
No 中国語 ピンイン 日本語

1 效果 xiàoguǒ 効果。よい結果。
2 成效 chéngxiào 効果。効能。ききめ。
3 功效 gōngxiào ききめ。効力。効能。
4 工效 gōngxiào 仕事の能率。
5 效能 xiàonéng 効能。効果。
6 功能 gōngnéng 機能。効用。
7 效力 xiàolì 効力。ききめ。力をつくす。
8 效验 xiàoyàn 予期されるききめ。効能。
9 效应 xiàoyìng 社会的反応や効果。科学的な反応。
10 绩效 jìxiào 成績。成果。
11 成果 chéngguǒ 成果。良い結果。
12 成就 chéngjiù 業績。成果。成就する。完成する。
13 成绩 chéngjì 成績。
14 功绩 gōngjì 功績。手柄。
15 功劳 gōngláo 功労。貢献。
16 影响 yǐngxiǎng 影響する。影響。
17 波及 bōjí 波及する。影響する。
18 牵涉 qiānshè 影響を及ぼす。関係する。
19 牵动 qiāndòng 影響を及ぼす。引き起こす。
20 感染 gǎnrǎn 影響を与える。感染する。
21 感召 gǎnzhào 感化する。
22 影响力 yǐngxiǎng lì 影響力。
23 感染力 gǎnrǎn lì 観客を感動させる影響力。
24 感召力 gǎnzhào lì 感化させる力。影響力。魅力。カリスマ性。
25 作用 zuòyòng 効果。影響。作用。作用する。意図。
26 反作用 fǎnzuòyòng 反作用。反動。反発。逆効果。
27 副作用 fùzuòyòng 副作用。
28 疗效 liáoxiào 治療効果。
29 药效 yàoxiào 薬の効果。薬効。
30 肥效 féixiào 肥料のききめ。
31 有效 yǒuxiào 有効である。ききめがある。効果的である。
32 无效 wúxiào 無効である。ききめがない。効力がない。
33 ⻅效 jiànxiào ききめが出る。
34 奏效 zòuxiào 功を奏す。効果をあらわす。
35 收效 shōuxiào ききめが出る。効果があがる。
36 显效 xiǎnxiào 効果が現れる。顕著な効果。
37 生效 shēngxiào 効力が発生する。
38 失效 shīxiào 効かなくなる。効力を失う。失効する。
39 时效 shíxiào 時効。
40 实效 shíxiào 実際の効果。実効。
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41 高效 gāoxiào 効能が顕著である。高い効率。
42 灵效 língxiào 非常によく効く。ききめがある。
43 灵验 língyàn よく効く。ぴたりと当たる。
44 速效 sùxiào 速効。すぐ現れるききめ。
45 特效 tèxiào 特効。著しい効能。
46 后效 hòuxiào 後のききめ。以後の態度。
47 奇效 qíxiào 予想もつかないききめ。
48 神效 shénxiào 不思議なききめ。
49 殊效 shūxiào 特殊な効能。
50 效益 xiàoyì 効果と利益。
51 证验 zhèngyàn 実際上の効果。検証する。
52 行之有效 xíng zhī yǒuxiào 有効であることが経験済みである。
53 立竿⻅影 lì gān jiàn yǐng すぐに効果があらわれる。
54 耳濡目染 ěr rú mù rǎn 見たり聞いたりして影響を受ける。
55 效果良好 xiàoguǒ liánghǎo 効果が良い。
56 有成效 yǒu chéngxiào 効果がある。成果があがる。
57 获得效果 huòdé xiàoguǒ 効果を得る。
58 取得良好效果 qǔdé liánghǎo xiàoguǒ 良い効果を得る。
59 效果大 xiàoguǒ dà 効果が大きい。
60 大⻅成效 dà jiàn chéngxiào 大いに効果がある。
61 效果甚佳 xiàoguǒ shèn jiā 効果が甚だすばらしい。
62 效果不大 xiàoguǒ bù dà 効果があまりない。
63 没有效果 méiyǒu xiàoguǒ 効果がない。
64 毫无效果 háo wú xiàoguǒ ちっとも効果がない。
65 一点也没有效果 yīdiǎn yě méiyǒu xiàoguǒ すこしも効果がない。
66 没有什么效果 méiyǒu shénme xiàoguǒ なんの効果もない。
67 效果等于零 xiàoguǒ děngyú líng 効果ゼロ。
68 治疗无效 zhìliáo wúxiào 治療効果がない。
69 相反效果 xiāngfǎn xiàoguǒ 逆効果。
70 成效甚少 chéngxiào shèn shǎo 効果がきわめて少ない。
71 成效显著 chéngxiào xiǎnzhù 効果がはっきりしている。
72 效果显著 xiàoguǒ xiǎnzhù 効果が著しい。
73 收效显著 shōuxiào xiǎnzhù 効果が著しい。
74 疗效显著 liáoxiào xiǎnzhù 治療の効果が著しい。
75 ⻅成效 jiàn chéngxiào 効果が現れる。
76 立⻅功效 lì jiàn gōngxiào たちどころに効果が現れる。
77 收效神速 shōuxiào shénsù 効果てきめん。
78 成效卓著 chéngxiào zhuózhù 効果てきめん。
79 肥效高 féixiào gāo 肥料の効果が大きい。
80 药效持久 yàoxiào chíjiǔ 薬の効果が⻑持ちする。
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81 发挥作用 fāhuī zuòyòng 効果を発揮する。
