
章 頁 キーワード 備考

第一章 裸足 2007年3月26日から4月頃

2007/3/26 12 マンションから裸足で逃げる（千葉県市川市）

15 Ｔシャツとジーンズ

15 腕時計

15 財布とマンションの鍵

15 ＵＳＢデータ型の音楽プレーヤー

15 地下鉄東西線・行徳駅は避ける

16 東へ逃げる。大通りにガソリンスタンドとファミレス

汚れた青いジャンパーとサンダルを拾う

妙典駅の近くの住宅地

市川大橋の階段

17 自転車に乗って逃げる

17 公衆電話から彼女（車持ち）に電話をかけるが話し中

18 線路沿いを自転車で逃げる

電車に乗り、上野駅へ（推測：京成電鉄？）

アメ横通り

19 コンビニで裁縫道具

19 別のコンビニで鏡

大学病院のトイレ

鼻を針と糸で整形

ティッシュとマスク

大通りから住宅街

2007/3/27 20 秋葉原

野球帽

靴

リュクサック

スナック菓子

秋葉原駅

終点の駅まで移動

21 ドトール

大型スーパー

ドラッグストア

ファッションビル

図書館

新聞

22 逃亡中の女性犯の記事

駅前の大型スーパー

下着購入

ショッピングビル

百円眼鏡

充電できる単４電池

英単語・熟語ダイアローグ1200・1800

ＴＯＥＦＬ英単語3500

23 熊谷駅

図書館

公園

24 丘の上で眠た

大型スーパー

焼き鳥

熊谷駅

25 色々な場所を歩き続ける

26 女の子二人「変装しているみたい」 回想

27 民家の駐車スペース 回想

28 畑の中の風景 回想

29 田舎の光景

30 茨城県水戸

新聞配達員から朝刊をもらい事件記事を読む

31 電車に飛び乗る

怖くなり電車から飛び降りる

大型スーパー

ユニクロ



靴屋

バス停

大通りのファミレス

ゴミや廃棄物から服や靴を拾う

上空をヘリコプターが飛ぶ

32 ホームレスのおじいさんと服を取り替える

前橋駅

33 まっすぐに広い道路

新幹線が走っていた

34 車両の少ない電車

大型スーパー

35 寺町

2007/4/1 桜まつり

公園で寝る

公衆トイレ

電池を充電

公園に図書館併設

36 トンネル

37 農薬を飲もうかと思案する

My life is for me.

