
No. 年齢 職業 求刑（備考） 罪名（不起訴の場合は容疑） 管轄裁判所 日付
懲役３年 求刑懲役5年
罰金50万円 罰金50万円
懲役４年 求刑懲役6年
罰金100万円 罰金100万円
懲役５年 求刑懲役7年
罰金100万円 罰金100万円
懲役７年 求刑懲役10年
罰金300万円 罰金300万円
懲役１年
執行猶予3年
懲役１年
執行猶予3年
懲役２年6月
執行猶予5年
懲役２年
執行猶予3年
2被告 2被告

48 無職 懲役３年 求刑懲役3年
50 無職 執行猶予5年

懲役２年
執行猶予3年
懲役２年6月
執行猶予4年

81 25 － 無罪 求刑放棄 大麻取締法違反（所持）の罪　（違法押収証拠排除） 横浜地裁 2016/12/12

懲役6月
執行猶予3年
懲役6月

執行猶予3年
懲役１年4月 大麻取締法違反（所持）などの罪

内、4月　執行猶予2年 　執行猶予中の犯行
懲役6月

執行猶予3年
懲役6月

執行猶予3年
懲役２年6月 求刑懲役3年6月
大麻没収 大麻没収

まさかりの部屋　コラム　大麻取締法違反の罪での量刑例　（2008/9/8～2017/6/22）

2015/10/175 38 美容師 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪 神戸地裁

福岡地裁 2016/1/8

76 21 無職 求刑懲役6月 大麻取締法違反（譲渡）の罪 東京地裁 2015/12/8

77 23 プロゴルファー 求刑懲役6月 大麻取締法違反（所持）の罪

前橋地裁 2016/10/12

78 22 無職 求刑懲役2年 東京地裁 2016/9/16

79 32 元消防士 求刑懲役6月 大麻取締法違反（所持）の罪

82 37 大麻加工会社代表 求刑懲役2年6月 大麻取締法違反（譲渡、所持）の罪 広島地裁 2016/12/26

80 34 元町職員 求刑懲役6月 大麻取締法違反（所持）の罪 高松地裁 2016/11/14

84 大麻取締法違反（所持）の罪 東京地裁 2017/2/10

83 56 林業 求刑懲役2年 大麻取締法違反（所持）の罪 名古屋地裁 2017/1/31

東京地裁 2017/2/13

85 45 無職 求刑懲役2年 大麻取締法違反（所持）の罪 東京地裁 2017/2/10

86 48 無職 求刑懲役2年6月 大麻取締法違反（栽培、所持）の罪

那覇地裁 2017/4/27

87 36 無職 求刑懲役1年 大麻取締法違反（所持）の罪 東京地裁 2017/2/13

88 53 元女優 求刑懲役1年 大麻取締法違反（所持）の罪

2017/6/22

89 63 元暴力団員 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪 奈良地裁葛城支部 2017/6/22

89 － 元暴力団員 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪 奈良地裁葛城支部

判決

89 55 暴力団幹部 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪 奈良地裁葛城支部 2017/6/22

89 － 元暴力団員 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪 奈良地裁葛城支部 2017/6/22



懲役6月
執行猶予3年
懲役２年6月
執行猶予4年
懲役8月

執行猶予3年
懲役２年
執行猶予4年

－ 懲役２年
（英国籍） 執行猶予4年
自営業 懲役３年6月 求刑懲役5年

（イスラエル国籍） 罰金100万円 罰金100万円
懲役8月

執行猶予3年

67 32 アルバイト 懲役３年 求刑懲役4年 大麻取締法違反（輸入）、関税法違反罪 静岡地裁 2013/3/18

懲役６年 求刑懲役8年
罰金180万円 罰金200万円
懲役６年6月 求刑懲役8年
罰金120万円 罰金200万円
懲役６年6月 求刑懲役8年
罰金150万円 罰金200万円
懲役６年 求刑懲役8年
罰金150万円 罰金200万円
懲役１年6月
執行猶予3年
懲役２年
執行猶予4年
懲役１年2月
執行猶予4年
懲役６年 求刑懲役7年 麻薬特例法違反（業としての製造・譲渡）罪
罰金500万円 罰金500万円 （大麻栽培・密売）

