
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

583 略式命令 罰金20万円 神奈川県迷惑防止条例違反などの罪（盗撮） 横浜簡裁 2009/12/24

582 懲役１７年 求刑懲役20年 強姦致傷、逮捕監禁などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2009/12/18

581 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役7年 強姦致傷罪 神戸地裁 2009/12/18

580 懲役８年 求刑懲役10年 児童福祉法違反罪 神戸地裁 2009/12/18

579 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 強姦致傷罪 鹿児島地裁 2009/12/17

578 略式命令 罰金100万円 神奈川県迷惑防止条例違反などの罪（盗撮） 相模原簡裁 2009/12/16

577 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 集団強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2009/12/11

576 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2009/12/10

575 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2009/12/9

574 上告棄却 懲役２年（３） 準強制わいせつ罪 最高裁第2小法廷 2009/12/8

573 懲役１６年 求刑懲役20年 強姦致傷、強姦などの罪 松山地裁 2009/12/8

572 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 強姦致傷などの罪 熊本地裁 2009/12/4

571 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 広島地裁 2009/12/4

570 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 強姦致傷などの罪 名古屋地裁 2009/12/4

3被告 3被告

懲役３年（５） 求刑懲役6年

569 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 集団強姦致傷などの罪 奈良地裁 2009/11/30

568 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 札幌地裁 2009/11/27

567 懲役２年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 横浜地裁 2009/11/27

566 懲役１６年 求刑懲役18年 強姦致傷などの罪 高知地裁 2009/11/26

565 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦、傷害罪 青森地裁弘前支部 2009/11/26

564 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 水戸地裁 2009/11/26

563 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 準強姦致傷罪 東京地裁 2009/11/20

562 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2009/11/20

561 裁判員 懲役９年10月 求刑懲役10年 強姦致傷罪 仙台地裁 2009/11/20

560 懲役４年 求刑懲役4年 集団強姦罪 福岡地裁 2009/11/19

560 懲役４年6月 求刑懲役5年 集団強姦罪 福岡地裁 2009/11/19

まさかりの部屋　性犯罪・判例　（2007/6/28～2009/12/24）

判決

569 裁判員 集団強姦致傷などの罪 奈良地裁 2009/11/30



560 懲役５年 求刑懲役4年 集団強姦罪 福岡地裁 2009/11/19

559 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2009/11/17

558 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 強姦致傷などの罪 大津地裁 2009/11/13

557 懲役２８年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗などの罪 大阪地裁 2009/11/5

556 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁立川支部 2009/10/29

555 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 水戸地裁 2009/10/27

554 懲役５年 求刑懲役6年 強姦致傷、住居侵入罪 広島地裁 2009/10/26

553 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 福岡地裁 2009/10/23

552 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 東京地裁 2009/10/22

551 一審破棄 無罪 一審懲役1年6月（３） 強制わいせつ未遂罪不成立 札幌高裁 2009/10/22

550 懲役１５年 求刑懲役18年 強制わいせつなどの罪 名古屋地裁 2009/10/19

二審一審破棄
一審無期懲役

548 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反の罪 静岡地裁 2009/10/15

547 懲役２３年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 岡山地裁 2009/10/14

546 無罪 求刑懲役6年 準強姦致傷罪不成立 大阪地裁 2009/10/14

545 懲役１年4月 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 水戸地裁 2009/10/6

544 懲役３年（３） 求刑懲役4年 強制わいせつ、わいせつ目的誘拐罪 大津地裁 2009/9/28

543 懲役２年（３） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 福岡地裁 2009/9/28

542 懲役6月（３） 求刑懲役6月 宮崎県迷惑防止条例違反の罪（わいせつ行為） 宮崎地裁 2009/9/25

541 懲役１年4月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 宮崎地裁 2009/9/16

540 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 盛岡簡裁 2009/9/16

539 無罪 求刑懲役5年 強姦罪不成立 静岡地裁 2009/9/14

538 懲役３０年 求刑懲役30年 強姦、強姦未遂などの罪 広島地裁 2009/9/14

537 懲役１１年 求刑懲役14年 強盗強姦などの罪 佐賀地裁 2009/9/10

536 控訴棄却 無期懲役 わいせつ目的略取、殺人などの罪　【死者1人】 東京高裁 2009/9/10

535 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 売春防止法違反、児童福祉法違反などの罪 佐賀地裁 2009/9/9

