
No. 判決 求刑（備考） 死者数 罪名 法律上の減軽 裁判所 日付

3728 上告棄却 無罪 0 殺人未遂ほう助罪 最高裁第1小法廷 2017/12/25

3724 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪　（自白の信用性認めず） 奈良地裁 2017/12/21

3716 裁判員 無罪 求刑懲役7年 1 傷害致死罪　（実行犯との共謀認めず） 千葉地裁 2017/12/14

3707 裁判員 無罪 求刑懲役12年 1 傷害致死罪　（実行犯との共謀認めず） 千葉地裁 2017/12/4

3689 裁判員 無罪 求刑懲役5年 1 傷害致死罪　（第三者の可能性） 東京地裁立川支部 2017/11/21

3668 裁判員 無罪 求刑懲役17年 1 殺人罪　（証拠不十分） 那覇地裁 2017/10/27

3637 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 （正当防衛認定） 東京地裁 2017/9/22

3611 裁判員 懲役１年4月 求刑懲役22年 1 暴行罪　（殺人、脅迫罪不成立） 神戸地裁姫路支部 2017/7/24

3606 裁判員 懲役２年6月（５） 求刑懲役12年 1 監禁、傷害罪　（傷害致死罪不成立） 大阪地裁堺支部 2017/7/19

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

3546 裁判員 無罪 求刑懲役12年 1 強盗致死、死体遺棄、窃盗罪　（共謀否定） 福島地裁郡山支部 2017/3/24

3527 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/3/14

3527 裁判員 罰金30万円 求刑懲役8年 1 暴行罪　（傷害致死罪不成立） 千葉地裁 2017/3/14

3517 裁判員 無罪 求刑懲役5年 0 殺人未遂などの罪 岡山地裁 2017/3/8

3509 控訴棄却 無罪 （第2次） 2 殺人、現住建造物等放火罪 大阪高裁 2017/3/2

3499 裁判員 無罪 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 東京地裁 2017/2/13

3469 裁判員 無罪 求刑懲役10年 1 殺人罪 （心神喪失状態） 千葉地裁 2016/12/20

3466 二審破棄 裁判打ち切り 2 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2016/12/19

3383 再審 無罪 求刑無罪 1 殺人などの罪　（無期懲役確定、受刑） 大阪地裁 2016/8/10

3382 再審 無罪 求刑無罪 1 殺人などの罪　（無期懲役確定、受刑） 大阪地裁 2016/8/10

3332 控訴棄却 無罪 2 殺人、非現住建造物等放火罪 東京高裁 2016/6/7

3330 裁判員 無罪 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 名古屋地裁 2016/6/3

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

3259 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2016/2/26

3191 裁判員 無罪 求刑懲役6年 1 保護責任者遺棄致死罪 大阪地裁 2015/11/30

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

（一審無罪、部分的無罪の事例も含む）

まさかりの部屋　殺人事件・判例　無罪判決の場合　（2006/1/24～2017/12/25）



3103 裁判員 無罪 求刑懲役10年 1 殺人罪 （心神喪失状態） 千葉地裁 2015/7/16

3093 裁判員 懲役６年 求刑無期 1 窃盗などの罪　（強盗殺人罪不成立） 千葉地裁 2015/7/9

3090 裁判員 懲役５年 求刑懲役14年 0 銃刀法違反罪　（殺人未遂罪不成立） 横浜地裁 2015/7/7

2被告
無罪

3063 裁判員 無罪 求刑懲役30年 0 強盗殺人未遂などの罪　（検察立証不十分） 大阪地裁 2015/5/29

3027 裁判員 無罪 求刑無期 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

2被告 2被告
罰金20万円 一審懲役8年

3000 裁判員 無罪 求刑無期 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

2990 裁判員 無罪 求刑懲役7年 1 殺人罪　（自殺の可能性） 京都地裁 2015/2/20

2954 裁判員 無罪 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 （正当防衛） 札幌地裁 2015/1/16

2被告
無罪

2899 裁判員 無罪 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 （心神喪失状態） 福岡地裁 2014/10/20

2865 裁判員 無罪 求刑懲役4年 1 殺人罪 （心神喪失状態） 大阪地裁 2014/9/3

2841 裁判員 懲役１年6月（３） 求刑懲役20年 1 窃盗罪　（殺人、建造物等以外放火罪不成立） 広島地裁 2014/7/16

2835 上告棄却 無罪  （求刑死刑） 1 殺人、強制わいせつ致死罪 最高裁第1小法廷 2014/7/8

2796 一審破棄 無罪 一審懲役15年 1 殺人罪 大阪高裁 2014/4/30

2772 公訴棄却 （公判停止約17年） 2 殺人などの罪　（精神病の回復見込みなし） 名古屋地裁岡崎支部 2014/3/20

一審無罪
（求刑懲役8年）

2686 裁判員 罰金20万円 求刑懲役3年 1 暴行罪　（傷害致死罪不成立） 大阪地裁堺支部 2013/12/9

2669 無罪 求刑懲役20年 0 殺人未遂などの罪　（検察官主張に合理的な疑い） 福岡地裁小倉支部 2013/11/15

2669 無罪 求刑無期 0 殺人未遂などの罪　（検察官主張に合理的な疑い） 福岡地裁小倉支部 2013/11/15

2636 裁判員 無罪 求刑懲役10年 1 傷害致死罪　（犯罪事実の証明なし） 大阪地裁 2013/10/8

2632 裁判員 無罪 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 （正当防衛） 札幌地裁 2013/10/7

