
No 中国語 ピンイン 日本語

1 变化 biànhuà 変化する。変動する。
2 变动 biàndòng 情勢や事態の変化。変更する。修正する。
3 改变 gǎibiàn 大きく変わる。変える。
4 浮动 fúdòng 変動的な。安定しない。流れにつれて漂う。
5 波动 bōdòng 揺れ動く。変動する。波動。
6 大幅度 dàfúdù 大幅に。
7 小幅度 xiǎofúdù 小幅に。
8 大规模 dàguīmó 大規模だ。大がかりだ。
9 小规模 xiǎoguīmó 小規模だ。
10 大范围 dàfànwéi 広い範囲。
11 小范围 xiǎofànwéi 狭い範囲。
12 大为 dàwéi 大いに。
13 大大 dàdà 大いに。
14 广泛 guǎngfàn 及ぶ範囲が広い。
15 微调 wēitiáo 微調整する。
16 在很大程度上 zài hěn dà chéngdù shàng 大きなレベルにおいて。大幅に。
17 在很小程度上 zài hěn xiǎo chéngdù shàng 小さなレベルにおいて。小幅に。
18 发生变化 fāshēng biànhuà 変化が生じる。
19 起变化 qǐ biànhuà 変化が起こる。
20 变化很大 biànhuà hěn dà 変化が大きい。
21 变化较大 biànhuà jiào dà 変化がやや大きい。
22 细小的变化 xìxiǎo de biànhuà 小さな変化。
23 微小的变化 wéixiǎo de biànhuà わずかな変化。
24 情况变化了 qíngkuàng biànhuà le 状況が変わった。
25 汇率变动 huìlǜ biàndòng 為替変動。
26 外汇汇率变动 wàihuì huìlǜ biàndòng 外国為替の変動。
27 股票变动 gǔpiào biàndòng 株の変動。
28 股价变动 gǔjià biàndòng 株価変動。
29 市价变动 shìjià biàndòng 市場価格の変動。
30 政局变动 zhèngjú biàndòng 政局の変化。
31 人事变动 rénshì biàndòng 人事異動。
32 地壳变动 dìqiào biàndòng 地殻変動。
33 气候变化 qìhòu biànhuà 気候変動。
34 气候变动 qìhòu biàndòng 気候変動。
35 变动很大 biàndòng hěn dà 変動が大きい。
36 发生很大的变动 fāshēng hěn dà de biàndòng 大きな変動が生じる。
37 改变现状 gǎibiàn xiànzhuàng 現状を改める。
38 改变政策 gǎibiàn zhèngcè 政策を改める。
39 改变方针 gǎibiàn fāngzhēn 方針を変える。
40 汇率浮动 huìlǜ fúdòng 為替変動。

変動｜大幅、小幅   1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 浮动汇率 fúdòng huìlǜ 変動為替。
42 油价浮动很大 yóujià fúdòng hěn dà 石油価格の変動が大きい。
43 物价波动 wùjià bōdòng 物価が変動する。
44 感情波动 gǎnqíng bōdòng 感情の起伏。
45 地价的波动很小 dìjià de bōdòng hěn xiǎo 地価の変動は小さい。
46 波动幅度大 bōdòng fúdù dà 変動幅が大きい。
47 大幅度提高 dàfúdù tígāo 大幅に向上する。
48 大幅度上升 dàfúdù shàngshēng 大幅に上昇する。
49 大幅度降低 dàfúdù jiàngdī 大幅に下がる。
50 大幅度下降 dàfúdù xiàjiàng 大幅に下がる。
51 大幅度增加 dàfúdù zēngjiā 大幅に増える。
52 大幅度减少 dàfúdù jiǎnshǎo 大幅に減る。
53 大幅增加 dàfú zēngjiā 激増する。
54 大幅减少 dàfú jiǎnshǎo 激減する。
55 大幅度波动 dàfúdù bōdòng 大幅に変動する。
56 大幅度修改 dàfúdù xiūgǎi 大幅に改める。
57 大幅度变更 dàfúdù biàngēng 大幅に変更する。
58 大幅削减 dàfú xuējiǎn 大幅に削減する。
59 大幅度减缩 dàfúdù jiǎnsuō 大幅に縮小する。
60 大幅度升值 dàfúdù shēngzhí 大幅に価値が上がる。
61 大幅度贬值 dàfúdù biǎnzhí 大幅に価値が下がる。
62 大幅度上涨 dàfúdù shàngzhǎng 大幅に価格が上昇する。大幅に水位が上昇する。
63 大幅度下跌 dàfúdù xiàdié 大幅に価格が下落する。大幅に水位が下がる。
64 大幅度降价 dàfúdù jiàngjià 大幅に値下げする。
65 大幅度减价 dàfúdù jiǎnjià 大幅に値下げする。
66 大减价 dàjiǎnjià 大幅に値下げする。
67 大削价 dàxuējià 大幅に値下げする。
68 大规模的修理 dàguīmó de xiūlǐ 大幅な修理。
69 大规模流行 dàguīmó liúxíng 大規模な流行。
70 大范围影响 dàfànwéi yǐngxiǎng 広範囲の影響。
71 大为提高 dàwéi tígāo 大幅に向上する。
72 大为震惊 dàwéi zhènjīng 大いに驚く。
73 大大提高 dàdà tígāo 大幅に向上する。
74 大大减少 dàdà jiǎnshǎo 大幅に減少する。
75 大大影响 dàdà yǐngxiǎng 大きく影響する。
76 大大高于目标 dàdà gāoyú mùbiāo 目標を大幅に上回る。
77 大大低于预测 dàdà dīyú yùcè 予想を大幅に下回る。
78 广泛调查 guǎngfàn diàochá 広範な調査。幅広い調査。
79 广泛影响 guǎngfàn yǐngxiǎng 広範な影響。幅広い影響。
80 价格微调 jiàgé wéitiáo 価格を小幅で調整する。
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81 价格调整 jiàgé tiáozhěng 価格を調整する。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

82
排球在很大程度上
取决于该队的传球水平

páiqiú zài hěn dà chéngdù shàng
qǔjué yú gāi duì de chuánqiú shuǐpíng

バレーボールはパスボール精度により大幅に決定
付けられる。
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