
No 中国語 ピンイン 日本語

1 效果 xiàoguǒ 効果。よい結果。
2 作用 zuòyòng 作用。効果。意図。作用する。
3 有效 yǒuxiào 有効だ。有効な。
4 成效 chéngxiào 効果。ききめ。
5 功效 gōngxiào 効き目。効能。効力。
6 效力 xiàolì 効力。効き目。力を尽くす。
7 灵 língyàn よく効く。機能がよく働く。ひつぎ。
8 灵验 língyàn 手段や薬がよく効く。予言や予測がぴたりと当たる。
9 ⻅效 jiànxiào 効き目が現れる。
10 奏效 zòuxiào 効果をあらわす。
11 收效 shōuxiào 成果を収める。効果を上げる。
12 效验 xiàoyàn 予期される効き目。効能。
13 效应 xiàoyìng 社会的な反応や効果。化学的な反応。
14 成果 chéngguǒ 成果。良い結果。
15 果实 guǒshí 果実。成果。
16 成就 chéngjiù 業績。成果。完成する。成就する。
17 疗效 liáoxiào 治療の効果。
18 药效 yàoxiào 薬効。
19 无效 wúxiào 効果や効力がない。無効だ。
20 作废 zuòfèi 無効になる。廃棄する。
21 白 bái むだに。むなしく。白い。あきらかだ。何も加えない。
22 白费 báifèi むだに使う。
23 白白 báibái むだに〜する。
24 白说 báishuō 言ってもむだである。
25 白搭 báidā むだに行う。用をなさない。
26 徒劳 túláo むだになる。むだ骨を折る。
27 浪费 làngfèi お金や時間をむだについやす。
28 生效 shēngxiào 効力を発する。効き目があらわれる。
29 速效 sùxiào 速効。
30 失效 shīxiào 効力を失う。失効する。
31 有益 yǒuyì 有益だ。
32 无益 wúyì 無益だ。
33 有用 yǒuyòng 役に立つ。
34 没用 méiyòng 役に立たない。
35 无用 wúyòng 役に立たない。無用の。
36 无谓 wúwèi 無意味だ。価値がない。
37 虚度 xūdù むだに過ごす。
38 效果良好 xiàoguǒ liánghǎo 効果がよい。
39 效果大 xiàoguǒ dà 効果が大きい。
40 效果不大 xiàoguǒ bù dà あまり効果がない。
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41 效果显著 xiàoguǒ xiǎnzhù 効果が著しい。
42 效果明显 xiàoguǒ míngxiǎn 効果が明らかである。
43 无效果 wú xiàoguǒ 無効果。
44 获得效果 huòdé xiàoguǒ 効果を得る。
45 提高效果 tígāo xiàoguǒ 効果を上げる。
46 临时效果 línshí xiàoguǒ 一時的な効果。
47 正面效果 zhèngmiàn xiàoguǒ プラスの効果。
48 负面效果 fùmiàn xiàoguǒ マイナス効果。
49 学习效果 xuéxí xiàoguǒ 学習効果。
50 减肥效果 jiǎnféi xiàoguǒ ダイエット効果。
51 发挥作用 fāhuī zuòyòng 効果を発揮する。
52 很起作用 hěn qǐ zuòyòng 大いに効果を果たす。
53 杀菌作用 shājùn zuòyòng 殺菌作用。
54 副作用 fùzuòyòng 副作用。
55 这种药很有效 zhè zhǒng yào hěn yǒuxiào この薬はとても効果がある。
56 有效方法 yǒuxiào fāngfǎ 有効な方法。
57 有效的措施 yǒuxiào de cuòshī 有効な措置。
58 有效地利用资源 yǒuxiào de lìyòng zīyuán 資源を有効に利用する。
59 有效期限 yǒuxiào qíxiàn 有効期限。
60 有成效 yǒu chéngxiào 効果が上がる。
61 大⻅成效 dà jiàn chéngxiào 大いに効果が見られる。
62 卓有成效 zhuó yǒu chéngxiào 効果が顕著だ。すばらしい効果がある。
63 这种药很有功效 zhè zhǒng yào hěn yǒu gōngxiào この薬はとても効果がある。
64 立⻅功效 lì jiàn gōngxiào たちどころに効果が現れる。
65 药的效力 yào de xiàolì 薬の効き目。
66 这药效力好 zhè yào xiàolì hǎo この薬は効きがよい。
67 没有效力 méiyǒu xiàolì 効き目がない。
68 这个办法很灵 zhège bànfǎ hěn líng このやり方は有効だ。
69 不灵 bù líng 効き目がない。
70 这种药很灵验 zhè zhǒng yào hěn língyàn この薬はとても効果がある。
71 天气预报很灵验 tiānqì yùbào hěn língyàn 天気予報はよく当たる。
72 这药吃了很⻅效 zhè yào chī le hěn jiànxiào この薬は飲むととても効き目が現れる。
73 药⻅效 yào jiànxiào 薬が効いている。
74 ⻅效很快 jiànxiào hěn kuài 効き目が現れるのが早い。
75 不⻅效 bù jiànxiào 効き目がない。
76 实验药奏效 shíyànyào zòuxiào 実験薬が効く。
77 不奏效 bù zòuxiào 効き目がない。
78 收效神速 shōuxiào shénsù 効果てきめん。
