
No 中国語 ピンイン 日本語

1 相像 xiǎngxiàng 想像する。想像。似ている。共通点のある。
2 想象 xiǎngxiàng 想像する。想像。似ている。共通点のある。
3 意想 yìxiǎng 想像する。
4 臆想 yìxiǎng 勝手にあれこれ想像する。憶測(おくそく)する。
5 设想 shèxiǎng 想像する。想像。構想。〜のために考える。着想。
6 构想 gòuxiǎng 構想する。構想。
7 构思 gòusī 構想を練る。構想。アイデア。
8 方案 fāng'àn プラン。計画。規則。ルール。
9 文思 wénsī 文章の構想。
10 假想 jiǎxiǎng 仮想する。
11 虚拟 xūnǐ 仮定の。仮設の。想像して作る。
12 预料 yùliào 予測する。予測。
13 预测 yùcè 予測する。
14 预想 yùxiǎng 予測する。
15 料想 liàoxiǎng 予想する。
16 意料 yìliào 予想する。
17 预计 yùjì 〜する⾒込みだ。
18 估计 gūjì 数量を⾒積もる。推定する。
19 估量 gūliáng 推量する。
20 估产 gūchǎn 生産量を予測する。
21 妄想 wàngxiǎng 妄想する。
22 妄图 wàngtú 大それたことをたくらむ。
23 梦想 mèngxiǎng 空想する。妄想する。熱望する。夢⾒る。夢。
24 痴想 chīxiǎng 妄想する。ばかげた考え。
25 空想 kōngxiǎng 空想する。空想。
26 幻想 huànxiǎng 空想する。幻想する。空想。幻想。
27 邪念 xiéniàn 邪念。
28 胡思乱想 hú sī luàn xiǎng あれこれくだらないことを思いめぐらす。妄想をたくましくする。

29 想像力 xiǎngxiànglì 想像力。
30 想象力 xiǎngxiànglì 想像力。
31 发挥想像力 fāhuī xiǎngxiànglì 想像力を働かせる。
32 丰富想像力 fēngfù xiǎngxiànglì 想像を豊かにする。想像をたくましくする。
33 富有想象力 fùyǒu xiǎngxiànglì 想像力が豊かだ。
34 激发想像力 jīfā xiǎngxiànglì 想像力をかきたてる。
35 想象力贫乏 xiǎngxiànglì pínfá 想像力が貧困だ。
36 难以想像 nányǐ xiǎngxiàng 想像しがたい。
37 想像不到 xiǎngxiàng bù dào 想像も及ばない。
38 想像不出 xiǎngxiàng bù chū 想像もつかない。
39 不可想像 bùkě xiǎngxiàng 想像できない。想像を絶する。
40 无法想像 wúfǎ xiǎngxiàng 想像できない。想像を絶する。

想像、構想、仮想、予想、妄想   1/4

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 想像不出 xiǎngxiàng bù chū 想像できない。想像を絶する。
42 超出想像 chāochū xiǎngxiàng 想像を超える。
43 不难想象 bù nán xiǎngxiàng 想像に難(かた)くない。簡単に想像できる。
44 比想像的简单 bǐ xiǎngxiàng de jiǎndān 想像より簡単。
45 和想像的一样 hé xiǎngxiàng de yīyàng 想像してたとおり。
46 正如想象的那样 zhèng rú xiǎngxiàng de nàyàng 想像したとおりだ。
47 正如您所想象的 zhèng rú nín suǒ xiǎngxiàng de お察しのとおりです。
48 任凭您想象 rènpíng nín xiǎngxiàng ご想像にお任せします。
49 任凭你想像 rènpíng nǐ xiǎngxiàng 想像に任せる。
50 随你怎么想 suí nǐ zěnme xiǎng あなたがどのように思おうがかまわない。
51 想象中的动物 xiǎngxiàng zhōng de dòngwù 想像上の動物。
52 意想不到的问题 yìxiǎng bù dào de wèntí 思いがけない問題。
53 意想不到的事 yìxiǎng bù dào de shì 思いがけない事。
54 意想不到的事故 yìxiǎng bù dào de shìgù 思いがけない事故。
55 意想不到的灾难 yìxiǎng bù dào de zāinàn 思いがけない災害。
56 意想不到的收场 yìxiǎng bù dào de shōuchǎng 意外な結末。
57 结果在意想之中 jiéguǒ zài yìxiǎng zhī zhōng 結果は思ったとおり。
58 个人臆想 gèrén yìxiǎng 個人的憶測(おくそく)。
59 主观臆想 zhǔguān yìxiǎng 主観的憶測(おくそく)。
60 臆想病 yìxiǎng bìng 心気症。身体の異常を過大に考える病気。
61 臆想症 yìxiǎng zhèng 心気症。身体の異常を過大に考える病気。
62 个人的设想 gèrén de shèxiǎng 個人的構想。私案。
63 大胆的设想 dàdǎn de shèxiǎng 大胆な着想。
64 不堪设想 bùkān shèxiǎng 悪い予想のもと、どうなるか想像できない。思いやられる。

