
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1682 裁判員 懲役３年（５） 　求刑懲役6年 強姦致傷、建造物侵入罪 佐賀地裁 2017/12/6

1669 懲役２年（３） 求刑懲役2年 公然わいせつ罪 大阪地裁 2017/9/13

1664 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 東京地裁 2017/8/9

1662 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 鹿児島地裁 2017/8/4

1661 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 建造物侵入（盗撮）、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 前橋地裁 2017/7/20

1652 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 東京地裁 2017/6/6

1648 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 前橋地裁 2017/5/18

1647 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 前橋地裁 2017/4/19

1644 懲役２年（３） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 千葉地裁 2017/3/30

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

2被告 2被告
懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月
罰金250万円 罰金250万円

1639 懲役３年（４） 求刑懲役3年 児童福祉法違反（淫行）、未成年者誘拐罪 横浜地裁 2017/3/16

1638 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 福井地裁 2017/3/13

1637 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強盗致傷、窃盗罪 静岡地裁沼津支部 2017/3/10

1629 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつなどの罪 京都地裁 2017/2/10

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

1619 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 福岡地裁 2016/12/9

1609 懲役１年10月（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ、暴行罪 東京地裁 2016/10/25

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

1605 懲役6月（３） 求刑懲役6月 福岡県迷惑防止条例違反（ひわいな行為）罪 福岡地裁久留米支部 2016/9/29

1604 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2016/9/20

1603 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 東京地裁 2016/9/20

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

1598 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2016/8/24

1595 懲役10月（３） 求刑懲役1年6月 住居侵入、窃盗罪　（わいせつ画像窃盗） 神戸地裁 2016/8/9

まさかりの部屋　性犯罪・判例　懲役刑の内で執行猶予付判決の場合　（2005/7/12～2017/12/6）

判決

1641 わいせつ電磁的記録媒体陳列、公然わいせつ罪 京都地裁 2017/3/24



1591 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年6月 強制わいせつ致傷などの罪 名古屋地裁 2016/7/21

1588 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 佐賀地裁 2016/7/6

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

1576 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷などの罪 京都地裁 2016/6/2

1572 懲役１年2月（３） 求刑懲役1年6月 準強制わいせつ罪 名古屋地裁 2016/5/19

1567 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ未遂などの罪 東京地裁 2016/4/25

1566 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 札幌地裁 2016/4/13

懲役１年（４） 求刑懲役2年

罰金30万円 罰金100万円

1551 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 静岡地裁浜松支部 2016/2/25

1546 懲役２年（５） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 富山地裁 2016/2/9

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

1537 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ、住居侵入などの罪 金沢地裁 2015/12/22

1525 上告棄却 懲役4月（３） 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 最高裁第3小法廷 2015/11/26

1521 懲役３年（４） 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 岐阜地裁 2015/10/23

1517 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつなどの罪 和歌山地裁 2015/10/9

1507 懲役２年4月（４） 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 横浜地裁 2015/8/20

1505 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 さいたま地裁 2015/7/17

1504 懲役２年（３） 求刑懲役2年 リベンジポルノ防止法違反などの罪 札幌地裁 2015/7/15

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

1498 懲役２年6月（４） 求刑懲役3年 リベンジポルノ防止法違反などの罪 横浜地裁 2015/6/12

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

1496 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 わいせつ目的誘拐未遂罪 前橋地裁 2015/6/5

1494 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 リベンジポルノ防止法違反罪 福島地裁郡山支部 2015/5/25

1463 懲役２年（３） 求刑懲役2年 わいせつ電磁的記録媒体陳列、名誉毀損罪 福岡地裁 2014/12/19

1458 懲役３年（４） 求刑懲役3年 公然わいせつなどの罪 京都地裁 2014/12/8

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

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

1450 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 神奈川県迷惑行為防止条例違反（盗撮）、住居侵入罪 横浜地裁 2014/11/17

