
No 中国語 ピンイン 日本語

1 侦察 zhēnchá 偵察する。
2 侦察机 zhēnchájī 偵察機。
3 侦察兵 zhēnchábīng 斥候(せっこう)。偵察兵。
4 侦察卫星 zhēnchá wèixīng 偵察衛星。スパイ衛星。
5 侦察敌情 zhēnchá díqíng 敵情を偵察する。
6 侦查 zhēnchá 犯罪の捜査をする。
7 侦查员 zhēncháyuán 捜査員。
8 侦查犯罪案件 zhēnchá fànzuì ànjiàn 犯罪事件を捜査する。
9 侦讯 zhēnxùn 探り尋ねる。捜査のために尋問する。
10 进行侦讯 jìnxíng zhēnxùn 尋問を行う。
11 侦听 zhēntīng 通信などを傍受する。
12 侦听器 zhēntīngqì 盗聴器。
13 侦听敌军情报 zhēntīng díjūn qíngbào 敵軍の情報を傍受する。
14 侦探 zhēntàn 機密や様子を密かに探る。探偵。スパイ。
15 侦探敌情 zhēntàn díqíng 敵情をスパイする。
16 斥候 chìhòu 敵情を偵察する。斥候(せっこう)。偵察兵。
17 斥候敌情 chìhòu díqíng 敵情を偵察する。
18 探 tàn 隠れている事物や状況を探す。探る。訪ねる。顔や体を前に出す。

19 密探 mìtàn 密偵。スパイ。
20 探源 tànyuán 根源を探る。
21 探情况 tàn qíngkuàng 様子を探る。
22 探雷 tànléi 地雷を探す。
23 探雷器 tànléiqì 地雷探知機。
24 探⻛ tànfēng それとなく尋ねる。探りを入れる。
25 探⻛声 tàn fēngshēng それとなく尋ねる。探りを入れる。
26 出门去探⻛声 chūmén qù tàn fēngshēng 探りを入れに出かける。
27 探口气 tàn kǒuqi 探りを入れる。
28 探口⻛ tàn kǒufēng 探りを入れる。
29 探一探他的口气 tàn yī tàn tā de kǒuqì 彼の口ぶりを探ってみる。彼に探りを入れる。
30 探头探脑 tàn tóu tàn nǎo 首を出したり引っ込めたりする。こそこそと様子をうかがう。

