
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1627 控訴棄却 懲役２２年 殺人、児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪【死者1人】 東京高裁 2017/1/24

1621 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 横浜地裁 2016/12/12

1599 懲役２３年 求刑懲役30年 準強姦などの罪 金沢地裁 2016/8/31

1590 裁判員 懲役２６年 求刑無期懲役 殺人、保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ致傷などの罪【死者1人】 横浜地裁 2016/7/20

裁判員

差戻し審

1534 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 準強姦致傷などの罪 東京地裁 2015/12/10

1483 懲役２２年 求刑懲役25年 強姦、強制わいせつなどの罪 横浜地裁 2015/3/12

1475 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 強盗強姦、強姦などの罪 さいたま地裁 2015/2/10

1460 裁判員 懲役２８年 求刑懲役28年 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 札幌地裁 2014/12/9

1449 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 強姦致傷、強姦などの罪 横浜地裁 2014/11/14

上告棄却 懲役２２年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役２５年 強盗強姦、強姦致傷などの罪

控訴棄却 懲役２２年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役２５年 強盗強姦、強姦致傷などの罪

*28 裁判員 懲役２４年 求刑懲役28年 強盗強姦、強盗、住居侵入罪 千葉地裁 2013/9/24

1351 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 強姦致傷、強姦などの罪 釧路地裁 2013/8/9

1344 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 強姦致傷、強制わいせつ罪 京都地裁 2013/7/9

1337 裁判員 懲役２５年 求刑懲役25年 強盗強姦、集団強姦未遂などの罪 神戸地裁 2013/6/21

1336 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦、強姦、強制わいせつなどの罪 長野地裁 2013/6/21

裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 強姦致傷、強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役２５年 求刑懲役25年 強盗強姦、強姦致傷などの罪

裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 強盗強姦などの罪

（合算） 懲役９年 求刑懲役12年 強盗致傷などの罪

裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 強盗強姦、住居侵入などの罪

（合算） 懲役７年 求刑懲役8年 強盗強姦などの罪

1275 裁判員 懲役２３年 求刑懲役30年 強盗強姦、強盗致傷などの罪 神戸地裁 2013/2/28

まさかりの部屋　性犯罪・判例　有期懲役20年以上の判決例　（2005/10/12～2017/1/24）

判決

1556 懲役２２年 求刑懲役25年 殺人、児童ポルノ処罰法違反（公然陳列）などの罪【死者1人】 東京地裁立川支部 2016/3/15

1426 最高裁第1小法廷 2014/8/21

1389 大阪高裁 2014/2/27

1335 大阪地裁 2013/6/21

1287 和歌山地裁 2013/3/14

1285 名古屋地裁 2013/3/14



控訴棄却 懲役９年6月 強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役１１年 強姦致傷などの罪

1260 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 神戸地裁 2013/1/28

1234 裁判員 懲役２１年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 青森地裁 2012/11/29

1227 控訴取下 懲役２７年 確定 殺人、強制わいせつ未遂などの罪【死者1人】 名古屋高裁 2012/11/16

1216 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗などの罪 広島地裁 2012/11/2

1208 裁判員 懲役２７年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 東京地裁立川支部 2012/10/25

1201 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 東京地裁立川支部 2012/10/16

1200 裁判員 懲役２７年 求刑無期懲役 殺人、強制わいせつ未遂などの罪【死者1人】 名古屋地裁 2012/10/15

1198 裁判員 懲役２５年 求刑無期懲役 強盗強姦、住居侵入などの罪 京都地裁 2012/10/10

1197 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦、強盗致傷などの罪 熊本地裁 2012/10/1

