
No. 判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

S1682 裁判員 懲役３年（５） 　求刑懲役6年 0 強姦致傷、建造物侵入罪 佐賀地裁 2017/12/6

S1681 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、強姦致死などの罪 那覇地裁 2017/12/1

S1676 裁判員 懲役１１年 0 強姦致傷罪 横浜地裁小田原支部 2017/10/18

S1672 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強制わいせつ致傷などの罪 東京地裁 2017/9/22

S1664 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷などの罪 東京地裁 2017/8/9

S1662 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 鹿児島地裁 2017/8/4

S1658 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強盗強姦罪 岡山地裁 2017/7/14

S1657 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 福井地裁 2017/7/7

S1656 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 0 強制わいせつ致傷などの罪 前橋地裁 2017/7/6

S1654 裁判員 懲役８年 0 強姦致傷罪 東京地裁 2017/6/29

S1650 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 0 強盗強姦、窃盗罪 大津地裁 2017/5/26

S1649 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人、強盗強姦未遂罪 東京地裁 2017/5/23

S1648 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷罪 前橋地裁 2017/5/18

S1647 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 前橋地裁 2017/4/19

S1638 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 0 強制わいせつ致傷罪 福井地裁 2017/3/13

S1637 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷、強盗致傷、窃盗罪 静岡地裁沼津支部 2017/3/10

S1636 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強制わいせつ致傷、強姦未遂などの罪 静岡地裁 2017/3/10

S1631 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強制わいせつ、住居侵入罪 千葉地裁 2017/2/14

S1630 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 0 強制わいせつ致傷、強姦などの罪 福井地裁 2017/2/10

S1621 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 0 強姦致傷などの罪 横浜地裁 2016/12/12

S1617 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 0 強姦致傷、強盗などの罪 京都地裁 2016/12/8

S1612 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 0 強姦致傷、住居侵入罪 水戸地裁 2016/11/10

S1607 裁判員 無期懲役 求刑死刑 1 殺人、強姦致死、わいせつ目的誘拐、死体遺棄罪 福岡地裁小倉支部 2016/10/3

S1606 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 東京地裁 2016/9/30

S1591 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年6月 0 強制わいせつ致傷などの罪 名古屋地裁 2016/7/21

S1590 裁判員 懲役２６年 求刑無期懲役 1 殺人、保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2016/7/20

まさかりの部屋　裁判員裁判　性犯罪で裁判員裁判対象となる罪の判決例　（2013/1/10～2017/12/6）



S1577 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、わいせつ目的誘拐罪 さいたま地裁 2016/6/10

S1576 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷などの罪 京都地裁 2016/6/2

S1575 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 0 強姦致傷、建造物損壊、住居侵入罪 水戸地裁 2016/5/27

S1574 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 0 強姦致傷、強盗、逮捕監禁罪 水戸地裁 2016/5/23

S1568 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 0 強制わいせつ致傷、強姦などの罪 名古屋地裁 2016/4/25

S1565 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 0 強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁 2016/3/29

S1563 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強盗などの罪 さいたま地裁 2016/3/24

S1562 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 強姦致傷罪 京都地裁 2016/3/24

S1561 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 0 強盗強姦、窃盗などの罪 千葉地裁 2016/3/22

S1560 裁判員 無罪 求刑懲役5年 0 強姦致傷罪　（被害者証言の信用性に疑い） 大阪地裁堺支部 2016/3/22

S1559 裁判員 死刑 求刑死刑 1 殺人、死体損壊・遺棄、わいせつ目的誘拐罪 神戸地裁 2016/3/18

裁判員
差戻し審

S1555 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、住居侵入罪 新潟地裁 2016/3/11

S1554 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、強制わいせつなどの罪 盛岡地裁 2016/3/8

S1553 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 0 殺人未遂、強制わいせつ致傷などの罪 大阪地裁 2016/3/4

S1551 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷罪 静岡地裁浜松支部 2016/2/25

S1548 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 0 強盗強姦などの罪 さいたま地裁 2016/2/15

S1543 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 集団準強姦致傷などの罪 広島地裁 2016/1/25

S1543 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 集団準強姦致傷などの罪 広島地裁 2016/1/25

S1542 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 0 強盗強姦、強姦などの罪 東京地裁立川支部 2016/1/22

S1536 裁判員 懲役５年 0 強姦致傷罪 水戸地裁 2015/12/21

S1534 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 0 準強姦致傷などの罪 東京地裁 2015/12/10

S1533 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強姦致死などの罪 新潟地裁 2015/12/10

