
No. 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

1675 無罪 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪　（被害者証言に合理的な疑い） 宇都宮地裁 2017/10/18

1670 一審破棄 無罪 懲役2年6月（３） 強制わいせつ罪　（被害者証言に合理的な疑い） 福岡高裁 2017/9/13

1666 無罪 求刑懲役2年 強制わいせつ罪　（犯罪不成立） 名古屋地裁 2017/9/5

1635 無罪 求刑懲役2年 強制わいせつ罪　（被害者証言に信用性に疑い） 東京地裁 2017/3/9

1624 無罪 求刑罰金50万円 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言に勘違いの可能性） 東京地裁 2017/1/11

1620 無罪 求刑懲役5月 公然わいせつ罪　（目撃証言信用できない） さいたま地裁 2016/12/9

1614 無罪 求刑懲役2年 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言の信用性に疑い） 大阪地裁 2016/11/15

1611 一審破棄 無罪 一審罰金50万円 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（目撃証言に勘違いの可能性） 大阪高裁 2016/11/2

1581 無罪 求刑懲役4月 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言の信用性に疑い） 神戸地裁 2016/6/20

1560 裁判員 無罪 求刑懲役5年 強姦致傷罪　（被害者証言の信用性に疑い） 大阪地裁堺支部 2016/3/22

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

1539 無罪 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪　（被害者証言の信用性に疑い） 福岡地裁田川支部 2016/1/7

1532 無罪 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪　（被害者証言信用できない） 福井地裁 2015/12/9

1526 一審破棄 無罪 一審罰金30万円 埼玉県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言信用できない） 東京高裁 2015/11/26

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

1486 無罪 求刑懲役3年 強制わいせつ罪　（被害者証言信用できない） 京都地裁 2015/3/20

1482 一審破棄 無罪 一審懲役1年6月 強制わいせつ致傷罪　（目撃証言信用できない） 仙台高裁 2015/3/10

1481 一審破棄 無罪 一審懲役3年6月 強姦致傷罪　（被害者証言信用できない） 東京高裁 2015/3/6

1476 一審破棄 無罪 一審懲役2年 強制わいせつ致傷罪　（被害者証言信用できない） 大阪高裁 2015/2/13

1474 無罪 求刑罰金50万円 さいたま県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 さいたま地裁 2015/2/9

1468 無罪 求刑懲役4月 千葉県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者の説明曖昧） 千葉地裁 2015/1/14

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

1459 無罪 求刑罰金30万円 京都府迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 京都地裁 2014/12/8

1453 一審破棄 懲役4月（３） 一審無罪 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 福岡高裁 2014/11/21

まさかりの部屋　性犯罪・判例　無罪判決の場合　（2006/2/15～2017/12/13）

判決



1445 無罪 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪　（被害者証言の信用性に疑い） 大阪地裁 2014/10/23

1435 無罪 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪　（被害者証言の信用性に疑い） 大津地裁 2014/9/26

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

1432 一審破棄 無罪 一審罰金30万円 神奈川県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言の信用性に疑い） 東京高裁 2014/9/18

1431 無罪 求刑懲役3年 強制わいせつなどの罪　（被害者証言に疑問点） 横浜地裁 2014/9/11

1430 控訴棄却 無罪 強制わいせつ罪　（被害者証言信用できず） 東京高裁 2014/9/9

1427 一審破棄 懲役１年（３） 一審無罪 兵庫県青少年愛護条例違反（わいせつ行為）罪 大阪高裁 2014/8/28

1425 無罪 求刑罰金15万円 埼玉県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（心神喪失状態） さいたま地裁 2014/8/19

1418 懲役５年 求刑懲役8年 強制わいせつ罪　（1件の強制わいせつ罪不成立） 神戸地裁 2014/7/18

1416 一審破棄 無罪 一審罰金40万円 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者供述に疑問点） 東京高裁 2014/7/15

