
No. 判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

3731 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）罪 横浜地裁小田原支部 2017/12/26

3727 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 千葉地裁 2017/12/25

3670 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 危険運転致死罪 千葉地裁 2017/10/30

3659 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 東京地裁 2017/10/17

3646 裁判員 懲役１１年 求刑懲役13年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 神戸地裁 2017/10/3

3634 一審破棄 懲役６年6月 一審懲役7年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 大阪高裁 2017/9/20

3595 裁判員 懲役１０年 求刑懲役14年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 旭川地裁 2017/7/6

3592 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 危険運転致死などの罪 水戸地裁 2017/7/4

3589 懲役５年 求刑懲役8年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪 東京地裁 2017/6/27

3555 上告棄却 懲役２２年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 最高裁第1小法廷 2017/4/18

2被告
懲役２３年

3542 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 大阪地裁 2017/3/23

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）

3513 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 2 危険運転致死傷などの罪 大阪地裁 2017/3/3

3503 懲役１０年 求刑懲役12年 2 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪 大阪地裁 2017/2/17

3480 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 静岡地裁沼津支部 2017/1/24

裁判員
（2回目）

2被告 2被告
懲役２３年 求刑懲役23年

3424 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 宇都宮地裁 2016/11/2

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

3379 裁判員 家裁移送 求刑懲役4－8年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の未熟運転などの罪 大阪地裁 2016/8/2

3364 懲役４年 求刑懲役5年6月 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 宮崎地裁 2016/7/11

3341 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 危険運転致死傷ほう助などの罪 長野地裁 2016/6/13

3337 控訴棄却 懲役８年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪 東京高裁 2016/6/8

まさかりの部屋　殺人事件・判例　危険運転致死罪の場合　（2006/01/23～2017/12/26）

2016/11/2大阪地裁3423 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役9年 1

2017/1/24

3428 裁判員 4 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌地裁 2016/11/10

3479 家裁移送 求刑懲役4－8年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の未熟運転などの罪 大阪地裁

2017/4/14

3538 裁判員 懲役４年 求刑懲役10年 1 さいたま地裁 2017/3/21

3553 控訴棄却 4 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌高裁



3320 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 京都地裁 2016/5/25

3317 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 横浜地裁 2016/5/24

3308 裁判員 懲役５年－７年 求刑懲役7－10年 1 危険運転致死傷などの罪 横浜地裁 2016/4/28

3271 裁判員 懲役３年－４年 求刑懲役4－6年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪 山形地裁 2016/3/9

3201 控訴棄却 懲役２２年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌高裁 2015/12/8

3180 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 1 危険運転致死傷などの罪 長野地裁 2015/11/20

3158 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 長野地裁 2015/10/26

3141 控訴棄却 懲役１２年 2 危険運転致死などの罪 名古屋高裁 2015/9/30

3136 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）、強盗などの罪 水戸地裁 2015/9/17

3129 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 東京地裁 2015/9/11

3120 裁判員 懲役１７年 求刑懲役18年 2 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 和歌山地裁 2015/8/27

3117 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）罪 千葉地裁 2015/8/10

3106 裁判員 懲役１４年 求刑懲役17年 2 自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪 静岡地裁沼津支部 2015/7/16

3102 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪 札幌地裁 2015/7/15

3096 一審破棄 懲役５年 一審懲役8年 1 自動車運転過失致死罪　（危険運転致死罪不成立） 広島高裁松江支部 2015/7/10

3094 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 3 自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）などの罪 札幌地裁 2015/7/9

2986 裁判員 懲役１０年 求刑懲役11年 1 危険運転致死傷などの罪 横浜地裁 2015/2/17

2969 裁判員 懲役１２年 求刑懲役17年 2 危険運転致死、道交法違反罪 岐阜地裁 2015/2/2

2963 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 危険運転致死などの罪 さいたま地裁 2015/1/29

2960 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 危険運転致死罪 高松地裁 2015/1/26

2955 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 危険運転致死罪 横浜地裁 2015/1/21

2932 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役5－10年 2 危険運転致死傷罪 長崎地裁 2014/12/8

2898 裁判員 懲役８年 求刑懲役9年 1 危険運転致死などの罪 水戸地裁 2014/10/17

2883 裁判員 懲役１２年 求刑懲役13年 1 危険運転致死傷、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 京都地裁 2014/9/19

2868 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 3 危険運転致死罪 京都地裁 2014/9/5

T86 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷、道交法違反（酒気帯び運転）罪 横浜地裁 2014/4/25

2626 裁判員 懲役１２年 求刑懲役12年 1 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）罪 東京地裁 2013/10/2

2587 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 危険運転致死罪 広島地裁 2013/7/12

2578 裁判員 懲役３年－５年 求刑懲役4－7年 1 危険運転致死傷などの罪 名古屋地裁 2013/7/5



T71 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 1 危険運転致死などの罪 千葉地裁 2013/6/6

2555 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 危険運転致死、道路交通法違反（ひき逃げ）罪 名古屋地裁 2013/6/10

2553 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 危険運転致死などの罪 松江地裁 2013/6/7

2539 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 2 危険運転致死傷罪 仙台地裁 2013/5/29

2526 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷罪 千葉地裁 2013/5/23

T65 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 危険運転致死罪 千葉地裁 2013/3/15

2386 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 2 危険運転致死傷罪 高松地裁 2013/1/31

2376 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷罪 名古屋地裁 2013/1/25

2372 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 危険運転致死罪 和歌山地裁 2013/1/24

