
No. 判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

3700 裁判員 懲役２７年 求刑無期懲役 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 千葉地裁 2017/11/28

3675 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人、強盗殺人未遂罪 京都地裁 2017/11/7

3665 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 2 殺人罪　（無理心中） 静岡地裁沼津支部 2017/10/24

3618 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人、詐欺などの罪　（保険金目的） 甲府地裁 2017/8/25

3610 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 3 殺人、殺人未遂罪 静岡地裁浜松支部 2017/7/21

3587 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人罪 福岡地裁 2017/6/26

3558 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役11年 2 殺人、承諾殺人罪 宇都宮地裁 2017/4/28

3541 裁判員 死刑 求刑死刑 5 殺人、銃刀法違反罪 神戸地裁 2017/3/22

3530 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 2 殺人などの罪 横浜地裁小田原支部 2017/3/15

3513 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 2 危険運転致死傷などの罪 大阪地裁 2017/3/3

3500 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人などの罪 甲府地裁 2017/2/14

3497 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、現住建造物等放火罪 大分地裁 2017/2/13

3455 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人などの罪 岐阜地裁 2016/12/14

3447 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人罪 高松地裁 2016/12/2

3442 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人罪 静岡地裁沼津支部 2016/11/24

2被告 2被告
懲役２３年 求刑懲役23年

3422 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人、傷害致死などの罪 名古屋地裁 2016/11/2

3419 裁判員 懲役１０年－１５年 求刑懲役10－15年 2 殺人罪 甲府地裁 2016/11/1

3416 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 神戸地裁 2016/10/28

3408 裁判員 懲役１０年－１５年 求刑無期懲役 2 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2016/10/19

3397 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 2 殺人、死体遺棄罪 京都地裁 2016/9/26

3381 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 3 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2016/8/8

3372 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人、強盗殺人未遂などの罪 前橋地裁 2016/7/20

3353 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 3 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2016/6/24

3351 裁判員 家裁移送 求刑懲役10－15年 2 殺人罪 横浜地裁 2016/6/23

3350 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 2 殺人、自殺ほう助罪　（無理心中） さいたま地裁 2016/6/23

まさかりの部屋　裁判員裁判・判決例　被害死者が複数の場合の判決例　（2010/3/2～2017/11/28）

3428 裁判員 4 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌地裁 2016/11/10



3324 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 2 殺人、傷害致死罪 静岡地裁沼津支部 2016/5/31

3294 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 強盗殺人などの罪　（従犯） 名古屋地裁 2016/3/25

3285 裁判員 懲役２７年 求刑無期懲役 3 殺人、非現住建造物等放火、銃刀法違反罪 名古屋地裁岡崎支部 2016/3/22

3267 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 2 傷害致死罪 名古屋地裁 2016/3/7

3262 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人、死体遺棄、窃盗罪 福井地裁 2016/3/1

3245 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 3 殺人などの罪 神戸地裁 2016/2/12

3237 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪　（従犯、強盗殺人未遂罪不成立） 名古屋地裁 2016/2/5

3207 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 2 殺人罪 大津地裁 2015/12/15

3206 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪 名古屋地裁 2015/12/15

3203 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2015/12/11

*666 裁判員 懲役７年－１２年 求刑懲役7－13年 2 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 京都地裁 2015/11/25

3178 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 2 殺人、薬事法違反（危険ドラッグ使用）罪 横浜地裁 2015/11/16

3175 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 4 殺人、傷害致死などの罪 神戸地裁 2015/11/13

3136 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）、強盗などの罪 水戸地裁 2015/9/17

3被告 3被告
懲役２１年 求刑懲役30年

3120 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 2 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 和歌山地裁 2015/8/27

3111 裁判員 死刑 求刑死刑 5 殺人、非現住建造物等放火罪 山口地裁 2015/7/28

3106 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 2 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 静岡地裁沼津支部 2015/7/16

3094 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌地裁 2015/7/9

3085 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人などの罪　（通り魔事件） 大阪地裁 2015/6/26

*652 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 2 現住建造物等放火罪 さいたま地裁 2015/6/15

3046 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 14 殺人などの罪　（地下鉄サリン事件運転手役） 東京地裁 2015/4/30

3027 裁判員 無罪 求刑無期懲役 2 殺人、現住建造物等放火などの罪　（別人放火の可能性） さいたま地裁 2015/3/23

3017 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人などの罪　（ストーカー） 名古屋地裁 2015/3/18

3009 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、殺人未遂などの罪 広島地裁 2015/3/13