534 控訴棄却 懲役１年6月 強制わいせつ罪 高松高裁 2009/9/8

533 懲役１２年 求刑懲役15年 強姦致傷などの罪 京都地裁舞鶴支部 2009/9/8

532 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪 青森地裁 2009/9/4

549 二審破棄 審理差戻し 強制わいせつ致死、殺人などの罪　【死者1人】 最高裁第2小法廷 2009/10/16



531 懲役２２年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 横浜地裁小田原支部 2009/8/24

530 懲役７年 求刑懲役7年 準強姦罪 横浜地裁小田原支部 2009/8/24

529 懲役５年 求刑懲役7年 強姦、偽造有印公文書行使などの罪 大津地裁 2009/8/7

528 略式命令 罰金30万円 東京都迷惑防止条例違反などの罪（痴漢） 東京簡裁 2009/7/24

527 略式命令 罰金30万円 宮城県迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 仙台簡裁 2009/7/21

2被告 2被告

懲役６年6月 求刑懲役7年

525 懲役６年 求刑懲役8年 強制わいせつ致傷、強要未遂などの罪 高松地裁 2009/7/10

524 懲役２０年 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 東京地裁 2009/7/7

523 懲役２年（５） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 宮崎地裁 2009/7/7

522 上告棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 最高裁第3小法廷 2009/7/3

521 懲役２年（３） 求刑懲役2年 児童買春禁止法違反の罪 佐賀地裁 2009/7/1

520 上告棄却 懲役4月 東京都迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 最高裁第3小法廷 2009/6/25

519 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦未遂、監禁などの罪 松江地裁 2009/6/25

518 略式命令 罰金20万円 静岡県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 静岡簡裁 2009/6/15

517 一審破棄 無罪 一審懲役1年4月 強制わいせつ罪（痴漢行為）不成立 東京高裁 2009/6/11

516 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 さいたま地裁 2009/6/8

515 懲役６年 求刑懲役8年 強盗致傷、窃盗罪　（下着盗） 大津地裁 2009/6/5

514 懲役２７年 求刑懲役28年 強盗強姦などの罪 宇都宮地裁 2009/6/4

514 懲役２８年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 宇都宮地裁 2009/6/4

513 上告棄却 懲役１８年 強姦致傷、強姦罪 最高裁第1小法廷 2009/6/2

512 懲役４年 求刑懲役6年 強姦、住居侵入罪 東京地裁 2009/5/29

懲役２年4月 求刑懲役3年6月
罰金30万円 罰金30万円

510 略式命令 罰金30万円 東京都迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 東京簡裁 2009/5/28

一審懲役2年（４）
（求刑懲役5年）

508 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強姦未遂罪 東京地裁 2009/5/26

507 略式命令 罰金30万円 児童買春禁止法違反の罪 広島簡裁 2009/5/22

506 懲役７年 求刑懲役9年 強盗強姦などの罪 鳥取地裁 2009/5/21

505 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2009/5/20

509 一審破棄 無罪 準強制わいせつ罪不成立 福岡高裁 2009/5/28

526 集団強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁罪 福井地裁 2009/7/16

511 売春防止法違反、職業安定法違反などの罪 さいたま地裁 2009/5/29



504 無罪 求刑懲役2年 強制わいせつ罪（痴漢行為）不成立 福岡地裁 2009/5/19

503 懲役6月（３） 求刑懲役6月 岡山県迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 岡山地裁 2009/5/13

