
No. 判決 求刑 罪名 裁判所 日付

1683 無罪 求刑懲役7年 強姦罪 大阪地裁 2017/12/13

1678 無罪 求刑懲役4年6月 準強姦罪　（被告の犯行に合理的な疑い） さいたま地裁 2017/10/26

1677 無罪 求刑懲役7年 強姦などの罪　（証拠の管理が不十分） 宇都宮地裁 2017/10/20

1673 懲役８年 求刑懲役10年 強姦、強制わいせつなどの罪 京都地裁 2017/10/5

1668 懲役５年 求刑懲役8年 準強姦、準強姦未遂罪 さいたま地裁 2017/9/11

1659 懲役７年 求刑懲役10年 強姦、監禁などの罪 山形地裁 2017/7/14

1645 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦罪 鹿児島地裁 2017/4/11

1643 懲役３年（５） 求刑懲役4年 準強姦罪 千葉地裁 2017/3/30

1640 懲役４年6月 求刑懲役7年 強姦、監禁罪 東京地裁 2017/3/21

1600 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強姦、児童買春禁止法違反などの罪（11歳児童に対してを含む） 水戸地裁 2016/9/12

1599 懲役２３年 求刑懲役30年 準強姦などの罪 金沢地裁 2016/8/31

1589 懲役２年6月 求刑懲役4年 準強姦罪 那覇地裁 2016/7/15

1584 懲役４年 求刑懲役10年 強姦、わいせつ目的誘拐罪　（1件は無罪） 熊本地裁 2016/6/29

懲役３年

内6月（２）

1552 懲役５年 求刑懲役7年 強姦未遂などの罪 名古屋地裁 2016/3/3

1549 懲役３年 求刑懲役4年 強姦未遂、強制わいせつ罪 福島地裁郡山支部 2016/2/23

1547 懲役１０年 求刑懲役12年 準強姦、準強制わいせつなどの罪 福岡地裁 2016/2/10

1544 懲役５年6月 求刑懲役7年 強姦未遂、強制わいせつなどの罪 東京地裁 2016/1/25

1541 懲役１７年 求刑懲役18年 準強姦、準強制わいせつなどの罪 千葉地裁松戸支部 2016/1/13

1540 一審破棄 無罪 一審懲役4年 強姦罪　（DNA型不一致） 福岡高裁宮崎支部 2016/1/12

1529 懲役７年 求刑懲役8年 強姦、強制わいせつなどの罪 広島地裁 2015/12/7

懲役１１年 求刑懲役13年

ビデオ原本没収 ビデオ原本没収

1519 再審 無罪 （懲役12年確定） 強姦などの罪 大阪地裁 2015/10/16

1502 懲役７年 求刑懲役10年 強姦、強要などの罪 神戸地裁 2015/7/9

1501 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強姦未遂罪 名古屋地裁 2015/7/1

2016/6/221582 求刑懲役4年 強姦未遂罪　（懲役１年6月（３）の執行猶予中の犯行） 東京地裁

1527 強姦などの罪 宮崎地裁 2015/12/1

まさかりの部屋　性犯罪・判例　強姦、準強姦罪の場合　（2005/6/22～2017/12/13）



1485 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 強盗致傷、強姦ほう助などの罪 横浜地裁 2015/3/20

1483 懲役２２年 求刑懲役25年 強姦、強制わいせつなどの罪 横浜地裁 2015/3/12

b37 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦未遂、わいせつ略取罪 千葉地裁 2015/2/3