3000 裁判員 無罪 求刑無期懲役 2 殺人、非現住建造物等放火罪　（心中の可能性） さいたま地裁 2015/3/3

2993 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、銃刀法違反罪 大分地裁 2015/2/23

2988 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪 名古屋地裁 2015/2/20

2982 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁堺支部 2015/2/10

2015/9/163131 裁判員 3 殺人、傷害致死、詐欺などの罪　（1件殺人罪不成立） 神戸地裁



2969 裁判員 懲役１２年 求刑懲役17年 2 危険運転致死、道交法違反罪 岐阜地裁 2015/2/2

2953 裁判員 懲役１５年 求刑無期懲役 2 強盗殺人などの罪 さいたま地裁 2014/12/25

2952 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 長野地裁松本支部 2014/12/24

2943 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 2 殺人罪 広島地裁 2014/12/18

2932 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役5－10年 2 危険運転致死傷罪 長崎地裁 2014/12/8

2882 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人、死体遺棄などの罪 東京地裁 2014/9/19

2868 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 3 危険運転致死罪 京都地裁 2014/9/5

*632 裁判員 懲役２０年 求刑懲役22年 2 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 鹿児島地裁 2014/7/9

2806 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 現住建造物等放火などの罪 大阪地裁 2014/5/23

2759 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、銃刀法違反罪　（指揮、見届け役） 神戸地裁 2014/3/14

2752 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪 大阪地裁堺支部 2014/3/10

*622 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 3 現住建造物等放火罪 大津地裁 2014/1/29

2696 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 2 殺人、傷害罪 神戸地裁姫路支部 2013/12/19

2692 裁判員 懲役２７年 求刑無期懲役 2 殺人などの罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2013/12/13

2589 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 2 殺人、傷害致死などの罪　（1人殺人罪不成立） 大阪地裁 2013/7/17

2582 裁判員 懲役２６年 求刑無期懲役 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 札幌地裁 2013/7/11

2570 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪 大阪地裁堺支部 2013/6/26

2558 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人、脅迫などの罪　（ストーカー） 長崎地裁 2013/6/14

2556 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人、現住建造物等放火などの罪 東京地裁 2013/6/11

2539 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 2 危険運転致死傷罪 仙台地裁 2013/5/29

2505 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、銃刀法違反罪 大阪地裁堺支部 2013/4/26

2458 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人、殺人未遂罪 東京地裁立川支部 2013/3/18

2454 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 3 殺人罪　（無理心中） 鹿児島地裁 2013/3/15

2450 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪 福島地裁郡山支部 2013/3/14

2448 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪 広島地裁 2013/3/13

2429 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、強姦致死、住居侵入罪

（S1280） 懲役２０年 傷害致死罪　（無期懲役のみ科す）

無罪 死体遺棄罪

*589 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 2 現住建造物等放火、重過失致死などの罪 長野地裁松本支部 2013/3/4

裁判員 岐阜地裁 2013/3/6
求刑懲役15年 1



2423 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人などの罪 広島地裁 2013/3/4

2400 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 2 殺人罪 水戸地裁 2013/2/8

2393 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人、殺人未遂などの罪 大阪地裁堺支部 2013/2/4

2386 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 2 危険運転致死傷罪 高松地裁 2013/1/31

*580 裁判員 懲役２２年 求刑懲役25年 3 現住建造物等放火、傷害罪　（殺人罪は起訴猶予） 東京地裁 2013/1/30

2374 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 2 殺人、承諾殺人罪 札幌地裁 2013/1/25

2345 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 3 殺人罪　（無理心中） 大阪地裁 2012/12/17

2340 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 2 殺人、現住建造物等放火罪 京都地裁 2012/12/13

2339 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人罪 京都地裁 2012/12/13

2337 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人罪 大阪地裁 2012/12/12

2336 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 2 危険運転致死などの罪 神戸地裁 2012/12/12

2325 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人、詐欺などの罪 鳥取地裁 2012/12/4

2317 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 横浜地裁 2012/11/27

2306 裁判員 懲役７年 求刑懲役15年 2 自動車運転過失致死傷罪　（危険運転致死傷罪不成立） 東京地裁 2012/11/16

2305 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、殺人未遂罪 大阪地裁 2012/11/15

2296 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 強盗殺人、殺人などの罪 さいたま地裁 2012/11/6

2269 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 2 危険運転致死傷罪 さいたま地裁 2012/10/17

2238 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 2 殺人、死体遺棄罪 札幌地裁 2012/9/14

2117 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人などの罪　（ストーカー殺人） 大阪地裁 2012/5/23

