
No 中国語 ピンイン 日本語

1 量 liáng 計測する。はかる。
2 量地 liáng dì 土地を測量する。
3 量尺寸 liáng chǐcùn 寸法をはかる。サイズをはかる。
4 量尺码 liáng chǐmǎ 寸法をはかる。サイズをはかる。
5 量⻓度 liáng chángdù ⻑さをはかる。
6 量高低 liáng gāodī 高さをはかる。
7 量身高 liáng shēngāo 身⻑をはかる。
8 量身⻓ liáng shēncháng 身⻑をはかる。
9 量腰围 liáng yāowéi ウエストをはかる。
10 量体重 liáng tǐzhòng 体重をはかる。
11 量热度 liáng rèdù 熱をはかる。
12 量体温 liáng tǐwēn 体温をはかる。
13 量温度 liáng wēndù 温度をはかる。
14 量血压 liáng xuèyā 血圧をはかる。
15 量脉搏 liáng màibó 脈拍をはかる。
16 量脉搏次数 liáng màibó cìshù 脈の回数を数える。
17 量电压 liáng diànyā 電圧をはかる。
18 量电量 liáng diànliàng 電気量を測定する。
19 量度 liángdù 測定。計測。
20 量度仪器 liángdù yíqì 測定器。
21 量度单位 liángdù dānwèi 測定単位。
22 丈量 zhàngliáng 土地の面積を測る。測量する。
23 丈量土地 zhàngliáng tǔdì 土地をはかる。
24 丈量地亩 zhàngliáng dìmǔ 土地をはかる。田畑を測量する。
25 丈量土地面积 zhàngliáng tǔdì miànjī 土地の面積を測量する。
26 称 chēng 重さをはかる。〜と呼ぶ。⾔う。称する。挙げる。
27 称重量 chēng zhòngliàng 重さをはかる。
28 称分量 chēng fènliàng 分量をはかる。
29 称体重 chēng tǐzhòng 体重をはかる。
30 称量 chēngliáng 重さをはかる。推測する。
31 称量重量 chēngliáng zhòngliàng 重さをはかる。
32 称量体重 chēngliáng tǐzhòng 体重をはかる。
33 测 cè 計測する。測量する。
34 测高度 cè gāodù 高さを測量する。
35 测距离 cè jùlí 距離をはかる。
36 测时间 cè shíjiān 時間をはかる。
37 测雨量 cè yǔliàng 雨量を測量する。
38 测热量 cè rèliàng 熱量をはかる。
39 难测真意 nán cè zhēnyì 真意をはかりかねる。
40 人心难测 rénxīn nán cè 人心は推し量り難い。
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41 测量 cèliáng 測量する。
42 测量值 cèliángzhí 測量地。測定値。
43 测量仪器 cèliáng yíqì 測量機器。測定器。
44 测量地形 cèliáng dìxíng 地形を測量する。
45 测量距离 cèliáng jùlí 距離を測量する。
46 测量深度 cèliáng shēndù 深さを測量する。
47 测量深浅 cèliáng shēnqiǎn 深さをはかる。
48 测量角度 cèliáng jiǎodù 角度をはかる。
49 测量面积 cèliáng miànjī 面積をはかる。
50 测量热度 cèliáng rèdù 熱をはかる。
51 测量气温 cèliáng qìwēn 気温をはかる。
52 测量水温 cèliáng shuǐwēn 水温をはかる。
53 温度测量 wēndù cèliáng 温度測定。
54 测量强度 cèliáng qiángdù 強度をはかる。
55 测量浓度 cèliáng nóngdù 濃度をはかる。
56 测量放射能 cèliáng fàngshènéng 放射能を測定する。
57 测定 cèdìng 測定する。
58 测定距离 cèdìng jùlí 距離を測定する。
59 测定速度 cèdìng sùdù 速度を測定する。
60 测定时间 cèdìng shíjiān タイムをはかる。
61 测定强度 cèdìng qiángdù 強度をはかる。
62 测定角度 cèdìng jiǎodù 角度をはかる。
63 测定湿度 cèdìng shīdù 湿度をはかる。
64 测定位置 cèdìng wèizhì 位置を測定する。
65 位置测定 wèizhì cèdìng 位置測定。
66 ⻛速测定 fēngsù cèdìng 風速測定。
67 光学测定 guāngxué cèdìng 光学測定。
68 测位 cè wèi 位置測定。
69 测位器 cèwèiqì 位置測定器。位置調節器。
70 定位 dìngwèi 位置を測る。確定した位置。位置づけする。
71 定位器 dìngwèiqì 位置測定器。位置調節器。
72 测验 cèyàn テストする。
73 测验性能 cèyàn xìngnéng 性能をテストする。
74 学力测验 xuélì cèyàn 学力テスト。
75 技能测验 jìnéng cèyàn 技能テスト。
76 测试 cèshì テストする。検査する。
77 测试握力 cèshì wòlì 握力をはかる。
78 测试目力 cèshì mùlì 視力をはかる。
79 视力测试 shìlì cèshì 視力検査。
80 体能测试 tǐnéng cèshì 体力測定。
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81 测绘 cèhuì 測量して製図する。
82 测绘地形 cèhuì dìxíng 地形の測量図をつくる。
83 航空测绘 hángkōng cèhuì 航空測量。
84 观测 guāncè 観測する。実況を探る。
85 观测值 guāncèzhí 観測値。
86 观测气象 guāncè qìxiàng 気象を観測する。