502 無罪 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪不成立 奈良地裁 2009/4/30

501 懲役２年6月 求刑懲役4年6月 強姦未遂などの罪 さいたま地裁 2009/4/30

500 懲役６年 求刑懲役7年 児童福祉法違反罪 宇都宮地裁 2009/4/22

499 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 東京地裁立川支部 2009/4/21

懲役９年 求刑懲役12年
罰金40万円 罰金40万円
追徴金12,000円 追徴金12,000円

一審、二審
懲役1年10月

496 上告棄却 懲役２年6月（４） 強姦未遂罪　（集団強姦行為） 最高裁第1小法廷 2009/4/13

4被告

懲役１年6月

495 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 高知地裁 2009/4/6

494 一審破棄 懲役１年8月 一審懲役3年（５） 強制わいせつ、わいせつ誘拐罪 福岡高裁宮崎支部 2009/3/31

493 懲役２年4月 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 広島地裁 2009/3/30

492 控訴棄却 無罪 大阪府迷惑防止条例違反の罪不成立 大阪高裁 2009/3/26

491 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、強姦致傷、強姦未遂などの罪 高知地裁 2009/3/25

490 懲役6月（３） 求刑懲役6月 児童買春禁止法違反の罪 水戸地裁土浦支部 2009/3/25

489 懲役１年（３） 求刑懲役5年 特別公務員暴行陵虐罪 宇都宮地裁 2009/3/19

488 無期懲役 求刑死刑 強盗強姦未遂、強盗殺人などの罪　【死者1人】 名古屋地裁 2009/3/18

487 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦、住居侵入などの罪 水戸地裁土浦支部 2009/3/13

486 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 高松高裁 2009/3/9

懲役6月（３） 福島県青少年健全育成条例違反罪
罰金10万円 （図書の収納制限など）

484 懲役３年4月 求刑懲役6年 児童福祉法違反の罪 東京家裁 2009/3/9

483 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2009/3/5

482 懲役4月（３） 求刑懲役4月 公然わいせつ罪 京都地裁 2009/3/5

481 控訴棄却 懲役９年 強姦、児童福祉法違反の罪 東京高裁 2009/2/24

480 懲役２年8月 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 東京地裁 2009/2/24

496 上告棄却 強姦未遂罪　（集団強姦行為） 最高裁第1小法廷 2009/4/13

498 宮崎地裁 2009/4/16

497 二審破棄 無罪 強制わいせつ罪（痴漢行為）不成立 最高裁第3小法廷 2009/4/14

集団強姦致傷、わいせつ目的略取、監禁などの罪

485 上告棄却 最高裁第2小法廷 2009/3/9



479 無期懲役 求刑死刑 わいせつ目的略取、殺人などの罪　【死者1人】 東京地裁 2009/2/18

478 控訴棄却 懲役１８年 強姦致傷などの罪 東京高裁 2009/2/18

477 略式命令 罰金80万円 青森県青少年健全育成条例違反（淫行）の罪 青森簡裁 2009/2/17

476 無罪 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪不成立 大阪地裁 2009/2/17

475 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2009/2/17

474 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつなどの罪 水戸地裁土浦支部 2009/2/6

懲役７年 求刑懲役8年
罰金10万円 罰金10万円

懲役１８年 求刑懲役20年

懲役１２年 求刑懲役15年

471 懲役２３年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 水戸地裁土浦支部 2009/1/30

470 控訴棄却 懲役３０年 強盗強姦などの罪 札幌高裁 2009/1/29

469 懲役１年8月 求刑懲役2年 児童買春・ポルノ処罰法違反の罪 東京地裁 2009/1/28

468 懲役９年 求刑懲役10年 わいせつ目的略取などの罪 盛岡地裁 2009/1/27

467 懲役１年 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反の罪 和歌山地裁 2009/1/23

466 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反の罪 金沢地裁 2009/1/20

466 懲役３年 求刑懲役4年 強姦未遂罪 東京地裁 2009/1/16

465 懲役３年 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、未成年者略取未遂などの罪 高松地裁 2009/1/9

