
No. 判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

3693 裁判員 懲役１０年 求刑無期 1 傷害致死、死体遺棄罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2017/11/22

3671 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/10/30

3659 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 東京地裁 2017/10/17

3657 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 逮捕監禁致死などの罪 横浜地裁 2017/10/13

3646 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 神戸地裁 2017/10/3

3624 裁判員 懲役１０年 求刑懲役18年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2017/9/11

3613 裁判員 懲役１１年 求刑無期 1 傷害致死、死体遺棄などの罪　（強盗致死罪不成立） 福島地裁郡山支部 2017/7/27

3607 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 傷害致死などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2017/7/19

3595 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 旭川地裁 2017/7/6

3582 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 さいたま地裁 2017/6/15

3564 裁判員 懲役１２年6月 求刑懲役13年 1 保護責任者遺棄致死などの罪　 （傷害罪不成立） さいたま地裁 2017/5/25

3549 裁判員 懲役１０年 求刑懲役11年 1 傷害致死などの罪 札幌地裁 2017/3/27

3549 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 傷害致死などの罪 札幌地裁 2017/3/27

3537 裁判員 懲役１６年 求刑懲役18年 1 傷害致死などの罪 松山地裁 2017/3/17

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

3503 懲役１０年 求刑懲役12年 2 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪 大阪地裁 2017/2/17

3481 上告棄却 懲役６年－１０年 1 傷害致死罪 最高裁第2小法廷 2017/1/25

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

裁判員
差戻し審

3440 控訴棄却 懲役１０年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 東京高裁 2016/11/24

3427 控訴棄却 懲役６年－１０年 1 傷害致死罪 大阪高裁 2016/11/8

3424 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 宇都宮地裁 2016/11/2

3365 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 1 傷害致死などの罪 横浜地裁 2016/7/11

3361 控訴棄却 懲役１５年 2 傷害致死罪 名古屋高裁 2016/7/5

3344 上告棄却 懲役１５年 1 傷害致死などの罪 最高裁第1小法廷 2016/6/15

3343 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 宇都宮地裁 2016/6/15

まさかりの部屋　殺人事件・判例　傷害致死などの致死罪　懲役10年以上20年未満の場合　（2006/7/4～2017/11/22）

3443 懲役１０年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2016/11/25



3328 裁判員 懲役６年－１０年 求刑懲役6－10年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2016/6/3

3317 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 横浜地裁 2016/5/24

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

3180 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 危険運転致死傷などの罪 長野地裁 2015/11/20

3158 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 長野地裁 2015/10/26

3141 控訴棄却 懲役１２年 2 危険運転致死などの罪 名古屋高裁 2015/9/30

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

3121 一審破棄 審理差戻し 一審懲役14年6月 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 福岡高裁 2015/8/28

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

3116 裁判員 懲役１４年 1 傷害致死、死体損壊などの罪 大阪地裁 2015/8/6

3112 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 傷害致死、覚せい剤取締法違反罪 横浜地裁 2015/7/30

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

3095 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 1 傷害致死などの罪 奈良地裁 2015/7/10

3053 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 松山地裁 2015/5/18

3012 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2015/3/16

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

2986 裁判員 懲役１０年 求刑懲役11年 1 危険運転致死傷などの罪 横浜地裁 2015/2/17

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

2963 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 危険運転致死などの罪 さいたま地裁 2015/1/29

2960 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 危険運転致死罪 高松地裁 2015/1/26

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

2925 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 東京地裁 2014/11/28

2883 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 危険運転致死傷、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 京都地裁 2014/9/19

一審二審 一審二審
破棄 懲役15年

2792 一審破棄 懲役１０年 一審懲役12年 1 傷害致死などの罪 東京高裁 2014/4/22

2792 一審破棄 懲役１１年 一審懲役13年 1 傷害致死などの罪 東京高裁 2014/4/22

2792 一審破棄 懲役１３年 一審懲役15年 1 傷害致死などの罪 東京高裁 2014/4/22

2787 控訴棄却 懲役１６年 1 傷害致死、加害目的略取などの罪 名古屋高裁 2014/4/7

2779 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2014/3/24

2014/7/242846 懲役１０年 1 傷害致死罪 最高裁第1小法廷



2706 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 1 傷害致死、銃刀法違反罪 奈良地裁 2014/1/17

