
No. 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

*714 一審破棄 無罪 一審懲役4年 0 現住建造物等放火罪 大阪高裁 2017/12/7

3634 一審破棄 懲役６年6月 一審懲役7年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 大阪高裁 2017/9/20

一審懲役11年
罰金400万円

3557 一審破棄 懲役２５年 一審無期懲役 1 殺人、死体損壊・遺棄などの罪 福岡高裁宮崎支部 2017/4/27

3547 一審破棄 無罪 一審懲役18年 1 殺人、窃盗罪　（犯人性否定） 広島高裁松江支部 2017/3/27

3522 一審破棄 無期懲役 一審死刑 1 殺人、わいせつ目的誘拐などの罪 大阪高裁 2017/3/10

3519 一審破棄 無期懲役 一審死刑 2 殺人などの罪　（通り魔） 大阪高裁 2017/3/9

3474 一審破棄 懲役１２年 一審懲役19年 1 保護責任者遺棄致死などの罪　（殺人罪不成立） 東京高裁 2017/1/13

3398 一審破棄 審理差戻し 一審無罪 1 保護責任者遺棄致死罪 大阪高裁 2016/9/28

3384 一審破棄 審理差戻し 一審懲役6年 1 強盗殺人などの罪　（一審窃盗罪認定） 東京高裁 2016/8/10

3366 一審破棄 審理差戻し 一審無罪 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 東京高裁 2016/7/14

S1586 一審破棄 懲役１９年 一審懲役20年 0 準強姦致傷、準強制わいせつなど罪 東京高裁 2016/7/5

3346 一審破棄 懲役６年6月 一審懲役8年 1 傷害致死、暴行罪 大阪高裁 2016/6/17

3321 一審破棄 審理差戻し 一審懲役14年 1 殺人、死体遺棄などの罪 大阪高裁 2016/5/26

3309 一審破棄 無罪 一審懲役8年 2 殺人罪　（心神喪失状態認定） 東京高裁 2016/5/11

*679 一審破棄 無罪 一審懲役2年9月 0 強盗致傷などの罪　（心神喪失状態） 広島高裁岡山支部 2016/4/13

一審懲役12年 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪
罰金700万円 （訴訟手続き違法）
一審懲役6年6月
罰金400万円

3186 一審破棄 無罪 一審懲役5年 0 殺人未遂幇助などの罪 東京高裁 2015/11/27

3096 一審破棄 懲役５年 一審懲役8年 1 自動車運転過失致死罪　（危険運転致死罪不成立） 広島高裁松江支部 2015/7/10

3091 一審破棄 懲役１８年 一審懲役20年 1 殺人などの罪 福岡高裁 2015/7/8

3065 一審破棄 懲役１３年 一審懲役7年6月 1 殺人罪 東京高裁 2015/6/5

2被告 2被告
審理差戻し 一審懲役3年

3036 一審破棄 審理差戻し 一審懲役9年 1 傷害致死罪　（法適用に誤り） 名古屋高裁 2015/4/16

まさかりの部屋　裁判員裁判・判決例　二審以降で刑が見直され一審破棄となった判決例　（2010/5/26～2017/12/7）

2016/1/13

3036 一審破棄 1 傷害罪　（法適用に誤り） 名古屋高裁 2015/4/16

C311 一審破棄 無罪 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京高裁

大阪高裁 2017/5/11

C312 一審破棄 審理差戻し - 東京高裁 2016/1/20

判決

C311 一審破棄 無罪 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪



3029 一審破棄 懲役８年 一審懲役15年 1 殺人罪　（無理心中認定） 福岡高裁 2015/3/26

3007 一審破棄 懲役１０年 一審懲役17年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪高裁 2015/3/11