2102 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 2 殺人、非現住建造物等放火罪 千葉地裁 2012/4/27

2085 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人、詐欺などの罪 さいたま地裁 2012/4/13

T44 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人罪 東京地裁 2012/3/27

2071 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 3 強盗殺人、死体遺棄罪　（従犯、遺体運搬役） 長野地裁 2012/3/27

*499 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 4 現住建造物等放火罪　（心神耗弱状態） 福島地裁 2012/3/23

2057 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人、窃盗罪　（強盗殺人罪不成立） 鹿児島地裁 2012/3/19

2048 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人罪 大阪地裁 2012/3/16

2044 裁判員 懲役１８年 求刑懲役22年 2 殺人罪 静岡地裁 2012/3/14

2042 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 2 殺人罪 広島地裁 2012/3/14

2013 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人、詐欺などの罪 さいたま地裁 2012/2/24



1950 裁判員 死刑 求刑死刑 3 強盗殺人、死体遺棄罪 長野地裁 2011/12/27

殺人、強盗殺人ほう助などの罪
区分で1件無罪、1件は強盗殺人を認めず、ほう助適用

1913 裁判員 懲役２３年 求刑懲役24年 2 傷害致死、死体遺棄罪 新潟地裁 2011/12/8

1908 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 2 殺人、殺人未遂、現住建造物等放火罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/12/7

1905 裁判員 死刑 求刑死刑 3 強盗殺人、死体遺棄罪 長野地裁 2011/12/6

1871 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 2 傷害致死などの罪 新潟地裁 2011/11/2

1865 裁判員 死刑 求刑死刑 5 殺人、現住建造物等放火などの罪 大阪地裁 2011/10/31

1861 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 2 殺人、保護責任者遺棄致死などの罪 旭川地裁 2011/10/27

1857 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人、強盗殺人未遂などの罪 熊本地裁 2011/10/25

2被告 2被告
懲役２２年 求刑懲役25年

1815 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 2 危険運転致死罪 福岡地裁 2011/9/16

1769 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人などの罪 さいたま地裁 2011/7/20

1760 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 2 殺人罪 神戸地裁 2011/7/14

1730 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人、殺人などの罪 静岡地裁沼津支部 2011/6/21

1722 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人罪 横浜地裁 2011/6/17

1632 裁判員 死刑 求刑死刑 3 強盗殺人などの罪 長野地裁 2011/3/25

1619 裁判員 懲役２３年 求刑無期懲役 3 殺人、現住建造物等放火などの罪　（未必の殺意） 徳島地裁 2011/3/17

1607 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 2 危険運転致死傷罪 宮崎地裁 2011/3/8

1589 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 3 殺人罪　（無理心中） 大阪地裁 2011/2/28

1544 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 2 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2011/1/31

1511 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 3 殺人罪　（無理心中） 秋田地裁 2010/12/21

1488 裁判員 無罪 求刑死刑 2 強盗殺人などの罪 鹿児島地裁 2010/12/10

1474 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人、死体遺棄罪 宮崎地裁 2010/12/7

1470 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 2 殺人罪 さいたま地裁 2010/12/3

1458 裁判員 死刑 求刑死刑 2 殺人、殺人未遂などの罪 仙台地裁 2010/11/25

1455 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 殺人、傷害罪 さいたま地裁 2010/11/22

1441 裁判員 死刑 求刑死刑 2 強盗殺人、死体損壊などの罪 横浜地裁 2010/11/16

1418 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人などの罪　（ストーカー） 東京地裁 2010/11/1

仙台地裁 2011/12/20

1821 裁判員 2 傷害致死などの罪 新潟地裁 2011/9/21

1937 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2



1405 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 2 殺人罪 福岡地裁 2010/10/28

1396 裁判員 懲役２３年 求刑懲役27年 3 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 名古屋地裁 2010/10/22

1055 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 強盗殺人などの罪 鳥取地裁 2010/3/2

No. 判決 求刑 死者数 罪名 管轄裁判所 日付

3258 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 2 殺人ほう助罪　（幇助犯） 札幌地裁 2016./02/26

1821 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 2 傷害致死ほう助などの罪　（幇助犯） 新潟地裁 2011/9/21

2被告 2被告
懲役２年 求刑懲役8年

1503 裁判員 懲役３年－６年 求刑懲役4－8年 2 殺人ほう助などの罪　（幇助犯） 仙台地裁 2010/12/17

（幇助犯）

1566 裁判員 2 危険運転致死傷ほう助罪　（幇助犯） さいたま地裁 2011/2/14


