
No 中国語 ピンイン 日本語

1 阴谋 yīnmóu 陰謀をめぐらす。陰謀。
2 阴谋者 yīnmóuzhě 陰謀者。
3 搞阴谋 gǎo yīnmóu 陰謀をはたらく。
4 美国的阴谋 Měiguó de yīnmóu アメリカの陰謀。
5 阴谋论 yīnmóulùn 陰謀論。
6 阴谋论者 yīnmóulùnzhě 陰謀論者。
7 中国阴谋论 Zhōngguó yīnmóulùn 中国陰謀論。
8 外星人阴谋论 wàixīngrén yīnmóulùn 宇宙人陰謀論。
9 新冠溯源阴谋论 xīnguān sùyuán yīnmóulùn 新型コロナの起源をさぐる陰謀論。
10 瞎编 xiābiān 勝手なつくりごとを言う。根拠もなく話をする。
11 瞎编数据 xiābiān shùjù データを捏造(ねつぞう)する。
12 捏 niē 指でつまむ。指でこねて形づくる。でっち上げる。
13 他捏出来假话 tā niē chulai jiǎhuà 彼はうそをでっち上げる。
14 捏报 niēbào 偽りの報告をする。
15 捏报产量 niēbào chǎnliàng 生産高を偽って報告する。
16 谎报 huǎngbào 偽りの報告をする。
17 谎报军情 huǎngbào jūnqíng 軍事情勢を偽って報告する。
18 捏合 niēhé 人や物をむりやりに一つに合わせる。捏造(ねつぞう)する。
19 把事实捏合在一起 bǎ shìshí niēhé zài yīqǐ 事実を混ぜ合わせる。
20 捏弄 niēnong 手でいじくり回す。人を操る。ひそかに相談する。捏造(ねつぞう)する。

21 捏弄事实 niēnong shìshí 事実をいじる。
22 捏造 niēzào 捏造(ねつぞう)する。でっちあげる。
23 捏造事实 niēzào shìshí 事実を捏造(ねつぞう)する。
24 捏造数据 niēzào shùjù データを捏造(ねつぞう)する。
25 假造 jiǎzào 偽造する。でっちあげる。
26 假造证件 jiǎzào zhèngjiàn 証書を偽造する。
27 假造理由 jiǎzào lǐyóu 理由をつくる。
28 伪造 wěizào 偽物をつくる。偽造する。
29 伪造品 wěizàopǐn にせ物。
30 伪造历史 wèizào lìshǐ 歴史を捏造(ねつぞう)する。
31 伪造护照 wèizào hùzhào 偽造パスポート。パスポートを偽造する。
32 仿造 fǎngzào 似せて作る。
33 仿造品 fǎngzàopǐn 模造品。
34 仿造真品 fǎngzào zhēnpǐn 本物に似せて作る。
35 仿制 fǎngzhì 模造する。
36 仿制品 fǎngzhìpǐn 模造品。
37 仿制名牌货 fǎngzhì míngpáihuò ブランド品を模造する。
38 作伪 zuòwěi 美術品や著作物などの偽物をつくる。
39 作为 zuòwéi ⾏い。⾏為。志や⾏い。〜とする。〜と⾒なす。〜として。
40 绘画作伪 huìhuà zuòwěi 絵画偽造。

陰謀論、捏造、改ざん、隠蔽、フェイクニュース   1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 编 biān 編む。並べたり、まとめたりする。著述する。でっちあげる。

42 编故事 biān gùshì 作り話をする。
43 编瞎话 biān xiāhuà 作り話をでっち上げる。
44 编白 biānbái 作り話をでっち上げる。
45 编造 biānzào 表やリストなどを編集、作成する。物語を作り出す。でっちあげる。

