
No. 判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

3693 裁判員 懲役１０年 求刑無期懲役 1 傷害致死、死体遺棄罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2017/11/22

3652 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 傷害致死ほう助、死体遺棄などの罪　（ほう助罪認定） 大阪地裁堺支部 2017/10/6

3624 裁判員 懲役１０年 求刑懲役18年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2017/9/11

3613 裁判員 懲役１１年 求刑無期懲役 1 傷害致死、死体遺棄などの罪　（強盗致死罪不成立） 福島地裁郡山支部 2017/7/27

自動車運転処罰法違反（過失運転致死）などの罪　
（危険運転致死傷罪不成立）

3527 裁判員 罰金30万円 求刑懲役8年 1 暴行罪　（傷害致死罪不成立） 千葉地裁 2017/3/14

*694 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 強盗、暴行罪　（強盗致傷罪不成立） 前橋地裁 2016/12/9

自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）などの罪　
（危険運転致死傷罪不成立）

*687 裁判員 懲役３年 求刑懲役10年 0 傷害、窃盗罪　（強盗致傷罪不成立） 名古屋地裁 2016/10/4

3399 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役13年 1 嘱託殺人罪　（殺人罪不成立） 福井地裁 2016/9/29

3381 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 3 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2016/8/8

3374 裁判員 懲役１８年 求刑無期懲役 1 殺人、窃盗罪　（強盗殺人罪不成立） 鳥取地裁 2016/7/20

3353 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 3 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2016/6/24

3287 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 傷害致死、道交法違反（ひき逃げ）罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2016/3/22

3244 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 1 承諾殺人罪　（殺人罪不成立） 千葉地裁 2016/2/10

3231 裁判員 禁固１年6月（３） 求刑禁固3年 1 重過失致死罪　（保護責任者遺棄致死罪不成立） 大阪地裁 2016/1/28

3227 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 傷害罪　（殺人未遂罪不成立） 京都地裁 2016/1/25

3209 裁判員 懲役１２年 求刑無期懲役 1 殺人などの罪　（強盗殺人罪不成立、心神耗弱状態） 福岡地裁小倉支部 2015/12/17

3188 裁判員 懲役８年 求刑懲役15年 1 傷害致死罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2015/11/27

3被告 3被告
懲役２１年 求刑懲役30年

2被告 2被告
懲役３年（５） 求刑懲役10年

2873 裁判員 懲役１３年 求刑無期懲役 1 強盗致死罪　（従犯、強盗殺人罪不成立） 東京地裁 2014/9/12

2841 裁判員 懲役１年6月（３） 求刑懲役20年 1 窃盗罪　（殺人、建造物等以外放火罪不成立） 広島地裁 2014/7/16

2771 裁判員 懲役３年6月－５年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2014/3/20

まさかりの部屋　裁判員裁判・判決例　罪名変更された判決例　（2009/10/8～2017/11/22）

3131

2884 裁判員 1 傷害罪　（傷害致死罪不成立） 名古屋地裁 2014/9/19

2017/3/21

3423 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役9年 1 大阪地裁 2016/11/2

3538 裁判員 懲役４年 求刑懲役10年 1 さいたま地裁

裁判員 3 殺人、傷害致死、詐欺などの罪　（1件殺人罪不成立） 神戸地裁 2015/9/16



2771 裁判員 懲役５年－７年 求刑懲役5－10年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2014/3/20

2被告 2被告
懲役５年－８年 求刑懲役5－10年
懲役１２年 求刑懲役18年 覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪
罰金600万円 罰金800万円 （麻薬特例法違反不成立）

2686 裁判員 罰金20万円 求刑懲役3年 1 暴行罪　（傷害致死罪不成立） 大阪地裁堺支部 2013/12/9

2660 裁判員 懲役１８年 求刑無期懲役 1 殺人、窃盗などの罪　（強盗殺人罪不成立） 横浜地裁 2013/11/1

2602 裁判員 禁固１年6月（３） 求刑懲役3年 1 業務上過失致死罪　（保護責任者遺棄致死罪不成立） 大阪地裁 2013/7/31

2589 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 2 殺人、傷害致死などの罪　（1人殺人罪不成立） 大阪地裁 2013/7/17

2475 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役15年 1 同意殺人罪　（殺人罪不成立） 前橋地裁 2013/3/26

2464 裁判員 懲役３年 求刑懲役10年 0 傷害罪　（殺人未遂罪不成立） 神戸地裁 2013/3/19

2440 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁 2013/3/11

*575 裁判員 懲役２年6月（５） 求刑懲役5年 0 窃盗、傷害罪　（強盗致傷罪不成立） 大分地裁 2013/1/18

2353 裁判員 懲役３年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2012/12/20

2344 裁判員 懲役１年2月（３） 求刑懲役5年 1 嘱託殺人罪　（傷害致死罪不成立） 札幌地裁 2012/12/14

*561 裁判員 刑の免除 求刑懲役10年 0 恐喝罪　（強盗致傷、強盗罪不成立） 横浜地裁 2012/11/30

2306 裁判員 懲役７年 求刑懲役15年 2 自動車運転過失致死傷罪　（危険運転致死傷罪不成立） 東京地裁 2012/11/16

Ｓ1206 裁判員 懲役２年（５） 求刑懲役7年 0 傷害罪　（強姦致傷罪不成立） 神戸地裁姫路支部 2012/10/22

建造物等以外放火罪
（殺人未遂、現住建造物等放火罪不成立）

2058 裁判員 懲役３年 求刑懲役13年 1 同意殺人罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁堺支部 2012/3/19