1557 児童ポルノ処罰法違反（製造など）罪 東京地裁 2016/3/15



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

1446 懲役4月（４） 求刑懲役4月 公然わいせつ罪 京都地裁 2014/11/4

1440 上告棄却 懲役10月（３） わいせつ図画販売などの罪 最高裁第3小法廷 2014/10/7

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

1419 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 岡山地裁 2014/7/28

1417 懲役10月（３） 求刑懲役1年 強制わいせつ罪 福岡地裁 2014/7/18

*38 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷、強制わいせつなどの罪 千葉地裁 2014/6/20

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

*34 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2014/3/17

1387 懲役１年（３） 求刑懲役1年 静岡県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 静岡地裁浜松支部 2014/2/18

1385 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 大阪地裁 2014/2/7

1382 懲役6月（３） 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 金沢地裁 2014/1/28

1376 懲役２年（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 東京地裁 2013/12/26

1375 懲役4月（３） 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 横浜地裁横須賀支部 2013/12/26

*29 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2013/11/27

1362 上告棄却 懲役6月（３） 愛知県青少年保護育成条例違反（淫行）罪 最高裁第1小法廷 2013/10/7

東京都青少年健全育成条例違反などの罪

（自殺ほう助は無罪）

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

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

1356 懲役２年2月（３） 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 名古屋地裁 2013/9/9

1353 懲役３年（３） 求刑懲役3年 強制わいせつ、傷害などの罪 東京地裁立川支部 2013/8/27

1343 懲役8月（５） 求刑懲役8月 兵庫県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 神戸地裁 2013/7/9

1342 控訴棄却 懲役6月（３） 愛知県青少年保護育成条例違反（淫行）罪 名古屋高裁 2012/7/9

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

1319 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 前橋地裁 2013/5/31

懲役３年（５） 求刑懲役3年

罰金20万円 罰金20万円

1317 懲役9月（３） 求刑懲役9月 公然わいせつ罪 山口地裁宇部支部 2013/5/28

2013/10/1

1318 児童福祉法違反、売春防止法違反などの罪 熊本地裁 2013/5/29

1360 懲役３年（５） 求刑懲役5年 静岡地裁沼津支部



1314 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 神戸地裁 2013/5/24

1308 懲役１年（３） 求刑懲役1年 公務員職権乱用、大阪府迷惑防止条例違反（盗撮）罪 大阪地裁 2013/5/9

1295 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 山形地裁 2013/3/27

1282 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ、恐喝などの罪 大津地裁 2013/3/12

b34 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 福岡地裁小倉支部 2013/3/4

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

1266 懲役6月（３） 求刑懲役6月 愛知県青少年保護育成条例違反（わいせつ行為）罪 名古屋地裁 2013/2/18

1262 懲役１年（３） 求刑懲役1年 強制わいせつ罪 名古屋地裁 2013/2/5

懲役２年（３） 求刑懲役2年
罰金10万円 罰金20万円

1247 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 鹿児島地裁 2012/12/25

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

1239 懲役２年8月（４） 求刑懲役4年 集団準強姦罪 高松地裁 2012/12/11

1239 懲役３年（５） 求刑懲役5年 集団準強姦罪 高松地裁 2012/12/11

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

1225 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 わいせつ目的誘拐罪 福井地裁 2012/11/15

1206 裁判員 懲役２年（５） 求刑懲役7年 傷害罪　（強姦致傷罪不成立） 神戸地裁姫路支部 2012/10/22

1203 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷などの罪 岡山地裁 2012/10/19

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

1188 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 強姦致傷罪 新潟地裁 2012/9/21

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

1185 懲役6月（３） 求刑懲役6月 住居侵入罪（のぞき行為） 金沢簡裁 2012/9/19

1184 懲役10月（３） 求刑懲役10月 愛媛県青少年保護条例違反（わいせつ行為）罪 松山地裁 2012/9/13

1183 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年6月 強制わいせつ致傷などの罪 岡山地裁 2012/9/12

1180 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 甲府地裁 2012/9/7

1176 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 前橋地裁 2012/8/30

1173 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 大阪地裁 2012/8/23

1171 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつなどの罪 和歌山地裁 2012/8/10

1166 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 京都地裁 2012/8/2

1248 強制わいせつ、山口県迷惑行為防止条例違反罪 山口地裁岩国支部 2012/12/25



1165 懲役6月（３） 求刑懲役6月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 大阪地裁堺支部 2012/7/27