87 气象观测 qìxiàng guāncè 気象観測。
88 天体观测 tiāntǐ guāncè 天体観測。
89 探测 tàncè 探測する。探査する。
90 探测器 tàncèqì 探測器。探査機。
91 ⻥群探测仪 yúqún tàncèyí 魚群探知機。
92 探测水深 tàncè shuǐshēn 水深を測定する。
93 目测 mùcè 目測する。
94 目测距离 mùcè jùlí 距離を目測する。
95 比量 bǐliang 手や棒などで大まかに測る。
96 比量⻓短 bǐliang chángduǎn ⻑さを大まかにはかる。
97 掂 diān 手のひらに物を載せ重さを量る。
98 用手掂分量 yòng shǒu diān fènliàng 手で持って重さをはかる。
99 掂量 diānliang 手のひらに物を載せ重さを量る。考慮する。
100 用手掂量 yòng shǒu diānliang 手で持って重さをはかる。
101 掐算 qiāsuàn 指折り数える。
102 用手指掐算 yòng shǒuzhǐ qiāsuàn 指を使って数える。
103 计 jì 計算する。考えついたやり方。計画。計画する。思案する。
104 计时间 jì shíjiān 時間をはかる。時間をカウントする。
105 温度计 wēndùjì 温度計。
106 计量 jìliàng はかる。見積もる。
107 计量时间 jìliàng shíjiān 時間をはかる。時間をカウントする。
108 计时 jíshí 時間で計算する。
109 计时器 jìshíqì タイマー。
110 计时工资 jìshí gōngzī 時間給。
111 计数 jìshǔ 数える。合計する。統計を取る。
112 难以计数 nányǐ jìshǔ 統計を取るのが難しい。数えきれない。
113 计数 jìshù 統計上の項目。計数。
114 计数器 jìshùqì 計数器。カウンター。
115 计数值 jìshùzhí 計数値
116 数 shǔ 数を数える。比べるとずば抜ける。
117 数数 shǔ shù 数を数える。
118 数数儿 shǔ shùr 数を数える。
119 计算 jìsuàn 計算する。考え、計画する。
120 计算器 jìsuànqì 計算器。電卓。
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121 计算机 jìsuànjī 計算器。コンピュータ。
122 计算天数 jìsuàn tiānshù 日数をはかる。
123 计算卡路里 jìsuàn kǎlùlǐ カロリーを計算する。
124 核计 héjì 原価などを計算する。
125 核计成本 héjì chéngběn 原価計算をする。原価を見積もる。
126 合计 héjì 合計する。
127 合计 héji あれこれ考える。相談する。
128 合计金额 héjì jīn'é 合計金額。
129 合计得分 héjì défēn 合計得点。
130 合计八人 héjì bā rén 合計８人。
131 共计 gòngjì 合計する。協議する。
132 共计十五项 gòngjì shíwǔ xiàng 合計１５項。
133 总计 zǒngjì 総計する。
134 总计六次 zǒngjì liù cì 通算６回。
135 核算 hésuàn 経営的な採算を見積もる。
136 核算成本 hésuàn chéngběn 原価計算をする。原価を見積もる。
137 成本核算 chéngběn hésuàn 原価計算。
138 合算 hésuàn 損得を計算する。考慮する。引き合う。採算に合う。
139 他合算了一下 tā hésuàn le yīxià 彼は損得をはかってみた。
140 不合算 bù hésuàn 割に合わない。
141 估计 gūjì 数量を見積もる。推定する。
142 估计时机 gūjì shíjī ころあいをはかる。
143 估计费用 gūjì fèiyòng 費用を見積もる。見積もり費用。
144 估量 gūliáng 推量する。
145 估量形势 gūliàng xíngshì 形勢を推し量る。
146 衡量 héngliáng もののよしあしを比べて評価する。考慮する。
147 衡量得失 héngliáng déshī 損得をはかる。
148 权衡 quánhéng 比較して考える。良し悪しを判断する。はかり。
149 权衡利弊 quánhéng lìbì 利害をはかる。
150 评估 pínggū 目安をもとに評価を下す。評価。
151 评估资产 pínggū zīchǎn 資産を評価する。
152 推测 tuīcè 推測する。
153 推测数量 tuīcè shùliàng 数量を推測する。
154 揣测 chuǎicè 推測する。憶測する。
155 揣测对方的心思 chuǎicè duìfāng de xīnsī 相手の考えを推し量る。
156 揣摩 chuǎimó 話や文の意味などをあれこれ考える。
157 揣摸 chuǎimo 話や文の意味などをあれこれ考える。
158 揣摩对方的心理活动 chuǎimó duìfāng de xīnlǐ huódòng 相手の心境を推し量る。
159 捉摸 zhuōmō 推量する。予測する。
160 捉摸他的想法 zhuōmō tā de xiǎngfǎ 彼の考え方を予測する。

測る、測定、測量、計測   4/5

4



No 中国語 ピンイン 日本語

161 臆测 yìcè 憶測する。勝手に推測する。
162 臆测新冠肺炎疫情 yìcè xīnguān fèiyán yìqíng 新型コロナの流行状況を勝手に推測する。
163 猜测 cāicè 推測する。
164 猜测他的意图 cāicè tā de yìtú 彼の意図を推測する。
165 猜想 cāixiǎng 憶測する。
166 猜想她的意图 cāixiǎng tā de yìtú 彼女の意図を憶測する。
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