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astonishing  驚くべき 

majority  多数 

abode   住居 

heir   後継者 

arson   放火 

Hundreds of unpunished crimes at UK royal palaces 

 

《Vocabulary and Phrase》                           

人々はロンドンの宮殿において最も高いレベルでの警備体制を予想するだろう// 

しかし最近発表された驚くべき統計は/ 明かした、過去 3年間で/ 何百もの

犯罪行為が王室の中もしくはその近辺において起こったと/ そしてその多数は罰

されていない// ロンドン市警視庁は 470 もの犯罪が記録されたと報告した/ 

2019年から 2021年においてバッキンガム宮殿、ケンジントン宮殿、セントジェ

ームズ宮殿、クラレンスハウスで// 最後の住居はプリンスオブウェールズであるチ

ャールズ王子の家である/ 彼は英国の王位継承者である// 起こった犯罪は放

火、窃盗、薬物所持、強盗/ そして人に対する暴力行為であった// 警告、罰

金、罰則を受けたのは 1パーセント以下だった// 以前の王室警護長であったダ

イ・デイヴィスは/ 報告された犯罪の数は「恐るべき」ものであると言った// 彼は

ブリテンズスカイニュースに語った「もし盗みや事件を王室の近辺で起こすことがで

きるなら現在のセキュリティに関して何と言えるだろう」// もしこれらの犯罪が王

室の身の安全に影響するなら/ そのことは大きな不安である」// ロンドン市警

察は返答した/ 「市警察に王室内、周辺の安全に関する責任がある/ しかしセ

キュリティに関することにコメントは出さない」// さらに加えた「宮殿の内部、近辺

でおこる犯罪の大半が窃盗である// 警察官は常に実行可能で適切な調査を

心がけていく」// 

People would expect the highest of security measures at London's 

royal palaces.// However, an "astonishing" statistic recently 

released/ revealed that in the past three years,/ hundreds of crimes 

have taken place in or near royal households,/ with the majority 

going unpunished.// London's Metropolitan Police reported that 470 

offences were recorded/ at Buckingham Palace, Kensington Palace, 

St James' Palace and Clarence House between 2019 and 2021.// 

The latter abode is home to Charles, Prince of Wales,/ who is heir 

to the British throne.// The crimes included arson, theft, drugs 

possession, robbery,/ and violence against a person.// Less than 

one per cent of the crimes led to anyone being cautioned, fined or 

charged.// Dai Davies, a former Head of Royal Protection,/ said the 

number of crimes reported was "frightening".// He told Britain's Sky 

News: "If you can steal or cause incidents at or near the royals,/ 

what does that say about the current security?// If these offences 

have an impact on the personal safety of the royals,/ that would 

give me great concern."// The Metropolitan Police replied:/ "The 

Met has responsibility for security in and around the royal 

palaces,/ but we will not comment on matters relating to 

security."// It added: "The majority of offences committed at or 

within the vicinity of the palaces were thefts.// Officers will always 

endeavour to pursue all viable and proportionate lines of 

enquiry."//                           227 words             WPM 

 
《Linking Logic》 

ex.)  

lines of enquiry 

responsibility  責任 

vicinity   近辺 

viable   可能な 

proportionate  釣り合いのとれた 

enquiry   調査、取り調べ 
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