31 探头探脑儿 tàn tóu tàn nǎor 首を出したり引っ込めたりする。こそこそと様子をうかがう。

32 在草丛里探头探脑 zài cǎocóng li tàntóutànnǎo 草むらから様子をうかがう。
33 探矿 tànkuàng 資源を探査する。
34 海底探矿技术 hǎidǐ tànkuàng jìshù 海底での資源探査技術。
35 勘探 kāntàn 地下資源を探査する。
36 探勘 tànkān 地下資源を探査する。
37 地质勘探队 dìzhí kāntàn duì 地質調査隊。
38 探究 tànjiū 究明する。
39 探究原因 tànjiū yuányīn 原因を探る。
40 探究真理 tànjiū zhēnlǐ 真理を探究する。
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41 探究宇宙奥秘 tànjiù yǔzhòu àomì 宇宙の神秘を探る。
42 探索 tànsuǒ 事物を探索する。探求する。
43 探索者 tànsuǒzhě 探求者。
44 探索精神 tànsuǒ jīngshén 探求心。
45 探索真理 tànsuǒ zhēnlǐ 真理を探求する。
46 探索可能性 tànsuǒ kěnéngxìng 可能性を探る。
47 探索宇宙的奧秘 tànsuǒ yǔzhòu de àomì 宇宙の神秘を探る。
48 探访 tànfǎng 事物を探す。探訪(たんぼう)する。人を訪ねる。訪問する。
49 探访秘境 tànfǎng mìjìng 秘境を探る。秘境を訪ねる。
50 秘境探访 mìjìng tànfǎng 秘境探訪。
51 试探 shìtan 試験的に探索する。心の内を探る。探りを入れる。
52 试探性 shìtanxìng 試験的な。観測性の。
53 试探气球 shìtàn qìqiú 観測気球。
54 试探对方的心情 shìtàn duìfāng de xīnqíng 相手の気持ちを探る。
55 探察 tànchá 偵察する。調査する。
56 探察敌人的动静 tànchá dírén de dòngjìng 敵の動静を探る。
57 探查 tànchá 調査する。探る。
58 探查敌情 tànchá díqíng 敵情を探る。
59 探查月球的表面 tànchá yuèqiú de biǎomiàn 月の表面を探査する。
60 探测 tàncè 探測する。探査する。
61 探测器 tàncèqì 探知機。探査機。
62 探测仪 tàncèyí 探知機。探査機。
63 传感器 chuángǎnqì 探知機。センサー。
64 探测船 tàncè chuán 探査船。
65 探测气球 tàncè qìqiú 探測気球。
66 探测地雷 tàncè dìléi 地雷を探知する。
67 探测月球表面 tàncè yuèqiú biǎomiàn 月の表面を探査する。
68 探测别人的口气 tàncè biérén de kǒuqì 他人の話しぶりを探測する。他人に探りを入れる。
69 探求 tànqiú 探求する。
70 探求者 tànqiúzhě 探求者。
71 探求心 tànqiúxīn 探求心。
72 探求精神 tànqiú jīngshén 探求心。
73 探求真理 tànqiú zhēnlǐ 真理を探究する。
74 探明 tànmíng 調査して明らかにする。
75 探明真相 tànmíng zhēnxiàng 真相を調査して明らかにする。
76 探路 tànlù 道を探る。実地調査する。
77 探路者 tànlùzhě 道を探る人。草分け。パイオニア。
78 数名士兵在前面探路 shù míng shìbīng zài qiánmiàn tànlù 数人の兵士が前の方で道を探る。
79 刺探 cìtàn ひそかに探る。
80 刺探敌情 cìtàn díqíng 敵情を探る。
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81 打探 dǎtàn 探りを入れる。
82 打探她的私生活 dǎtàn tā de sīshēnghuó 彼女の私生活を探る。
83 打听 dǎting 消息や事件についてたずねる。聞く。
84 打听消息 dǎtīng xiāoxi 消息をたずねる。
85 暗中打听 ànzhōng dǎtīng それとなく尋ねる。
86 打听一下 dǎtīng yīxià ちょっと聞いてみる。
87 探听 tàntīng あちこちへ探りを入れる。
88 探听消息 tàntīng xiāoxi 消息を探る。
89 探听情况 tàntīng qíngkuàng 状況を探る。様子を探る。
90 探听线索 tàntīng xiànsuǒ 聞き込み捜査。
91 探问 tànwèn それとなく尋ねる。見舞う。
92 探问消息 tànwèn xiāoxi 消息を尋ねる。
93 探信 tànxìn それとなく尋ねる。探りを入れる。
94 探信儿 tànxìnr それとなく尋ねる。探りを入れる。
95 他被派出去探信 tā bèi pài chūqù tànxìn 彼は探りを入れるため派遣される。
96 探寻 tànxún 探求する。探し求める。
97 探寻真理 tànxún zhēnlǐ 真理を探究する。
98 探寻古迹 tànxún gǔjī 古跡を訪ねる。
99 探询 tànxún 尋ねる。
100 探询真意 tànxún zhēnyì 真意を尋ねる。
101 秘密探询 mìmì tànxún 内々に打診する。
102 探幽 tànyōu 深遠な道理を探る。美しい風景を探し求める。
103 溯源探幽 sùyuán tànyōu 根源を探り、道理を探る。
104 探幽揽胜 tànyōu lǎnshèng 名所旧跡を訪ねる。
105 探胜 tànshèng 美しい景色を探し求める。
106 探胜之旅 tànshèng zhī lǚ 美しい景色を探し求める旅。
107 探险 tànxiǎn 探検する。
108 探险队 tànxiǎnduì 探検隊。
109 探险家 tànxiǎnjiā 探検家。
110 去南极探险 qù nánjí tànxiǎn 南極に行って探検する。
111 探知 tànzhī 探知する。
112 探知海洋深度 tànzhī hǎiyáng shēndù 海の深さを調べる。
113 探伤 tànshāng 金属の内部に欠陥がないか調べる。検査する。
114 探伤检测 tànshāng jiǎncè 金属の内部に欠陥がないか調べる検査。
115 摸 mō 手探りする。探り出す。探りを入れる。手を触れる。手でなでる。暗闇を進む。知らない道を歩く。

