
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1671 控訴棄却 懲役３年 集団強姦罪 東京高裁 2017/9/19

1660 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 横浜地裁 2017/7/19

1646 懲役３年 求刑懲役5年 集団強姦罪 千葉地裁 2017/4/17

1625 懲役２年6月 求刑懲役4年 児童福祉法違反（淫行）罪 京都地裁 2017/1/20

1622 懲役10月 求刑懲役1年 児童買春禁止違反罪 東京地裁 2016/12/21

1606 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強盗致傷などの罪 東京地裁 2016/9/30

1589 懲役２年6月 求刑懲役4年 準強姦罪 那覇地裁 2016/7/15

懲役３年

内6月（２）

1558 一審破棄 懲役３年 一審懲役12年 強姦、強制わいせつ罪　（強姦罪不成立、地裁判決は事実誤認） 仙台高裁 2016/3/15

1549 懲役３年 求刑懲役4年 強姦未遂、強制わいせつ罪 福島地裁郡山支部 2016/2/23

1545 懲役２年4月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、窃盗などの罪 前橋地裁 2016/1/26

1518 懲役２年2月 児童福祉法違反（淫行）罪 前橋地裁 2015/10/14

一審無罪

求刑懲役3年

1479 懲役4月 求刑懲役6月 児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 松山地裁 2015/2/24

1471 懲役２年 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2015/1/26

1454 懲役１年6月 求刑懲役2年 児童ポルノ処罰法違反、傷害罪 神戸地裁姫路支部 2014/11/26

1452 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 山形地裁 2014/11/20

1438 一審破棄 懲役３年 一審懲役4年 わいせつ目的略取、監禁などの罪 広島高裁 2014/10/2

1437 懲役１年2月 求刑懲役2年 兵庫県青少年愛護条例違反（淫行）などの罪 神戸地裁 2014/10/1

1424 懲役8月 求刑懲役1年 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 福岡地裁 2014/7/31

1422 懲役３年 求刑懲役4年6月 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 神戸地裁尼崎支部 2014/7/29

1415 懲役３年 求刑懲役5年 準強制わいせつ罪 甲府地裁 2014/7/15

1410 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ、監禁などの罪 山形地裁 2014/6/20

1409 懲役２年4月 求刑懲役4年 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 名古屋地裁 2014/6/19

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

2015/9/29

まさかりの部屋　性犯罪・判例　懲役3年以下（実刑）の判決例　（2005/6/22～2017/10/5）

判決

1582 求刑懲役4年 強姦未遂罪　（懲役１年6月（３）の執行猶予中の犯行） 東京地裁 2016/6/22

1514 一審破棄 懲役２年 準強制わいせつ罪 大阪高裁



1397 懲役２年4月 求刑懲役4年 児童福祉法違反（淫行）、特別公務員暴行陵虐罪 水戸地裁 2014/3/28

懲役１年10月
罰金100万円

1377 懲役３年 求刑懲役3年 児童福祉法違反（淫行）罪 横浜地裁 2014/1/10

1369 懲役２年4月 求刑懲役4年 強制わいせつなどの罪 東京地裁 2013/11/12

1367 裁判員 懲役１年9月 求刑懲役8年 強盗強姦未遂などの罪　（前回裁判前捜査不尽） 札幌地裁 2013/11/7

1365 懲役２年6月 求刑懲役6年 児童福祉法違反（淫行）などの罪 横浜地裁 2013/10/18

1358 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 福島地裁いわき支部 2013/9/30

1313 懲役２年 求刑懲役2年6月 強制わいせつなどの罪 山形地裁 2013/5/23

1306 懲役３年 求刑懲役9年 強制わいせつ罪　（別の強制わいせつ、強姦未遂罪不成立） 金沢地裁 2013/4/24

1305 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 福岡高裁 2013/4/24

1302 懲役２年 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 さいたま地裁 2013/4/18

1297 懲役8月 求刑懲役1年6月 強制わいせつ罪 前橋地裁 2013/3/28

1286 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 京都地裁 2013/3/14

1277 懲役２年 求刑懲役3年 強制わいせつ罪 静岡地裁 2013/3/1

b33 懲役１年10月 求刑懲役2年6月－3年6月 強制わいせつ罪 神戸地裁 2013/2/21

1265 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 新潟地裁 2013/2/15

1259 懲役２年 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 福岡地裁 2013/1/25

1254 裁判員 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷、窃盗罪 前橋地裁 2013/1/10