464 懲役４年 求刑懲役6年 児童福祉法違反の罪 東京家裁 2009/1/8

懲役３年6月 求刑懲役5年
罰金10万円 罰金10万円

462 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強姦罪 水戸地裁土浦支部 2008/12/19

461 一審破棄 懲役１１年 一審懲役12年 集団強姦、わいせつ目的略取、監禁などの罪 福岡高裁宮崎支部 2008/12/18

460 懲役１年（３） 求刑懲役1年 高知県青少年保護育成条例違反の罪 高知地裁中村支部 2008/12/17

459 一審破棄 無期懲役 一審無期懲役 準強姦致死などの罪　【死者1人】 東京高裁 2008/12/16

458 懲役４年6月 求刑懲役7年 集団強姦などの罪 東京地裁八王子支部 2008/12/16

458 懲役５年6月 求刑懲役7年 集団強姦などの罪 東京地裁八王子支部 2008/12/16

457 懲役10月 求刑懲役1年6月 建造物侵入罪（盗撮目的） 東京地裁 2008/12/15

456 懲役４年6月 求刑懲役6年 集団強姦致傷罪 福井地裁 2008/12/12

456 懲役６年6月 求刑懲役8年 集団強姦致傷罪 福井地裁 2008/12/12

473 児童福祉法違反、売春防止法違反の罪 和歌山家裁 2009/2/5

472 合算 強姦致傷、窃盗などの罪 横浜地裁川崎支部 2009/2/4

463 児童福祉法違反、売春防止法違反の罪 和歌山家裁 2008/12/25



455 懲役２５年 求刑懲役27年 強盗強姦、強制わいせつなどの罪 大阪地裁 2008/12/12

一審無期懲役
求刑死刑

453 懲役５年 求刑懲役7年 強姦致傷、逮捕監禁罪 甲府地裁 2008/12/4

452 懲役９年 求刑懲役10年 強姦未遂、殺人未遂罪 水戸地裁 2008/11/27

451 略式命令 罰金10万円 公然わいせつ罪 横浜簡裁 2008/11/27

450 懲役３年（５） 求刑懲役3年 建造物侵入、児童ポルノ処罰法違反（製造）の罪 甲府地裁 2008/11/21

449 略式命令 罰金30万円 徳島県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 徳島簡裁 2008/11/18

448 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、強盗殺人などの罪　【死者1人】 さいたま地裁 2008/11/12

447 上告棄却 罰金30万円 北海道迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 最高裁第3小法廷 2008/11/10

446 懲役４年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 宮崎地裁 2008/11/10

445 懲役９年 求刑懲役15年 強姦、児童福祉法違反の罪 甲府地裁 2008/11/6

懲役３年6月 求刑懲役7年
拘留25日 拘留29日

443 懲役１９年 求刑懲役25年 強姦、窃盗などの罪 神戸地裁 2008/11/5

442 懲役８年 求刑懲役10年 強制わいせつ、強盗致傷、窃盗罪 東京地裁八王子支部 2008/10/31

441 控訴棄却 懲役２０年 準強姦などの罪 福岡高裁宮崎支部 2008/10/30

440 懲役１２年 求刑懲役15年 強制わいせつ致傷、強制わいせつなどの罪 京都地裁 2008/10/30

439 一審破棄 懲役２年 一審懲役2年10月 強制わいせつ罪 東京高裁 2008/10/30

438 一審破棄 懲役３年（４） 一審懲役2年 強制わいせつ、公務員職権乱用罪 東京高裁 2008/10/28

437 懲役５年6月 求刑懲役8年 虚偽告訴、強盗未遂などの罪（痴漢でっち上げ） 大阪地裁 2008/10/24

436 略式命令 罰金30万円 大阪府迷惑行為防止条例違反の罪（痴漢） 堺簡裁 2008/10/23

435 懲役4月（３） 求刑懲役4月 公然わいせつ罪 千葉地裁 2008/10/15

434 懲役３年 求刑懲役4年 準強姦罪 神戸地裁尼崎支部 2008/10/15

433 懲役１５年 求刑懲役15年 強姦致傷、わいせつ目的誘拐の罪 奈良地裁 2008/10/9

432 懲役１４年 求刑懲役18年 強姦致傷、わいせつ目的略取などの罪 宮崎地裁 2008/10/9

431 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷、強制わいせつの罪 千葉地裁 2008/10/9