2476 裁判員 無罪 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 （心神喪失状態） 東京地裁 2013/7/2

無期懲役 求刑無期 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

2015/6/29

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

3086 控訴棄却 0 殺人未遂などの罪 福岡高裁

2429 裁判員 岐阜地裁 2013/3/6
求刑懲役15年 1

最高裁第3小法廷 2014/12/2

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

2928 上告棄却 1 殺人、特別公務員暴行陵虐致死罪



2418 裁判員 無罪 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 （心神喪失状態） 京都地裁 2013/2/26

2415 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 福岡地裁小倉支部 2013/2/22

2389 裁判員 無罪 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 （正当防衛） 福岡地裁 2013/2/1

2388 裁判員 懲役１年6月（４） 求刑懲役7年 1 死体遺棄罪　（傷害致死罪不成立） 京都地裁 2013/2/1

2被告
無罪

一審無期懲役
求刑死刑

2297 控訴棄却 無罪 再審 1 強盗殺人罪 東京高裁 2012/11/7

2250 控訴棄却 無罪 1 殺人罪 仙台高裁 2012/9/27

2245 控訴棄却 無罪 1 殺人などの罪 福岡高裁 2012/9/21

2245 一審破棄 無期懲役 一審無罪 1 殺人などの罪 福岡高裁 2012/9/21

2204 一審破棄 審理差戻し 一審懲役4年 1 殺人、監禁罪　（一審殺人罪無罪） 福岡高裁 2012/7/25

2204 一審破棄 審理差戻し 一審懲役5年6月 1 殺人、暴力法違反、監禁罪　（一審殺人罪無罪） 福岡高裁 2012/7/25

2108 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪　（一部正当防衛認定） 横浜地裁 2012/5/15

傷害致死罪　（正当防衛）
道路交通法違反（ひき逃げ）罪

2049 裁判員 無罪 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死罪 新潟地裁 2012/3/16

2046 差戻審 無罪 求刑死刑 2 殺人、現住建造物等放火罪 大阪地裁 2012/3/15

2被告 2被告
無罪 求刑懲役6年

2011 上告棄却 無罪 求刑死刑 3 殺人、現住建造物等放火、詐欺などの罪 最高裁第1小法廷 2012/2/22

1993 裁判員 無罪 求刑懲役25年 1 組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）などの罪 神戸地裁 2012/2/10

1952 控訴棄却 無罪 1 特別公務員暴行陵虐致死罪 （正当防衛） 東京高裁 2011/12/27

1856 裁判員 無罪 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 （正当防衛） 東京地裁 2011/10/24

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

1837 裁判員 無罪 区分審理 1 殺人罪 仙台地裁 2011/10/6

1791 裁判員 無罪 求刑懲役13年 1 殺人罪　（客観的証拠なし） 仙台地裁 2011/9/1

1773 裁判員 無罪 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 （誤想防衛） 大阪地裁 2011/7/22

1740 懲役４年 求刑懲役30年 1 監禁罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2011/6/29

1740 懲役５年6月 求刑懲役30年 1 監禁、暴力行為等処罰法違反罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2011/6/29