2被告 2被告
罰金20万円 一審懲役8年

2976 一審破棄 審理差戻し 一審懲役22年 1 殺人などの罪　（ストーカー、訴訟手続き違反） 東京高裁 2015/2/6

2946 一審破棄 懲役１５年 一審懲役11年 1 傷害致死などの罪 東京高裁 2014/12/18

2897 一審破棄 懲役２１年 一審懲役23年 1 強盗致死などの罪 大阪高裁 2014/10/16

2890 一審破棄 懲役３年（５） 一審懲役3年6月 1 傷害致死などの罪 大阪高裁 2014/10/3

一審破棄 一審懲役30年
（差戻し控訴審） （求刑無期）

一審無期懲役
（求刑無期）

一審二審 一審二審
破棄 懲役15年

一審二審 一審二審
破棄 懲役15年

2827 一審破棄 懲役２０年 一審懲役17年 1 殺人罪 大阪高裁 2014/6/27

*626 一審破棄 懲役３年（５） 一審懲役3年6月 0 現住建造物等放火罪 名古屋高裁金沢支部 2014/4/17

懲役１１年
罰金600万円
2被告 2被告

審理差戻し 二審・一審破棄差戻し
一審懲役6年

2749 一審破棄 懲役３年6月 一審懲役4年6月 1 逮捕監禁致死罪　死体遺棄罪は無罪 福岡高裁宮崎支部 2014/3/4

2741 一審破棄 無期懲役 一審死刑 3 強盗殺人、死体遺棄罪 東京高裁 2014/2/27

一審無期懲役
（求刑無期）
一審無罪

（求刑懲役8年）
一審無罪

（求刑懲役25年）

2702 一審破棄 懲役８年 一審懲役7年 1 殺人、住居侵入罪　（一審ほう助罪適用） 札幌高裁 2013/12/26

懲役１８年 一審懲役２年6月（４）
罰金800万円 求刑懲役23年

罰金1000万円

2014/1/16

C253 一審破棄 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京高裁 2013/12/11

2704 一審破棄 懲役２０年 1 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）罪 大阪高裁

2014/2/27

2733 一審破棄 審理差戻し 1 傷害致死罪 福岡高裁 2014/2/18

2740 一審破棄 懲役１５年 1 強盗殺人などの罪 仙台高裁

2014/3/24

2778 二審破棄 1 保護責任者遺棄致死罪 最高裁第1小法廷 2014/3/20

C261 一審破棄 一審無罪 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京高裁

2846 懲役１０年 1 傷害致死罪 最高裁第1小法廷 2014/7/24

2846 懲役８年 1 傷害致死罪 最高裁第1小法廷 2014/7/24

2014/9/24

2877 一審破棄 懲役３０年 1 強盗致死罪 東京高裁 2014/9/17

2885 無期懲役 1 殺人などの罪 仙台高裁

3006 一審破棄 1 暴行罪　（傷害致死罪不成立） 大阪高裁 2015/3/11



2678 一審破棄 懲役１９年 一審懲役20年 1 殺人などの罪 大阪高裁 2013/11/27

一審懲役18年
（求刑懲役20年）

2634 一審破棄 無期懲役 一審死刑 1 強盗殺人、強盗強姦などの罪 東京高裁 2013/10/8

控訴棄却 無期懲役 1 殺人、強姦致死、住居侵入罪

一審懲役20年
（求刑懲役15年）

2564 一審破棄 無期懲役 一審死刑 1 強盗殺人などの罪 東京高裁 2013/6/20

一審懲役28年
（求刑無期）
一審懲役20年
（求刑懲役16年）

2247 一審破棄 審理差戻し 一審懲役30年 1 殺人などの罪　（訴訟手続き法令違反） 仙台高裁秋田支部 2012/9/25

2被告 2被告
審理差戻し 一審懲役6年
懲役１０年 一審無罪
罰金500万 求刑懲役13年

罰金700万
一審無罪

求刑懲役18年
罰金800万円

懲役１２年 一審無罪
罰金600万円 求刑懲役15年

罰金800万

1893 一審破棄 懲役６年 一審懲役7年 1 傷害致死罪 福岡高裁 2011/11/25

*453 一審破棄 懲役８年 一審懲役8年 0 強盗致傷、強盗などの罪　（認定犯罪事実に不備） 東京高裁 2011/11/9