私の人生は私のものだ

田舎道を歩く

38 雪が降り始める

自動販売機でコーンスープを買った

ホットドリンクを購入

39 新しい駅の側にでる

40 鍵のかかっていない車の中で寝た

41 電車で移動

熱海駅

42 Ｔシャツで山道を歩く

43 山の上から静岡県の駿河湾を臨む

44 青森でホームレスになる事を思いつく。

第二章 板へ 2007年4月頃

2007/4/1 46 落ち武者の幻想をみる

47 挿絵 回想

48 グリーンコンタクトで乱視になった

49 ラブホのネオン発見

50 ラブホ発見

51 挿絵

52 アスファルトを歩く

53 東京駅

54 新潟駅

白人女性に怯える

55 線路沿いに砂利道を歩く

56 住宅街を歩く

57 住宅のテレビ報道で自分のニューズが流れる

58 川沿いに歩いて無人駅に着く

59 パトカーに遭遇

60 シイタケのビニールハウスで寝る

61 バスに乗る

電車に乗る

62 海沿いの町に着く

青森駅

ババァが女を買わないかと声をかけてくる

63 青森には一週間滞在

64 公園で寝る。雪が降っていた。

ホームレスからゴアテックスをもらう

唇を切る（整形）

65 新聞で：ドトールで撮られた写真をみる。

66 青森から新潟駅へ

公園の側の予備校の学生に目がとまる

67 列車に乗る



京都通過

68 大阪駅

ヨドバシカメラ

中央図書館

西成区あいりん地区 大阪府大阪市西成区大阪市西成区大阪市西成区大阪市西成区萩之茶屋

69 自分の手配写真を初めてみる

天王寺駅

飛田新地 大阪府大阪市西成区山王3丁目

第三章 お遍路2007年４月中旬から５月中旬

2007/4/1 72 ハローワーク

73 四国でお遍路することを決意

中野島公園

74 岡山駅

75 無人駅から四国行きの電車に乗る

瀬戸大橋

高松駅（香川県）

76 おい！小池の手配書をみる

公園のドブ川にマンションの鍵を捨てる

77 ラジオで指名手配犯に懸賞金がかかると言う報道をきく

畑の道具小屋に入った。農薬は飲めなかった

2007/5/1 78 鯉のぼりを見る

79 事件から1ヶ月。リンゼイさんの葬儀が行われる

80 自分の服装の説明

いつもＨＮＫを聞きながら歩いた

81 生活パターンの説明

82 一日に２０ｋｍ位歩いた

83 犬に吠えられる

84 お供えの食べ物を盗った

85 クロコダイルの涙 エピソード

僕はよく泣く

86 お遍路でリンゼイさんが生き返る

87 ビワ畑でビワを食べる

リンゼイさんは生き返らないことお悟る

88 食べる・トイレ・眠る場所を見つける

高知県

89 香川県・徳島県・高知県と移動してきた

砂浜で眠った

90 四国で初めて自分の手配書をみる

社会に自分の居場所はない。無人島に行こうと思う。

91 高知市街で祭りの準備をしている。

92 図書館で離島情報を集める

ゴザに抱かれて眠りたい

愛媛県の松山でお遍路をやめ、フェリーで大分県に渡り、大分県から電車で鹿児島県へ。鹿児島からフェリーで沖縄に行き島に渡ろうと思った。

太平洋沿いを歩く。

93 弘法大師、空海の像

海洋深層水

四万十川

広末涼子

94 マンガ「パキ」

松山市

95 フェリーターミナル 回想

小説「死国」を読んだ

大分着

96 鹿児島へ向かう

乗り換え駅で降りる

山の中を歩く

無人駅から乗車

トイレに隠れるが車掌に発見されお金を払う

鹿児島駅着

鹿児島新港フェリーターミナル

沖縄行きフェリーにのる

第四章 島 2007年5月中旬から６月頃



2007/5/15 100 那覇（沖縄県）

梅雨入り

漫湖公園

101 ラジオでリンゼイさんの家族の来日を知る

ライター・調理器具

洋服・ビニールボート調達

ライ麦ばたけで捕まえて　ペーパーバック

The Catcher in the Rye

英語の辞書

フランス語の辞書

102 那覇からフェリーで島（オーハ島）へ１回目

寝袋

一週間分の食料・飲料

釣り道具、ライター、ナタ、洋服、本

サトウキビ畑

103 島の南へ移動

104 島の探検

朝日をみて島の東部にいる事を確認

釣りを試みるが失敗

105 島の探検

106 森の探検

107 砂浜の崖に、洞窟を発見

108 水中探検

109 タコの実を食べる

ニノの実を食べる

水に困る

110 脱水状態になる

111 住民に働かせて欲しいと懇願する

112 老人に小舟で隣の島に送ってもらう

僕は感謝の気持ちがわからなかった

113 那覇にいくフェリーでキセル乗船で捕まる

114 那覇の大通りで残飯をあさり空き缶を集める。

115 空き缶はビニール袋×２で二百数十円となる（初めての労働の対価）

第五章 働く 2007年６月頃から９月頃

2007/6/1 118 フリーペーパーで求職活動をする

119 ゴアテックスの上着は寿命

120 Kさんとの出会い　紹介者に5000円をもらう

121 神奈川県横浜市に２年住んだことがある 回想

ジャージ、ヘインズのＴシャツ、トランクス、ソックスを購入してもらう

122 何ヶ月かぶりに風呂に入る

一日７０００円

123 歓迎会

124 Kさんのはからいで、ホテルの宿泊させてもらう

125 作業服を揃える：タビ、作業服、レインコート、革手袋