2695 裁判員 懲役１１年 求刑懲役22年 1 傷害致死などの罪 東京地裁 2013/12/19

2685 裁判員 懲役１５年 求刑懲役20年 1 傷害致死罪 青森地裁 2013/12/9

2675 裁判員 懲役１６年 求刑懲役16年 1 傷害致死、加害目的略取、逮捕監禁罪 名古屋地裁 2013/11/22

2被告 2被告
懲役１２年 求刑懲役15年

2661 裁判員 懲役１５年 求刑懲役17年 1 傷害致死などの罪 東京地裁 2013/11/1

2被告 2被告
懲役１３年 求刑懲役15年

2630 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死罪 山形地裁 2013/10/3

2626 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）罪 東京地裁 2013/10/2

2608 裁判員 懲役１１年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2013/8/29

2573 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 傷害致死、逮捕監禁致傷などの罪 福岡地裁小倉支部 2013/6/27

2567 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2013/6/21

2555 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 危険運転致死、道路交通法違反（ひき逃げ）罪 名古屋地裁 2013/6/10

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

2535 上告棄却 懲役１２年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 最高裁第1小法廷 2013/5/27

2被告
懲役１５年

2456 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 傷害致死などの罪 青森地裁 2013/3/15

2406 裁判員 懲役１４年 求刑懲役14年 1 傷害致死などの罪 神戸地裁 2013/2/15

2377 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 傷害致死、覚せい剤取締法違反の罪 岐阜地裁 2013/1/25

2372 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 危険運転致死罪 和歌山地裁 2013/1/24

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

2299 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 1 危険運転致死傷、道交法違反（ひき逃げなど）の罪 神戸地裁 2012/11/8

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

2265 控訴棄却 懲役１４年 1 傷害致死などの罪 大阪高裁 2012/10/11

2261 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 福井地裁 2012/10/9

2248 控訴棄却 懲役１１年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 名古屋高裁金沢支部 2012/9/25

2222 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁堺支部 2012/8/27

2220 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 1 危険運転致死などの罪 横浜地裁 2012/8/9

2013/4/112387 控訴棄却 1 傷害致死罪 大阪高裁

2013/10/17

2662 裁判員 1 傷害致死罪 青森地裁 2013/11/5

2645 裁判員 1 傷害致死などの罪 東京地裁



2157 裁判員 懲役１３年 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 横浜地裁 2012/6/29

T46 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 危険運転致死などの罪 千葉地裁 2012/6/7

2129 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 傷害致死、覚せい剤取締法違反（使用）などの罪 福岡地裁 2012/6/1

2125 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2012/5/29

2109 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 福井地裁 2012/5/17

2081 控訴棄却 懲役１２年 1 危険運転致死傷などの罪 東京高裁 2012/4/4

2078 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁 2012/3/29

2078 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁 2012/3/29

2被告 2被告
懲役１５年 求刑懲役10年

2003 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 静岡地裁浜松支部 2012/2/17

2被告 2被告
懲役１１年 求刑懲役13年

1999 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 横浜地裁小田原支部 2012/2/15

1987 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 横浜地裁 2012/2/6

1966 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 危険運転致死などの罪 広島地裁 2012/1/24

T33 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死、窃盗、詐欺などの罪 千葉地裁 2012/1/12

1935 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 傷害致死などの罪 さいたま地裁 2011/12/16

1934 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 福島地裁郡山支部 2011/12/16

1866 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 静岡地裁 2011/10/31

1863 裁判員 懲役１２年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷などの罪 静岡地裁沼津支部 2011/10/28

1848 裁判員 懲役１０年 求刑懲役17年 1 逮捕監禁致死などの罪 鹿児島地裁 2011/10/14

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

1806 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 傷害致死罪 長野地裁松本支部 2011/9/9

1758 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 傷害致死罪 広島地裁 2011/7/14

1757 裁判員 懲役１８年 求刑懲役18年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 千葉地裁 2011/7/13

1756 上告棄却 懲役１７年 2 傷害致死などの罪 最高裁第1小法廷 2011/7/12

1738 控訴棄却 懲役１２年 1 保護責任者遺棄致死、死体遺棄罪 大阪高裁 2011/6/28

1708 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死、傷害、恐喝罪 宇都宮地裁 2011/6/10