1462 控訴棄却 無罪 準強姦　（相手の状態を認識せず、強制起訴事件） 福岡高裁宮崎支部 2014/12/11

1447 懲役４年6月 求刑懲役6年 強姦、強制わいせつ、わいせつ目的誘拐罪 福井地裁 2014/11/11

1433 一審破棄 無罪 一審懲役4年6月 強姦罪　（合意の上だった可能性） 東京高裁 2014/9/19

1412 懲役１３年 求刑懲役15年 準強姦、準強姦未遂罪 横浜地裁横須賀支部 2014/6/26

1406 懲役５年 求刑懲役10年 準強姦未遂などの罪 甲府地裁 2014/5/27

1403 懲役７年 求刑懲役5年 強姦、住居侵入罪 宮崎地裁 2014/5/16

1399 上告棄却 懲役５年 準強姦罪 最高裁第2小法廷 2014/4/23

1396 無罪 求刑懲役4年 準強姦罪　（被害者証言信用できず、強制起訴事件） 鹿児島地裁 2014/3/27

1388 懲役５年 求刑懲役5年 強姦、強制わいせつ罪 千葉地裁 2014/2/24

1374 懲役７年 求刑懲役10年 強姦、わいせつ目的略取などの罪 山形地裁 2013/12/25

1372 控訴棄却 懲役５年 準強姦罪 東京高裁 2013/12/11

1366 懲役６年 求刑懲役9年 強姦未遂、わいせつ目的誘拐などの罪 東京地裁立川支部 2013/11/1

1321 上告棄却 懲役３年6月 強姦未遂、強制わいせつなどの罪 最高裁第2小法廷 2013/6/7

1301 懲役１３年 求刑懲役15年 強姦、住居侵入罪 横浜地裁 2013/4/17

1291 懲役１７年 求刑懲役20年 強姦、強盗罪 福岡地裁久留米支部 2013/3/19

1272 懲役２年4月（４） 求刑懲役3年 強姦未遂罪 京都地裁 2013/2/25

1261 懲役５年 求刑懲役5年 準強姦罪 東京地裁 2013/2/1

1251 懲役３年 求刑懲役4年 強姦未遂などの罪 広島地裁 2013/1/8

1238 懲役３年6月 求刑懲役5年 準強姦未遂罪 横浜地裁 2012/12/3

1221 差戻審 懲役１４年 求刑懲役18年 準強姦、強制わいせつなどの罪 富山地裁 2012/11/14

1213 一審破棄 無罪 一審懲役３年6月 強姦罪 福岡高裁 2012/10/31

1193 懲役４年6月 求刑懲役5年 強姦未遂、わいせつ誘拐、監禁罪 前橋地裁 2012/9/27

1192 懲役６年 求刑懲役7年 強盗、強姦未遂などの罪 高知地裁 2012/9/27

1191 無罪 求刑懲役7年 強姦、監禁罪 横浜地裁 2012/9/27

1172 懲役２年4月 求刑懲役4年 強姦未遂罪 東京地裁 2012/8/10

1169 懲役９年 求刑懲役12年 準強姦罪 岡山地裁 2012/8/9



1160 懲役２０年 求刑懲役25年 強姦、児童ポルノ処罰法違反などの罪 神戸地裁 2012/7/19

1155 懲役５年 求刑懲役5年 強姦、強制わいせつなどの罪 千葉地裁木更津支部 2012/7/18

1148 控訴棄却 懲役１０年 準強姦などの罪 広島高裁岡山支部 2012/7/4

一審懲役13年

求刑懲役18年

1113 懲役１０年 求刑懲役13年 強姦などの罪 大阪地裁 2012/5/2

1105 控訴棄却 無期懲役 殺人、強姦などの罪【死者1人】 東京高裁 2012/4/11

一審懲役2年6月

求刑懲役5年

1102 懲役２３年 求刑懲役30年 強姦などの罪 神戸地裁 2012/3/29

1099 懲役５年 求刑懲役7年 強姦未遂、偽計業務妨害罪 高松地裁 2012/3/26

1085 懲役３年 求刑懲役8年 強姦未遂、児童福祉法違反罪 長野地裁飯田支部 2012/3/13

1085 懲役６年 求刑懲役10年 強姦未遂、児童福祉法違反罪 長野地裁飯田支部 2012/3/13

1082 懲役２０年 求刑懲役30年 強姦、強制わいせつ罪 京都地裁 2012/3/9

1080 懲役１０年 求刑懲役15年 準強姦、準強制わいせつ罪 岡山地裁 2012/3/7

1078 懲役７年6月 求刑懲役10年 準強姦、準強制わいせつなどの罪 福岡地裁 2012/3/2

1069 懲役４年6月 求刑懲役8年 強姦、群馬県青少年健全育成条例違反などの罪 前橋地裁 2012/2/24

1061 懲役３年 求刑懲役4年 強姦、児童ポルノ処罰法違反などの罪 横浜地裁横須賀支部 2012/2/16

1050 上告棄却 懲役１８年 強姦、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 最高裁第3小法廷 2012/1/30