126 民宿の部屋を借りてもらう

Ｋさんに申し訳なく思う 回想

リゾートマンションの建設現場で働く

Ｏ村

127 重いものの持ち方（コツ）を習う

左利き

Ｋさんはオヤジと呼ばれている。市橋は「社長」と呼ぶ

128 沖縄そばの食堂。

129 風俗街の真栄原もみる

たくさんの人間が夏に逃げる、逃げなければ本当の男になれるぞ

130 脱水症状で点滴

Ｋさんが一万払ってくれる

連絡先：神奈川県横浜市保土ヶ谷区常磐台 昔住んでいた住所

同僚の「あなた高橋さん？」の一言に驚く。

131 漫湖公園に戻る。

スコップ、調理道具、飯ごう調達

132 図書館

リンゼイさんの死を思い呵責の念を持つ



133 種を購入する

ゴザ・大きなゴミ袋、虫眼鏡、調理道具、裁縫道具、本、、缶詰二十個、食料。

黒い子猫を連れて行く

134 再度、オーハ島に渡る（２回目）

135 ゴミ袋で雨を飲料水にするが足らない

隣の島から飲料水を調達

釣りの様子

136 ネコの餌の話

タコの踊りくい

ウニ、エビ、ナマコを潜って食べる

ヤドカリ

137 猫が鳴き出す、蛇登場。

ヘビは焼いて食べた。うまかった。

アザミの根はゴボウの味。

2007/7/7 138 崖のコンクリートブロックの建物に移動

139 コンクリートブロックの建物のイラスト

140 人目につかない様に生活した

141 持参した種、ニンジン、キュウリ、ダイコン、トウモロコシ、ネギ

蜂の巣は燃やして蜂の子を食べた

パスタがなくなってからは、離島を一周して、スイカとトウモロコシを食べた

142 Born to Be Wildで踊る

西成で働こうと思う

左ほおのほくろ二つをカッターで切り取った

143 隣島に渡り、ネコを放した

これから、逮捕されるまで沖縄と大阪を行き来する生活になった。

第六章 飯場 2007年９月頃から2008年８月中旬

2007/9/1 146 那覇からフェリーで大阪へ

ハローワークの駐車場でバンに乗る

神戸のＡとう飯場に連れて行かれる

147 Ａ社で土工として働く

148 朝の挨拶は「生きとったか？」

給料は10日働くと６万円

2007/10/1 149 結婚式場の解体

自分で自分の死刑をシュミレーシンしてみる。

150 式場は町のような構造

教会で十字架をみた。リンゼイさん事を思った。

工事現場で廃材の搬出作業の様子

151 シバ：木

ネコ：一輪車

152 仕事がうまくいくように嘘笑いをいた。

部屋では涙がボロボロ流れた。

潔癖症も消えた

153 夜勤で十月は25万位稼いだ

ロシアン豚

土工の仕事だって「石の上のも三年」

11月、12月は駅前の解体現場

154 部落解放運動

155 ヘルメット、ゴーグル、マスク、革手袋、安全靴、腰にはクリッパー、カッターナイフ。

怒りのパワーを仕事に向けた

156 歩道橋解体工事

トイレの解体、下水管の解体では、大便まみれで働いた。

頑張ってもっと苦しもうと思った。

157 モーニング娘の歌をよく口ずさんだ。

11月は30万を超えた

158 自分の犯罪者追跡番組をみた。

テレビ報道の嘘

159 悩んだ挙句、範馬から逃げる

整形手術を受けたいと思った。

2007/12/29 年末で和歌山の病院はしまっていた。

大阪で鼻を高くし、小鼻を小さくした。60万円。

漫画喫茶で年を越した

2008/1/1 160 西成から福井へ



パトカーをみて逃げる

161 本屋で預言書をみつける

ダイヤル錠は110

心斎橋のユニクロで服とサングラスを買う

テントとキャンプ用のイスも買い、

大阪から沖縄へ

沖縄から島へ（３回目）

2008/2/1 162 サトウキビをかじった

ネギがはえていた

島には１、２週間いた。

東京ディズニーランドへ行きたいと思う。

163 那覇から大阪南港へ

モノレールで大阪へ

大阪から高層バスで東京へ

ＪＲ京葉線の新浦安駅

東京ディズニーランド

164 交番の僕の大きな顔写真をみて、ここは千葉なんだなと思った。

イクスピアリで大学の同級生だった三人の女性と遭遇

一日、東京ディズニーランドで過ごす

夜行バスで大阪に戻る

西成を経て兵庫県の飯場Ｂ社に入る。

165 無差別殺傷事件の報道を知る。

土浦連続殺傷事件（3月19日・23日、茨城県土浦市）

加古川河川敷整備現場

伝票でのトラブル発生

166 消化器が倒れる

167 仕事ができる人は余計な事もする、だから嫌われる。

竹ぼうきの使い方を学ぶ

168 タチの悪い三人組

加古川の現場では１ヶ月程働いた

169 三十代の現場監督が王将で天津飯をおごってくれた。

住宅地の造成現場

監督から大きな中古のテレビをもらった

170 工場の解体現場で１ヶ月以上働いた

逃亡中の市橋に百万円の懸賞金がかかっている

2008/6/1 171 ４０万円の金をもってトンコする。

大阪でピストル型の防犯スプレーを二つ買った

大阪駅前でハリーポッターの原書と英語の辞書を購入

172 大阪南港からフェリーで沖縄へ（４回目）

手動で充電できるラジオとライト、食料品を購入

フィリー乗り場がある島の宿に何日か滞在した

台風でフェリーが決行

173 商店街のパブの様なところにいった。

山本モナに似た人がいた。

那覇に戻る