裁判員 懲役９年6月 求刑懲役12年 強制わいせつ致傷などの罪

（合算） 懲役１１年 求刑懲役16年 強姦致傷などの罪

1189 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 横浜地裁 2012/9/21

1175 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 千葉地裁 2012/8/28

1167 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 大阪地裁堺支部 2012/8/2

1160 懲役２０年 求刑懲役25年 強姦、児童ポルノ処罰法違反などの罪 神戸地裁 2012/7/19

控訴棄却 懲役２６年 強姦致傷、強盗罪

（合算） 懲役２４年 強姦致傷、強盗、窃盗罪

1120 裁判員 懲役２０年 求刑懲役19年 強姦致傷、強盗などの罪 東京地裁立川支部 2012/5/18

1102 懲役２３年 求刑懲役30年 強姦などの罪 神戸地裁 2012/3/29

1098 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 強盗強姦未遂、強姦などの罪 札幌地裁 2012/3/26

1096 上告棄却 懲役２８年 強盗強姦などの罪 最高裁第2小法廷 2012/3/23

1093 裁判員 懲役２２年 求刑懲役22年 殺人、強姦致死などの罪【死者1人】 岡山地裁 2012/3/23

1089 裁判員 懲役２２年 求刑懲役24年 強姦致傷などの罪　（別件で懲役6年控訴中） 静岡地裁沼津支部 2012/3/15

1082 懲役２０年 求刑懲役30年 強姦、強制わいせつ罪 京都地裁 2012/3/9

1081 裁判員 懲役２０年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗などの罪 高松地裁 2012/3/8

1076 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2012/3/1

1068 裁判員 懲役２０年 求刑懲役20年 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2012/2/23

1273 広島高裁岡山支部 2013/2/27

1194 岡山地裁 2012/9/28

1144 東京高裁 2012/6/27



1053 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 釧路地裁 2012/2/2

1049 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 福岡地裁 2012/1/27

1023 控訴棄却 懲役２８年 強盗強姦などの罪 高松高裁 2011/12/13

1018 裁判員 懲役２８年 求刑無期懲役 強姦致傷などの罪 東京地裁立川支部 2010/12/9

裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗罪

（合算） 懲役２４年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗、窃盗罪

1012 裁判員 懲役２８年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2011/12/2

1011 裁判員 懲役３０年 求刑懲役30年 強姦致傷、殺人未遂などの罪 大阪地裁 2011/11/29

1006 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 強姦致傷、窃盗、準強制わいせつ、住居侵入罪 大津地裁 2011/11/22

948 裁判員 懲役２８年 求刑懲役28年 強盗強姦などの罪 高松地裁 2011/7/11

941 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 水戸地裁 2011/6/24

912 懲役２５年 求刑懲役28年 強盗強姦、わいせつ略取などの罪 千葉地裁 2011/4/27

905 裁判員 懲役２４年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 高松地裁 2011/3/30

898 裁判員 懲役２０年 求刑懲役28年 強姦致傷などの罪 金沢地裁 2011/3/11

2被告 2被告

懲役２４年 求刑懲役30年

868 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 金沢地裁 2011/2/8

839 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 岡山地裁 2010/12/24

829 裁判員 懲役２７年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 神戸地裁 2010/12/9

814 裁判員 懲役２９年 求刑懲役30年 強盗強姦、住居侵入などの罪 静岡地裁浜松支部 2010/11/19

788 裁判員 懲役２５年 求刑懲役27年 強姦致傷、強盗などの罪 宇都宮地裁 2010/10/19

779 裁判員 懲役２３年 求刑懲役23年 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2010/10/8

759 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 殺人、強姦致死などの罪【死者1人】 山形地裁 2010/9/8

689 裁判員 懲役３０年 求刑無期懲役 強盗強姦、強盗強姦未遂などの罪 大阪地裁 2010/6/15

661 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 横浜地裁 2010/5/14

647 裁判員 懲役２１年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 さいたま地裁 2010/3/29