79 收效甚速 shōuxiào shèn sù 効き目がはやい。
80 这种方法具有明显的效验 zhè zhǒng fāngfǎ jùyǒu míngxiǎn de xiàoyàn この方法は明らかに効能を備える。
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81 无效验 wú xiàoyàn 効き目がない。
82 不⻅效验 bùjiàn xiàoyàn 効き目が見られない。
83 相乘效应 xiāngchéng xiàoyìng 相乗効果。
84 温室效应 wēnshì xiàoyìng 温室効果。
85 经济效应 jīngjì xiàoyìng 経済効果。
86 社会效应 shèhuì xiàoyìng 社会的効果。
87 劳动成果 láodòng chéngguǒ 労働成果。
88 研究成果 yánjiū chéngguǒ 研究成果。
89 劳动果实 láodòng guǒshí 労働成果。
90 取得成就 qǔdé chéngjiù 成果を得る。業績を上げる。
91 获得成就 huòdé chéngjiù 成果を得る。業績を上げる。
92 疗效显著 liáoxiào xiǎnzhù 治療効果が目覚ましい。
93 药效快 yàoxiào kuài 薬の効き目が早い。
94 无效劳动 wúxiào láodòng 無効な労働。骨折り損。
95 医治无效 yīzhì wúxiào 治療の効果がない。
96 过期作废 guòqí zuòfèi 期限切れ無効。
97 计划作废了 jìhuà zuòfèi le 計画が無効になった。
98 白花钱 bái huā qián お金のむだ遣いをする。
99 白跑一趟 bái pǎo yī tàng むだ足を踏む。
100 白受累 bái shòulèi むだ骨を折る。
101 白费力气 báifèi lìqì むだ骨を折る。
102 白费劲 báifèi jìng むだな事をする。
103 白费了一天 báifèi le yī tiān 一日を無駄にした。
104 努力不会白费的 nǔlì bù huì báifèi de 努力に無駄はない。
105 没白费了 méi báifèi le 無駄ではなかった。
106 怎么说也白费 zěnme shuō yě báifèi いくら言っても無駄だ。
107 白白浪费时间 báibái làngfèi shíjiān 無駄に時間を費やす。
108 白白浪费一天了 báibái làngfèi yī tiān le 一日を無駄にした。
109 说也白说 shuō yě báishuō 言っても無駄だ。
110 你跟他说什么也白说 nǐ gēn tā shuō shénme yě báishuō あなたが彼に何を言っても無駄だ。
111 你跟他说也白搭 nǐ gēn tā shuō yě báidā 彼に言っても無駄だ。
112 你去也白搭 nǐ qù yě báidā あなたが行っても無駄だ。
113 徒劳无益 túláo wúyì くたびれ儲け。
114 徒劳往返 túláo wǎngfǎn むだに行ったり来たりする。むだ足を踏む。
115 做这样的事只能是徒劳 zuò zhèyàng de shì zhǐ néng shì túláo そんなことをしても無駄だ。
116 浪费一天 làngfèi yī tiān 一日を無駄に費やす。
117 浪费电力 làngfèi diànlì 無駄に電力を消費する。
118 能立刻生效 néng lìkè shēngxiào ただちに効力を発することができる。速効性がある。
119 速效药 sùxiàoyào 即効薬。
120 权力失效 quánlì shīxiào 権利が失効する。
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121 过期失效 guòqí shīxiào 期限が切れて無効になる。
122 有益健康 yǒuyì jiànkāng 健康によい。
123 有益于健康 yǒuyì yú jiànkāng 健康によい。
124 对身体很有益 duì shēntǐ hěn yǒuyì 体にとてもよい。
125 运动对健康有益 yùndòng duì jiànkāng yǒuyì 運動は健康によい。
126 无益于社会 wúyì yú shèhuì 社会のためにならない。
127 无益的抵抗 wúyì de dǐkàng 無駄な抵抗。
128 对社会有用 duì shèhuì yǒuyòng 社会の役に立つ。
129 这本书很有用 zhè běn shū hěn yǒuyòng この本は役に立つ。
130 怎么求也没用 zěnme qiú yě méiyòng いくら頼んでも無駄です。
131 怎么劝说也没用 zěnme quànshuō yě méiyòng いくら説得しても無駄です。
132 没用的东⻄ méiyòng de dōngxi 役に立たないもの。役立たず。ろくでなし。
133 无用的东⻄ wúyòng de dōngxi 役に立たないもの。
134 哭也无用 kū yě wúyòng 泣いても無駄。
135 无谓的议论 wúwèi de yìlùn 無駄な議論。
136 无谓的抵抗 wúwèi de dǐkàng 無駄な抵抗。
137 虚度光阴 xūdù guāngyīn 時を無駄に過ごす。
138 虚度一年光阴 xūdù yī nián guāngyīn 一年を無駄に過ごす。
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