ビジネスホテルに二週間程泊まった

174 野宿も何泊かした。漫湖公園。

国際通りのコンドミディアム

175 風俗の女の子を派遣する仕事をしないかと誘われる

176 罪と罰

北京オリンピック

携帯電話と偽造したパスポート

177 バスで二十代の女性とコザへ

沖縄のお盆期間

罪には罰なんだよ

沖縄に三ヶ月程いた

2008/8/13 沖縄から大阪へ行くこ事にする

第七章 貯金 2008年８月中旬から２００９年１０月後半

2008/8/15 180 那覇のフェリー乗り場に行くバスに大学生グループが乗り込んでくる。

女性と目が合う、大学生時代ずっと好きだった女性に似ていた。

沖縄から大阪までフェリーで２日

その女性と海の中に溶け込むような事を考えていた。



181 大阪から西成へ

2008/8/15 大阪の飯場Ｃ社

まかないの人が作る食事が美味しかった

一年と三ヶ月ここで生活する事となった。

仕事の量が少なく、寮費を引かれると手元に残るのは１０万円余りだった。

182 大阪の堺の工場の工事現場

夏の間１ヶ月手元として働く

183 高所での作業

184 四十代のＭさんはムードメーカー

Ｍさんは屋根から落ちて、戻ってこなかった

185 太陽光パネルの取り付け工事

舗装屋の手元

工事現場の交通整理をした

186 池田市の事件があった小学校の横を通った

187 プロファイリング手法を使っての捜査番組をみる

懸賞金が１０００万円になっていた

188 女装趣味を強く否定

189 事件報道は事実と違うことばかりと記述

190 新宿二丁目なんかに行っていない。

僕は性的倒錯者じゃない！

191 コンビニの本に父がヤクザに金をはらって匿ってもらってると書いてあった。

でたらめだ。

雑誌を読んだあと、僕が捕まる可能性が少なくなっているのではないかという気がした。

2009/1/1 電線共同溝の工事に携わる。

192 日当が一万円から九千円に切り下げられる。

百万円貯めて自分の口の骨格を変えたいと思う。

193 京都の二年坂辺りの通り

194 仕事のイラスト

195 仕事のイラスト

196 第二京阪の電線共同溝での仕事

2009年1月から10月までの長い仕事となる。

197 タバコをす吸わず、酒も飲まなかった

ＤＶＤプレーヤーを購入してハリウッド映画を鑑賞

英語のフレーズを書き留める。

198 大阪の難波へ

漫画喫茶。ネットで検索はしなかった

199 飯場でトラブルとなった

200 涙がとまらなかった

201 最初の印象がいい人は、後になって態度が変わるから信用しない。

202 ストレスのガス抜きの話

セックスに関してはリンゼイさんにあんな事をした自分が怖かった。

他人が吐いた毒に対して何も毒を吐けない小心さ。

他人の目を気にした礼儀正しさ。

抜けたようでなかなか抜けない潔癖症。

自分が使うおかしな関西弁。

203 小説「死国」を読んだ。

「鼻」という角川ホラー文庫

半落ち

殺人の門

悼む人

204 自由とは

205 上あごの歯を二本抜いて出っ歯を治す手術

時効撤廃は自分にも適用されるだろう

2009/10/20 206 黒いバンの黒スーツに怯え逃げる。

所持金は９０万

第八章 病院 2009年１０月後半から１１月頃

2009/10/20 208 新幹線で福岡へ向かう

博多駅のそばにある病院

実家の電話に逆探知

卒論はディズニーランドからＴＤＬの地下道まで捜査

209 早く楽になりたかった

210 歯医者で噛合せの模型をつくるのが面倒



211 名古屋まで高速バスで移動

福岡の病院と同じ系列の整形外科へ行く

正面からと横からの写真を撮られた

212 名古屋の病院で整形手術を受ける40万円

夏目漱石の坑夫

１Q８４

海辺のカフカ

213 福岡に戻る

214 コーヒー無料店

中洲

市の温水プール

215 整形手術を受け、福岡と名古屋に潜伏していると報道

216 福岡の街をさまよう

217 福岡の漫画喫茶で逃亡方法を思案する

218 交通センターから鹿児島行きの高速バスに乗る

鹿児島中央駅に着く

219 フェリーに乗らずにホテルで思案する

もういいよと直感が走った

220 高速バスで熊本へ

221 携帯販売の店頭のキャンペーンパソコンで情報検索

222 逃げたのは晒し者になりたくなかったから

徒歩で逃げる

223 制服警官から逃げた

川を歩いて逃げる

224 放置自転車に乗って逃げる

225 自動車教習場を通り抜ける

226 トウモロコシ畑の中に隠れる

227 拾った自転車で逃げる

熊本駅に戻る

福岡に行くはずが、間違って反対方向に行く

228 翌朝、再度ＪＲで博多駅に着く

博多駅から新幹線で神戸へ

地下鉄で三宮駅へ

歩いて港へ

229 大阪千里中央駅　沖縄へのフェリー情報を集める

駅そばの公園の茂みに隠れて寝る

三宮駅に戻る

230 アイランド北口駅へ移動

タクシーでフェリーターミナルへ移動

231 更に大阪南港のフェリーターミナルへ移動

第終章 逮捕 2009年11月

2009/11/10 234 大阪南港のフェリー乗り場

沖縄の小屋で餓死する自分を想像した

235 市橋達也ですと答え、逮捕された。

236 逮捕後の絶食は二週間

237 謝罪の言葉