82 很起作用 hěn qǐ zuòyòng とても効果がある。
83 获取最大的成果 huòqǔ zuìdà de chéngguǒ 最大の成果をあげる。
84 效果冲淡了 xiàoguǒ chōngdàn le 効果が薄れた。
85 效果还不很显 xiàoguǒ hái bù hěn xiǎn 効果が未だはっきりしない。
86 对策奏效了 duìcè zòuxiào le 対策が効果をあげる。
87 卓有成效 zhuóyǒu chéngxiào 成績・成果が飛び抜けている。
88 卓有成效的方法 zhuóyǒu chéngxiào de fāngfǎ 効果的な方法。
89 更有效的方法 gèng yǒuxiào de fāngfǎ もっと効果的な方法。
90 临时效果 línshí xiàoguǒ 一時的な効果。
91 直接的效果 zhíjiē de xiàoguǒ 直接的な効果。
92 间接的效果 jiànjiē de xiàoguǒ 間接的な効果。
93 相乘效果 xiāngchéng xiàoguǒ 相乗効果。
94 协和效果 xiéhé xiàoguǒ 相乗効果。
95 配伍效果 pèiwǔ xiàoguǒ 相乗効果。
96 正面效果 zhèngmiàn xiàoguǒ プラス効果。
97 负面效果 fùmiàn xiàoguǒ マイナス効果。
98 正面作用 zhèngmiàn zuòyòng プラスの作用。
99 负面作用 fùmiàn zuòyòng マイナスの作用。
100 积极作用 jījí zuòyòng プラスの作用。
101 消极作用 xiāojí zuòyòng マイナスの作用。
102 出效果 chū xiàoguǒ 効果を上げる。
103 学习效果提高 xuéxí xiàoguǒ tígāo 学習の効果が上がる。
104 有多大作用呢? yǒu duōdà zuòyòng ne どれほどの効果があるだろう。
105 影响大 yǐngxiǎng dà 影響が大きい。
106 影响小 yǐngxiǎng xiǎo 影響が小さい。
107 没影响 méi yǐngxiǎng 影響ない。
108 没有影响 méiyǒu yǐngxiǎng 影響ない。
109 影响很小 yǐngxiǎng hěn xiǎo 影響が小さい。
110 不小的影响 bù xiǎo de yǐngxiǎng 小さくない影響。かなりの影響。
111 很大的影响 hěn dà de yǐngxiǎng 大きな影響。
112 施加影响 shījiā yǐngxiǎng 影響を与える。
113 产生影响 chǎnshēng yǐngxiǎng 影響が出る。
114 产生很大的影响 chǎnshēng hěn dà de yǐngxiǎng 大きな影響が出る。
115 不影响大局 bù yǐngxiǎng dàjú 大勢に影響はない。
116 造成影响 zàochéng yǐngxiǎng 影響をもたらす。
117 造成巨大影响 zàochéng jùdà yǐngxiǎng 多大な影響をもたらす。
118 受影响 shòu yǐngxiǎng 影響を受ける。
119 受到影响 shòudào yǐngxiǎng 影響を受ける。
120 直接受到影响 zhíjiē shòudào yǐngxiǎng もろに影響を受ける。
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121 影响轻微 yǐngxiǎng qīngwéi 影響は軽微である。
122 良好影响 liánghǎo yǐngxiǎng 良い影響。
123 不良影响 bùliáng yǐngxiǎng 悪い影響。
124 负面影响 fùmiàn yǐngxiǎng 悪い影響。
125 坏影响 huài yǐngxiǎng 悪影響。
126 积极影响 jījí yǐngxiǎng ポジティブな影響。
127 消极影响 xiāojí yǐngxiǎng マイナスの影響。
128 影响工作 yǐngxiǎng gōngzuò 仕事に影響する。
129 影响健康 yǐngxiǎng jiànkāng 健康面に影響する。
130 影响儿童 yǐngxiǎng értóng 子供に影響する。
131 国际影响 guójì yǐngxiǎng 国際的影響。
132 扩散影响 kuòsàn yǐngxiǎng 影響が広がる。
133 互相影响 hùxiāng yǐngxiǎng 互いに影響しあう。
134 我受到了父亲的影响 wǒ shòudào le fùqīn de yǐngxiǎng 私は父の影響を受けました。
135 我不受他的影响 wǒ bù shòu tā de yǐngxiǎng 私は彼の影響を受けていません。
136 受到环境的影响 shòudào huánjìng de yǐngxiǎng 環境の影響を受ける。
137 带来好的影响 dài lái hǎo de yǐngxiǎng よい影響をもたらす。
138 考虑对周围的影响 kǎolǜ duì zhōuwéi de yǐngxiǎng 周辺への影響を考慮する。
139 受台⻛影响, 交通瘫痪了 shòu táifēng yǐngxiǎng, jiāotōng tānhuàn le 台風の影響で交通機関が麻痺した。
140 哪个人很有大的影响力 nǎge rén hěn yǒu dà de yǐngxiǎng lì あの人は影響力が大きい。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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