
No 中国語 ピンイン 日本語

1 分 fēn 見分ける。区別する。分ける。分配する。
2 不分先后 bù fēn xiānhòu 前後の見境がつかない。後も先もない。
3 不分胜负 bù fēn shèngfù 勝ち負けの区別がつかない。引き分けになる。
4 不分男女 bù fēn nánnǚ 男女の区別なく。
5 不分彼此 bù fēn bǐ cǐ 自分のものと他人のものを区別しない。分け隔てなく親密である。心を一つにする。

6 公私不分 gōngsī bù fēn 公私の区別がつかない。公私混同。
7 辨 biàn 見分ける。識別する。
8 不辨真假 bù biàn zhēnjiǎ 真偽の見分けがつかない。
9 不辨方向 bù biàn fāngxiàng 方向を見分けられない。
10 不辨菽⻨ bù biàn shū mài ⾖と⻨の区別もつかない。実⽣活の知識に乏しい。常識に⽋ける。

11 识别 shíbié 見分ける。識別する。
12 识别真伪 shíbié zhēnwěi 真偽を見分ける。
13 识别好坏 shìbié hǎo huài 善し悪しを見分ける。
14 识别善恶 shìbié shàn'è 善悪を判断する。
15 语音识别 yǔyīn shíbié コンピュータの音声認識。言語認識。
16 辨别 biànbié 見分ける。識別する。
17 辨别真假 biànbié zhēnjiǎ 真偽を見分ける。
18 辨别敌友 biànbié dí yǒu 敵味方を見分ける。
19 辨别正邪 biànbié zhèngxié 正邪をわきまえる。
20 辨别不出来 biànbié bù chūlái 判別がつかない。
21 难以辨别 nányǐ biànbié 判別しがたい。
22 不能辨别 bùnéng biànbié 見分けられない。
23 分辨 fēnbiàn 見分ける。識別する。
24 分辩 fēnbiàn 弁明する。
25 分辨真假 fēnbiàn zhēnjiǎ 真偽を見分ける。
26 分辨黑白 fēnbiàn hēibái ⿊白を見分ける。
27 辨认 biànrèn 特徴を見分けて判断する。
28 辨认真假 biànrèn zhēnjiǎ 真偽を見分ける。
29 辨认笔迹 biànrèn bǐjī 筆跡を識別する。
30 辨明 biànmíng 明確に識別する。はっきり見分ける。
31 辨明是非 biànmíng shìfēi 是非を明らかにする。よしあしをはっきりさせる。
32 辨明敌我 biànmíng díwǒ 敵味方をはっきりさせる。
33 辨明方向 biànmíng fāngxiàng 方向を見きわめる。
34 明辨 míngbiàn はっきり区別 する。
35 明辨是非 míngbiàn shìfēi 是非を明らかにする。よしあしをはっきりさせる。
36 明辨善恶 míngbiàn shàn'è 善悪をわきまえる。
37 分清 fēnqīng はっきり見分ける。
38 分清是非 fēnqīng shìfēi 事の是非をはっきり見分ける。
39 分清敌我 fēnqīng díwǒ 敵味方をはっきりさせる。
40 分不清 fēn bu qīng はっきり見分けられない。
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41 分别 fēnbié 区別する。違い。別れる。それぞれ。
42 分别美丑 fēnbié měichǒu 美醜を区別する。
43 分别公私 fēnbié gōngsī 公私を区別する。
44 区别 qūbié 区別する。区別。違い。
45 区别好坏 qūbié hǎo huài 善し悪しを区別する。
46 男女的区别 nánnǚ de qūbié 男女の区別。男女の違い。
47 区分 qūfēn 区分する。区別する。
48 区分敌我 qūfēn díwǒ 敵味方を区分する。敵味方を分ける。
49 区分优劣 qūfēn yōuliè 優劣を区分する。優劣を分ける。
50 判别 pànbié 判別する。識別する。
51 判别真伪 pànbié zhēnwěi 真偽を見分ける。
52 判别是非 pànbié shìfēi 是非を判別する。
53 鉴别 jiànbié 鑑定する。鑑別する。
54 鉴别古物 jiànbié gǔwù 古代の器物を鑑定する。
55 鉴别种类 jiànbié zhǒnglèi 種類を見分ける。