1044 懲役４年 求刑懲役7年 準強姦ほう助などの罪 富山地裁 2012/1/19

1044 懲役１３年 求刑懲役18年 準強姦などの罪 富山地裁 2012/1/19

1042 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、強姦未遂などの罪【死者1人】 名古屋地裁岡崎支部 2012/1/16

1040 懲役３年 求刑懲役5年 強姦罪 秋田地裁 2012/1/13

1039 差戻審 懲役３年6月 求刑懲役3年6月 強姦罪 福岡地裁 2012/1/12

1029 懲役３年6月 求刑懲役5年 準強姦罪 さいたま地裁熊谷支部 2011/12/20

一審無罪

（求刑懲役13年）

1022 上告棄却 懲役７年 準強姦、準強制わいせつ罪 最高裁第2小法廷 2011/12/12

999 区分審理 有罪 強姦、強制わいせつなどの罪 東京地裁立川支部 2011/11/4

大阪高裁 2011/12/16

2012/7/3

1104 一審破棄 懲役３年6月 強姦未遂、強制わいせつなどの罪 福岡高裁 2012/3/30

1146 一審破棄 審理差戻し 準強姦、強制わいせつなどの罪 名古屋高裁金沢支部

1027 一審破棄 懲役１０年 強姦罪



997 無罪 求刑懲役3年 強姦未遂罪　（証言の信用性に疑問） 札幌地裁 2011/10/25

988 控訴棄却 懲役１８年 強姦、児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 福岡高裁 2011/9/28

987 懲役９年 求刑懲役12年 強姦などの罪 富山地裁 2011/9/27

957 一審二審破棄 無罪 一審二審懲役4年 強姦罪 最高裁第2小法廷 2011/7/25

954 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 強姦、殺人、死体遺棄罪【死者1人】　（強姦致死罪不成立） 千葉地裁 2011/7/21

949 懲役２年6月 求刑懲役5年 強姦未遂などの罪　（強制わいせつ罪不成立） 福岡地裁 2011/7/12

927 懲役１５年 求刑懲役18年 強姦、わいせつ目的誘拐などの罪 神戸地裁姫路支部 2011/6/3

922 無罪 求刑懲役7年 準強姦罪　（被害者証言の信用性に疑い） 水戸地裁土浦支部 2011/5/20

903 懲役６年6月 求刑懲役8年 強姦、わいせつ目的略取などの罪 長崎地裁 2011/3/23

900 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦、児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 福岡地裁 2011/3/17

899 懲役３年6月 求刑懲役4年6月 強姦などの罪 宮崎地裁 2011/3/15

887 懲役１１年 求刑懲役12年 強姦などの罪 高知地裁 2011/3/2

886 無罪 求刑懲役6年 強姦罪　（被害者証言の信用性に疑い） 大阪地裁 2011/3/2

879 無罪 求刑懲役13年 強姦罪　（犯罪不成立） 神戸地裁 2011/2/22

857 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 強姦、強制わいせつなどの罪 前橋地裁 2011/1/27

842 懲役１６年 求刑懲役20年 準強姦、準強姦未遂などの罪 大阪地裁 2011/1/7

805 懲役６年 求刑懲役8年 強姦、逮捕監禁、県迷惑行為防止条例違反罪 横浜地裁川崎支部 2010/11/17

798 懲役５年 求刑懲役10年 強姦などの罪　（心神耗弱状態） 神戸地裁 2010/11/4

785 懲役１３年 求刑懲役15年 強姦、強姦未遂などの罪 水戸地裁 2010/10/18

776 懲役１４年 求刑懲役20年 強姦未遂、強制わいせつ、住居侵入などの罪 新潟地裁 2010/10/4

764 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 殺人未遂、強姦未遂罪 水戸地裁 2010/9/14