2367 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 1 危険運転致死、自動車運転過失傷害などの罪 横浜地裁 2013/1/21

2356 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 危険運転致死などの罪 熊本地裁 2012/12/21

2336 裁判員 懲役１４年 求刑懲役18年 2 危険運転致死などの罪 神戸地裁 2012/12/12

2321 裁判員 懲役３年－４年 求刑懲役5－7年 1 危険運転致死傷などの罪 富山地裁 2012/11/29

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

2300 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）罪 さいたま地裁 2012/11/8

2299 裁判員 懲役１６年 求刑懲役15年 1 危険運転致死傷、道交法違反（ひき逃げなど）の罪 神戸地裁 2012/11/8

2294 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 危険運転致死罪 松江地裁 2012/11/2

2286 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 危険運転致死罪 宮崎地裁 2012/10/29

2269 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 2 危険運転致死傷罪 さいたま地裁 2012/10/17

2220 裁判員 懲役１２年 求刑懲役16年 1 危険運転致死などの罪 横浜地裁 2012/8/9

2153 裁判員 懲役５年－９年 求刑懲役5－10年 1 危険運転致死傷、道交法違反（ひき逃げ）罪 神戸地裁 2012/6/27

T46 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 危険運転致死などの罪 千葉地裁 2012/6/7

2098 裁判員 懲役８年 求刑懲役11年 1 危険運転致死などの罪 千葉地裁 2012/4/26

2081 控訴棄却 懲役１２年 1 危険運転致死傷などの罪 東京高裁 2012/4/4

2028 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 危険運転致死罪 札幌地裁 2012/3/2

1988 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 1 危険運転致死罪 名古屋地裁 2012/2/6

1966 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 危険運転致死などの罪 広島地裁 2012/1/24

T34 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 1 危険運転致死罪 千葉地裁 2012/1/13

2被告
懲役２年

東京高裁 2011/11/171882 控訴棄却 2 危険運転致死傷ほう助罪



1867 上告棄却 懲役２０年 3 危険運転致死傷などの罪 最高裁第3小法廷 2011/10/31

1863 裁判員 懲役１２年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷などの罪 静岡地裁沼津支部 2011/10/28

T28 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷罪 千葉地裁 2011/9/21

1815 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 2 危険運転致死罪 福岡地裁 2011/9/16

1802 裁判員 懲役３年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷などの罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/9/8

1655 控訴棄却 懲役２３年 3 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 名古屋高裁 2011/4/27

1607 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 2 危険運転致死傷罪 宮崎地裁 2011/3/8

2被告 2被告
懲役２年 求刑懲役8年

1549 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 危険運転致死傷罪 千葉地裁 2011/2/3

1438 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷などの罪 神戸地裁 2010/11/15

1409 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 危険運転致死などの罪 岐阜地裁 2010/10/28

1397 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 危険運転致死、道交法違反（酒気帯び運転）罪 新潟地裁 2010/10/22

1396 裁判員 懲役２３年 求刑懲役27年 3 危険運転致死、道交法違反（ひき逃げ）などの罪 名古屋地裁 2010/10/22

1388 懲役３年（５） 求刑懲役8年 1 業務上過失致死罪　（危険運転致死罪不成立） 名古屋地裁 2010/10/19

1373 裁判員 懲役３年－６年 求刑懲役4－7年 1 危険運転致死罪 福岡地裁小倉支部 2010/10/8

1359 裁判員 懲役４年－８年 求刑懲役5－10年 1 危険運転致死傷などの罪 千葉地裁 2010/10/5

1219 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 危険運転致死罪 大阪地裁堺支部 2010/7/2

1190 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 危険運転致死罪 京都地裁 2010/6/16

1163 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 危険運転致死罪 千葉地裁 2010/5/26

1142 裁判員 懲役５年－１０年 求刑懲役5－10年 1 危険運転致死傷などの罪 さいたま地裁 2010/4/28

1135 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 1 危険運転致死罪 徳島地裁 2010/4/22

1134 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 1 危険運転致死傷罪 青森地裁 2010/4/22

1102 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 危険運転致死罪 水戸地裁 2010/3/19

1042 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 危険運転致死罪 水戸地裁 2010/2/19

1015 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 危険運転致死傷罪 水戸地裁 2010/1/29

1008 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 2 危険運転致死罪 千葉地裁 2010/1/28

943 上告棄却 懲役５年 1 危険運転致死罪 最高裁第2小法廷 2009/12/7

935 控訴棄却 懲役１６年 2 危険運転致死傷罪 東京高裁 2009/11/27

841 一審破棄 懲役５年 一審無罪 1 危険運転致死罪 名古屋高裁 2009/7/27

1566 裁判員 2 危険運転致死傷ほう助罪 さいたま地裁 2011/2/14



一審懲役7年6月 危険運転致死傷などの罪
求刑懲役25年 （一審　業務上過失致死傷などの罪）

危険運転致死傷などの罪不成立
業務上過失致死傷、道交法違反の罪

435 懲役２３年 求刑懲役30年 3 危険運転致死罪 神戸地裁尼崎支部 2007/12/19

403 懲役６年 求刑懲役7年 1 危険運転致死罪 大阪地裁堺支部 2007/11/8

203 懲役１６年 求刑懲役20年 2 危険運転致死傷罪 横浜地裁 2006/7/13

67 懲役２０年 求刑懲役20年 3 危険運転致死傷罪 仙台地裁 2006/1/23

2008/1/8449 懲役７年6月 求刑懲役25年 3 福岡地裁

767 一審破棄 懲役２０年 3 福岡高裁 2009/5/15


