
No 中国語 ピンイン 日本語

1 比率 bǐlǜ 比率。歩合。割合。
2 男女比率 nánnǚ bǐlǜ 男女比率。
3 取胜的比率 qǔshèng de bǐlǜ 勝率。
4 学生和老师的比率是三十比一 xuéshēng hé lǎoshī de bǐlǜ shì sānshí bǐ yī 生徒と教師の比率は３０対１です。
5 比率高 bǐlǜ gāo 率が高い。
6 比率低 bǐlǜ dī 率が低い。
7 比值 bǐzhí 比率。
8 笔直 bǐzhí まっすぐだ。
9 0.8比2.4的比值 líng diǎn bā bǐ èr diǎn sì de bǐzhí ０.８と２.４の比率。
10 概率 gàilǜ 確率。
11 几率 jīlǜ 確率。
12 盖然率 gàiránlǜ 確率。
13 或然率 huòránlǜ 確率。
14 成功的概率 chénggōng de gàilǜ 成功の確率。
15 中彩的概率 zhòngcǎi de gàilǜ 宝くじに当たる確率。
16 感染病毒的几率 gǎnrǎn bìngdú de jīlǜ ウイルスに感染する確率。
17 可能性 kěnéngxìng 可能性。
18 成功的可能性 chénggōng de kěnéngxìng 成功の可能性。成功の確率。
19 盖然性 gàiránxìng 蓋然性(がいぜんせい)。可能性。
20 高度盖然性 gāodù gàiránxìng 高い確率。
21 比例 bǐlì 比例。比率。割合。
22 笔力 bǐlì 書画や文章の筆力。
23 男女比例 nánnǚ bǐlì 男女の比率。
24 投资比例 tóuzī bǐlì 投資比率。
25 比例是六比一 bǐlì shì liù bǐ yī 比率は６対１。
26 七对三的比例 qī duì sān de bǐlì ７対３の比率。
27 比例约为九比一 bǐlì yuē wéi jiǔ bǐ yī 比率はおよそ９対１となる。
28 对比 duìbǐ 対比する。比較する。割合。
29 男女人数对比是二对三 nánnǚ rénshù duìbǐ shì èr duì sān 男女の数の比率は２対３である。
30 百分比 bǎifēnbǐ 百分率。パーセンテージ。
31 百分之〜 bǎi fēnzhī 〜 〜％。
32 百分之零 bǎi fēnzhī líng ０％。
33 百分之零点一 bǎi fēnzhī língdiǎnyī ０.１％。
34 百分之五十 bǎi fēn zhī wǔshí ５０％。
35 百分之百 bǎi fēn zhī bǎi １００％。
36 百分之两百 bǎi fēn zhī liǎng bǎi ２００％。
37 成功概率是百分之一 chénggōng gàilǜ shì bǎi fēn zhī yī 成功確率は１パーセントです。
38 倍率 bèilǜ 倍率。
39 显示倍率 xiǎnshì bèilǜ 表示倍率。
40 招工倍率 zhāogōng bèilǜ 求人倍率。
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41 高倍 gāobèi 高倍率の。
42 高倍望远镜 gāobèi wàngyuǎnjìng 高倍率望遠鏡。
43 倍 bèi 倍。
44 增加一倍 zēngjiā yī bèi 倍になる。２倍になる。
45 增加二倍 zēngjiā èr bèi ２倍ぶん増える。３倍になる。
46 加倍 jiābèi 倍増する。もともとの分量と同じ量が増える。さらにいっそう。

47 产量加倍 chǎnliàng jiābèi 生産量が倍増する。
48 比去年加了一倍 bǐ qùnián jiā le yī bèi 去年の２倍になった。
49 加倍努力 jiābèi nǔlì いちだんと努力する。
50 〜分之〜 〜 fēnzhī 〜 〜分の〜。
51 二分之一的概率 èr fēn zhī yī de gàilǜ 二分の一の確率。
52 〜中有〜 〜 zhōng yǒu 〜 〜のなかに〜がある。
53 十人中有一个人 shí rén zhōng yǒu yī ge rén １０人に１人。
54 折 zhé 掛け。割引き。
55 九折 jiǔ zhé 九掛け。一割引き。
56 成 chéng １０分の１をあらわすことば。成し遂げる。成⻑する。〜になる。

57 八成 bā chéng ８割。
58 效率 xiàolǜ 効率。能率。
59 工作效率 gōngzuò xiàolǜ 仕事の効率。
60 提高效率 tígāo xiàolǜ 効率を上げる。
61 有效率的 yǒu xiàolǜ de 効率的な。高效的。
62 效率高 xiàolǜ gāo 効率が高い。効率が良い。
63 效率不高 xiàolǜ bù gāo 効率が高くない。効率が良くない。
64 效率低 xiàolǜ dī 効率が低い。効率が悪い。
65 效率不佳 xiàolǜ bù jiā 効率が良くない。
66 效率很好 xiàolǜ hěn hǎo 効率が良い。
67 高效率 gāoxiàolǜ 高能率の。高効率の。高効率。
68 低效率 dīxiàolǜ 能率の悪い。低効率の。低効率。
69 高效 gāoxiào 高効率の。効率の良い。
70 低效 dīxiào 低効率の。
71 准确率 zhǔnquèlǜ 正確度。
72 税率 shuìlǜ 税率。
73 降水概率 jiàngshuǐ gàilǜ 降水確率。
74 危险率 wēixiǎnlǜ 危険率。危険度。
75 安全率 ānquánlǜ 安全率。安全度。
76 成功率 chénggōnglǜ 成功率。
77 増加率 zēngjiālǜ 増加率。
78 减少率 jiǎnshǎolǜ 減少率。
79 伸⻓率 shēnchánglǜ 伸び率。
80 削减率 xuējiǎnlǜ 削減率。
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81 竞争率 jìngzhēnglǜ 競争率。
82 升学率 shēngxuélǜ 進学率。
83 合格率 hégélǜ 合格率。
84 发病率 fābìnglǜ 発病率。
85 死亡率 sǐwánglǜ 死亡率。
86 生存率 shēngcúnlǜ 生存率。
87 出生率 chūshēnglǜ 出生率。
88 人口增⻓率 rénkǒu zēngzhǎnglǜ 人口増加率。
89 就业率 jiùyèlǜ 就業率。
90 失业率 shīyèlǜ 失業率。
91 逮捕率 dàibǔlǜ 検挙率。
92 收视率 shōushìlǜ 視聴率。
93 投票率 tóupiàolǜ 投票率。
94 得票率 dépiàolǜ 得票率。
95 胜率 shènglǜ 勝率。
96 获胜率 huòshènglǜ 勝率。
97 回头率 huítóulǜ リピート率。すれ違う人が振り向く割合。注目度。
98 费率 fèilǜ 保険料比率。掛け金比率。
99 运转率 yùnzhǔnlǜ 運転率。稼働率。
100 膨胀率 péngzhànglǜ 膨張率。
101 收缩率 shōusuōlǜ 収縮率。
102 粮食自给率 liángshi zìgěilǜ 食糧自給率。
103 频率 pínlǜ 頻度。周波数。
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