56 鉴定 jiàndìng 鑑定する。判定する。評定。
57 鉴定古董 jiàndìng gǔdǒng 骨董品(こっとうひん)を鑑定する。
58 鉴定年代 jiàndìng niándài 年代を鑑定する。
59 笔迹鉴定 bǐjī jiàndìng 筆跡鑑定。
60 检定 jiǎndìng 検定する。検査し裁定する。
61 检定考试 jiǎndìng kǎoshì 検定試験。
62 药品检定 yàopǐn jiǎndìng 薬品検査。
63 甄别 zhēnbié 優劣や真偽を選別する。能力や品質などを審査する。
64 甄别考试 zhēnbié kǎoshì 検定試験。認定試験。
65 甄别真伪 zhēnbié zhēnwěi 真偽を見分ける。
66 看出 kànchū はっきり見分ける。見抜く。
67 看出是假货 kànchū shì jiǎhuò 偽物であることを見抜く。
68 看出他的本意 kànchū tā de běnyì 彼の本心を見て取る。
69 看透 kàntòu 相手の思惑などを見抜く。見通す。見切りをつける。
70 看透对方的意图 kàntòu duìfāng de yìtú 相手の意図を見て取る。
71 看透人⽣ kàntòu rénshēng 人⽣を達観する。
72 看清 kànqīng はっきり見る。見てはっきりさせる。
73 看清形势 kànqīng xíngshì 形勢を見定める。
74 看清是非 kànqīng shìfēi 是非をはっきりさせる。
75 弄清 nòngqīng 明白にする。はっきりさせる。
76 弄清楚 nòng qīngchu 明白にする。はっきりさせる。
77 弄清真相 nòngqīng zhēnxiàng 真相を明白にする。
78 弄清真伪 nòngqīng zhēnwěi 真偽をはっきりさせる。
79 查明 chámíng 究明する。
80 查明原因 chámíng yuányīn 原因を究明する。原因を明らかにする。
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81 判定 pàndìng 判定する。
82 判定优劣 pàndìng yōuliè 優劣を判定する。
83 判定胜负 pàndìng shèngfù 勝ち負けを判定する。
84 评定 píngdìng 審査して決める。評定する。
85 评定优劣 píngdìng yōuliè 優劣を評定する。
86 评定地价 píngdìng dìjià 地価を評定する。
87 评判 píngpàn 勝負や優劣を判定する。
88 平叛 píngpàn 反乱を鎮圧する。
89 评判员 píngpànyuán 審判員。審査員。アンパイア。
90 评判胜负 píngpàn shèngfù 勝ち負けを判定する。
91 评判优劣 píngpàn yōuliè 優劣を判定する。
92 判断 pànduàn 判断する。決める。判断。
93 判断力 pànduànlì 判断力。
94 判断是非 pànduàn shìfēi 是非を判断する。
95 判断形势 pànduàn xíngshì 形勢を判断する。
96 价值判断 jiàzhí pànduàn 価値判断。
97 加以判断 jiāyǐ pànduàn 判断をする。
98 作出判断 zuòchū pànduàn 判断を下す。
99 下判断 xià pànduàn 判断を下す。
100 错误判断 cuòwù pànduàn 判断を誤る。
101 判断错误 pànduàn cuòwù 判断を誤る。
102 判断失误 pànduàn shīwù 判断を誤る。
103 使判断失常 shǐ pànduàn shīcháng 判断を狂わせる。
104 保留判断 bǎoliú pànduàn 判断を保留する。判断を控える。
105 全靠各人自行判断 quán kào gè rén zìxíng pànduàn 各自の自主的な判断にまかせる。
106 正确的判断 zhèngquè de pànduàn 正確な判断。正しい判断。
107 冷静的判断 lěngjìng de pànduàn 冷静な判断。
108 公断 gōngduàn 当事者を交えないで判断をくだす。公正な判断をする。公の機関が裁断する。

109 历史会有公断 lìshǐ huì yǒu gōngduàn 歴史が判断するであろう。