763 懲役７年 求刑懲役8年 強姦罪 福岡地裁小倉支部 2010/9/9

754 懲役１６年 求刑懲役25年 強姦、強制わいせつ、強盗などの罪 横浜地裁 2010/9/2

741 懲役６年 求刑懲役6年 強姦、強姦未遂などの罪 札幌地裁 2010/8/19

720 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 準強姦未遂罪 横浜地裁横須賀支部 2010/7/15

718 無罪 求刑懲役3年 準強姦罪 横浜地裁 2010/7/15

681 控訴棄却 懲役５年 強姦未遂、強制わいせつ未遂などの罪 仙台高裁 2010/6/4

670 懲役４年6月 求刑懲役7年 準強姦罪 千葉地裁 2010/5/21

639 控訴棄却 懲役３０年 強姦、強姦未遂などの罪 広島高裁 2010/3/18



631 懲役４年6月 求刑懲役6年 強姦罪 横浜地裁川崎支部 2010/3/10

610 懲役４年6月 求刑懲役7年 強姦などの罪 大分地裁 2010/2/17

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

539 無罪 求刑懲役5年 強姦罪 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

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

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

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

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

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

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

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

466 懲役３年 求刑懲役4年 強姦未遂罪 東京地裁 2009/1/16

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

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

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

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

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

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

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

428 懲役４年6月 求刑懲役5年 準強姦罪 千葉地裁 2008/10/8

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

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

413 控訴棄却 懲役２年6月（４） 強姦未遂罪 東京高裁 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

