
まえがき
規制緩和による異業種のユーザ車検参入による価格競争の激化と、おざ
なりな点検やお粗末な修理技術などは、我々自動車整備を専門とする業界
の評判を著しく低下させるものであり、経営にも大きな影響を及ぼしてき
ております。
こうした環境の中で、およそ自動車整備専門に携わる者にとっては、長
年培ってきた確かな技術とより高い知識こそが誇りであり、支えとなって
来ているのではないでしょうか。
しかしそうはいっても、多くの整備マンの中には、まだまだ持ち込まれ
てくる車両の様々な不具合に対して完全に対処しきっているとはいえませ
ん。以外と知ってるつもりで知らない整備士を多く見かけるのが実状です。
こうした現状を見かねて、筆者自身が永年の経験と実績の結果をもとに
執筆したのが、前回刊行した「実践・経験と勘 自動車整備」です。専門
修理書や技術書およびメーカーのマニュアルにも掲載されていない手法や
テクニックを始め、中にはユニークな整備方法で、まさにサブタイトルに
あるように『目からウロコ！』と、絶賛の反響を戴きました。
しかし、それでも持てる技術と知識の全てを紹介することは出来ません
でした。　日々進化する自動車と、より複雑なメカニックに加え、メカや
性能に全くといって良いほど無知なドライバーや、乱暴な運転をするドラ
イバーの増加で、常識では考えられないような故障や不具合が増えてきて
いることもまた事実です。
本書では、このような多くの事例を取り上げ、その具体的な修理技術や
テクニックを、更にわかりやすく掲載いたしました。
俄
にわか

修理屋（？）や、価格競争に左右されない、真のプロとしての高度な
技術とワザを拾得することこそ顧客に感動を与え、顧客満足に繋がるもの
と確信いたします。

三浦　巌
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