430 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦などの罪 福岡地裁小倉支部 2008/10/9

429 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 熊本地裁 2008/10/8

428 懲役４年6月 求刑懲役5年 準強姦罪 千葉地裁 2008/10/8

2008/12/9454 一審破棄 審理差戻し 強制わいせつ致死、殺人などの罪　【死者1人】 広島高裁

444 準強制わいせつ、軽犯罪法違反の罪 千葉地裁 2008/11/6



427 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 津地裁 2008/10/3

426 一審破棄 懲役２年4月 一審無罪 強制わいせつ致傷罪 東京高裁 2008/9/30

425 懲役１３年 求刑懲役15年 強姦、住居侵入罪 東京地裁八王子支部 2008/9/29

424 懲役２年 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 高知地裁 2008/9/25

423 懲役１８年 求刑懲役23年 強姦致傷、強姦罪 横浜地裁 2008/9/22

422 懲役１２年 求刑懲役13年 強盗強姦などの罪 青森地裁 2008/9/19

421 懲役１５年 求刑懲役18年 準強姦などの罪 京都地裁 2008/9/18

420 懲役１年8月 求刑懲役3年 児童福祉法違反の罪 さいたま家裁川越支部 2008/9/18

419 懲役８年 求刑懲役10年 強制わいせつ、傷害などの罪 千葉地裁 2008/9/17

418 懲役１年（４） 求刑懲役1年 青森県青少年健全育成条例違反の罪 青森地裁 2008/9/11

417 中等少年院送致 強制わいせつの非行事実 前橋家裁太田支部 2008/9/11

懲役２年 求刑懲役2年6月
罰金30万円 罰金30万円

415 懲役３年（５） 求刑懲役5年 住居侵入、暴行などの罪　強姦致傷罪不成立 高松地裁 2008/9/5

414 懲役１１年 求刑懲役13年 強姦致傷などの罪 高松地裁 2008/9/4

413 控訴棄却 懲役２年6月（４） 強姦未遂罪 東京高裁 2008/9/4

412 無期懲役 求刑死刑 強姦致傷、殺人、殺人未遂などの罪　【死者1人】 さいたま地裁 2008/9/4

411 懲役４年 求刑懲役5年6月 強姦未遂、強制わいせつなどの罪 高松地裁 2008/9/2

410 無罪 求刑懲役6月 大阪府迷惑防止条例違反の罪（痴漢）不成立 大阪地裁 2008/9/1

409 略式命令 罰金20万円 埼玉県迷惑行為防止条例違反の罪（痴漢） さいたま簡裁 2008/8/29

懲役２年（５） 求刑懲役2年
罰金30万円 罰金30万円

407 懲役6月（３） 求刑懲役6月 滋賀県京都府迷惑行為防止条例違反罪（痴漢） 大津地裁 2008/8/21

406 略式命令 罰金60万円 公然わいせつ罪 徳島簡裁 2008/8/13

405 懲役５年 求刑懲役7年 準強姦罪 熊本地裁 2008/8/11

404 無期懲役 求刑無期懲役 強姦致死、殺人、死体遺棄などの罪　【死者1人】 熊本地裁 2008/8/11

403 懲役３年（５） 求刑懲役4年 虚偽告訴、強盗未遂などの罪（痴漢でっち上げ） 大阪地裁 2008/8/8

402 懲役１年（３） 求刑懲役1年 児童買春禁止法違反の罪 名古屋地裁 2008/8/5

401 控訴棄却 懲役２年6月 児童福祉法違反の罪（わいせつ行為） 東京高裁 2008/8/4

400 控訴棄却 懲役１８年 強制わいせつなどの罪 福岡高裁宮崎支部 2008/7/31

416 売春防止法違反などの罪 京都地裁 2008/9/10

408 児童福祉法、売春防止法違反の罪 福岡家裁小倉支部 2008/8/27



399 懲役４年8月 求刑懲役6年 強姦、強制わいせつなどの罪 静岡地裁 2008/7/24

398 懲役５年 求刑懲役7年 強姦などの罪 東京地裁 2008/7/24

397 懲役１０年 求刑懲役12年 強姦致傷などの罪 東京地裁八王子支部 2008/7/17

396 懲役２０年 求刑懲役22年 準強姦、準強制わいせつ罪 宮崎地裁 2008/7/17