追徴金約1800万円 追徴金約1800万円

59 32 － 無罪 求刑懲役1年 大麻取締法違反（所持）の罪 福岡地裁 2011/5/31

懲役２年 大麻取締法違反（栽培）の罪

執行猶予3年 麻薬特例法違反（あおり、唆し）などの罪

懲役３年6月 求刑懲役5年

罰金100万円 罰金100万円

2011/5/13

57 46 無職 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪 高松地裁 2011/5/9

58 31 デザイナー 求刑懲役2年 神戸地裁

60 46 無職 裁判員 京都地裁 2011/7/1

東京地裁 2011/9/27

61 34 無職 一審無罪 大麻取締法違反（所持）の罪 東京高裁 2011/8/5

62 39 医師 求刑懲役2年 大麻取締法違反（栽培）の罪

2012/8/22

63 39 医師 求刑懲役1年6月 大麻取締法違反（所持）の罪 徳島地裁 2011/10/7

64 － － 大麻取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁

2012/10/3

65 － － 大麻取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁 2012/10/3

65 － － 大麻取締法違反（営利目的輸入）などの罪 千葉地裁

神戸地裁 2013/6/7

66 33 無職 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪 福岡地裁 2012/11/30

68 33 元巡査 求刑懲役8月 大麻取締法違反（所持）の罪

69 43 大麻取締法違反（栽培、営利目的所持）の罪 神戸地裁 2014/2/14

前橋地裁 2014/9/8

70 － 求刑懲役4年 大麻取締法違反（輸入）などの罪 千葉地裁 2014/2/25

71 40 元プロスノーボーダー 求刑懲役2年 大麻取締法違反（所持）などの罪

京都地裁 2015/8/17

72 42 陶芸家 求刑懲役8月 大麻取締法違反（所持）の罪 名古屋地裁 2014/9/25

73 42 元郵便局主任 求刑懲役2年6月 大麻取締法違反（輸入）などの罪

74 36 無職 求刑懲役8月 大麻取締法違反（所持）の罪 東京地裁 2015/9/28



2被告 2被告
懲役４年6月 求刑懲役7年

40 無職 罰金150万円 罰金200万円
求刑懲役5年
罰金100万円

懲役１年6月
執行猶予3年
懲役２年
執行猶予5年

53 34 無職 無罪 求刑懲役1年2月 大麻取締法違反（所持）の罪 東京地裁 2011/1/31

大学院生 懲役２年
（チュニジア国籍） 執行猶予4年
大学院生 懲役２年

（コロンビア国籍） 執行猶予4年
懲役6月

執行猶予3年
懲役8月 求刑懲役8月

執行猶予2年 追徴金15,000円
追徴金15,000円

無職 求刑懲役3年
（台湾籍） 罰金30万円
大学生 懲役２年

（退学処分） 執行猶予4年
懲役6月

執行猶予3年

懲役５年 求刑懲役8年 麻薬特例法違反（業としての栽培）

罰金100万円 罰金150万円 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪
35 暴力団組員 2被告 2被告 麻薬特例法違反（業としての栽培）
35 無職 懲役６年6月 求刑懲役8年 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪

罰金150万円 罰金150万円
懲役８年 求刑懲役10年 麻薬特例法違反（業としての栽培）
罰金200万円 罰金200万円 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪

無職 懲役６年6月 求刑懲役11年 麻薬特例法違反（業としての栽培）
（ベトナム国籍） 罰金200万円 罰金400万円 大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪

43 38
ヒップホップミュージシャ

ン
懲役8月 求刑懲役1年 大麻取締法違反（所持）の罪 横浜地裁川崎支部 2010/5/12

懲役２年 大麻取締法違反（所持）、

執行猶予4年 電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪
和歌山地裁 2010/3/9

44 59 裁判員 千葉地裁 2010/5/14

42 41 元市職員 求刑懲役2年

45 裁判員 鹿児島地裁 2010/6/9

45 52 暴力団幹部 裁判員 鹿児島地裁 2010/6/9

奈良地裁 2010/6/18

45 33 無職 裁判員 鹿児島地裁 2010/6/9

46 49 元高校教頭 求刑懲役6月 大麻取締法違反（所持）の罪

2010/10/27

47 28 求刑懲役2年 大麻取締法違反（所持、栽培）の罪 長崎地裁 2010/8/6

48 48 無罪 大麻取締法違反（営利目的譲渡）の罪 東京地裁立川支部

宇都宮地裁 2010/12/10

49 24 大学生 大麻取締法違反（譲渡）の罪 福岡地裁 2010/11/12

50 23 無職 求刑懲役6月 大麻取締法違反（譲り受け）の罪

2010/12/17

51 30 求刑懲役2年 大麻取締法違反（栽培）の罪 高松地裁 2010/12/16

52 31 求刑懲役2年 大麻取締法違反（栽培）の罪 高松地裁

横浜地裁川崎支部 2011/4/28

54 32 会社員 一審破棄 一審懲役1年6月 大麻取締法違反（所持）の罪 大阪高裁 2011/4/26

55 42 そば店経営 求刑懲役1年6月 大麻取締法違反（所持・栽培）の罪

2011/5/9

56 32 デザイナー 無罪 大麻取締法違反（譲り受け）の罪 大分地裁 2011/4/28

57
45 うどん店経営

大麻取締法違反（営利目的栽培）などの罪 高松地裁



懲役６年 求刑懲役8年 麻薬特例法違反（業としての密輸入）
罰金350万円 罰金500万円 大麻取締法違反（営利目的輸入）などの罪

追徴金599万8900円 追徴金599万8900円
懲役１年6月 大麻取締法違反（栽培）、
執行猶予3年 麻薬及び向精神薬取締法違反（所持）の罪
懲役１年
執行猶予3年
懲役10月
執行猶予4年

59 元学校教頭 2被告 2被告
62 （夫）会社役員 懲役１年 求刑懲役1年

執行猶予3年
懲役１年
執行猶予3年
懲役6月

執行猶予3年
懲役１年2月
執行猶予3年
懲役１年6月
執行猶予3年
起訴猶予処分 微量
（不起訴） 初犯

起訴猶予処分
（不起訴）

懲役２年8月 求刑懲役3年8月

罰金50万円 罰金50万円

起訴猶予処分 微量
（不起訴） 初犯

懲役２年6月

執行猶予4年
懲役５年 求刑懲役7年 大麻取締法違反（所持、栽培）
罰金200万円 罰金200万円 麻薬特例法違反（譲り渡し）の罪
追徴金1,232万円 追徴金1232万円
懲役４年 求刑懲役6年 大麻取締法違反（所持）
罰金150万円 罰金150万円 麻薬特例法違反（譲り渡し）などの罪
追徴金2,287万円 追徴金2287万円

