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旨

潤滑油は「機械の血液」
とも呼ばれ、
機械が長期間正常に稼働するために必要不可欠な要素である。
18世紀半ばにイギリスで産業革命が起こってから約250年経過するが、
その間機械文明は長足の発展を続け、
それに伴って潤滑油も著しく多様化・高性能化を遂げて
きた。一方、
その専門性ゆえに、
潤滑油の中味や作られ方、
市場動向などは限られた関係者にしか知られていない。
本書は、
潤滑油の研究・開発、
製造、
販売などに従事する人々に潤滑油の内容につき理解を深めていただくとともに、
潤滑油を使用する立場の方々にも潤滑油の性能
の見分け方、
市場動向などを知っていただくことを願って執筆したものである。
本書では、
はじめに、
機械と潤滑油、
潤滑油添加剤の歴史を振り返り、
潤滑油がどのような背景で発展を遂げてきたかを解説する。続いて、
潤滑油の用途と種類による分
類法を紹介し、
潤滑油の種類ごとの要求性能について解説する。
また、
潤滑油の基剤としての基油と添加剤につき、
化学構造、
製造方法、
性能などについて述べる。
次に、
潤滑油の規格や試験法、
性能評価法及び分析方法につき解説するとともに、
潤滑油の開発プロセス、
配合設計、
製造方法についても解説する。
さらに、
潤滑油及び
潤滑油添加剤の市場動向と、
参入メーカー、
サプライチェーンにつき解説する。
さらに，
本増補改訂版では，
潤滑油の材料適合性と潤滑管理につき解説を追加した最後に、
潤
滑油の新しい用途や新技術の動向、
規制の動きにつき解説し、
将来を展望する。
著者は、
1972年に社会人として潤滑油の研究開発に携わって以来、
今日に至るまで44年間にわたり、
潤滑油の研究開発、
製造、
品質管理、
製品企画、
販売、
試験法の
開発、
性能評価、
市場調査、
教育研修、
規格制定、
規格運用システムの構築、
添加剤のマーケティングと技術サービス、
機械メーカーとの折衝などを担当してきた。本書
は、
これらの多面的な経験をまとめるつもりで執筆したものである。本書が、
潤滑油に関わる皆様に、
多少なりとも参考になれば幸いである。
（「まえがき」
より）
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