
はじめに 1

本書について

　本書はクレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕の学科試験受験対策用の参
考書です。過去に出題された項目を厳選して収録したシンプル
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な参考書を目指し、
受験者の皆様の勉強時間が極力少なくなる事を目標として編集しました。そのた
め、試験に出題されることのない予備知識などは省略いたしました。
　構成は、第Ⅰ部がクレーン運転士教本（学科）、第Ⅱ部は公表問題と解答及び解
説を収録した練習問題集となっています。問題は過去６回分
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収録しています。
　クレーン運転士に関する知識を有している方は、第Ⅱ部の練習問題集を先に解
き、第Ⅰ部の教科書により苦手分野を克服する学習方法も良いかもしれません。
　クレーンに関して知識がない方は第Ⅰ部の教科書で実力をつけてから、第Ⅱ部
の練習問題集に臨むのをオススメいたします。
　また、教本パートの各項目の★（80％以上）、○（50 ～ 80％）、△（30 ～
50％）は過去公表問題の出題率を表しています。学習の効率化にご活用ください。

　第Ⅰ部　クレーン運転士教本（学科）
　　第１章　クレーンに関する知識… …………………………………………………… P7
　　第２章　関係法令… …………………………………………………………………………P82
　　第３章　原動機及び電気に関する知識… ……………………………………… P112
　　第４章　クレーンの運転のために必要な力学に関する知識… ……… P145
　第Ⅱ部　練習問題集
　　第１回目　令和 ２年 10 月公表問題… ………………………………………… P186
　　第２回目　令和 ２年 ４月公表問題… ………………………………………… P214
　　第３回目　令和 元年 10 月公表問題… ………………………………………… P242
　　第４回目　平成 31年 ４月公表問題… ………………………………………… P268
　　第５回目　平成 30年 10 月公表問題… ………………………………………… P297
　　第６回目　平成 30年 ４月公表問題… ………………………………………… P324

　現在、クレーンは全国で 13 万台ほど設置されています。しかし、デリックにつ
いては 100 台に満たない程度となっています。クレーン・デリック運転士免許〔ク
レーン限定〕は、取り扱うことのできる機種をクレーンに限定しているクレーン・
デリック運転士免許ですが、デリックの台数の少なさから、クレーン・デリック
運転士試験受験者の９割以上がクレーン限定により受験をしているようです。
　近年の合格率は 60％を割っており決して高くありませんが、回り道をせず、本
書により合格に近づくことを目標に本書を作成しました。

編集部・担当：…服部／安藤
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クレーンに関する知識 7

第１章　クレーンに関する知識
◆目次と近年の出題歴・傾向　※★ ： 80％以上　○ ： 50 ～ 80％　△ ： 30 ～ 50％

項目 傾向
出題年月

R2.10 R2.4 R1.10 H31.4 H30.10 H30.4

1�クレーン
等の定義

１�．クレーンの定義（P.9）
２�．移動式クレーンの定義（P.9）
３�．デリックの定義（P.9）

2�クレーン
に関する
用語

１．インチング（P.10）
２．キャンバ（P.10）
３．傾斜角及び作業半径（P.10） 問１
４．地切り（P.11）
５．スパン（P.11）
６．玉掛け（P.11）
７�．つり上げ荷重と定格荷重（P.12）
８．定格速度（P.12） △ 問１ 問8
９．走行レール（P.12）
10．ランウェイ（P.12）
11．揚程（P.13）
12．寄り（P.13）

3�クレーン
の運動

１．巻上げと巻下げ（P.13）
２．横行と走行（P.14）
３．起伏と旋回（P.14）
４．作業範囲（P.15） ○ 問8 問8 問8

4�クレーン
の種類

　及び形式

１．天井クレーン（P.16） 問8
２．ジブクレーン（P.18） 問９
３．橋形クレーン（P.25） ○ 問９ 問8 問９
４．アンローダ（P.27） 問１
５．ケーブルクレーン（P.28）
６．テルハ（P.28）
７．スタッカークレーン（P.29）