116 摸实底 mō shídǐ 実情を探る。
117 摸兜儿 mō dōur ポケットを探る。
118 在口袋里摸 zài kǒudaili mō ポケットの中を捜す。
119 摸清 mōqīng 探り出す。探ってはっきりとさせる。
120 摸清底细 mōqīng dǐxì そのようになった事情を探ってはっきりとさせる。内情をはっきりさせる。
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121 摸不清对方的真意 mō buqīng duìfāng de zhēnyì 相手の真意をはかりかねる。
122 摸索 mōsuǒ 手探りで進む。探り求める。
123 在黑暗中摸索前进 zài hēi'àn zhōng mōsuǒ qiánjìn 暗⿊の中を摸索しつつ前進する。
124 暗中摸索 ànzhōng mōsuǒ 暗中模索する。
125 踅摸 xuémo 探す。
126 踅摸零食 xuémo língshí ちょっとした食べ物をあさる。
127 找 zhǎo 人や物を訪ねる。探す。おつりを支払う。
128 找找 zhǎozhao 探す。
129 找工作 zhǎo gōngzuò 職を捜す。
130 找口实 zhǎo kǒushí 口実を捜す。
131 仔细找找看 zǐxì zhǎozhao kàn よく探してみてください。
132 找不到钥匙 zhǎo budào yàoshi 鍵が見つからない。
133 我的行李找不到了 wǒ de xíngli zhǎo budào le 私の荷物が見つかりません。
134 没找到工作 méi zhǎo dào gōngzuò 仕事が見つからない。
135 找遍 zhǎobiàn くまなく捜す。
136 我找遍了 wǒ zhǎobiàn le 私はくまなく捜した。
137 到处找遍了 dàochù zhǎobiàn le 至るところを捜した。
138 找遍全世界 zhǎobiàn quánshìjiè 全世界をくまなく捜す。
139 查 chá 調べる。調査する。検査する。チェックする。
140 查词典 chá cídiǎn 辞典を調べる。辞書を引く。
141 查找 cházhǎo 探す。捜す。
142 查找资料 cházhǎo zīliào 資料を探す。
143 查找原因 cházhǎo yuányīn 原因を探す。
144 查明 chámíng 究明する。
145 查明真相 chámíng zhēnxiàng 真相を究明する。
146 查明原因 chámíng yuányīn 原因を究明する。
147 查考 chákǎo 解明する。
148 查考来源 chákǎo láiyuán 出どころを解明する。
149 查证 cházhèng 調査して証明する。
150 查证属实 cházhèng shǔshí 調査して事実であることを証明する。
151 查实 cháshí 事実を調査する。
152 进行查实 jìnxíng cháshí 事実の調査を進める。
153 查访 cháfǎng 聞き込み捜査する。
154 巡回查访 xúnhuí cháfǎng 聞き込みをして回る。
155 察访 cháfǎng 探訪する。
156 察访灾情 cháfǎng zāiqíng 災害状況を見に訪れる。
157 查看 chákàn 視察する。見て調べる。
158 查看现场 chákàn xiànchǎng 現場を見て調べる。
159 查勘 chákān 実地調査する。踏査(とうさ)する。
160 查勘现场 chákān xiànchǎng 現場を実地調査する。