395 懲役９年 求刑懲役12年 準強姦致傷などの罪 奈良地裁 2008/7/15

394 略式命令 罰金10万円 大分県迷惑防止条例違反の罪（覗き） 大分簡裁 2008/7/11

393 懲役３０年 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 札幌地裁 2008/7/11

392 控訴棄却 懲役１８年 強姦致傷などの罪 東京高裁 2008/7/10

391 懲役6月（３） 求刑懲役6月 滋賀県青少年健全育成条例違反の罪（淫行） 大津地裁 2008/7/10

390 懲役２年6月 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2008/7/1

389 懲役４年 求刑懲役6年 強姦、高知県青少年保護育成条例違反の罪 高知地裁 2008/6/27

388 無罪 求刑懲役5年 強姦罪不成立 大阪地裁 2008/5/27

387 懲役２年10月 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 東京地裁 2008/6/27

386 略式命令 罰金50万円 　 児童買春禁止法違反の罪 東京簡裁 2008/6/27

385 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦、わいせつ目的略取などの罪 名古屋地裁 2008/6/24

384 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 準強姦未遂罪 甲府地裁 2008/6/19

383 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反の罪 長崎地裁佐世保支部 2008/6/18

382 控訴棄却 懲役１年6月（４） わいせつ目的略取未遂罪 大阪高裁 2008/6/17

381 懲役１年8月 求刑懲役2年6月 児童福祉法違反,などの罪 千葉家裁 2008/6/12

380 懲役２年（４） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2008/6/9

379 略式命令 罰金100万円 　 児童買春禁止法違反の罪 いわき簡裁 2008/6/3

378 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 福岡地裁 2008/6/3

377 懲役１年（３） 求刑懲役1年 栃木県青少年健全育成条例違反の罪（淫行） 宇都宮地裁 2008/5/30

376 懲役１３年 求刑懲役15年 強姦致傷、強盗、強制わいせつなどの罪 高松地裁 2008/5/30

375 懲役１年10月（３） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 さいたま地裁川越支部 2008/5/29

374 控訴棄却 懲役１８年 強姦などの罪 大阪高裁 2008/5/29

373 懲役５年 求刑懲役8年 強盗強姦、住居侵入などの罪 鹿児島地裁 2008/5/28

372 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 青森地裁八戸支部 2008/5/28

371 懲役２年 求刑懲役3年 強制わいせつ、公務員職権乱用罪 東京地裁 2008/5/27



370 懲役２年 求刑懲役2年6月 人身売買罪 長野地裁 2008/5/27

369 無罪 求刑罰金50万円 奈良県迷惑防止条例違反の罪不成立 奈良地裁 2008/5/16

368 懲役９年 求刑懲役12年 強盗強姦、監禁罪 福岡地裁小倉支部 2008/5/14

367 懲役３年－５年 求刑懲役5-6年 強姦致傷罪 盛岡地裁 2008/4/30

366 懲役２年（４） 求刑懲役8年 傷害罪　（強姦、強盗罪は無罪） 青森地裁八戸支部 2008/4/23

365 懲役７年 求刑懲役7年 強姦罪 京都地裁 2008/4/22

364 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦致傷などの罪 静岡地裁浜松支部 2008/4/22

