存 ILSAC Sequence VIF 燃費試験の超低粘度油へ

の有効性を検証した。 

⚫ 初期燃費、FEI1 については、GE108A は GE208 よりも 0.95 ポイント高い燃

費改善率を示し、中でも ILSAC Sequence VIF 燃費試験の Stage3、4、6(境界

潤滑領域が支配的)の改善率が高かった。これは GE108A に添加されている Mo

系添加剤の効果が表れているものと推察される。一方で劣化後燃費、FEI2 にお

いては Stage3、4、6 の GE108A の優位性が失われ、GE108A と GE208 の燃

費改善率の差は 0.25 ポイントにとどまった。オイルの劣化により Mo 系添加剤

の摩擦低減効果が低下したことに起因するものと思われ、オイル劣化後の振動

摩擦試験の結果、MoDTC の残存量ともよく一致した。 

⚫ GE108A は Mo 系添加剤の効果により高い燃費向上率を示したが、GE208 は

SAE 0W-16 の ASTM 標準油と比較して燃費改善を確認できず、SAE 0W-16 油

に対する 0W-8 油の燃費の優位性は明確ではない。流体潤滑領域が支配的な

Stage2、5 に着目しても、GE108A および GE208(SAE 0W-8)は ASTM 標準油

(0W-16)と比較して顕著な燃費改善を示しておらず、Sequence VIF 試験では

SAE 0W-8 油のような超低粘度油の省燃費性を評価することは難しいと考えら

れる。 

3. 超低粘度潤滑油(エンジン油)に係る品質評価方法のガイドライン案 

これまでの事業成果を踏まえつつ、超低粘度潤滑油(エンジン油)に係る品質評価方法

のガイドライン案について、基準値や試験方法の検討を行った。検討結果は次のとおり。 

⚫ 2019 年 5 月に ILSAC GF-6 が正式に決定したので、2018 年度の段階で未確定で

あった低温動弁系摩耗防止性試験、Sequence IVB の基準値を確定した。 

⚫ 2018 年度の段階で未確定であった低温スラッジ防止性試験、Sequence VH の試

験方法に ASTM D8526 を、チェーン摩耗防止性試験、Sequence X の試験方法に

ASTM D8279 をそれぞれ追加した。 

⚫ JASO GLV-1 で規定された SAE 0W-12 のモータリング燃費試験の初期燃費向上

率の基準値を追加した。 

今後は、将来の国際規格化提案(ILSAC GF-7 など)を目指して、本事業で開発した省

燃費試験を元に省燃費性の持続性を評価するためには、さらなる基礎的な検討の継続が

必要である。 
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 庶務概要 

1. 会員数 

  2018 年度末数 増加(＋) 減少(－) 2019 年度末数 

正会員 29 0 0 29  (28 社, 1 団体) 

特別会員 20 0 0 20  (18 社, 2 団体) 

賛助会員 100 4 7 97  (96 社, 1 団体) 

合  計 149 4 7 146 (142 社, 4 団体) 

2. 会議の開催 

  (内書面審議) 

通常総会 1 回  

理事会 3 回 (1 回) 

企画委員会 1 回 (1 回) 

 精製元売部会 1 回 (1 回) 

 専業者部会 1 回 (1 回) 

 潤滑油標準化委員会 1 回  

潤滑油製造業近代化委員会 3 回  

 技術分科会 3 回 (1 回) 

 保安防災分科会 3 回 (1 回) 

 JIS･国際標準化分科会 1 回  

 安全推進分科会 3 回  

潤滑油品質委員会 3 回 (1 回) 

合計 24 回 (7 回) 

3. 登記事項 

 なし 

4. 行政庁への申請・届出等 

(1) 資源エネルギー庁補助事業「平成 31 年度潤滑油の品質確保事業等への支援事業費補助

金」に係る補助事業の公募結果に基づき、2019 年 4 月 1 日に経済産業大臣より当該補助

事業の交付決定を受けた。 

(2) 資源エネルギー庁委託事業「平成 31 年度燃料安定供給対策に関する調査事業(潤滑油品

質安定化調査・分析事業)」を落札し、2019 年 4 月 25 日に資源エネルギー庁と同事業の
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委託契約を締結した。 

(3) 2019 年 6 月 1 日付で平成 30 年度公益目的支出計画実施報告書等を内閣府へ提出した。 

(4) 2020 年 3 月 10 日に資源エネルギー庁から「令和 2 年度潤滑油の品質確保事業等への支

援事業費補助金」の補助事業者の公募結果が公表され、当協会が補助事業者に決定され

た。 