639 控訴棄却 懲役３０年 強姦、強姦未遂などの罪 広島高裁 2010/3/18

626 控訴棄却 懲役２５年 強姦致傷などの罪 名古屋高裁 2010/3/4

557 懲役２８年 求刑懲役30年 強姦致傷、強盗などの罪 大阪地裁 2009/11/5

1013 静岡地裁沼津支部 2011/12/5

878 裁判員 集団強姦致傷などの罪 千葉地裁 2011/2/21



547 懲役２３年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 岡山地裁 2009/10/14

538 懲役３０年 求刑懲役30年 強姦、強姦未遂などの罪 広島地裁 2009/9/14

531 懲役２２年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 横浜地裁小田原支部 2009/8/24

524 懲役２０年 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 東京地裁 2009/7/7

514 懲役２７年 求刑懲役28年 強盗強姦などの罪 宇都宮地裁 2009/6/4

514 懲役２８年 求刑懲役30年 強盗強姦などの罪 宇都宮地裁 2009/6/4

懲役１８年 求刑懲役20年

懲役１２年 求刑懲役15年

471 懲役２３年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 水戸地裁土浦支部 2009/1/30

470 控訴棄却 懲役３０年 強盗強姦などの罪 札幌高裁 2009/1/29

455 懲役２５年 求刑懲役27年 強盗強姦、強制わいせつなどの罪 大阪地裁 2008/12/12

441 控訴棄却 懲役２０年 準強姦などの罪 福岡高裁宮崎支部 2008/10/30

427 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 津地裁 2008/10/3

396 懲役２０年 求刑懲役22年 準強姦、準強制わいせつ罪 宮崎地裁 2008/7/17

393 懲役３０年 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 札幌地裁 2008/7/11

343 懲役２２年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2008/3/13

330 懲役２８年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 鹿児島地裁 2008/2/1

307 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦などの罪 福岡地裁小倉支部 2007/12/10

306 懲役２０年 求刑懲役20年 準強姦などの罪 大阪地裁 2007/12/6

303 上告棄却 懲役３０年 強姦致傷、強姦などの罪 最高裁第3小法廷 2007/11/15

300 懲役２５年 求刑懲役30年 強姦致傷、強姦などの罪 富山地裁高岡支部 2007/11/14

286 懲役２２年 求刑懲役25年 強姦致傷などの罪 松山地裁 2007/9/27

268 懲役３０年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 松山地裁 2007/3/8

204 控訴棄却 懲役２０年 わいせつ目的略取などの罪 福岡高裁 2006/11/6

196 懲役２０年 求刑懲役25年 強姦傷害などの罪 大津地裁 2006/10/17

194 懲役２７年 求刑懲役30年 強姦などの罪 さいたま地裁 2006/10/13

161 懲役２４年 求刑懲役30年 強姦致傷などの罪 札幌地裁室蘭支部 2006/7/25

158 懲役２０年 求刑懲役25年 強盗強姦未遂などの罪 東京地裁 2006/7/19

148 懲役２５年 求刑無期懲役 強盗強姦などの罪 札幌地裁室蘭支部 2006/6/26

472 合算 強姦致傷、窃盗などの罪 横浜地裁川崎支部 2009/2/4



123 懲役２２年 求刑懲役25年 強姦などの罪 横浜地裁小田原支部 2006/4/21

110 懲役３０年 求刑無期懲役 強姦致傷などの罪 大阪地裁 2006/3/22

101 懲役２０年 求刑懲役20年 わいせつ目的略取などの罪 佐賀地裁 2006/3/14

3被告

懲役２０年

90 懲役２０年 求刑懲役20年 強姦などの罪 京都地裁 2006/2/21

51 懲役２０年 求刑懲役20年 強盗強姦、わいせつ目的略取などの罪 大阪地裁 2005/11/30

39 懲役２０年 求刑懲役20年 強盗強姦などの罪 東京地裁 2005/11/2

27 懲役２０年 求刑懲役20年 準強制わいせつ、強盗致傷などの罪 東京地裁 2005/10/12

2006/2/2592 控訴棄却 強盗強姦など罪 札幌高裁