1251 懲役３年 求刑懲役4年 強姦未遂などの罪 広島地裁 2013/1/8

1231 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 強姦致傷罪 徳島地裁 2012/11/22

1199 懲役２年4月 求刑懲役3年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）罪 富山地裁 2012/10/11

1172 懲役２年4月 求刑懲役4年 強姦未遂罪 東京地裁 2012/8/10

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

1157 懲役２年10月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、わいせつ誘拐などの罪 宇都宮地裁 2012/7/19

1154 懲役３年 求刑懲役3年6月 児童福祉法違反、福岡県青少年健全育成条例違反の罪 福岡地裁 2012/7/13

1141 懲役２年6月 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 福井地裁 2012/6/20

1133 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ、監禁罪、児童ポルノ処罰法違反罪 前橋地裁 2012/6/8

1129 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷、強制わいせつ罪 大津地裁 2012/6/1

1103 懲役２年 求刑懲役3年 強制わいせつ、特別公務員暴行陵虐罪 那覇地裁 2012/3/30

b36 児童福祉法違反（淫行）、売春防止法違反（周旋）罪 秋田地裁 2014/1/17



1085 懲役３年 求刑懲役8年 強姦未遂、児童福祉法違反罪 長野地裁飯田支部 2012/3/13

1067 懲役２年 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 さいたま地裁 2012/2/23

1061 懲役３年 求刑懲役4年 強姦、児童ポルノ処罰法違反などの罪 横浜地裁横須賀支部 2012/2/16

1043 懲役１年2月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 青森地裁 2012/1/16

1040 懲役３年 求刑懲役5年 強姦罪 秋田地裁 2012/1/13

1028 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 新潟地裁 2011/12/16

1024 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 宮崎地裁 2011/12/13

1008 懲役２年8月 求刑懲役4年 わいせつ目的略取、逮捕監禁などの罪 東京地裁立川支部 2011/11/28

一審無罪
求刑懲役6月

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

970 懲役１年6月 求刑懲役1年6月 わいせつ目的誘拐罪 横浜地裁 2011/9/5

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

*11 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 強制わいせつ致傷などの罪 千葉地裁 2011/8/18

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

938 裁判員 懲役２年 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 宇都宮地裁 2011/6/23

929 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷罪 大津地裁 2011/6/3

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

870 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 千葉地裁 2011/2/10

862 懲役２年6月 求刑懲役4年 児童福祉法違反の罪 前橋地裁 2011/2/3

懲役１年2月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪

懲役8月 求刑懲役1年2月 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）、住居侵入罪

856 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ致傷罪 名古屋地裁岡崎支部 2011/1/27

懲役２年6月 求刑懲役4年

罰金30万円 罰金50万円

800 懲役１年6月 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 福岡地裁 2010/11/8

懲役２年 求刑懲役4年
拘留10日 拘留20日

789 上告棄却 懲役１年4月 準強制わいせつ罪 最高裁第1小法廷 2010/10/19

773 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 福岡高裁宮崎支部 2010/9/30

2011/11/81000 一審破棄 懲役2月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大阪高裁

859 合算 福岡地裁 2011/1/31

817 準強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反罪 松山地裁大洲支部 2010/11/26

794 裁判員 強制わいせつ致傷などの罪 和歌山地裁 2010/10/29



745 懲役２年 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 京都地裁 2010/8/26

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

666 控訴棄却 懲役8月 いしかわ子ども総合条例違反（淫行）の罪 名古屋高裁金沢支部 2010/5/18

665 懲役１年6月 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 旭川地裁 2010/5/17

664 控訴棄却 懲役３年 強制わいせつ致傷などの罪 名古屋高裁 2010/5/17

659 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 長崎地裁 2010/5/13

642 裁判員 懲役２年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2010/3/18

637 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ致傷などの罪 和歌山地裁 2010/3/17

635 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 徳島地裁 2010/3/15

620 上告棄却 懲役１年8月 児童ポルノ処罰法違反（製造）の罪 最高裁第1小法廷 2010/3/1

618 懲役２年 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 宮崎地裁延岡支部 2010/2/26

615 懲役２年6月 求刑懲役5年 児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪 福岡地裁 2010/2/22