363 無期懲役 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 神戸地裁 2008/4/22

362 一審破棄 死刑 一審無期懲役 強姦致死、殺人などの罪　【死者2人】 広島高裁 2008/4/22

361 懲役１年10月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 千葉地裁 2008/4/18

360 無期懲役 求刑無期懲役 強姦致傷などの罪 大阪地裁 2008/4/16

359 控訴棄却 懲役4月 東京都迷惑防止条例違反の罪 東京高裁 2008/4/16

358 無罪 求刑懲役5年 準強姦罪不成立 大阪地裁 2008/4/11

357 懲役１４年 求刑懲役18年 強盗強姦、強制わいせつなどの罪 水戸地裁 2008/4/10

356 略式命令 罰金10万円 　 建造物侵入罪（盗撮目的） 郡山簡裁 2008/4/4

355 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 福島地裁郡山支部 2008/3/26

354 控訴棄却 無罪 強姦未遂罪不成立 東京高裁 2008/3/26

353 懲役４年 求刑懲役6年 人身売買などの罪 長野地裁 2008/3/26

352 懲役２年6月（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 前橋地裁 2008/3/26

351 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 山形地裁 2008/3/26

350 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、窃盗などの罪 東京地裁八王子支部 2008/3/26

349 懲役２年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 京都地裁 2008/3/25

348 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦致傷罪 東京地裁 2008/3/25

347 懲役６年 求刑懲役7年 わいせつ目的誘拐などの罪 長崎地裁 2008/3/21

346 懲役１年10月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 津地裁四日市支部 2008/3/21

345 無罪 求刑懲役10年 強姦致傷罪不成立 山口地裁 2008/3/19

344 無罪 求刑懲役2年 強制わいせつ、暴行罪不成立 横浜地裁横須賀支部 2008/3/18

343 懲役２２年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2008/3/13

342 懲役１０年 求刑懲役10年 強姦、強制わいせつなどの罪 富山地裁 2008/3/11



2被告 2被告

懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月

341 懲役３年6月 求刑懲役4年 職業安定法違反（有害業務紹介）などの罪 長崎地裁 2008/3/6

340 懲役１年10月 求刑懲役2年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反の罪 宇都宮地裁 2008/2/29

339 上告棄却 死刑 強姦、殺人などの罪　【死者1人】 最高裁第2小法廷 2008/2/29

338 控訴棄却 懲役１２年 強盗強姦、逮捕監禁罪 大阪高裁 2008/2/28

337 懲役１６年 求刑懲役18年 強盗強姦、強盗などの罪 長野地裁松本支部 2008/2/19

336 懲役２年 求刑懲役3年 特別公務員暴行陵虐罪 千葉地裁 2008/2/19

335 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦、強盗などの罪 宮崎地裁 2008/2/18

334 懲役２年6月 求刑懲役4年 児童福祉法違反の罪 和歌山家裁 2008/2/13

333 控訴棄却 死刑 強盗強姦、強盗殺人などの罪　【死者3人】 福岡高裁 2008/2/7

332 一審破棄 無罪 一審懲役6月（３） 強制わいせつ罪不成立 福岡高裁 2008/2/6

331 懲役２年（４） 求刑懲役5年 準強制わいせつ罪 福岡地裁 2008/2/4

330 懲役２８年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 鹿児島地裁 2008/2/1

329 懲役３年 求刑懲役5年 準強制わいせつ罪 秋田地裁 2008/1/30

328 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 長崎地裁 2008/1/24

327 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 わいせつ目的略取未遂罪 京都地裁 2008/1/24

326 懲役６年 求刑懲役7年 強姦未遂、強制わいせつなどの罪 福井地裁 2008/1/22

325 無罪 求刑懲役5年 強姦致傷罪不成立 名古屋地裁岡崎支部 2008/1/21

324 懲役７年 求刑懲役8年 わいせつ目的略取などの罪 千葉地裁松戸支部 2008/1/21

323 懲役１８年 求刑懲役25年 強姦などの罪 大津地裁 2008/1/17

322 懲役２年（３） 求刑懲役2年 わいせつ図画公然陳列などの罪 横浜地裁 2008/1/17

321 懲役２年8月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2008/1/15

320 懲役７年6月 求刑懲役10年 強姦致傷、銃刀法違反などの罪 徳島地裁 2008/1/10

319 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつなどの罪 長野地裁松本支部 2008/1/10

318 懲役３年 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、暴行罪 札幌地裁苫小牧支部 2008/1/8

317 無罪 求刑懲役6月 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の罪不成立 東京地裁 2008/1/8