大阪高裁 2013/2/1

2335 一審破棄 無罪 1 殺人、強制わいせつ致死罪 大阪高裁 2012/12/12

2387 控訴棄却 1 殺人、特別公務員暴行陵虐致死罪

大阪地裁 2012/3/16

2018 裁判員 1 殺人、特別公務員暴行陵虐致死罪 奈良地裁 2012/2/28

2054 裁判員 罰金5万円 求刑懲役5年 1



1676 再審 懲役２年（３） 求刑無期 1 窃盗罪　（強盗殺人罪不成立） 水戸地裁土浦支部 2011/5/24

1676 再審 懲役２年（３） 求刑無期 1 暴行、傷害、恐喝などの罪　（強盗殺人罪不成立） 水戸地裁土浦支部 2011/5/24

1559 無罪 求刑懲役4年 1 特別公務員暴行陵虐致死罪　（付審判） （正当防衛） 宇都宮地裁 2011/2/10

殺人、銃刀法違反（加重所持）罪
（犯罪証明なし、裁判員裁判対象から除外）
殺人、銃刀法違反（加重所持）罪
（犯罪証明なし、裁判員裁判対象から除外）

1547 裁判員 無罪 求刑懲役13年 1 殺人罪 （正当防衛） 静岡地裁浜松支部 2011/2/2

1509 裁判員 罰金15万円 求刑懲役5年 1 暴行罪　（傷害致死罪不成立） 東京地裁 2010/12/20

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

銃刀法違反（加重所持）罪
組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）などの罪は無罪

福岡高裁
（差戻し控訴審）

一審無罪
（求刑懲役5年）

1109 再審 無罪 求刑無罪 1 殺人などの罪 宇都宮地裁 2010/3/26

1097 一審破棄 無罪 一審懲役3年（５） 0 殺人未遂罪 大阪高裁 2010/3/19

組織犯罪処罰法違反（組織的殺人）罪
銃刀法違反（拳銃加重所持）の罪

1043 無罪 求刑無期 1 強盗殺人などの罪　（自白の信用性に疑問） 大分地裁 2010/2/23

一審無罪
（求刑死刑）
一審無罪
（求刑無期）
一審無罪 （心神耗弱状態）
（求刑死刑） （一審　心神喪失状態）

841 一審破棄 懲役５年 一審無罪 1 危険運転致死罪 名古屋高裁 2009/7/27

812 一審破棄 懲8月（３） 一審懲役7年 1 傷害致死罪は無罪　別の傷害罪 （正当防衛） 広島高裁 2009/6/25

一審無罪
求刑懲役5年

761 無罪 求刑懲役7年 1 殺人罪 （心神喪失状態） 仙台地裁 2009/5/7

758 無罪 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 （正当防衛） 岐阜地裁 2009/4/23

756 懲役10月 求刑懲役20年 1 殺人罪　（共謀の証拠なし）　脅迫罪 岡山地裁 2009/4/22

福岡地裁小倉支部 2011/2/7

1554 無罪 求刑無期 1 福岡地裁小倉支部 2011/2/7

1554 無罪 求刑懲役20年 1

東京高裁 2010/11/9

1304 一審破棄 懲役４年 一審懲役15年 0 傷害罪　（殺人未遂などの罪　無罪） 2010/9/3

1427 控訴棄却 懲役４年 1

名古屋高裁 2010/7/21

1089 懲役４年 求刑懲役18年 1 東京地裁 2010/3/18

1260 一審破棄 懲役４年 1 傷害致死罪 （過剰防衛）

東京高裁

広島高裁 2009/12/14

877 一審破棄 無期懲役 1 強盗殺人罪 大阪高裁 2009/9/24

959 控訴棄却 無罪 3 殺人、現住建造物等放火、詐欺などの罪

2009/9/16

772 一審破棄 懲役２年6月 1 傷害致死罪 （心神耗弱状態） 東京高裁 2009/5/25

870 一審破棄 無期懲役 3 殺人罪



749 無罪 求刑懲役10年 1 殺人罪 （心神喪失状態） 鹿児島地裁 2009/4/16

573 無罪 求刑無期 1 強盗殺人罪 神戸地裁 2008/6/30

569 無罪 求刑死刑 3 殺人罪 （心神喪失状態） 水戸地裁土浦支部 2008/6/27

567 無罪 求刑懲役7年 1 殺人罪 （心神喪失状態） 大阪地裁 2008/6/26

565 控訴棄却 無罪 2 殺人、殺人未遂罪 （心神喪失状態） 大阪高裁 2008/6/24

554 懲役７年 求刑懲役17年 1 殺人罪　死体損壊罪（心神喪失状態） 東京地裁 2008/5/27

540 一審破棄 無罪 一審懲役3年6月 1 殺人ほう助罪 福岡高裁 2008/4/22

533 控訴棄却 無罪 2 殺人などの罪 名古屋高裁金沢支部 2008/4/17

523 無罪 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 東京地裁 2008/4/3

523 無罪 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 東京地裁 2008/4/3

496 控訴棄却 無罪 1 殺人などの罪 （心神喪失状態） 東京高裁 2008/3/10

492 無罪 求刑懲役18年 1 殺人、非現住建造物等放火罪などの罪 福岡地裁小倉支部 2008/3/5

一審無罪
（殺人に関して）

421 無罪 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 （心神喪失状態） 神戸地裁尼崎支部 2007/11/28

420 無罪 求刑死刑 3 殺人、詐欺などの罪 広島地裁 2007/11/28

389 無罪 求刑懲役5年 1 殺人罪 （心神喪失状態） 大津地裁 2007/10/26

363 控訴棄却 無罪 1 殺人罪 福岡高裁 2007/3/19

347 無罪 求刑無期 2 殺人、殺人未遂罪 大阪地裁 2007/2/28

286 無罪 求刑死刑 2 殺人などの罪 富山地裁 2006/11/21

284 無罪 求刑懲役10年 1 殺人などの罪 静岡地裁 2006/11/17

70 無罪 求刑懲役18年 1 殺人、未成年者略取の罪 名古屋地裁 2006/1/24

名古屋高裁 2008/2/15472 一審破棄 審理差し戻し 1 殺人、傷害罪