1413 上告棄却 無罪  （求刑死刑） 殺人、強制わいせつ致死罪【死者1人】 最高裁第1小法廷 2014/7/8

1407 無罪 求刑懲役3年 強制わいせつ罪　（日時の特定に信用性なし） 京都地裁宮津支部 2014/6/9

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

1394 無罪 求刑懲役1年 京都府迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言信用できず） 京都地裁 2014/3/19

1393 無罪 求刑罰金50万円 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（目撃証言信用できず） 神戸地裁尼崎支部 2014/3/18

1391 無罪 求刑罰金30万円 公然わいせつ罪　（目撃証言信用できず） 東京地裁 2014/3/6

1380 一審破棄 無罪 一審懲役10月 強制わいせつ罪　（被害者供述に疑問点） 仙台高裁秋田支部 2014/1/14

1378 無罪 求刑懲役4月 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪　（被害者供述信用できず） 福岡地裁小倉支部 2014/1/14

1370 無罪 求刑懲役1年2月 強制わいせつ罪　（被告の供述を信用） 宮崎地裁 2013/11/19

1361 無罪 求刑懲役3年 強制わいせつ罪　（信用性に疑問） さいたま地裁越谷支部 2013/10/2

1359 懲役３年（５） 求刑懲役6年 準強制わいせつ罪　（1件同罪不成立） 東京地裁立川支部 2013/10/1

1349 一審破棄 無罪 一審罰金40万円 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）罪 東京高裁 2013/7/25

1339 裁判員 懲役２年（４） 求刑懲役5年 窃盗、窃盗未遂罪　（強制わいせつ致傷罪不成立） 大津地裁 2013/6/26

1334 無罪 求刑罰金50万円 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大阪地裁 2013/6/19

1274 無罪 求刑懲役1年 兵庫県青少年愛護条例違反（わいせつ行為）罪 神戸地裁 2013/2/27

一審無期懲役

求刑死刑

1214 無罪 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2012/10/31

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

2012/12/121240 一審破棄 無罪 殺人、強制わいせつ致死罪【死者1人】 大阪高裁



1210 無罪 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 広島地裁福山支部 2012/10/26

1202 無罪 求刑罰金50万円 神奈川県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 横浜地裁 2012/10/19

1191 無罪 求刑懲役7年 強姦、監禁罪 横浜地裁 2012/9/27

1186 無罪 求刑懲役4月 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 東京地裁 2012/9/20

1177 無罪 神奈川県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 横浜地裁 2012/8/31

1163 一審破棄 無罪 一審懲役1年8月（３） 強制わいせつ罪 東京高裁 2012/7/25

1149 一審破棄 無罪 一審懲役6月（３） 神奈川県迷惑防止条例違反（痴漢）などの罪 東京高裁 2012/7/5

1111 一審破棄 無罪 一審懲役4月（３） 神奈川県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 東京高裁 2012/4/26

b21 無罪 求刑懲役6月 宮崎県迷惑防止条例違反（卑わいな行為）罪 宮崎地裁 2012/4/19

1065 無罪 求刑罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（客観的証拠に乏しい） 名古屋地裁 2012/2/21

2被告 2被告

無罪 求刑懲役6年

1030 無罪 求刑懲役5年 集団強姦罪　（証言の信用性に疑問） 大阪地裁 2011/12/21

1030 無罪 求刑懲役6年 集団強姦罪　（証言の信用性に疑問） 大阪地裁 2011/12/21

1003 無罪 求刑罰金30万円 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（証言の信用性に疑問） 神戸地裁 2011/11/15

