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例文3. 次は、北方領土を戦争で取り戻すことを肯定するかのような発言をした衆

議院議員に対し、衆院の与野党全会一致で前例のない「糾弾決議」をした記事です。 
Rare Diet resolution passed to increase pressure on Hodaka Maruyama to quit over 

Russia war remarks  

The Lower House of the Diet on Thursday passed a rare resolution urging a lawmaker to 

quit over his controversial remarks that alluded to Tokyo waging war with Moscow to 

regain control of a group of disputed islands. 

The resolution by eight ruling and opposition parties against Hodaka Maruyama that was 

unanimously adopted at a plenary session of the House of Representatives states that he is 

“not qualified as a Diet member” and presses him to make a decision on his future as a Diet 

lawmaker. 

Maruyama, 35, was expelled from the opposition Nippon Ishin no Kai shortly after he 

made the remarks in May during a visa-free exchange program between Japan and Russia. 

He has so far defied pressure from opposition party lawmakers to resign, saying his future 

is “up to a judgment of eligible voters to be made in an election.” 

It is the first time that the Diet has adopted a resolution to press a lawmaker into 

resignation, according to the secretariats for both houses of the Diet. The motion is not 

legally binding. 

 

語句：(見出し）Rare めずらしい、Diet 国会、resolution 決議、passed 可決した to 

increase 増すため、pressure 圧力、quit 辞任する、over ～に関し、Russia war ロ

シア戦争、remarks 発言 

(リード)Lower House 衆議院、Thursday 木曜日、urging 促して、lawmaker 議員、

controversial 異論のある、alluded ほのめかした、Tokyo 日本政府、waging war 戦

争を行うこと、regain 取り戻す、control 支配、group of 一群の、disputed islands 問

題の島々 

(第2パラグラフ）resolution 決議、ruling and opposition parties 与野党、against ～に

対し、unanimously 全会一致で、adopted 採択した、plenary session 本会議、House 

of Representatives 衆議院、states 記載する、qualified 適任とする、presses 圧力を

かける、to make a decision 決断すること、future 将来 

(第3パラグラフ）was expelled 除名された、Nippon Isin no Kai 日本維新の会、shortly 

after ～からすぐ、May 5月、during ～の間、visa-free exchange program ビザなし交

流会、so far これまで、defied 拒否した、saying ～と言って、up to ～による、judgment 

判断、eligible voters 有権者、election 選挙 

(第4パラグラフ）according to ～によれば、secretariats 事務局、both houses 両院、

motion 申し立て、regally 法的な、binding 強制力 
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試訳：(見出し）丸山穂高議員のロシアとの戦争発言で辞任するよう圧力を加える

まれな国会決議を可決 

(リード) 国会の衆議院は木曜日、一群の問題のある島々の統治を取り戻すためロ

シアと戦争を行うことを日本政府にほのめかしたという異論ある発言に関し議員

を辞任することを促す稀な決議を可決した。 

(第2パラグラフ）丸山穂高議員に対する与野党8党による決議は、当該議員は「国

会議員としての資質はない」とし国会議員としての将来を決めるよう圧力をかける

ことを明記して衆議院の本会議において全会一致で採択された。 

(第3パラグラフ）丸山議員（35）は、5月に日本とロシアのビザなし交流会の時に

言及した直後に所属の野党日本維新の会から除名された。彼は、自分の将来は「選

挙での有権者の判断が決めること」として、これまでのところ野党議員からの辞任

圧力を拒否してきた。 

(第4パラグラフ）国会両院の事務局によれば、国会議員に辞任を迫る決議を国会が

採択したのは初めてだ。その決議案は法的な拘束力はない。 

 


