
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1679 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 大津簡裁 2017/11/13

1674 略式命令 罰金30万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 大津簡裁 2017/10/13

1655 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 京都簡裁 2017/6/30

1627 控訴棄却 懲役２２年 殺人、児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪【死者1人】 東京高裁 2017/1/24

一審懲役１年（３）

罰金30万円

1623 懲役３年（５） 求刑懲役3年 児童買春・ポルノ処罰法違反罪 盛岡地裁 2017/1/10

1622 懲役10月 求刑懲役1年 児童買春禁止違反罪 東京地裁 2016/12/21

1615 略式命令 罰金30万円 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）罪 京都簡裁 2016/11/21

1608 懲役２年（４） 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 名古屋地裁 2016/10/4

1602 略式命令 罰金50万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 大阪簡裁 2016/9/16

1587 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童ポルノ処罰法違反（製造）、脅迫罪 京都地裁 2016/7/6

1585 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止違反罪 横浜簡裁 2016/6/29

1583 略式命令 罰金30万円 児童買春禁止違反罪 横浜簡裁 2016/6/28

懲役１年（４） 求刑懲役2年

罰金30万円 罰金100万円

裁判員

差戻し審

1538 懲役２年（４） 求刑懲役2年 児童買春・ポルノ処罰法違反罪 横浜地裁 2015/12/25

1535 略式命令 罰金20万円 児童ポルノ処罰法違反（自己性的目的所持）罪 横浜簡裁 2015/12/10

1510 略式命令 罰金30万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 仙台簡裁 2015/9/11

1506 略式命令 罰金60万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）、青森県青少年健全育成条例違反罪 弘前簡裁 2015/8/17

1497 懲役6月（４） 求刑懲役6月 児童買春・ポルノ処罰法違反罪 奈良地裁葛城支部 2015/6/11

b38 略式命令 罰金30万円 児童買春禁止法違反罪 唐津簡裁 2015/2/27

1479 懲役4月 求刑懲役6月 児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 松山地裁 2015/2/24

1470 略式命令 罰金50万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪 横浜簡裁 2015/1/21

1467 略式命令 罰金70万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 京都簡裁 2015/1/9

まさかりの部屋　性犯罪・判例　児童買春・ポルノ処罰法違反の罪の場合　（2005/9/13～2017/11/13）

判決（略式命令）

1626 一審破棄 罰金30万円 児童ポルノ処罰法違反（製造、販売）罪 東京高裁 2017/1/24

1557 児童ポルノ処罰法違反（製造など）罪 東京地裁 2016/3/15

2016/3/151556 懲役２２年 求刑懲役25年 殺人、児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪【死者1人】 東京地裁立川支部



1457 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 児童ポルノ処罰法違反（製造）、千葉県青少年健全育成条例違反罪 千葉地裁 2014/12/1

1454 懲役１年6月 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反、傷害罪 神戸地裁姫路支部 2014/11/26

1448 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 奈良地裁葛城支部 2014/11/12

1444 略式命令 罰金100万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）、神奈川県青少年保護育成条例違反罪 横浜簡裁 2014/10/22

1409 懲役２年4月 求刑懲役4年 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 名古屋地裁 2014/6/19

1401 懲役２年（４） 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 横浜地裁 2014/5/1

b35 懲役３年（５） 求刑懲役5年 児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 京都地裁 2013/9/30

1341 略式命令 罰金60万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 弘前簡裁 2013/7/4

1245 懲役２年（５） 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反（製造・提供）などの罪 仙台地裁 2012/12/19

1241 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 神戸地裁 2012/12/12

1229 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 児童ポルノ処罰法違反（製造、提供）罪 山口地裁 2012/11/21

b30 略式命令 罰金100万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）の罪 大津簡裁 2012/10/31

1196 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反などの罪 鹿児島地裁 2012/10/1

1190 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 横浜簡裁 2012/9/26

1187 懲役１年8月（３） 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反罪 京都地裁 2012/9/20

懲役8月（３）

罰金30万円

1128 懲役２年（３） 求刑懲役2年 児童買春・ポルノ処罰法違反（買春、製造）などの罪 長崎地裁佐世保支部 2012/5/30

1125 略式命令 罰金30万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 静岡簡裁 2012/5/25

1116 懲役３年6月 求刑懲役5年 児童買春・ポルノ処罰法違反（買春、製造）などの罪 神戸地裁尼崎支部 2012/5/11

1114 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 川崎簡裁 2012/5/7

1110 略式命令 罰金100万円 児童ポルノ処罰法違反などの罪 川崎簡裁 2012/4/20

b19 略式命令 罰金100万円 児童買春・ポルノ処罰法違反（買春、製造）の罪 秋田簡裁 2012/3/8

1064 略式命令 罰金80万円 児童買春・ポルノ処罰法違反罪 札幌簡裁 2012/2/20

1037 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 相模原簡裁 2011/12/28

989 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 川崎簡裁 2011/9/30

968 懲役２年（３） 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪 松江地裁 2011/9/2

964 略式命令 罰金30万円 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）罪 熊本簡裁 2011/8/30