584 懲役8月 求刑懲役1年2月 いしかわ子ども総合条例違反の罪（わいせつ行為） 金沢地裁 2010/1/12

576 裁判員 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷などの罪 岐阜地裁 2009/12/10

569 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 集団強姦致傷などの罪 奈良地裁 2009/11/30

567 懲役２年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反（製造）などの罪 横浜地裁 2009/11/27

559 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 奈良地裁 2009/11/17

553 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 福岡地裁 2009/10/23

545 懲役１年4月 求刑懲役2年 準強制わいせつ罪 水戸地裁 2009/10/6

541 懲役１年4月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 宮崎地裁 2009/9/16

534 控訴棄却 懲役１年6月 強制わいせつ罪 高松高裁 2009/9/8

522 上告棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 最高裁第3小法廷 2009/7/3

520 上告棄却 懲役4月 東京都迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 最高裁第3小法廷 2009/6/25

懲役２年4月 求刑懲役3年6月
罰金30万円 罰金30万円

501 懲役２年6月 求刑懲役4年6月 強姦未遂などの罪 さいたま地裁 2009/4/30

499 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 東京地裁立川支部 2009/4/21

4被告
懲役１年6月

495 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 高知地裁 2009/4/6

2009/4/13

511 売春防止法違反、職業安定法違反などの罪 さいたま地裁 2009/5/29

496 上告棄却 強姦未遂罪　（集団強姦行為） 最高裁第1小法廷



494 一審破棄 懲役１年8月 一審懲役3年（５） 強制わいせつ、わいせつ誘拐罪 福岡高裁宮崎支部 2009/3/31

493 懲役２年4月 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 広島地裁 2009/3/30

486 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 高松高裁 2009/3/9

480 懲役２年8月 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 東京地裁 2009/2/24

475 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2009/2/17

469 懲役１年8月 求刑懲役2年 児童買春・ポルノ処罰法違反の罪 東京地裁 2009/1/28

467 懲役１年 求刑懲役1年6月 児童買春禁止法違反の罪 和歌山地裁 2009/1/23

466 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ、児童ポルノ処罰法違反の罪 金沢地裁 2009/1/20

466 懲役３年 求刑懲役4年 強姦未遂罪 東京地裁 2009/1/16

465 懲役３年 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、未成年者略取未遂などの罪 高松地裁 2009/1/9

462 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強姦罪 水戸地裁土浦支部 2008/12/19

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

439 一審破棄 懲役２年 一審懲役2年10月 強制わいせつ罪 東京高裁 2008/10/30

434 懲役３年 求刑懲役4年 準強姦罪 神戸地裁尼崎支部 2008/10/15

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

424 懲役２年 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 高知地裁 2008/9/25

420 懲役１年8月 求刑懲役3年 児童福祉法違反の罪 さいたま家裁川越支部 2008/9/18

懲役２年 求刑懲役2年6月
罰金30万円 罰金30万円

401 控訴棄却 懲役２年6月 児童福祉法違反の罪（わいせつ行為） 東京高裁 2008/8/4

390 懲役２年6月 求刑懲役4年 準強制わいせつ罪 東京地裁 2008/7/1

387 懲役２年10月 求刑懲役5年 強制わいせつなどの罪 東京地裁 2008/6/27

381 懲役１年8月 求刑懲役2年6月 児童福祉法違反,などの罪 千葉家裁 2008/6/12

371 懲役２年 求刑懲役3年 強制わいせつ、公務員職権乱用罪 東京地裁 2008/5/27

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

361 懲役１年10月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 千葉地裁 2008/4/18

359 控訴棄却 懲役4月 東京都迷惑防止条例違反の罪 東京高裁 2008/4/16

355 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 福島地裁郡山支部 2008/3/26

351 懲役３年 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 山形地裁 2008/3/26

350 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、窃盗などの罪 東京地裁八王子支部 2008/3/26

416 売春防止法違反などの罪 京都地裁 2008/9/10



346 懲役１年10月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 津地裁四日市支部 2008/3/21

340 懲役１年10月 求刑懲役2年6月 児童買春・ポルノ処罰法違反の罪 宇都宮地裁 2008/2/29

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

334 懲役２年6月 求刑懲役4年 児童福祉法違反の罪 和歌山家裁 2008/2/13

329 懲役３年 求刑懲役5年 準強制わいせつ罪 秋田地裁 2008/1/30

321 懲役２年8月 求刑懲役3年6月 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2008/1/15