探る、捜す   4/7

4



No 中国語 ピンイン 日本語

161 查究 chájiū 取り調べる。追求する。
162 查究原因 chájiū yuányīn 原因を追求する。
163 查究责任 chájiū zérèn 責任を追求する。
164 查清 cháqīng 調べ上げる。
165 查清原因 cháqīng yuányīn 原因を調べ上げる。
166 查清去处 cháqīng qùchù 行方を突き止める。
167 查问 cháwèn 査問する。尋問する。
168 查问情形 cháwèn qíngxing 状況を聞き取る。
169 查处 cháchǔ 調査して処分する。
170 严加查处 yánjiā cháchǔ 厳しく取り調べて処置する。
171 查档 chádàng 書類を調べる。
172 进行查档 jìnxíng chádǎng 書類調査を行う。
173 查阅 cháyuè 書物、新聞、書類などを調べる。
174 查阅资料 cháyuè zīliào 書類を調べる。
175 查账 cházhàng 帳簿を調べる。
176 年终查账 niánzhōng cházhàng 年末の会計検査をする。
177 查询 cháxún 問い合わせる。
178 查询台 cháxúntái 案内所。
179 余额查询 yú'é cháxún 残高照会。
180 网上查询系统 wǎngshàng cháxún xìtǒng オンラインお問い合わせシステム。
181 用关键词查询 yòng guānjiàncí cháxún キーワードで探す。
182 调查 diàochá 調査する。検分する。
183 调查市场情况 diàochá shìchǎng qíngkuàng 市場の状況を調査する。
184 市场调查 shìchǎng diàochá 市場調査。
185 究 jiū 追求する。つまりは。
186 究其原因 jiū qí yuányīn その原因を求める。
187 寻 xún 探し求める。
188 到处去寻 dàochù qù xún あちこち探す。
189 寻求 xúnqiú 探し求める。
190 寻求真理 xúnqiú zhēnlǐ 真理を追求する。
191 寻求新天地 xúnqiú xīntiāndì 新天地を探し求める。
192 寻究 xúnjiū 調査する。追求する。
193 寻究真理 xúnjiū zhēnlǐ 真理を追求する。
194 寻究原因 xúnjiū yuányīn 原因を追究する。
195 寻摸 xúnmo 探す。漁(あさ)る。
196 四处寻摸 sìchù xúnmo あちこち探す。
197 寻觅 xúnmì 探す。
198 四处寻觅 sìchù xúnmì あちこち探す。
199 寻找 xúnzhǎo 探す。求める。
200 寻找机会 xúnzhǎo jīhuì 機会を探る。