S1530 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 水戸地裁 2015/12/7

S1528 裁判員 懲役１６年 求刑懲役22年 0 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 佐賀地裁 2015/12/7

S1520 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

S1520 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

S1520 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 0 集団強姦致傷、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁 2015/10/16

S1516 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強制わいせつ致傷、強姦未遂罪 京都地裁 2015/10/6

2016/3/15S1556 懲役２２年 求刑懲役25年 1 殺人、児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪 東京地裁立川支部



S1515 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 0 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2015/10/2

S1503 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2015/7/14

S1500 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 0 強姦致傷、傷害、窃盗罪 静岡地裁沼津支部 2015/6/25

S1499 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 0 殺人未遂、強姦致傷、窃盗罪 さいたま地裁 2015/6/18

裁判員 懲役３年 求刑懲役3年6月 0 強制わいせつ致傷罪　（執行猶予中の犯行）

（合算） 懲役３年 求刑懲役3年 0 強制わいせつ罪

S1492 裁判員 懲役１４年 求刑懲役20年 0 強姦致傷、わいせつ略取未遂などの罪 千葉地裁 2015/4/27

S1488 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 強盗致傷罪 さいたま地裁 2015/3/25

S1487 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 1 強制わいせつ致死などの罪 津地裁 2015/3/24

S1480 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 0 強姦致傷などの罪 和歌山地裁 2015/3/4

S1478 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 0 強盗強姦未遂罪 さいたま地裁 2015/2/18

S1477 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2015/2/13

S1475 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 0 強盗強姦、強姦などの罪 さいたま地裁 2015/2/10

S1461 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 0 強盗強姦、加重逃走などの罪 佐賀地裁 2014/12/10

S1460 裁判員 懲役２８年 求刑懲役28年 0 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 札幌地裁 2014/12/9

S1455 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 0 強盗強姦、強制わいせつなどの罪 大阪地裁 2014/11/27

S1449 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 0 強姦致傷、強姦などの罪 横浜地裁 2014/11/14

S1441 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 0 集団強姦致傷、監禁、わいせつ略取などの罪 京都地裁 2014/10/10

S1439 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強制わいせつ致傷などの罪 静岡地裁浜松支部 2014/10/3

S1432 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 0 強盗強姦、強姦未遂､強制わいせつなどの罪 横浜地裁小田原支部 2014/9/17

S1429 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 0 集団強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁などの罪 京都地裁 2014/8/29

S1428 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 0 強姦致傷、わいせつ目的略取などの罪 神戸地裁 2014/8/29

S*39 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 0 強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁罪 千葉地裁 2014/7/29

S1411 裁判員 懲役１９年 求刑懲役25年 0 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2014/6/23

S*38 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強制わいせつ致傷、強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2014/6/20

S1408 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 強制わいせつ致傷などの罪 水戸地裁 2014/6/16

S*37 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2014/6/13

S1405 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 0 強盗強姦、強姦致傷などの罪 大阪地裁 2014/5/26

S*36 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 0 強姦致傷、強姦未遂罪 千葉地裁 2014/5/23

S1493 和歌山地裁 2015/5/14



S1404 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷などの罪 さいたま地裁 2014/5/21

S*35 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2014/4/25

S1395 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 強姦致傷、窃盗罪 さいたま地裁 2014/3/20

S*34 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 0 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2014/3/17

S*33 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強姦致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2014/3/13

S*32 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2014/3/6

S*31 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2013/12/19

S1373 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 0 強盗強姦などの罪 宇都宮地裁 2013/12/18

S*30 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 千葉地裁 2013/11/29

S1371 裁判員 懲役１３年 求刑懲役18年 0 強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2013/11/29

S*29 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2013/11/27

S1367 裁判員 懲役１年9月 求刑懲役8年 0 強盗強姦未遂などの罪　（前回裁判前捜査不尽） 札幌地裁 2013/11/7

S*28 裁判員 懲役２４年 求刑懲役28年 0 強盗強姦、強盗、住居侵入罪 千葉地裁 2013/9/24

S1355 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 0 強姦致傷、窃盗などの罪 神戸地裁 2013/8/30

S1351 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 0 強姦致傷、強姦などの罪 釧路地裁 2013/8/9

S1345 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 0 集団強姦致傷罪 福島地裁郡山支部 2013/7/12

S1344 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 0 強姦致傷、強制わいせつ罪 京都地裁 2013/7/9

S*27 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2013/7/5

S*26 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 0 強姦致傷罪 千葉地裁 2013/7/5

S*25 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2013/7/5

S*24 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強制わいせつ致傷、強姦、窃盗などの罪 千葉地裁 2013/6/27