*450 一審破棄 無罪 一審懲役4年 0 現住建造物等放火罪 福岡高裁 2011/11/2

1850 一審破棄 無罪 一審懲役３年（５） 1 殺人罪　（心神喪失状態） 福岡高裁 2011/10/18

S991 一審破棄 懲役１８年 一審懲役24年 0 強姦致傷、強姦未遂、暴行などの罪 高松高裁 2011/10/11

S965 一審破棄 懲役３年 一審懲役4年 0 強制わいせつ致傷罪　（監禁罪不成立） 大阪高裁 2011/8/31

1784 一審破棄 懲役８年 一審懲役9年 0 強盗殺人未遂罪 名古屋高裁 2011/8/18

一審懲役15年 強盗殺人などの罪
（求刑無期） （審理不尽・一審強盗致死罪適用）

S931 一審破棄 懲役３年6月 一審懲役3年10月 0 強制わいせつ致傷、傷害罪 福岡高裁宮崎支部 2011/6/7

1766 一審破棄 審理差戻し 1 仙台高裁 2011/7/19

2012/3/2

C175 一審破棄 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京高裁 2011/12/8

C188 一審破棄 審理差戻し - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 大阪高裁

C196 一審破棄 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京高裁 2012/4/4

2082 一審破棄 1 保護責任者遺棄致死罪　（審理不尽） 広島高裁 2012/4/10

2013/5/28

2419 一審破棄 懲役１４年 1 殺人罪 大阪高裁 2013/2/26

2537 一審破棄 懲役１８年 3 強盗殺人ほう助、死体遺棄罪　（ほう助罪認定） 東京高裁

2013/10/24

2622 名古屋高裁 2013/9/30
一審破棄 懲役１２年 1 傷害致死罪　（無期懲役を優先）

2651 一審破棄 懲役１６年 1 殺人などの罪 大阪高裁



1683 一審破棄 懲役４年 一審懲役6年 1 傷害致死などの罪 福岡高裁宮崎支部 2011/5/26

1654 一審破棄 懲役１０年 一審懲役10年 1 傷害致死罪 福岡高裁 2011/4/27

懲役１０年 一審無罪
罰金600万円 求刑懲役12年

罰金600万円
一審懲役1年6月
（求刑懲役7年）

1608 一審破棄 懲役８年 一審懲役12年 1 傷害致死罪 東京高裁 2011/3/10

*342 一審破棄 懲役２年（５） 一審懲役1年6月 0 現住建造物等放火罪 仙台高裁 2010/12/22

*334 一審破棄 懲役３年（５） 一審懲役3年 0 強盗致傷罪 仙台高裁 2010/12/16

*310 一審破棄 懲役６年 一審懲役7年 0 強盗致傷罪 福岡高裁 2010/11/17

1300 一審破棄 懲役２年（５） 一審懲役1年6月 1 傷害致死罪 札幌高裁 2010/9/2

*217 一審破棄 懲役３年10月 一審懲役4年 0 強盗致傷などの罪 東京高裁 2010/7/21

*216 一審破棄 懲役６年6月 一審懲役7年 0 強盗致傷などの罪 東京高裁 2010/7/20

1240 一審破棄 懲役４年6月 一審懲役4年6月 1 殺人罪　（事実認定に不備） 東京高裁 2010/7/14

*205 一審破棄 懲役６年6月 一審懲役7年 0 強盗致傷などの罪 東京高裁 2010/7/13

懲役７年 一審懲役8年
罰金350万円 罰金350万円

*187 一審破棄 懲役１０年 一審懲役10年 0 現住建造物等放火などの罪 福岡高裁 2010/6/29

*180 一審破棄 懲役３年6月 一審懲役4年 0 強盗致傷罪 大阪高裁 2010/6/24

S673 一審破棄 懲役１２年 一審懲役13年 0 強盗強姦などの罪 東京高裁 2010/5/26

2011/3/29

C83 一審破棄 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京高裁 2010/6/30

*379 一審破棄 審理差戻し 0 現住建造物等放火、窃盗罪　（一審は住居侵入などの罪） 東京高裁

C151 一審破棄 - 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪 東京高裁 2011/3/30