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

967 区分審理 無罪 強制わいせつ罪　（自白の信用性を否定） 長崎地裁 2011/9/2

965 一審破棄 懲役３年 一審懲役４年 強制わいせつ致傷罪　（監禁罪不成立） 大阪高裁 2011/8/31

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

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

一審無罪

（求刑罰金30万円）

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

895 無罪 求刑罰金15万円 公然わいせつ罪　（目撃証言に疑問） 千葉地裁 2011/3/10

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

885 無罪 求刑罰金30万円 公然わいせつ罪　（客観的証拠不充分） 神戸地裁明石支部 2011/3/1

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

一審懲役10月

（求刑懲役1年）

2011/5/25

854 一審破棄 無罪 福岡県青少年健全育成条例違反（淫行）の罪 福岡高裁 2011/1/27

923 一審破棄 罰金30万円 福岡県迷惑防止条例違反罪（痴漢） 福岡高裁

1059 集団強姦罪　（証言の信用性に疑問） 福岡地裁 2012/2/13



一審無罪

（求刑懲役2年）

843 無罪 求刑懲役4月 公然わいせつ罪 金沢地裁 2011/1/7

816 無罪 求刑懲役6月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大阪地裁 2010/11/26

一審無罪

（求刑罰金50万円）

804 無罪 求刑懲役6月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大阪地裁堺支部 2010/11/12

718 無罪 求刑懲役3年 準強姦罪 横浜地裁 2010/7/15

705 無罪 求刑罰金40万円 埼玉県迷惑行為防止条例違反（痴漢）の罪 さいたま地裁 2010/6/24

672 無罪 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 静岡地裁浜松支部 2010/5/24

651 無罪 求刑罰金30万円 福岡県迷惑防止条例違反罪（痴漢） 福岡簡裁 2010/4/22

625 無罪 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 千葉地裁松戸支部 2010/3/4

587 無罪 求刑罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 名古屋地裁 2010/1/18

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 札幌高裁 2009/10/22

546 無罪 求刑懲役6年 準強姦致傷罪 大阪地裁 2009/10/14

539 無罪 求刑懲役5年 強姦罪 静岡地裁 2009/9/14

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） 東京高裁 2009/6/11

一審懲役2年（４）

（求刑懲役5年）

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

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

一審、二審

懲役1年10月

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

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

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

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

388 無罪 求刑懲役5年 強姦罪 大阪地裁 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 奈良地裁 2008/5/16

497
一審二審破

棄
無罪 強制わいせつ罪（痴漢行為） 最高裁第3小法廷 2009/4/14

準強制わいせつ罪 東京高裁

2009/5/28

815 一審破棄 罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 名古屋高裁 2010/11/24

509 一審破棄 無罪 準強制わいせつ罪 福岡高裁

2011/1/13844 一審破棄 懲役１年6月（３）



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

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

345 無罪 求刑懲役10年 強姦致傷罪 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 横浜地裁横須賀支部 2008/3/18

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

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

317 無罪 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 2008/1/8

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 名古屋簡裁 2007/10/31

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

252 控訴棄却 無罪 強制わいせつ罪 広島高裁松江支部 2007/1/30

230 無罪 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 大阪地裁 2006/12/18

222 不処分 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の非行事実 東京家裁八王子支部 2006/12/4

218 無罪 求刑懲役4月 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 大阪地裁 2006/11/30

203 無罪 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 甲府地裁 2006/10/29

153 一審破棄 無罪 一審懲役1年 強制わいせつ罪 大阪高裁 2006/7/13

130 無罪 求刑懲役4月 公然わいせつ罪 和歌山地裁田辺支部 2006/5/18

121 一審破棄 無罪 一審罰金30万円 東京都迷惑防止条例違反の罪 東京高裁 2006/4/14

懲役１年6月（３）

罰金20万円

113 無罪 求刑懲役5年 強姦致傷、住居侵入の罪 名古屋地裁 2006/3/24

100 無罪 求刑罰金20万円 東京都迷惑防止条例違反の罪（痴漢行為） 東京地裁八王子支部 2006/3/10

99 一審破棄 無罪 一審懲役1年6月（３） 強制わいせつ罪（痴漢行為） 東京高裁 2006/3/8

86 無罪 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 京都地裁 2006/2/15

85 控訴棄却 無罪 強制わいせつ罪 東京高裁 2006/2/15

2006/4/13119 一審破棄 一審無罪 売春防止法違反（場所提供）の罪 名古屋高裁