65 设想了一个方案 shèxiǎng le yī ge fāng'àn ひとつのプランを構想した。
66 请设想一下 qǐng shèxiǎng yīxià 想像してみてください。
67 我们来设想一下 wǒmen lái shèxiǎng yīxià 想像してみよう。
68 基本的构想 jīběn de gòuxiǎng 基本的構想。
69 人力资源开发构想 rénlì zīyuán kāifā gòuxiǎng 人材開発構想。
70 构想新战略 gòuxiǎng xīn zhànlüè 新戦略を構想する。
71 构思方案 gòusī fāng'àn プランを構想する。
72 构思好 gòusī hǎo 発想が良い。
73 构思巧妙 gòusī qiǎomiào 構想が巧妙。
74 构思独特 gòusī dútè 発想がユニーク。
75 假想的动物 jiǎxiǎng de dòngwù 想像上の動物。
76 假想的敌国 jiǎxiǎng de díguó 仮想敵国。
77 我假想了一个情景 wǒ jiǎxiǎng le yī ge qíngjǐng 私は一つの場面を想定した。
78 虚拟体验 xūnǐ tǐyàn 疑似体験。
79 虚拟现实 xūnǐ xiànshí 仮想現実。バーチャルリアリティー。
80 预料之中的事 yùliào zhī zhōng de shì 予測していた事。
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81 不可预料的事情 bùkě yùliào de shìqíng 予期せぬ出来事。
82 预料到的 yùliào dào de 予想の範疇(はんちゅう)だ。
83 没有预料到 méiyǒu yùliào dào 予測しなかった。
84 超出预料 chāochū yùliào 予測を超える。
85 出乎预料 chū hū yùliào 予測を外れる。思いがけない。
86 与预料相反 yǔ yùliào xiāngfǎn 予測に反す。
87 谁也无法预料将来 shéi yě wúfǎ yùliào jiānglái 誰も将来を予測できません。
88 经济预测 jīngjì yùcè 経済⾒通し。
89 景气预测 jǐngqì yùcè 景気⾒通し。
90 市场预测 shìchǎng yùcè 市況を予測する。
91 销售预测 xiāoshòu yùcè 販売予測。
92 预测市场需求 yùcè shìchǎng xūqiú 市場需要の予測。
93 预测地震 yùcè dìzhèn 地震予知。
94 期待的预测 qídài de yùcè 希望的観測。
95 不能预测 bùnéng yùcè 予測できない。
96 预测错误 yùcè cuòwù 予想がはずれる。予測ミス。
97 预测失误 yùcè shīwù ⾒込み違い。
98 预测一年后 yùcè yī nián hòu 一年後を予測する。
99 得到预想的结果 dédào yùxiǎng de jiéguǒ 予測した結果を得る。
100 得不到预想的结果 dé bù dào yùxiǎng de jiéguǒ 思う結果が得られない。
101 预想得太乐观了 yùxiǎng de tài lèguān le ⾒通しを楽観しすぎた。⾒通しが甘かった。
102 没有预想到 méiyǒu yùxiǎng dào 思いもよらず。
103 预想不到的事故 yùxiǎng bù dào de shìgù 思わぬ事故。
104 预想落空 yùxiǎng luòkōng ⾒込みはずれ。予想を裏切る。
105 比预想的容易 bǐ yùxiǎng de róngyì 思ったより容易。
106 我料想是你 wǒ liàoxiǎng shì nǐ あなただと思った。
107 料想不到的事 liàoxiǎng bùdào de shì 思いがけない事。
108 意料中的事 yìliào zhōng de shì 予測していた事。