405 懲役５年 求刑懲役7年 準強姦罪 熊本地裁 2008/8/11

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



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

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

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 大阪地裁 2008/5/27

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

374 控訴棄却 懲役１８年 強姦などの罪 大阪高裁 2008/5/29

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

358 無罪 求刑懲役5年 準強姦罪 大阪地裁 2008/4/11

354 控訴棄却 無罪 強姦未遂罪 東京高裁 2008/3/26

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

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

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

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

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

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

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

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

274 懲役３年4月 求刑懲役5年 強姦罪 鳥取地裁米子支部 2007/3/23

273 懲役７年 求刑懲役10年 準強姦などの罪 山形地裁 2007/3/17

271 懲役８年 求刑懲役10年 強姦などの罪 水戸地裁土浦支部 2007/3/10

247 懲役１１年 求刑懲役12年 強姦、強制わいせつ致傷、監禁の罪 長崎地裁 2007/1/27

241 懲役３年 求刑懲役4年 強姦未遂罪 和歌山地裁 2007/1/17

238 懲役７年 求刑懲役8年 強姦、児童ポルノ禁止法違反などの罪 さいたま地裁 2007/1/11

235 懲役１４年 求刑懲役20年 強姦、強制わいせつなどの罪 富山地裁 2007/1/10

233 懲役１０年 求刑懲役15年 強姦、強制わいせつ致傷などの罪 奈良地裁葛城支部 2006/12/21

232 懲役９年 求刑懲役12年 強姦 、監禁などの罪 鹿児島地裁 2006/12/21

213 懲役９年6月 求刑懲役12年 強姦などの罪 静岡地裁 2006/11/23



210 上告棄却 懲役９年 強姦、住居侵入の罪 最高裁第1小法廷 2006/11/17

205 懲役１２年 求刑懲役13年 強姦、準強姦などの罪 札幌地裁 2006/11/7

201 懲役１３年 求刑懲役18年 強姦、強盗などの罪 東京地裁八王子支部 2006/10/27

194 懲役２７年 求刑懲役30年 強姦などの罪 さいたま地裁 2006/10/13

192 懲役３年（５） 求刑懲役5年 準強姦、強制わいせつ罪 盛岡地裁 2006/10/11

185 懲役１０年 求刑懲役15年 強姦未遂などの罪 鹿児島地裁 2006/9/27

177 懲役６年 求刑懲役7年 強姦、強姦未遂罪 福岡地裁 2006/9/7

169 懲役１４年 求刑懲役18年 強姦、強制わいせつなどの罪 京都地裁 2006/8/4

152 懲役１１年 求刑懲役13年 強姦などの罪 青森地裁八戸支部 2006/7/13

151 懲役４年 求刑懲役7年 準強姦罪 秋田地裁 2006/7/6

151 懲役７年6月 求刑懲役12年 準強姦罪 秋田地裁 2006/7/6

149 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦、強盗などの罪 青森地裁 2006/6/28

142 懲役３年8月 求刑懲役5年 強姦未遂罪などの罪 鳥取地裁 2006/6/17

139 上告棄却 懲役１２年 強姦などの罪 最高裁第3小法廷 2006/6/1

133 懲役１５年 － 強姦などの罪 東京地裁 2006/5/23

131 懲役１９年 求刑懲役20年 強姦などの罪 水戸地裁 2006/5/19

125 懲役５年 求刑懲役7年 強姦などの罪 京都地裁 2006/4/28

123 懲役２２年 求刑懲役25年 強姦などの罪 横浜地裁小田原支部 2006/4/21

120 懲役４年 求刑懲役6年 強姦罪 東京地裁 2006/4/14

118 懲役６年 求刑懲役8年 強姦、わいせつ目的略取などの罪 金沢地裁 2006/4/11

104 懲役９年 求刑懲役10年 強姦などの罪 福井地裁 2006/3/15

102 懲役２年 求刑懲役2年6月 準強姦未遂の罪 札幌地裁 2006/3/15

98 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強姦罪 富山地裁 2006/3/8

97 懲役３年6月 求刑懲役4年6月 強姦未遂、わいせつ目的誘拐の罪 熊本地裁 2006/3/7

95 懲役１７年 求刑懲役18年 強姦、強制わいせつなどの罪 名古屋地裁 2006/3/2

90 懲役２０年 求刑懲役20年 強姦などの罪 京都地裁 2006/2/21

88 上告棄却 懲役５年 強姦、電子計算機使用詐欺などの罪 最高裁第１小法廷 2006/2/16

79 懲役１１年 求刑懲役13年 強姦、強制わいせつなどの罪 長崎地裁佐世保支部 2006/1/26

懲役８年 求刑懲役8年
罰金600万円 罰金1000万円

74 強姦などの罪 奈良地裁 2006/1/13



71 一審破棄 懲役１２年 一審懲役14年 強姦などの罪 東京高裁 2006/1/12

68 懲役１８年 求刑懲役20年 強姦、殺人未遂などの罪 水戸地裁土浦支部 2005/12/28

67 懲役７年6月 求刑懲役10年 強姦、強盗、住居侵入の罪 盛岡地裁 2005/12/28

64 懲役９年 － 準強姦罪 札幌地裁 2005/12/27

60 懲役３年 求刑懲役3年 強姦罪 奈良地裁 2005/12/13

58 懲役３年6月 求刑懲役7年 強姦罪 神戸地裁 2005/12/9

54 懲役５年 求刑懲役7年 強姦、強盗の罪 福井地裁 2005/12/7

46 懲役６年 求刑懲役8年 強姦、業務上横領罪 宮崎地裁 2005/11/19

40 上告棄却 懲役１４年 準強姦罪（スーパーフリー集団強姦事件） 最高裁第2小法廷 2005/11/2

37 懲役２年6月 求刑懲役6年 準強姦罪 札幌地裁 2005/11/1

37 懲役３年6月 求刑懲役6年 準強姦罪 札幌地裁 2005/11/1

36 控訴棄却 懲役３年 強姦未遂、強制わいせつ罪 仙台高裁秋田支部 2005/10/30

4被告 4被告

懲役２年 求刑懲役3年

32 懲役１６年 求刑懲役18年 強姦、強制わいせつ、強盗などの罪 新潟地裁 2005/10/26

6 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強姦未遂罪 札幌地裁 2005/8/19

2 懲役５年－９年 求刑懲役5-10年 強姦、強盗などの罪 大阪地裁堺支部 2005/7/7

1 懲役３年6月 求刑懲役5年 強姦、わいせつ目的誘拐罪 札幌地裁 2005/6/22

33 強姦未遂罪 静岡地裁沼津支部 2005/10/27