5�クレーン
の

　構造部分

１．クレーンガータ（P.30） △ 問６ 問２
２．サドル（P.32）
３．ジブ（P.32） 問１
４．脚（レッグ）（P.33）
５．トロリ（P.34） 問９
６．ホイスト（P.36）

6�クレーン
の

　作動装置

１．巻上装置（P.37） 問９
２．横行装置（P.38）
３．走行装置（P.38） ○ 問９ 問１ 問２ 問 10
４．起伏装置（P.39）
５．引込装置（P.40）
６．旋回装置（P.40）
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12 クレーンに関する知識

7つり上げ荷重と定格荷重

【つり上げ荷重と定格荷重】

つり具

定格荷重

つり上げ荷重

＝ 定格荷重 ＋ つり具

◎…つり上げ荷重とは、構造及び材料
に応じて負荷させることができる
最大の荷重をいい、フック、グラ
ブバケットなどのつり具分が含ま
れる。

◎…定格荷重とは、つり上げ荷重から
フック、グラブバケットなどの
つり具分の質量を除いた荷重をい
う。クレーンにより定格荷重は一
定の値ではなく、作業半径が拡大
することにより定格荷重が変化する（１章 10 節．クレーンの安全装置等2過負
荷防止装置…参照）。

8定格速度	 出題率　△

◎…定格速度とは、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、巻上げ、走行、横行及
び旋回などの作動を行う場合のそれぞれの最高の速度をいう。

9走行レール
◎…走行レールとは、クレーン本体を移動させるために建築物等の側壁、天井また
は地上に設置されたレールをいう。

�ランウェイ
◎…ランウェイとは、クレーンが走行する軌道のこと。レール、レール継手及びレー
ル固定用ボルト等で構成されている。

【ランウェイ】
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クレーンに関する知識 47

　②電動油圧式グラブバケット

【電動油圧式グラブバケット】
©2021 東部重工業㈱

　　▪…電動油圧式グラブバケットは、セン
ターフレームに油圧ユニットを内蔵
し、クレーン運転室からの操作で油圧
シリンダを伸縮させてバケットを開閉
させる。

　　▪…電動油圧式グラブバケットは、ゴミ処
理用天井クレーン等に用いられてい
る。

3リフティングマグネット

【リフティングマグネット】

©2021 住友重機械工業㈱

◎…リフティングマグットは電磁石を応用した
つり具で、鋼材や屑鉄等の運搬に使用され
ている。

◎…電流を通じると磁力によって鋼材を吸着
し、電流を切ると吸着力が無くなるためつ
り荷を下ろすことができる。

◎…不意の停電に対してつり荷の落下を防ぐた
め、停電保護装置を備えたものが多い。

4バキューム式つり具
◎…バキューム式つり具は、ガラス板のような表面が滑らかな荷を取り扱うときに
使用される。
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54 クレーンに関する知識

【リーマボルトとリーマ】

ボルトと部材
の密着により
取付精度が高い

《ハンドリーマ》

写真撮影

4座金
◎…座金は、ボルトやナットの座面と締め付ける面との間に使用するもので、締め
付け効果を高め、振動や繰返し荷重による緩みを防ぐことができる。

平座金

【平座金】

◎…平座金は、当たり面の悪いところ、
傷つきやすいところなどに用いら
れる。

勾配座金

【勾配座金】

◎…勾配座金は、勾配面を締め付けるときにボル
トに曲げがからないようにするために用いら
れ、勾配の角度により溝形鋼用や I 形鋼用な
どがある。

ばね座金

【ばね座金】

◎…ばね座金は、座金の一部を切り欠
き、ばね状にしたもので、ばねの
作用によりボルトやナットの緩み
を防ぐ。
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104 関係法令