109 意料不到的事 yìliào bù dào de shì 思いがけない事。
110 意料之外的事 yìliào zhī wài de shì 予想外の事。
111 出乎意料 chū hū yìliào 思いがけない。
112 出人意料 chū rén yìliào 思いがけない。
113 超出预计的 chāochū yùjì de 予想を超えた。
114 超过预计 chāoguò yùjì 予想を上回る。
115 预计明天有阵雨 yùjì míngtiān yǒu zhènyǔ 明日はにわか雨がある⾒込みです。
116 估计需要四百到五百日元 gūjì xūyào sìbǎi dào wǔbǎi rì yuán ４００円から５００円はかかると⾒込む。
117 估计他会来 gūjì tā huì lái 彼は来ると⾒通す。
118 我估计不要紧 wǒ gūjì bùyàojǐn 私は大したことないと踏んでいる。
119 估计年龄 gūjì niánlíng 推定年齢。
120 无法估计 wúfǎ gūjì ⾒当がつかない。
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121 乐观的估计 lèguān de gūjì 希望的観測。
122 估计错误 gūjì cuòwù ⾒込みを誤る。
123 估计对了 gūjì duì le ⾒込みが当たる。
124 保守估量也有五十亿人⺠币 bǎoshǒu gūliàng yě yǒu wǔshí yì rénmínbì 控えめに⾒積もっても５０億元ある。
125 不可估量 bùkě gūliàng 計り知れない。
126 食糖估产八百万吨 shítáng gūchǎn bābǎi wàn dùn 砂糖の推定産出量は８００万トン。
127 痴心妄想 chīxīn wàngxiǎng ひたすら妄想にふける。
128 夸大妄想 kuādà wàngxiǎng 誇大妄想。
129 陷入妄想 xiànrù wàngxiǎng 妄想におちいる。
130 沉浸在妄想中 chénjìn zài wàngxiǎng zhōng 妄想にふける。
131 这些都是你的妄想 zhèxiē dōu shì nǐ de wàngxiǎng これらは全てあなたの妄想です。
132 妄图逃跑 wàngtú táopǎo 逃走をたくらむ。
133 梦想着富裕的生活 mèngxiǎng zhe fùyù de shēnghuó 豊かな生活を夢⾒る。
134 他梦想着成为律师 tā mèngxiǎng zhe chéngwéi lǜshī 彼は弁護士になることを夢⾒ている。
135 梦想越来越大 mèngxiǎng yuè lái yuè dà 夢が膨らむ。
136 他是个梦想家 tā shì ge mèngxiǎng jiā 彼は夢想家です。
137 别痴想了 bié chīxiǎng le ばかなこと考えるな。
138 耽于空想 dānyú kōngxiǎng 空想にふける。
139 一味空想 yīwèi kōngxiǎng 空想にふける。
140 他是个空想家 tā shì ge kōngxiǎng jiā 彼は空想家です。
141 我喜欢幻想 wǒ xǐhuan huànxiǎng 妄想するのが好きです。
142 科学幻想 kēxué huànxiǎng ＳＦ。
143 耽于空想 dānyú huànxiǎng 空想にふける。
144 陷入幻想 xiànrù huànxiǎng 空想にふける。
145 幻想着未来的幸福生活 huànxiǎng zhe wèilái de xìngfú shēnghuó 未来の幸福な生活を夢⾒ている。
146 那是你的胡思乱想 nà shì nǐ de húsīluànxiǎng それはあなたの妄想です。
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