
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

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

1665 略式命令 罰金50万円 児童ポルノ処罰法違反（製造）、建造物侵入罪 千葉簡裁 2017/8/10

1663 略式命令 罰金20万円 公然わいせつ罪 堺簡裁 2017/8/8

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

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

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

1597 略式命令 罰金20万円 公然わいせつ罪 尼崎簡裁 2016/8/23

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

1594 略式命令 罰金10万円 公然わいせつ罪 宇治簡裁 2016/8/1

1580 略式命令 罰金10万円 建造物侵入（盗撮目的）罪 高崎簡裁 2016/6/16

1570 罰金40万円 求刑罰金80万円 わいせつ電磁的記録頒布、わいせつ物陳列などの罪 東京地裁 2016/5/9

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

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

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

1465 略式命令 罰金10万円 公然わいせつ罪 佐倉簡裁 2014/12/26

1464 略式命令 罰金30万円 わいせつ物陳列罪 東京簡裁 2014/12/24

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

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

1443 略式命令 罰金30万円 公然わいせつ罪 宮崎簡裁 2014/10/17

1443 略式命令 罰金50万円 公然わいせつ罪 宮崎簡裁 2014/10/17

2被告

罰金50万円

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

1402 懲役10月 求刑懲役1年 名誉毀損罪　（リベンジポルノ） 名古屋地裁 2014/5/12

まさかりの部屋　性犯罪・判例　強姦、強制わいせつ、誘拐罪以外の性犯罪（刑法犯）の場合　（2005/9/29～2017/9/13）

2014/10/7

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

1440 上告棄却 わいせつ図画販売ほう助などの罪 最高裁第3小法廷



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

1384 罰金30万円 求刑懲役6月 公然わいせつ罪 大阪地裁 2014/1/31

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

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

1348 略式命令 罰金20万円 公然わいせつ罪 東京簡裁 2013/7/19

1340 略式命令 罰金10万円 公然わいせつ罪 明石簡裁 2013/7/2

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

1310 略式命令 罰金10万円 建造物侵入、軽犯罪法違反（のぞき）罪 福井簡裁 2013/5/14

1270 略式命令 罰金10万円 建造物侵入罪　（盗撮目的女子トイレ侵入） 横浜簡裁 2013/2/22

b32 略式命令 罰金20万円 公然わいせつ罪 吹田簡裁 2012/12/6

1204 略式命令 罰金10万円 建造物侵入罪（盗撮目的） 鹿児島簡裁 2012/10/19

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

1174 略式命令 罰金10万円 建造物侵入、軽犯罪法違反（のぞき見）罪 松本簡裁 2012/8/27

1168 略式命令 罰金10万円 建造物侵入罪（盗撮目的） 静岡簡裁 2012/8/3

1159 控訴棄却 懲役4月 公然わいせつ罪 仙台高裁秋田支部 2012/7/19

1150 略式命令 罰金30万円 公然わいせつ罪 川崎簡裁 2012/7/6

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

2被告

罰金50万円

2被告

懲役10月（３）

b17 略式命令 罰金10万円 公然わいせつ罪 札幌簡裁 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

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

996 上告棄却 懲役２年6月 特別公務員暴行陵虐罪（わいせつ行為） 最高裁第3小法廷 2011/10/24

991 略式命令 罰金10万円 建造物侵入罪（女子トイレ個室に侵入） 岡崎簡裁 2011/10/4

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

罰金50万円 求刑罰金50万円
971 わいせつ図画販売ほう助などの罪 東京地裁 2011/9/6

2012/5/17

1119 控訴棄却 わいせつ図画販売ほう助などの罪 東京高裁 2012/5/17

1119 控訴棄却 わいせつ図画販売などの罪 東京高裁



971 罰金50万円 求刑懲役10月 わいせつ図画販売ほう助などの罪 東京地裁 2011/9/6

2被告 2被告

懲役10月（３） 求刑懲役10月

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

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

916 略式命令 罰金20万円 公然わいせつ罪 熊本簡裁 2011/5/2

901 懲役２年6月 求刑懲役3年 特別公務員暴行陵虐罪（わいせつ行為） 千葉地裁 2011/3/17

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

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

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

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

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

849 略式命令 罰金10万円 住居侵入罪（覗き目的） 千葉簡裁 2011/1/21

843 無罪 求刑懲役4月 公然わいせつ罪 金沢地裁 2011/1/7

b03 上告棄却 罰金20万円 公然わいせつ罪 最高裁 2010/11/5

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

784 略式命令 罰金20万円 公然わいせつ罪 高松簡裁 2010/10/15

756 略式命令 罰金30万円 公然わいせつ罪 熊本簡裁 2010/9/2

752 略式命令 罰金50万円 わいせつ図画公然陳列罪 東京簡裁 2010/9/1

740 略式命令 罰金10万円 公然わいせつ罪 羽曳野簡裁 2010/8/6

699 懲役３年 求刑懲役4年 特別公務員暴行陵虐罪（わいせつ行為） 福島地裁 2010/6/21

2010/6/9
(2010/05/26)

588 罰金20万円 公然わいせつ罪 岡山地裁倉敷支部 2010/1/19

515 懲役６年 求刑懲役8年 強盗致傷、窃盗罪　（下着盗） 大津地裁 2009/6/5

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

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

457 懲役10月 求刑懲役1年6月 建造物侵入罪（盗撮目的） 東京地裁 2008/12/15

2008/11/27
(2008/11/04)

451 略式命令 罰金10万円 公然わいせつ罪 横浜簡裁

東京簡裁684 略式命令 罰金30万円 公然わいせつなどの罪

971 わいせつ図画販売などの罪 東京地裁 2011/9/6



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

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

406 略式命令 罰金60万円 公然わいせつ罪 徳島簡裁 2008/8/13

370 懲役２年 求刑懲役2年6月 人身売買罪 長野地裁 2008/5/27

356 略式命令 罰金10万円 　 建造物侵入罪（盗撮目的） 郡山簡裁 2008/4/4

353 懲役４年 求刑懲役6年 人身売買などの罪 長野地裁 2008/3/26

336 懲役２年 求刑懲役3年 特別公務員暴行陵虐罪 千葉地裁 2008/2/19

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

313 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 人身売買などの罪 長野地裁松本支部 2007/12/26

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

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

175 略式命令 罰金20万円 公然わいせつ罪 鳥取簡裁 2006/8/25

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

172 略式命令 罰金20万円 窃盗罪（女性の下着盗） 鳥取簡裁 2006/8/11

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

懲役４年 求刑懲役6年

罰金30万円 罰金30万円

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

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

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

2被告
懲役３年6月

56 無期懲役 求刑無期懲役 殺人、住居侵入などの罪【死者1人】 前橋地裁高崎支部 2005/12/9

52 懲役３年 求刑懲役5年 特別公務員暴行陵虐罪 東京地裁 2005/12/5

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

21 控訴棄却 懲役１６年 殺人、住居侵入、死体損壊罪【死者1人】 札幌高裁 2005/9/29

128 － 人身売買などの罪 長野地裁 2006/5/18

141 － わいせつ図画販売などの罪 徳島地裁 2006/6/13

160 人身売買などの罪 前橋地裁 2006/7/21