S1337 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 0 強盗強姦、集団強姦未遂などの罪 神戸地裁 2013/6/21

S1336 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 0 強盗強姦、強姦、強制わいせつなどの罪 長野地裁 2013/6/21

裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 0 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役２５年 求刑懲役25年 0 強盗強姦、強姦致傷などの罪

S1333 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 0 強姦致傷罪 京都地裁 2013/6/18

S1322 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 0 強制わいせつ致傷などの罪 大津地裁 2013/6/14

S1316 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 0 強盗強姦、強盗致傷罪 福島地裁郡山支部 2013/5/28

S1316 裁判員 懲役１４年 求刑懲役16年 0 強盗強姦、強盗致傷罪 福島地裁郡山支部 2013/5/28

S1335 大阪地裁 2013/6/21



S1312 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 0 強盗強姦、強姦致傷罪 高松地裁 2013/5/20

S1311 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 強盗強姦などの罪 高知地裁 2013/5/17

懲役４年 求刑懲役6年
罰金15万円 罰金30万円

S*23 裁判員 懲役１８年 求刑懲役25年 0 強姦致傷、強姦、強姦未遂、強制わいせつ罪 千葉地裁 2013/4/26

S1307 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 0 強姦致傷、住居侵入などの罪 青森地裁 2013/4/25

S1304 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 0 強姦致傷、住居侵入などの罪 奈良地裁 2013/4/22

S1303 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 強制わいせつ致傷などの罪 佐賀地裁 2013/4/18

S1298 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 0 強姦致傷などの罪 神戸地裁 2013/3/28

S1296 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 0 強姦致傷、住居侵入などの罪 宇都宮地裁 2013/3/27

S1292 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 0 強姦致傷、住居侵入などの罪 青森地裁 2013/3/26

S1290 裁判員 懲役１５年 求刑懲役12年 0 強姦致傷、住居侵入罪 山形地裁 2013/3/19

S1289 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 強盗殺人、強盗強姦などの罪 千葉地裁 2013/3/15

裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 強盗強姦などの罪

（合算） 懲役９年 求刑懲役12年 0 強盗致傷などの罪

S1286 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷罪 京都地裁 2013/3/14

裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 0 強盗強姦、住居侵入などの罪

（合算） 懲役７年 求刑懲役8年 0 強盗強姦などの罪

S1284 裁判員 懲役１５年 求刑懲役18年 0 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪 高松地裁 2013/3/14

S1281 裁判員 懲役１３年 求刑懲役22年 0 強姦致傷、住居侵入、窃盗などの罪 横浜地裁小田原支部 2013/3/7

無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、強姦致死、住居侵入罪

懲役２０年 傷害致死罪　（無期懲役のみ科す）

無罪 死体遺棄罪

S1276 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 0 集団強姦致傷罪 那覇地裁 2013/3/1

S1276 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 0 集団強姦致傷、強盗罪 那覇地裁 2013/3/1

S*22 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 0 強姦致傷罪 千葉地裁 2013/2/28

S1275 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 0 強盗強姦、強盗致傷などの罪 神戸地裁 2013/2/28

S1269 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 0 強盗強姦、監禁などの罪 横浜地裁小田原支部 2013/2/22

S1265 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 0 強制わいせつ致傷などの罪 新潟地裁 2013/2/15

S1264 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 強姦致傷罪 さいたま地裁 2013/2/15

2013/3/14

S1285 名古屋地裁 2013/3/14

S1280 裁判員 岐阜地裁 2013/3/6
求刑懲役15年 1

裁判員 0 強制わいせつ致傷、強制わいせつなどの罪 青森地裁

S1287 和歌山地裁

2013/5/10S1309



S1263 裁判員 死刑 求刑死刑 1 強盗殺人、強盗強姦などの罪 岡山地裁 2013/2/14

S1260 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 0 強盗強姦などの罪 神戸地裁 2013/1/28

S1257 裁判員 懲役１９年 求刑懲役22年 0 強姦致傷、強制わいせつ致傷、強盗などの罪 千葉地裁 2013/1/24

S1256 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 0 強姦致傷、わいせつ目的誘拐などの罪 仙台地裁 2013/1/24

S1255 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 0 強姦致傷罪 東京地裁立川支部 2013/1/22

S1254 裁判員 懲役２年8月 求刑懲役4年 0 強制わいせつ致傷、窃盗罪 前橋地裁 2013/1/10

S1253 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 0 強制わいせつ致傷、強姦罪 前橋地裁 2013/1/10