探る、捜す   5/7

5



No 中国語 ピンイン 日本語

201 寻找迷路的孩子 xúnzhǎo mílù de háizi 道に迷った子供を探す。
202 寻机 xúnjī 機会を探す。
203 寻机报复 xúnjī bàofù 機会をうかがって報復する。
204 寻隙 xúnxì すきを見つける。あら探しをする。
205 寻隙攻击 xúnxì gōngjí すきを見て攻撃する。
206 寻隙闹事 xúnxì nàoshì あら捜しをして、悶着を起こす。
207 寻访 xúnfǎng 探し訪ねる。
208 寻访野生鲸⻥ xúnfǎng yěshēng jīngyú 野生のクジラを探し訪ねる。
209 寻访历史名城 xúnfǎng lìshǐ míngchéng 歴史的名城を探し訪ねる。
210 寻索 xúnsuǒ 捜索する。探し求める。
211 寻索答案 xúnsuǒ dá'àn 答えを探し求める。
212 寻问 xúnwèn 尋ねる。問い合わせる。
213 寻问情况 xúnwèn qíngkuàng 様子を尋ねる。
214 寻根 xúngēn とことん追求する。根源をたずねる。祖先のルーツを探す。
215 寻根溯源 xúngēn sùyuán さかのぼって根源を追求する。
216 寻根究底 xún gēn jiū dǐ 徹底的に追及する。
217 寻根问底 xún gēn wèn dǐ 徹底的に追及する。
218 追根究底 zhuī gēn jiū dǐ 根掘り葉掘りたずねる。とことんまで追求する。
219 寻物启事 xúnwù qǐshì 張り紙や新聞などに掲載する探し物のお知らせ。
220 搜求 sōuqiú 探し求める。探し回る。
221 搜求古董 sōuqiú gǔdǒng 骨董品を探し求める。
222 搜索 sōusuǒ 隠れている人や物を捜索する。細かく探す。
223 搜索引擎 sōusuǒ yǐnqíng 検索エンジン。
224 搜索网站 sōusuǒ wǎngzhàn 検索サイト。
225 百度搜索 bǎidù sōusuǒ Baidu検索。
226 搜狗搜索 soūgoǔ sōusuǒ Sogou検索。
227 谷歌搜索 gŭgē sōusuǒ Google検索。
228 用电脑搜索 yòng diànnǎo sōusuǒ コンピュータで検索する。
229 搜索逃犯 sōusuǒ táofàn 逃亡犯を捜索する。
230 检索 jiǎnsuǒ 本や資料などを検索する。
231 在网上检索 zài wǎngshàng jiǎnsuǒ ネット上で検索する。
232 用题目检索 yòng tímù jiǎnsuǒ タイトルで検索する。
233 用关键词检索 yòng guānjiàncí jiǎnsuǒ キーワードで検索する。
234 搜寻 sōuxún 人や物を探し回る。探し求める。
235 搜寻失物 sōuxún shīwù 遺失物を探す。
236 搜寻犯人 sōuxún fànrén 犯人を捜す。
237 到处搜寻 dàochù sōuxún 探し回る。
238 搜查 sōuchá 捜査する。細かく調べる。
239 搜查搜查 sōuchásōuchá 捜査する。細かく調べる。
240 犯罪搜查 fànzuì sōuchá 犯罪捜査。
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241 非法搜查 fēifǎ sōuchá 違法捜査。
242 进行搜查 jìnxíng sōuchá 捜査を行う。
243 警方搜查手机 jǐngfāng sōuchá shǒujī 警察は携帯電話を調べる。
244 搜集 sōují 事物を探し集める。収集する。
245 搜集搜集 sōujísōují 事物を探し集める。収集する。
246 搜集情报 sōují qíngbào 情報を集める。
247 搜集证据 sōují zhèngjù 証拠を集める。
248 搜罗 sōuluó 人や事物を探し集める。
249 搜罗艺术品 sōuluó yìshùpǐn 芸術品を探し集める。
250 搜罗人才 sōuluó réncái 人材を探し集める。
251 觅 mì たずねる。捜し求める。
252 寻亲觅友 xún qīn mì yǒu 親戚や友人を訪ねる。
253 觅路 mìlù 道を捜す。
254 觅路前行 mìlù qián xíng 道を捜して前に進む。
255 觅食 mìshí 鳥や獣が食物をさがす。
256 十余只野猪下山觅食 shí yú zhǐ yězhū xiàshān mìshí １０匹余りのイノシシが山を降りて食物をさがす。
257 物色 wùsè 必要な物や人材をさがす。物色する。
258 物色房子 wùsè fángzi 家を物色する。
259 物色优秀人才 wùsè yōuxiù réncái 優秀な人材をさがす。
260 挑 tiāo あら探しをする。細かいことを指摘する。選ぶ。てんびん棒でかつぐ。てんびん棒と両端のかご。

261 挑毛病 tiāo máobìng あら探しをする。
262 追求 zhuīqiú 追い求める。
263 追求真理 zhuīqiú zhēnlǐ 真理を追い求める。
264 研究 yánjiū 研究する。研究。検討する。討議する。
265 研究病因 yánjiū bìngyīn 病因を研究する。
266 研讨 yántǎo 研究し、討論する。
267 研讨未来发展战略 yántǎo wèilái fāzhǎn zhànlüè 未来における発展の戦略を研究し、討論する。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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