1158 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 静岡地裁 2012/7/19

懲役8月（３）
罰金30万円

1139 懲役１年（３） 求刑懲役１年 公然わいせつなどの罪 東京地裁立川支部 2012/6/19

1135 控訴棄却 懲役4月（３） 栃木県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 東京高裁 2012/6/13

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

1126 懲役２年6月（４） 求刑懲役２年6月 児童福祉法違反（淫行）罪 秋田地裁 2012/5/29

1123 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷などの罪 新潟地裁 2012/5/24

2被告
懲役10月（３）

1100 懲役10月（４） 求刑懲役10月 東京都迷惑防止条例違反（常習卑猥行為）罪 東京地裁立川支部 2012/3/27

1092 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつなどの罪 鹿児島地裁 2012/3/22

1071 懲役4月（３） 求刑懲役4月 栃木県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 宇都宮地裁 2012/2/27

1070 懲役１年2月（３） 求刑懲役1年6月 公然わいせつなどの罪 高松地裁 2012/2/27

1035 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 秋田地裁 2011/12/26

1033 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 2011/12/22

1032 懲役２年（３） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 静岡地裁 2011/12/22

1026 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 神戸地裁尼崎支部 2011/12/16

1015 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2011/12/7

1014 裁判員 懲役２年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 徳島地裁 2011/12/5

1001 懲役２年（３） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2011/11/9

998 懲役２年（４） 求刑懲役2年 公然わいせつ、器物損壊罪 宇都宮地裁栃木支部 2011/10/27

983 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 岐阜地裁 2011/9/16

977 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強姦致傷罪 高松地裁 2011/9/14

973 上告棄却 懲役4月（２） 公然わいせつ罪 最高裁第2小法廷 2011/9/6

2被告 2被告
懲役10月（３） 求刑懲役10月

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

965 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 和歌山地裁 2011/9/1

960 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 京都地裁 2011/7/29

2012/7/9

1119 控訴棄却 わいせつ図画販売などの罪 東京高裁 2012/5/17

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

971 わいせつ図画販売などの罪 東京地裁 2011/9/6



956 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷などの罪 金沢地裁 2011/7/22

950 懲役4月（１） 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 秋田地裁 2011/7/12

937 差戻審 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 宮崎地裁 2011/6/21

926 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 児童福祉法違反（淫行）罪 福岡地裁 2011/6/3

925 懲役１年（３） 求刑懲役1年 建造物侵入罪（盗撮目的） 高知地裁 2011/5/31

*07 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2011/5/27

924 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童福祉法違反の罪 京都地裁 2011/5/27

914 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年6月 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2011/4/28

913 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役4年 傷害罪　（強制わいせつ致傷罪不成立） 福岡地裁 2011/4/28

911 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強姦致傷罪 長野地裁 2011/4/27

906 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2011/4/11

902 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 富山地裁高岡支部 2011/3/22

897 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強姦未遂などの罪 京都地裁 2011/3/10

874 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 京都地裁 2011/2/16

873 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 高松地裁 2011/2/16

869 懲役4月（５） 求刑懲役4月 公然わいせつほう助罪 高松地裁 2011/2/9

867 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 宮崎地裁 2011/2/7

866 懲役３年（５） 求刑懲役3年 特別公務員暴行陵虐罪（わいせつ行為） 大阪地裁 2011/2/4

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

852 懲役4月（２） 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 福井地裁 2011/1/26

懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月
罰金30万円 罰金30万円

847 懲役２年（３） 求刑懲役3年6月 準強制わいせつなどの罪 広島地裁 2011/1/19

846 懲役３年（４） 求刑懲役3年 準強制わいせつなどの罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/1/17

一審無罪
（求刑懲役2年）

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

837 懲役２年6月（４） 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 静岡地裁 2010/12/21