316 懲役３年（５） 求刑懲役3年 児童買春・ポルノ処罰法違反の罪 札幌地裁 2007/12/28

315 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 児童福祉法違反の罪 甲府家裁 2007/12/27

341 職業安定法違反（有害業務紹介）などの罪 長崎地裁 2008/3/6



314 懲役２年 求刑懲役3年6月 児童福祉法違反の罪 富山家裁 2007/12/26

313 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 人身売買などの罪 長野地裁松本支部 2007/12/26

312 略式命令 罰金50万円 　 児童ポルノ処罰法違反（製造）の罪 さいたま簡裁 2007/12/20

311 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦致傷などの罪 東京地裁 2007/12/19

310 懲役２年 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 高松地裁 2007/12/17

309 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2007/12/17

308 懲役８年 求刑懲役10年 強姦、強盗などの罪 青森地裁八戸支部 2007/12/14

307 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 福岡地裁小倉支部 2007/12/10

306 懲役２０年 求刑懲役20年 準強姦などの罪 大阪地裁 2007/12/6

305 控訴棄却 無期懲役 わいせつ目的略取、殺人などの罪　【死者1人】 東京高裁 2007/11/29

304 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ、恐喝未遂罪 大阪地裁 2007/11/21

303 上告棄却 懲役３０年 強姦致傷、強姦などの罪 最高裁第3小法廷 2007/11/15

302 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 東京高裁 2007/11/15

301 上告棄却 懲役４年6月 集団準強姦などの罪 最高裁第3小法廷 2007/11/14

300 懲役２５年 求刑懲役30年 強姦致傷、強姦などの罪 富山地裁高岡支部 2007/11/14

299 一審破棄 罰金50万円 一審無罪 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 大阪高裁 2007/11/1

298 無罪 求刑罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪不成立 名古屋簡裁 2007/10/31

297 略式命令 罰金40万円 　 奈良県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 葛城簡裁 2007/10/29

296 懲役４年6月 求刑懲役8年 準強姦、強制わいせつなどの罪 大阪地裁 2007/10/29

295 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 さいたま地裁 2007/10/29

294 懲役４年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 徳島地裁 2007/10/18

293 懲役4月 求刑懲役6月 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 東京地裁 2007/10/16

292 略式命令 罰金50万円 　 児童買春禁止法違反の罪 奈良簡裁 2007/10/15

4被告 4被告

懲役１年（３） 求刑懲役1年

2被告 2被告

懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月

290 控訴棄却 懲役５年－１０年 強姦致傷などの罪 東京高裁 2007/10/11

289 懲役１４年 求刑懲役15年 強制わいせつなどの罪 神戸地裁姫路支部 2007/10/9

288 懲役１１年 求刑懲役13年 集団強姦致傷、わいせつ略取などの罪 京都地裁 2007/10/9

291 児童ポルノ処罰法違反（販売）の罪 山形地裁米沢支部 2007/10/11

291 児童ポルノ処罰法違反（販売）の罪 山形地裁米沢支部 2007/10/11



288 懲役１６年 求刑懲役18年 集団強姦致傷、わいせつ略取などの罪 京都地裁 2007/10/9

287 懲役１年6月（３） 求刑懲役1-2年 わいせつ目的略取未遂の罪 京都地裁 2007/10/4

287 懲役２年（４） 求刑懲役1-2年 わいせつ目的略取未遂の罪 京都地裁 2007/10/4

286 懲役２２年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 松山地裁 2007/9/27

285 懲役１０年 求刑懲役10年 強盗強姦、逮捕監禁罪 大阪地裁 2007/9/26

285 懲役１２年 求刑懲役10年 強盗強姦、逮捕監禁罪 大阪地裁 2007/9/26

284 一審破棄 無罪 一審懲役5年 強姦致傷、強姦罪不成立 高松高裁 2007/9/14

283 一審破棄 懲役４年6月 一審懲役5年6月 集団準強姦などの罪 大阪高裁 2007/7/18

282 無期懲役 求刑無期懲役 強姦致死、殺人罪　【死者1人】 東京地裁 2007/6/28