2057 裁判員 無期懲役 求刑死刑 2 殺人、窃盗罪　（強盗殺人罪不成立） 鹿児島地裁 2012/3/19

2040 裁判員 懲役２０年 求刑無期懲役 1 殺人、窃盗罪　（強盗殺人罪不成立） 横浜地裁 2012/3/13

1973 裁判員 懲役３年 求刑懲役8年 1 承諾殺人罪　（殺人罪不成立） 福島地裁 2012/1/27

1965 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 傷害罪　（殺人未遂罪不成立） 大分地裁 2012/1/24

殺人、強盗殺人ほう助などの罪
区分で1件無罪、1件は強盗殺人を認めず、ほう助適用

1874 裁判員 懲役２年（５） 求刑懲役8年 1 傷害罪　（傷害致死罪不成立） 横浜地裁 2011/11/8

1873 裁判員 有罪 区分審理 1 強盗殺人ほう助などの罪　（強盗殺人などの罪不成立） 仙台地裁 2011/11/4

1870 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役5－10年 1 嘱託殺人罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2011/11/2

S983 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 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

名古屋地裁 2012/7/24

1937 裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 2 仙台地裁 2011/12/20

2202 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役6年 0

C260 裁判員 - 東京地裁 2014/3/18

2014/3/202771 裁判員 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 大阪地裁



1771
(S954)

1765 裁判員 懲役９年 求刑懲役18年 1 傷害致死、暴力行為等処罰法違反罪　（殺人罪不成立） 和歌山地裁 2011/7/15

1687 裁判員 懲役９年 求刑懲役18年 1 傷害致死、死体損壊・遺棄罪　（殺人罪不成立） 金沢地裁 2011/5/27

S913 裁判員 懲役２年6月（４） 求刑懲役4年 0 傷害罪　（強制わいせつ致傷罪不成立） 福岡地裁 2011/4/28

1612 裁判員 懲役１年6月（２） 求刑懲役4年 0 嘱託殺人未遂罪　（殺人未遂罪不成立） 神戸地裁 2011/3/11

*375 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役8年 0 傷害、窃盗、暴行罪　（強盗致傷罪不成立） 大阪地裁 2011/3/4

*373 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 0 窃盗、暴行などの罪　（強盗致傷罪不成立） 大阪地裁 2011/3/1

*371 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 0 窃盗未遂、傷害などの罪　（強盗致傷罪不成立） 岐阜地裁 2011/2/25

1540 裁判員 懲役６年 求刑懲役12年 1 殺人未遂、傷害致死罪　（殺人罪不成立） 広島地裁 2011/1/27

1513 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役8年 0 傷害罪　（殺人未遂罪不成立） 東京地裁 2010/12/22

1509 裁判員 罰金15万円 求刑懲役5年 1 暴行罪　（傷害致死罪不成立） 東京地裁 2010/12/20

現住建造物等放火未遂、暴行罪
（現住建造物等放火罪不成立）

T13 裁判員 懲役６年 求刑懲役11年 0 殺人未遂などの罪　（1件の殺人未遂罪不成立） 大阪地裁 2010/10/29

S793 裁判員 懲役４年－６年 求刑懲役5－7年 0 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 横浜地裁 2010/10/29

1401 裁判員 懲役１５年 求刑無期懲役 1 強盗致死、営利誘拐、逮捕監禁罪　（強盗殺人罪不成立） 仙台地裁 2010/10/27

保護責任者遺棄、麻薬取締法違反などの罪
（保護責任者遺棄致死罪不成立）

1322 裁判員 懲役８年 求刑懲役14年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2010/9/10

1322 裁判員 懲役１０年 求刑懲役18年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2010/9/10

2被告 2被告
懲役１０年 求刑懲役17年

1245 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役10年 1 傷害致死罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2010/7/15

S716 裁判員 懲役８年 求刑懲役8年 0 強制わいせつ致傷、強姦罪　（強姦致傷罪不成立） 千葉地裁 2010/7/5

*189 裁判員 懲役２年 求刑懲役5年 0 窃盗、傷害罪　（強盗致傷罪不成立） 東京地裁立川支部 2010/7/1

1211 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役9年 0 傷害などの罪　（殺人未遂罪不成立） 大阪地裁堺支部 2010/6/30

S690 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 0 強制わいせつ致傷などの罪　（強姦致傷罪不成立） 広島地裁 2010/6/15

1169 裁判員 懲役８年 求刑懲役15年 1 傷害致死などの罪　（殺人罪不成立） 水戸地裁 2010/5/28

*105 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役12年 0 強盗致傷罪　（強盗殺人未遂罪不成立） さいたま地裁 2010/3/19

*85 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 0 窃盗、傷害罪　（強盗致傷罪不成立） さいたま地裁 2010/2/26

2010/9/17

1284 裁判員 1 傷害致死罪　（殺人罪不成立） 福岡地裁 2010/8/10

1336 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役6年 1 東京地裁

2011/7/21

*314 2010/11/19

裁判員 無期懲役 求刑無期懲役 1 殺人、強姦、死体遺棄罪　（強姦致死罪不成立） 千葉地裁

裁判員 懲役５年4月 求刑懲役8年 0 山形地裁



*11 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 建造物等以外放火罪　（現住建造物等放火罪不成立） 横浜地裁 2009/10/8