318 懲役３年 求刑懲役3年6月 強制わいせつ、暴行罪 札幌地裁苫小牧支部 2008/1/8

315 懲役２年6月 求刑懲役3年6月 児童福祉法違反の罪 甲府家裁 2007/12/27

314 懲役２年 求刑懲役3年6月 児童福祉法違反の罪 富山家裁 2007/12/26

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

310 懲役２年 求刑懲役2年6月 準強制わいせつ罪 高松地裁 2007/12/17

304 懲役３年 求刑懲役5年 強制わいせつ、恐喝未遂罪 大阪地裁 2007/11/21

302 控訴棄却 懲役２年 強制わいせつ罪 東京高裁 2007/11/15

295 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 さいたま地裁 2007/10/29

293 懲役4月 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 2007/10/16

275 懲役２年 求刑懲役4年 児童買春禁止法違反などの罪 函館地裁 2007/3/27

懲役２年 求刑懲役3年
罰金30万円 罰金30万円

254 控訴棄却 懲役２年 児童福祉法違反の罪 仙台高裁 2007/2/3

241 懲役３年 求刑懲役4年 強姦未遂罪 和歌山地裁 2007/1/17

223 懲役１年 － 愛知県青少年保護育成条例違反の罪 名古屋地裁岡崎支部 2006/12/5

223 懲役１年6月 求刑懲役2年6月 児童福祉法違反などの罪 名古屋家裁岡崎支部 2006/12/5

214 懲役１年6月 求刑懲役2年 鹿児島県青少年保護育成条例違反の罪 鹿児島地裁川内支部 2006/11/23

212 懲役２年6月 求刑懲役5年 強制わいせつ罪、強盗の罪 大津地裁 2006/11/20

208 懲役２年8月 求刑懲役4年 強制わいせつ罪 神戸地裁 2006/11/16

懲役１年
（猶予取消）

171 懲役１年2月 求刑懲役2年 児童福祉法違反の罪 静岡家裁 2006/8/11

168 懲役３年 － 強制わいせつ致傷などの罪 札幌地裁 2006/8/4

166 懲役２年 － 強制わいせつ罪 和歌山地裁 2006/8/3

269 売春防止法違反、児童福祉法違反の罪 高松地裁 2007/3/9

2006/8/11171
合算

求刑懲役1年 静岡県青少年条例違反の罪 静岡地裁



159 懲役8月 求刑懲役1年 静岡県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 静岡地裁 2006/7/21

144 懲役２年6月 求刑懲役4年 強制わいせつ致傷罪 長崎地裁 2006/6/20

111 懲役２年 求刑懲役3年 準強制わいせつ罪 高松地裁 2006/3/23

109 一審破棄 懲役２年4月 一審懲役3年 児童買春禁止法違反、通貨偽造、同行使の罪 広島高裁岡山支部 2006/3/22

108 懲役２年 求刑懲役3年 わいせつ目的略取の罪 高松地裁 2006/3/18

102 懲役２年 求刑懲役2年6月 準強姦未遂の罪 札幌地裁 2006/3/15

77 懲役２年4月 求刑懲役3年 わいせつ目的誘拐罪 福島地裁郡山支部 2006/1/20

60 懲役３年 求刑懲役3年 強姦罪 奈良地裁 2005/12/13

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

47 懲役１年6月 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 東京地裁 2005/11/22

37 懲役２年6月 求刑懲役6年 準強姦罪 札幌地裁 2005/11/1

36 控訴棄却 懲役３年 強姦未遂、強制わいせつ罪 仙台高裁秋田支部 2005/10/30

34 懲役２年 求刑懲役3年6月 強制わいせつなどの罪 山形地裁 2005/10/28

4被告 4被告
懲役２年 求刑懲役3年

28 懲役３年 求刑懲役4年6月 児童買春禁止法違反、通貨偽造・同行使の罪 岡山地裁 2005/10/12

17 懲役１年 求刑懲役2年 強制わいせつ罪 神戸地裁 2005/9/17

11 懲役２年6月 求刑懲役2年6月 強制わいせつ罪 横浜地裁川崎支部 2005/9/9

33 強姦未遂罪　（集団強姦行為） 静岡地裁沼津支部 2005/10/27