834 懲役３年（５） 求刑懲役4年6月 集団準強姦未遂罪 和歌山地裁 2010/12/20

827 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2010/12/7

844 一審破棄 懲役１年6月（３） 準強制わいせつ罪 東京高裁 2011/1/13

851 売春防止法違反（場所提供業）の罪 東京地裁 2011/1/25



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

825 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 集団準強姦未遂罪 和歌山地裁 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

810 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 岡山地裁 2010/11/18

801 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 青森地裁八戸支部 2010/11/9

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

792 上告棄却 懲役１年（３） 住居侵入、窃盗罪　（下着盗） 最高裁第1小法廷 2010/10/21

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

772 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 静岡地裁 2010/9/30

771 懲役２年6月（４） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 盛岡地裁 2010/9/28

768 懲役8月（３） 求刑懲役8月 新潟県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 新潟地裁 2010/9/27

765 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 山口地裁 2010/9/15

761 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強姦致傷罪 鹿児島地裁 2010/9/8

749 懲役３年（５） 求刑懲役6年 準強制わいせつ、特別公務員暴行陵虐罪 神戸地裁 2010/8/30

733 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 和歌山地裁 2010/7/28

732 懲役３年（５） 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 横浜地裁横須賀支部 2010/7/28

726 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 京都地裁 2010/7/22

721 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 和歌山地裁 2010/7/15

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

719 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）、岩手県青少年環境浄化条例違反の罪 盛岡地裁 2010/7/15

713 懲役２年6月（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、わいせつ目的誘拐罪 富山地裁 2010/6/28

711 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷などの罪 横浜地裁 2010/6/25

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

2被告 2被告
懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月
罰金100万円 罰金100万円

708 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつなどの罪 福岡地裁小倉支部 2010/6/24

693 懲役２年（４） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 横浜地裁横須賀支部 2010/6/17

686 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 津地裁 2010/6/10

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

709 児童福祉法違反、売春防止法違反（周旋）の罪 神戸地裁 2010/6/25



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

675 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 盛岡地裁 2010/5/28

663 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 宮崎地裁 2010/5/14

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

懲役２年6月（５）
罰金50万円

650 裁判員 懲役３年（３） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 静岡地裁浜松支部 2010/4/22

623 懲役２年6月（３） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 水戸地裁土浦支部 2010/3/4

621 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪（痴漢行為） 東京地裁 2010/3/2

619 懲役２年（５） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2010/2/26

606 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 岡山地裁 2010/2/5

601 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 2010/1/28

599 一審破棄 懲役２年6月（４） 一審懲役2年4月 強制わいせつなどの罪 広島高裁 2010/1/26

*02 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2010/1/22

595 裁判員 懲役３年（５） 強制わいせつ致傷などの罪　（心神耗弱状態） 大阪地裁 2010/1/22

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

592 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 高知地裁 2010/1/21

591 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 東京地裁立川支部 2010/1/21

586 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 強姦致傷罪 那覇地裁 2010/1/15

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

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

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

3被告 3被告
懲役３年（５） 求刑懲役6年

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

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

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

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

2010/4/28

569 裁判員 集団強姦致傷などの罪 奈良地裁 2009/11/30

656 売春防止法違反罪 奈良地裁



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 岡山地裁 2009/5/13

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

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

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）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

485 上告棄却 最高裁第2小法廷 2009/3/9

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2被告 2被告
懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月

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

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

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

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

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

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

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

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

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

279 懲役１年（４） 求刑懲役1年 児童福祉法違反の罪 福井家裁 2007/3/31

279 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 児童福祉法違反の罪 福井家裁 2007/3/31

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

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

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



3被告 3被告

懲役３年（５） 求刑懲役3年

276 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 準強制わいせつ罪 福井地裁 2007/3/27

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

265 一審破棄 懲役２年6月（４） 一審懲役2年 わいせつ誘拐などの罪 仙台高裁 2007/3/2

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

261 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2007/2/19

257 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 山形地裁 2007/2/9

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

253 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強要未遂などの罪 山形地裁米沢支部 2007/1/31