958 略式命令 罰金60万円 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪 札幌簡裁 2011/7/26

1152 上告棄却 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）罪 最高裁第3小法廷 2012/7/9



939 略式命令 罰金30万円 児童買春禁止法違反罪 広島簡裁 2011/6/24

891 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 川崎簡裁 2011/3/4

853 懲役３年（４） 求刑懲役4年 児童買春禁止法違反などの罪 横浜地裁川崎支部 2011/1/26

長崎県少年保護育成条例違反（淫行）、

児童ポルノ処罰法違反（製造）罪

826 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反罪 横浜地裁川崎支部 2010/12/3

821 懲役３年（５） 求刑懲役3年 児童買春・ポルノ処罰法違反（買春、製造）罪 秋田地裁 2010/11/29

796 懲役３年（４） 児童買春・ポルノ処罰法違反（買春、製造）などの罪 青森地裁 2010/10/29

790 懲役３年（３） 求刑懲役3年 児童ポルノ処罰法違反などの罪 京都地裁 2010/10/21

787 略式命令 罰金30万円 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）罪 盛岡簡裁 2010/10/18

780 略式命令 罰金100万円 児童買春禁止法違反の罪 川崎簡裁 2010/10/8

b02 略式命令 罰金50万円 児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）の罪 浜松簡裁 2010/10/7

775 略式命令 罰金80万円 児童買春禁止法違反の罪 金沢簡裁 2010/10/1

児童ポルノ処罰法違反（製造）

岩手県青少年環境浄化条例違反の罪

710 懲役２年（３） 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反（製造）の罪 広島地裁 2010/6/25

678 懲役３年（４） 求刑懲役3年 児童ポルノ処罰法違反（製造）、脅迫罪 神戸地裁明石支部 2010/6/1

677 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 松江地裁 2010/5/31

657 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 横浜地裁 2010/4/30

620 上告棄却 懲役１年8月 児童ポルノ処罰法違反（製造）の罪 最高裁第1小法廷 2010/3/1

615 懲役２年6月 求刑懲役5年 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 福岡地裁 2010/2/22

594 懲役２年6月（４） 児童買春禁止法違反の罪 横浜地裁川崎支部 2010/1/22

585 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 福岡地裁 2010/1/12

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

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

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

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

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

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

2010/7/15

840 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 長崎地裁 2010/12/27

719 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 盛岡地裁



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

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

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

2008/6/27

(2008/05/02)

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

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

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

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

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

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

281 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 大分簡裁 2007/4/10

275 懲役２年 求刑懲役4年 児童買春禁止法違反などの罪 函館地裁 2007/3/27

272 略式命令 罰金80万円 児童買春禁止法違反の罪 松江簡裁 2007/3/14

267 懲役３年（４） 求刑懲役3年 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 神戸地裁 2007/3/6

263 懲役２年（４） 求刑懲役2年 児童買春禁止法違反などの罪 前橋地裁高崎支部 2007/2/22

256 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反などの罪 高知地裁 2007/2/9

251 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 東京地裁 2007/1/30

251 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 東京地裁 2007/1/30

236 懲役２年（４） 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反（製造・提供）の罪 さいたま地裁 2006/12/27

225 懲役２年（５） 求刑懲役2年 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 徳島地裁 2006/12/6

202 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反などの罪 岡山簡裁 2006/10/28

199 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反の罪 福岡地裁 2006/10/18

198 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 八戸簡裁 2006/10/19

182 略式命令 罰金100万円 児童買春・ポルノ禁止法違反の罪 いわき簡裁 2006/9/23

東京簡裁386 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪

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



155 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 福井地裁 2006/7/15

132 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 大津地裁 2006/5/22

109 一審破棄 懲役２年4月 一審懲役3年 児童買春禁止法違反、通貨偽造、同行使の罪 広島高裁岡山支部 2006/3/22

89 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 小樽簡裁 2006/2/17

83 略式命令 罰金50万円 児童買春・ポルノ処罰法違反の罪 東京簡裁 2006/1/31

65 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 長崎簡裁 2005/12/27

62 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反罪 松山簡裁 2005/12/17

57 懲役３年（５） 求刑懲役4年 児童買春禁止法違反の罪（買春目的人身売買） 東京地裁 2005/12/9

3被告

罰金50万円

28 懲役３年 求刑懲役4年6月 児童買春禁止法違反、通貨偽造・同行使の罪 岡山地裁 2005/10/12

23 略式命令 罰金50万円 児童買春禁止法違反の罪 さいたま簡裁 2005/10/3

20 懲役１年6月（３） 求刑懲役4年 児童買春禁止法違反の罪 東京地裁 2005/9/29

14 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 児童買春禁止法違反の罪 福岡地裁小倉支部 2005/9/13

2005/11/1544 略式命令 児童買春禁止法違反罪 諫早簡裁