【６ストランドのワイヤロープ１よりの間の例】

心綱

②① ③ ④ ⑤ ⑥ ① ②⑤ ⑥
ストランド

１より

【素線の断線の例】

《例：構成記号６× 37 ワイヤロープ１より間の断線数》
◎…構成記号６× 37 のワイヤロープは６ストランドで各ストランドの素線数が
37 本である。従って、１よりの間の素線数は 222 本である。
　６（ストランド）× 37（本）＝ 222（本）
◎…法令により１より間の素線の 10％以上断線していてはいけない。
　222（本）× 10（％）＝ 22.2（本）
◎…従って、23 本断線しているワイヤロープの使用はできない。

　②…直径の減少が公称径の7％をこえるもの

《例：直径 10mmのワイヤロープの摩耗》
◎…直径 10mm のワイヤロープの7％である 0.7mm を超えて摩耗したものは使
用することができない。
　10（mm）×7（％）＝ 0.7mm
◎従って、直径が 9.3mm以上である必要がある。
　10（mm）－ 0.7（mm）＝ 9.3（mm）

　③キンク（＊）したもの
　④著しい形くずれまたは腐食があるもの
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120 原動機及び電気に関する知識

【かご形三相誘導電動機】

一次巻線

導線（バー）

軸

端絡リング

鉄芯

巻線形三相誘導電動機

◎…巻線形三相誘導電動機は、固定子側（一次側）も回転子側（二次側）も巻線になっ
ており、回転子側の巻線はスリップリングを通して外部抵抗（二次抵抗）と接
続される。

◎…二次側の回転子巻線は、スリップリング及びブラシを介して外部抵抗（二次抵
抗）に接続されている。電流は可変式の外部抵抗（二次抵抗）⇒ブラシ⇒スリッ
プリング⇒回転子の順で導かれる。回転子に流れる電流の大きさを外部抵抗の
大きさにより変化させることである程度の速度抑制を行うことができる。これ
を二次抵抗制御という。

◎…クレーンのように頻繁な起動、正転、停止、逆転を繰り返す用途には、巻線型
三相誘導電動機が多く用いられている。

【巻線形三相誘導電動機】

外部抵抗（二次抵抗）

ブラシ

スリップ
リング

固定子巻線

回転子巻線
鉄心

軸
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原動機及び電気に関する知識 125

その他の制御器

①無線操作用の制御器

【無線操作用の制御器】

©2021 金陵電機㈱

　▪…無線操作用の制御器は、間接制御器の
一種とされ、押しボタン式とハンドル
操作式があり、携帯のために軽量化さ
れている。また、誤作動を防止するた
めに一操作を複数のスイッチ操作構成
する等、工夫されている。

　▪…押しボタンスイッチは、電動機の正転
と逆転のボタンを同時に押せない構造
となっているものが多い。

　▪…無線操作用の制御器には、切り替え開
閉器により、機上運転に切り替えるこ
とができる機能を持つものがある。

制御器によるクレーンの制御

◎…制御器を用いたクレーンの制御には次のようなものがある。
　①逆相制動（プラギング）
　　▪…逆相制動とは、ある方向に回転している電動機を逆方向に回転するように

操作を行い制動する減速操作のことである。
　　▪…逆相制動は、機械的、電気的にクレーン各部に負担を掛けるおそれがあり、

できるだけ避けることが望ましい。やむを得ず行う場合、必ず１ノッチ（コー
スチングノッチがある場合には２ノッチ）で行わなければならない。

　②コースチングノッチ
　　▪…コースチングノッチとは、電磁ブレーキや電動油圧押上機ブレーキが付い

ている横行、走行等の制御器の惰走ノッチのことをいう。
　　▪…コースチングノッチは、制御器の第１ノッチとして設けられ、ブレーキに

のみ通電してブレーキを緩めるようになっているノッチである。
　　▪…横行や走行を止めるときにハンドルを１ノッチに戻せば、電動機への電源

が切れ、ブレーキは緩んだままになる。クレーンまたはトロリは惰走状態
となり、ある程度惰走、減速した後にハンドルを０ノッチにするとブレー
キが掛かり静かに停止することができる。