110 社会自有公断 shèhuì zì yǒu gōngduàn 社会が自ら判断する。
111 论断 lùnduàn 論断。論じて判断や結論を下す。
112 科学论断 kēxué lùnduàn 科学的論断。化学的な判断。
113 诊断 zhěnduàn 診断する。
114 被诊断为流感 bèi zhěnduàn wéi liúgǎn インフルエンザと診断される。
115 医⽣诊断观察 yīshēng zhěnduàn guānchá 医者が診察する。
116 断定 duàndìng 判断を下す。断定する。
117 下断定 xià duàndìng 断定を下す。
118 断定嫌疑犯 duàndìng xiányífàn 容疑者を特定する。
119 一口断定 yīkǒu duàndìng きっぱりと決めつける。
120 我断定他是有罪的 wǒ duàndìng tā shì yǒuzuì de 私は彼が有罪だと断定する。
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121 推断 tuīduàn 推断する。割り出す。
122 推断力 tuīduànlì 推理力。
123 推断真相 tuīduàn zhēnxiàng 真相を推断する。
124 推断出真犯人 tuīduàn chū zhēnfànrén 真犯人を割り出す。
125 认定 rèndìng 確信する。認定する。確定する。
126 被认定有罪 bèi rèndìng yǒuzuì 有罪と認定される。有罪とみなされる。
127 认定目标 rèndìng mùbiāo 目標を確定する。
128 判决 pànjué 判決を下す。
129 下判决 xià pànjué 判決を下す。
130 做出判决 zuòchū pànjué 判決を下す。
131 作出判决 zuòchū pànjué 判決を下す。
132 判决下来了 pànjué xiàlai le 判決が下った。
133 宣布判决 xuānbù pànjué 判決を言い渡す。
134 判决无罪 pànjué wúzuì 無罪を言い渡す。
135 判处 pànchǔ 刑を言い渡す。判決を下す。
136 判处无罪 pànchǔ wúzuì 無罪を言い渡す。
137 裁决 cáijué 考慮し決定する。裁決する。
138 做出裁决 zuòchū cáijué 裁定を下す。
139 作出裁决 zuòchū cáijué 裁定を下す。
140 请上司裁决 qǐng shàngsi cáijué 上司に判断を仰ぐ。
141 议决 yìjué 議決する。
142 进行议决 jìnxíng yìjué 議決する。
143 议决法律案 yìjué fǎlǜàn 法律案を議決する。
144 审判 shěnpàn 審理して判決を下す。裁判する。
145 审判员 shěnpànyuán 判事。裁判官。
146 审判⻓ shěnpànzhǎng 裁判⻑。
147 刑事审判 xíngshì shěnpàn 刑事裁判。
148 ⺠事审判 mínshì shěnpàn ⺠事裁判。
149 作出审判 zuòchū shěnpàn 審判を下す。
150 审批 shěnpī 審査して認可する。
151 审批文件 shěnpī wénjiàn 書類を決裁する。
152 审批手续 shěnpī shǒuxù 審査手続き。
153 批准 pīzhǔn 批准する。許可する。
154 批准条约 pīzhǔn tiáoyuē 条約を批准する。
155 批准营业 pīzhǔn yíngyè 営業を許可する。
156 判读 pàndú 判読する。
157 把断层的活动性质判读出来 bǎ duàncéng de huódòng xìngzhì pàndú chūlái 断層の活動性質を読み取った。
158 监别 jiānbié 識別。ID。識別コード。
159 监别码 jiānbiémǎ 認証コード。確認コード。
160 监别器 jiānbiéqì 識別装置。
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161 下结论 xià jiélùn 結論を下す。
162 作结论 zuò jiélùn 結論を出す。
163 下定论 xià dìnglùn 結論づける。
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