大学生 起訴猶予処分 少量
（退学処分） （不起訴） 初摘発

25 22 大麻取締法違反（栽培）容疑 （東京地検） 2009/4/30

26 25 無職 大阪地裁 2009/6/2

新潟地裁 2009/6/8

27 31 無職 釧路地裁北見支部 2009/6/4

28 23 無職 求刑懲役2年6月 大麻取締法違反（栽培）の罪

2009/6/22

29 33 格闘家 大麻取締法違反（所持）容疑 （東京地検） 2009/6/9

30 47 サーフィンショップ経営 大麻取締法違反（所持、営利目的栽培）の罪 宮崎地裁

2009/7/31

31 21 男子大学生2人 微量 大麻取締法違反（所持）容疑 （和歌山地検） 2009/7/30

32 38 大学准教授 大麻取締法違反（栽培予備、所持）容疑 （秋田地検）

富山地裁 2009/12/8

33 37 学習塾元校長 求刑懲役1年6月 大麻取締法違反（栽培）の罪 名古屋地裁一宮支部 2009/8/27

34 24 教材販売業 求刑懲役1年2月 大麻取締法違反（栽培、所持）の罪

富山地裁 2009/12/10

35 41 元ロックバンドメンバー 求刑懲役6月 大麻取締法違反（所持）の罪 東京地裁 2009/12/10

36 21 無職 求刑懲役1年 大麻取締法違反（栽培）の罪

京都地裁 2010/1/12

37 大麻取締法違反（密輸）の罪 東京地裁 2009/12/16

38 50 ＪＲＡ元騎手・作家 求刑懲役10月 大麻取締法違反（所持、譲り受け）の罪

2010/2/10

39 20 配管工 求刑懲役1年 大麻取締法違反（譲り渡し、所持）の罪 富山地裁 2010/1/13

40 52 元タクシー運転手 求刑懲役1年6月 那覇地裁

41 29 無職 裁判員 千葉地裁 2010/2/26



大相撲・関取 懲役10月
（解雇処分） 執行猶予3年

起訴猶予処分 微量
（不起訴） 容疑事実を認め反省

無職 懲役３年 求刑懲役4年6月
（ブラジル国籍） 罰金40万円 罰金50万円

追徴金295万円 追徴金295万円
懲役6月

執行猶予3年
懲役２年 大麻取締法違反（栽培、所持）の罪
執行猶予3年 ［自首認定］
起訴猶予処分 微量
（不起訴） 容疑事実を認め

十分に反省
無職 懲役９年 求刑懲役12年 麻薬特例法違反などの罪

（イラン国籍） 罰金300万円 罰金300万円 （覚せい剤、コカイン、大麻など販売目的所持）

17 30 農業 懲役３年 求刑懲役4年6月 大麻取締法違反（栽培、所持）などの罪 和歌山地裁新宮支部 2009/2/23

大学生 懲役6月
（退学処分） 執行猶予2年

輸入雑貨販売会社社長 懲役3月 求刑懲役3月 大麻取締法違反（栽培）ほう助、
（米国在住） 執行猶予5年 追徴金75,131円 大麻取締法違反（原材料の提供）の罪

追徴金75,131円
懲役6月

執行猶予3年
懲役10月
執行猶予3年
懲役２年6月 求刑懲役3年6月 大麻取締法違反
罰金50万円 罰金50万円 （営利目的栽培、営利目的所持）の罪

テニスプロ 懲役6月
（プロ資格剥奪） 執行猶予3年

懲役２年6月 覚せい剤取締法違反（所持）、
執行猶予3年 大麻取締法違反（所持、栽培）の罪

旅行者
（国外退去処分）

大学生 懲役３年2月 求刑懲役5年 麻薬特例法違反（業としての譲渡）、
（退学処分） 罰金100万円 罰金100万円 大麻取締法違反（営利目的所持）の罪

追徴金約1,041万円 追徴金約1041万円
男子大学生4人 起訴猶予処分 少量
女子大学生5人 （不起訴） 容疑事実を認め反省

7 21～22 大麻取締法違反（所持）容疑 （神戸地検） 2008/12/5

東京高裁 2008/12/9

8 24 大阪地裁 2008/12/9

9 55 控訴棄却 無罪 一審無罪 大麻取締法違反（密輸）などの罪

2008/12/22

10 38 俳優 求刑懲役2年6月 東京地裁 2008/12/18

11 27 求刑懲役6月 大麻取締法違反（譲り渡し）の罪 東京地裁

14 26 大学生 求刑懲役6月

2008/12/26

12 40 無職 福井地裁 2008/12/25

大麻取締法違反（所持）の罪 横浜地裁 2009/2/3

13 41 格闘家 求刑懲役10月 大麻取締法違反（所持）の罪 東京地裁

16 19 求刑懲役6月 大麻取締法違反（所持）の罪 神戸地裁 2009/2/16

15 35 横浜地裁 2009/2/4

2009/3/9

18 21 静岡地裁 2009/3/3

19 28 会社員 大麻取締法違反（所持）容疑 （徳島地検）

東京地裁 2009/3/17

20 30 大学生 求刑懲役2年 札幌地裁 2009/3/11

21 57 ミュージシャン 求刑懲役6月 大麻取締法違反（所持）の罪

22 32 大麻取締法違反（営利目的譲渡）などの罪 大阪地裁 2009/3/18

2009/4/22

23 31 俳優 大麻取締法違反（所持）容疑 （東京地検） 2009/4/14

24 25 求刑懲役10月 大麻取締法違反（所持）の罪 横浜地裁川崎支部



懲役２年6月 大麻取締法違反（所持）、
罰金70万円 関税法違反（密輸）の罪

ウェイクボードプロ 懲役１年6月
（プロ資格剥奪） 執行猶予3年

懲役6月
執行猶予3年
懲役6月

執行猶予3年
国家公務員 懲役１年6月

（懲戒免職処分） 執行猶予3年
大相撲・関取 起訴猶予処分 微量
（解雇処分） （不起訴） 容疑事実を認め反省

2008/10/1

1 19 大麻取締法違反（所持）容疑 （東京地検） 2008/9/8

2 43 求刑懲役1年6月 大麻取締法違反（栽培）の罪 大阪地裁

神戸地裁 2008/11/13

3 20 大学生 求刑懲役6月 大麻取締法違反（所持）の罪 横浜地裁川崎支部 2008/11/5

4 22 大学生 求刑懲役6月 大麻取締法違反（所持）の罪

2008/12/2

5 32 求刑懲役1年6月 大麻取締法違反（所持）の罪 東京地裁 2008/11/28

6 40 客室乗務員 求刑懲役3年6月 千葉地裁