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

248 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 山口地裁下関支部 2007/1/27

245 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 鳥取地裁 2007/1/24

244 懲役３年（４） 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2007/1/23

懲役３年（５） 求刑懲役3年
罰金40万円 罰金40万円

239 懲役6月（３） 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 鹿児島地裁 2007/1/12

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

231 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 準強制わいせつ罪 札幌地裁苫小牧支部 2006/12/19

229 懲役4月（３） 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 青森地裁 2006/12/14

228 懲役３年（５） 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 大津地裁 2006/12/13

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

220 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 静岡県青少年環境整備条例違反の罪 静岡地裁沼津支部 2006/12/2

217 懲役３年（５） 求刑懲役4年 わいせつ目的誘拐などの罪 盛岡地裁 2006/11/29

215 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 強制わいせつなどの罪 新潟地裁 2006/11/23

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

197 懲役２年6月（５） 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 熊本地裁 2006/10/18

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

189 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 大津地裁 2006/10/5

277 集団強姦罪 熊本地裁 2007/3/27

240 売春防止法違反などの罪 高松地裁 2007/1/16



188 懲役１年6月（５） 福岡県青少年健全育成条例違反の罪 福岡地裁小倉支部 2006/10/5

5被告 5被告
懲役３年（４） 一審懲役5年

186 懲役２年（３） 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 佐賀地裁 2006/9/27

183 懲役２年6月（５） 求刑懲役4年 集団準強姦罪 京都地裁 2006/10/11

183 懲役３年（５） 求刑懲役5年 集団準強姦罪 京都地裁 2006/10/11

174 懲役２年8月（４） 求刑懲役3年 人身売買罪 前橋地裁 2006/8/25

167 懲役３年（５） 求刑懲役3年6月 人身売買ほう助などの罪 宇都宮地裁 2006/8/4

164 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 建造物侵入、軽犯罪法違反の罪 福島地裁会津若松支部 2006/7/27

156 懲役4月（３） 求刑懲役4月 奈良県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 奈良地裁 2006/7/15

155 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪 福井地裁 2006/7/15

146 懲役3月（２） 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 2006/6/20

141 懲役２年（３） － わいせつ図画販売などの罪 徳島地裁 2006/6/13

懲役２年（３）
罰金20万円

追徴金248,600円

135 懲役6月（３） 求刑懲役6月 青森県青少年健全育成条例違反の罪 青森地裁 2006/5/25

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

129 上告棄却 懲役２年（４） わいせつ図画販売などの罪 最高裁第3小法廷 2006/5/18

126 懲役２年（５） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2006/5/3

懲役１年6月（３）
罰金20万円

107 懲役３年（４） 求刑懲役3年 わいせつ誘拐の罪 富山地裁 2006/3/17

106 懲役３年（５） 求刑懲役4年 わいせつ誘拐などの罪 青森地裁 2006/3/17

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

98 懲役３年（４） 求刑懲役4年 強姦罪 富山地裁 2006/3/8

96 懲役３年（５） 求刑懲役3年 強制わいせつ致傷罪 山形地裁 2006/3/2

3被告 3被告
懲役１年（３） 求刑懲役1年

66 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 2005/12/28

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

45 懲役１年6月（４） 求刑懲役1年6月 強制わいせつ、住居侵入の罪 那覇地裁 2005/11/17

187 一審破棄 集団強姦罪 仙台高裁 2006/10/4

141 － わいせつ図画販売などの罪 徳島地裁

91 児童福祉法違反の罪 那覇家裁 2006/2/21

2006/6/13

119 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 2006/4/13



38 懲役２年6月（３） 求刑懲役2年6月 特別公務員暴行陵虐罪 大津地裁 2005/11/2

29 懲役１年10月（５） 求刑懲役1年10月 福井県青少年愛護条例違反などの罪 福井地裁 2005/10/18

26 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 熊本県少年保護育成条例違反の罪 熊本地裁 2005/10/6

25 懲役３年（５） 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 福岡地裁 2005/10/6

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

16 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 鹿児島地裁 2005/9/16

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

6 懲役３年（４） 求刑懲役3年 強姦未遂罪 札幌地裁 2005/8/19

3 懲役２年（４） 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 横浜地裁 2005/7/12