46 编造故事 biānzào gùshì 作り事を言う。
47 编造谎言 biānzào huǎngyán うそをでっちあげる。
48 造 zào 作る。捏造(ねつぞう)する。
49 造谣言 zào yáoyán デマをでっちあげる。
50 制造 zhìzào 製造する。雰囲気や局面などを作り出す。
51 制造谎言 zhìzào huǎngyán うそをでっちあげる。
52 制造骗局 zhìzào piànjú ペテンをしかける。
53 虚构 xūgòu 想像して作り出す。
54 虚构的故事 xūgòu de gùshì 虚構の物語。フィクション。
55 虚拟 xūnǐ 仮説の。仮定の。想像して作る。
56 这故事是虚拟的 zhè gùshì shì xūnǐ de この物語はフィクションである。
57 虚拟现实 xūnǐ xiànshí バーチャルリアリティー。
58 凭空 píngkōng 根拠もなく。わけもなく。
59 平空 píngkōng 根拠もなく。わけもなく。
60 凭空捏造 píngkōng niēzào でっちあげる。
61 涂改 túgǎi 字や絵をぬり消して書き直す。
62 涂改财会报表 túgǎi cáikuài bàobiǎo 会計報告書を改ざんする。
63 涂改液 túgǎiyè 修正液。
64 篡改 cuàngǎi かってに書き改める。
65 篡改文件 cuàngǎi wénjiàn 書類を改ざんする。
66 篡改历史 cuàngǎi lìshǐ 歴史を改ざんする。
67 窜改 cuàngǎi 改ざんする。
68 窜改原文 cuàngǎi yuánwén 原文を改ざんする。
69 窜改历史 cuàngǎi lìshǐ 歴史を改ざんする。
70 隐蔽 yǐnbì 物陰に身を隠す。隠れている。
71 荫蔽 yīnbì 木の葉が覆い隠す。物陰に埋もれる。
72 暗中隐蔽 ànzhōng yǐnbì 闇に葬る。
73 隐蔽的活动 yǐnbì de huódòng 隠れた活動。秘密の活動。
74 隐瞒 yǐnmán ごまかす。真相を隠す。
75 隐瞒真相 yǐnmán zhēnxiàng 真相を隠す。
76 隐瞒身份 yǐnmán shēnfèn 身分を隠す。
77 隐藏 yǐncáng こっそりと隠す。人目に触れないようにする。
78 隐藏宝物 yǐncáng bǎowù 宝物を隠す。
79 隐藏杀机 yǐncáng shājī 殺意を隠す。
80 隐藏罪犯 yǐncáng zuìfàn 犯罪者を隠す。
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81 躲藏 duǒcáng 身を隠す。
82 躲藏在乐器箱内 duǒcáng zài yuèqìxiāng nèi 楽器ケース内に身を隠す。
83 掩盖 yǎngài 覆う。ふさぐ。隠しごまかす。
84 掩盖事实真相 yǎngài shìshí zhēnxiàng 事実や真相を覆い隠す。
85 遮掩 zhēyǎn 覆いかぶさる。さえぎる。誤りや欠点などを隠す。ごまかす。

86 遮掩错误 zhēyǎn cuòwù 誤りを隠す。
87 遮掩内心的不安 zhēyǎn nèixīn de bù'ān 内心の不安を隠す。
88 掩饰 yǎnshì 過ちなどを隠しごまかす。取りつくろう。
89 掩饰错误 yǎnshì cuòwù 誤りをごまかす。
90 掩饰事实 yǎnshì shìshí 事実をごまかす。
91 矫饰 jiǎoshì 故意につくろって真相をかくす。うわべを装う。
92 矫饰外貌 jiǎoshì wàimào ⾒かけをとりつくろう。
93 粉饰 fěnshì うわべを繕(つくろ)って汚点や欠点を隠す。粉飾する。
94 粉饰账面 fěnshì zhàngmiàn 帳簿を粉飾する。
95 虚饰 xūshì 偽りの言葉で粉飾する。ごまかす。
96 虚饰历史 xūshì lìshǐ 歴史をごまかす。
97 假结账 jiǎjiézhàng 粉飾決算。
98 假决算 jiǎjuésuàn 粉飾決算。
99 假新闻 jiǎ xīnwén 嘘のニュース。フェイクニュース。
100 捏造新闻 niēzào xīnwén 捏造ニュース。フェイクニュース。
101 虚假报道 xūjiǎ bàodào 虚偽報道。フェイクニュース。
102 虚假信息 xūjiǎ xìnxī 虚偽の情報。フェイクニュース。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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