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悲痛な胸の内を語る被害男性の⾳楽仲間＝
神奈川県横須賀市のライブハウスで２０１
７年１１⽉１２⽇午後３時８分、⽥中義宏
撮影

 神奈川県座間市のアパートから９⼈の遺体
が⾒つかった事件で、唯⼀の男性被害者とな
った同県横須賀市の男性（２０）は、ロック
バンドの若⼿ベーシストとして周囲の期待を
集めていた。バンド活動を⼼のよりどころに
していた男性の将来の夢は、事件で打ち砕か
れた。８⽉末に連絡が取れなくなってから、
必死で⾏⽅を捜し続けた⾳楽仲間が１２⽇、
同市のライブハウス「横須賀かぼちゃ屋」で
報道陣の取材に応じ、改めて無念さを語っ
た。

 男性の所属する「ＢＹＥ ＢＹＥ ＮＥＧ
ＡＴＩＶＥＳ」のリーダーでボーカルとギターを担当する寺⽥敏也さん（３
４）＝横浜市＝は、男性についての情報提供を求めるチラシを作成し、ＳＮＳ
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を駆使して捜し続けた。「どこ
かで⽣きていたら、と思っていたが、最悪の結果になった」とうなだれた。

 男性とはライブハウスで出会った。寺⽥さんのライブを⾒て、気に⼊った様
⼦だった。バンドのベーシストが抜けることになり、昨年初めにバンドへの加
⼊を持ちかけた。「若いけれど、未来のあるやつ。そのまま続けたらいい⾳楽
⼈になれた。⼀つのことに対する向き合う姿が本当に誠実で、教えてもらうこ
とも多かった」と唇をかんだ。

 ８⽉２０⽇、千葉市で開かれたロックフェスティバルに数⼈で⾏った。男性
は⼤ファンのバンドがステージに上がると、１⼈で⼈混みをかき分けて最前列
に進み、かぶりついた。「あんな感じになりたい。⼤きなステージでやれるよ
うになりたい」と語り、１０⽉２１⽇に予定していた⾃⾝初の台湾公演も楽し
みにしていたという。

［PR］

【現場の様⼦を写真特集で】

【動画】近隣住⺠の⽬撃証⾔、容疑者実家近くの住⺠の声

【遺体が⾒つかった部屋と同タイプの間取り】

＜「3⼈⽬以降、顔も覚えていない」＞

＜クーラーボックスの頭部＞「いつか⼭へ埋めに…」

＜発覚逃れ意図か＞携帯捨てさせた可能性 
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 男性は順調にライブ活動を⾏う⼀⽅、精神的に弱い⾯もあったといい、仲間
たちは「⼀⼈にさせないようにしよう」と気を配っていた。
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