　　▪…コースチングノッチは、停止時の衝撃及び荷振れを防ぐのに有効なノッチ
である。
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クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 179

2動滑車

【動滑車】

ｍ

１m

F

Fｗ＝9.8×ｍ

F＝

１m引けばつり荷は 0.5m上がる

0.5m

Fw
２

◎…動滑車は、天井などに固定されておらず、
ロープを引っ張るとつり荷と共に移動す
る。動滑車はつり荷に吊されており、動滑
車のロープを引っ張る方向は、つり荷の移
動する方向と同じで、力の向きは変わらな
い。

◎…動滑車はロープを引っ張る力を低減させる
ために用いられ、荷の重力の半分の力でつ
り上げることができる。しかし、ロープを
１m引っ張っても、荷はその半分の 0.5m し
か上げることができない。

　…すなわち、力は半分ですむがロープは２倍
に引く必要がある。

◎…動滑車は、クレーンのフックブロックに使
用されている。

3組合わせ滑車	 出題率　★
◎…組合せ滑車は、いくつかの定滑車と動滑車を組み合わせたもので、より小さな
力で重いものを上げ下げすることができる。

【組合せ滑車の例】

ｍ

F
Fｗ＝9.8×ｍ

F＝

１m引けばつり荷は１/６m上がる

Fw
６

《定滑車３個及び動滑車３個組合せの例》◎…例えば定滑車と動滑車、それぞれ３
個を組み合わせた場合を考える。定
滑車は力の向きを変えるものである
が、動滑車３個により荷の重さの
１/ ６の力で荷を吊り上げることが
できる。また、荷が上がる量はロー
プを引く量の１/ ６となる。よっ
て、ロープを１m引っ張っても荷は
１/６mしか上がることができない。
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350 H30.4 公表問題

【問 �32】（3	）82kN　⇒４章２節 _７．力のつり合い（P.151）参照

Ａ Ｂ

12m
７m

20t 20t×9.8m/s２×12m
７m20t×9.8m/s２×12m

５m

５m

… 荷重中心から支点Ｂまでの距離
　▪レールAが支える力…＝…質量× 9.8 ×… …
… ガータの長さ
… … ５m
… ＝…20t × 9.8m/s２×… …＝…81.6…≒ 82kN
… … 12m

【問 �33】（2	）1.6t　⇒４章３節 _１．質量（P.155）参照
　▪アルミニウム板の体積：２m×１m×３mm× 100 枚
　　＝２m×１m× 0.003m × 100 枚＝ 0.006m３× 100 ＝ 0.6m３

　▪アルミニウム板の質量
　　＝アルミニウム板の体積×アルミニウムの単位面積当たりの質量
　　＝ 0.6m３× 2.7t/m３＝ 1.62t ≒ 1.6t

【問 34】（2）が適切。⇒４章４節 _１．重心（P.158）参照
　（1…）直方体の物体の置き方を変える場合、重心の位置が高くなるほど安定性は

悪くなる〔良くなる×〕。
　（3…）水平面上に置いた直方体の物体を傾けた場合、重心からの鉛直線がその物

体の底面を外れるときは、その物体は倒れる〔元の位置に戻る×〕。
　（4…）複雑な形状の物体であっても、その重心は常に一つの点〔二つ以上の点に

なる場合がある×〕。
　（5…）重心が物体の外部にある物体であっても、置き方を変えても重心の位置は

変わらない〔変えると重心が物体の内部に移動する場合がある×〕。

【問 �35】（3）1.4m　⇒４章５節 _１．運動（P.162）参照

……………

こ
こ
の
距
離
を
求
め
る

走行１m

横行１m

　 １２＋１２＝ ２＝ 1.41…≒ 1.4（m）

２＝ 1.41…
３＝ 1.73…
4＝ ２×２＝２
５＝ 2.23…

６＝ 2.44…
7＝ 2.64…
8＝ 2.82…
９＝ ３×３＝３
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