1698 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 千葉地裁 2011/6/6

1 傷害致死罪 広島地裁 2012/2/16

2059 裁判員 1 傷害致死罪 大阪地裁 2012/3/21

2002 裁判員



1690 懲役１２年 求刑無期 1 傷害致死、傷害罪　（殺人、殺人未遂罪不成立） 東京地裁立川支部 2011/5/30

1673 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 傷害致死などの罪 宇都宮地裁 2011/5/20

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

1622 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 傷害致死罪 静岡地裁 2011/3/18

1603 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 津地裁 2011/3/4

1600 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 さいたま地裁 2011/3/4

1555 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2011/2/7

1543 裁判員 懲役１１年 求刑懲役14年 1 傷害致死傷罪 津地裁 2011/1/28

1535 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 新潟地裁 2011/1/24

1525 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 神戸地裁姫路支部 2011/1/14

1486 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 千葉地裁 2010/12/9

1442 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 静岡地裁沼津支部 2010/11/17

1425 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 傷害致死、死体損壊罪などの罪 福岡地裁 2010/11/8

1419 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 1 傷害致死、監禁罪 水戸地裁 2010/11/1

1413 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 逮捕監禁致死、死体遺棄罪 鹿児島地裁 2010/10/29

1409 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 危険運転致死などの罪 岐阜地裁 2010/10/28

1322 裁判員 懲役１０年 求刑懲役18年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2010/9/10

1302 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2010/9/2

1296 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2010/9/1

1296 裁判員 懲役１３年 求刑懲役14年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2010/9/1

1296 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2010/9/1

1294 控訴棄却 懲役１７年 2 傷害致死などの罪 札幌高裁 2010/8/31

2被告 2被告
懲役１０年 求刑懲役17年

1277 裁判員 懲役１２年 求刑懲役17年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 大阪地裁 2010/8/2

1270 一審破棄 懲役１０年 一審懲役20年 1 傷害致死、窃盗罪　（殺人罪不成立） 広島高裁 2010/7/29

1184 裁判員 懲役１２年 求刑懲役14年 1 傷害致死などの罪 さいたま地裁 2010/6/10

1170 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 傷害致死、死体遺棄罪 前橋地裁 2010/5/28

1152 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 傷害致死、傷害罪 京都地裁 2010/5/20

1142 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 危険運転致死傷などの罪 さいたま地裁 2010/4/28

1284 裁判員 1 傷害致死罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2010/8/10



T10 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死などの罪 福岡地裁 2010/3/29

1092 裁判員 懲役１１年 求刑懲役11年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2010/3/18

1038 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 監禁致死などの罪 東京地裁 2010/2/18

1008 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 2 危険運転致死罪 千葉地裁 2010/1/28

937 懲役１７年 求刑懲役25年 2 傷害致死などの罪 札幌地裁 2009/11/30

935 控訴棄却 懲役１６年 2 危険運転致死傷罪 東京高裁 2009/11/27

886 上告棄却 懲役１２年 1 傷害致死などの罪 最高裁第1小法廷 2009/9/30

822 控訴棄却 懲役１０年 1 傷害致死などの罪 広島高裁岡山支部 2009/7/8

785 控訴棄却 懲役１２年 1 傷害致死、犯人隠避教唆などの罪 東京高裁 2009/6/8

764 懲役１２年 求刑懲役20年 1 傷害致死などの罪 奈良地裁 2009/5/12

645 懲役１２年 求刑懲役15年 1 傷害致死などの罪 千葉地裁 2008/11/17

527 懲役１０年 求刑懲役13年 1 傷害致死、死体損壊などの罪 東京地裁 2008/4/10

460 懲役１０年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 神戸地裁尼崎支部 2008/1/23

444 懲役１０年 求刑懲役14年 1 傷害致死、窃盗罪 横浜地裁川崎支部 2007/12/26

280 懲役１３年 求刑懲役25年 2 傷害致死などの罪 那覇地裁 2006/11/16

276 懲役１５年 求刑懲役17年 4 傷害致死、逮捕監禁致傷などの罪（従犯） 千葉地裁 2006/11/7

276 懲役１７年 求刑懲役20年 4 傷害致死、逮捕監禁致傷などの罪（従犯） 千葉地裁 2006/11/7

203 懲役１６年 求刑懲役20年 2 危険運転致死傷罪 横浜地裁 2006/7/13

197 懲役１２年 求刑懲役14年 4 傷害致死、監禁などの罪 千葉地裁 2006/7/4

2被告 2被告
懲役１４年 求刑懲役16年

2006/7/4197 4 傷害致死、監禁などの罪 千葉地裁


