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（写真）ローレント・サラフ氏ツイッターより抜粋 “サラフ氏（写真右）とサラフ氏の母” 
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 ローレント・サラフ氏の証言       

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

月１２日 ２０１４年９月から SEBIN（副大

統領直轄の公安部隊）に拘束されていた 

学生運動のリーダー、ローレント・サラフ氏が解放さ

れ、スペインに送られた。サラフ氏は４年間超、SEBIN

に拘束されていたことになる。 

 

解放後、スペインの現地紙「El Mundo」の取材を受け、

SEBIN拘束中の実態について証言した。 

本稿ではローレント・サラフ氏が語った獄中での生

活、拷問実態などについて紹介したい。 

 

 

 

２０１７年１２月 欧州連合はベネズエラ野党にサ

ハロフ賞を授与した（「ベネズエラ・トゥデイ No.73」

１２月１５日付の記事参照）。 

 

サハロフ賞とは、「人権擁護や民主主義の擁護に貢献

した人物を讃える賞」で１９８８年から始まった歴

史ある賞だ。当時、サハロフ賞を授与された人物とし

てローレント・サラフ氏も含まれている。 

 

１４年２月１２日 大衆意志党（VP）のレオポルド・

ロペス党首が「学生の日」に検察庁へのデモ行進を呼

びかけ、多くの学生がデモに参加。治安維持部隊と対

峙した。 

 

今のベネズエラを作った１４年の抗議行動 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/494db0428c86d510cc6c518f7f8f9a4e.pdf
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学生、治安維持部隊のどちらが最初に攻撃を仕掛け

たのかを知る手段はないが、最終的に学生は検察庁

を襲撃し、治安維持部隊が発砲。暴力が拡大し、旧市

街地の治安は著しく悪化した。 

 

その５日後の２月１８日 抗議行動を呼びかけたロ

ペス VP 党首が国軍に引き渡され、彼は１７年７月ま

でラモ・ベルデ軍事収容所に隔離されることになる

（自宅軟禁措置に移行した日の記事は「ベネズエラ・

トゥデイ No.4」１７年７月８日付の記事参照）。 

 

この措置に抗議を示す学生を中心とした野党支持者

が連日のように街頭を占拠し、タイヤを燃やすなど

して政府への抗議を示し、治安部隊と対峙した。 

この抗議行動は５月まで続き、４３名の死者が出た

と言われている。 

 

この抗議デモ事件を理由にオバマ大統領（当時）はベ

ネズエラ政府への制裁令を承認した。現在、トランプ

大統領がベネズエラに科している制裁はオバマ大統

領が署名した制裁令をベースにしている。 

また、政治的な理由で多数の死者が出た事件として

与野党の歩み寄りを極めて難しくした事件でもある。 

 

その意味で１４年の抗議行動は、今日のベネズエラ

となるきっかけを生んだ事件だった。 

 

ローレント・サラフ氏は当時の学生による反政府デ

モの中心人物だった。 

 

抗議行動が収束した後、サラフ氏はコロンビアに逃

がれたが、当時のサントス政権がマドゥロ政権にサ

ラフ氏を引き渡し、それから SEBIN に拘留されてい

た。 

 

彼がインタビューで語った SEBIN 拘留中の状況は普

通の生活をしている我々では想像しがたいものがあ

る。映画のような状況だ。 

 

以下、サラフ氏が語る SEBIN の実態について紹介し

たい。 

 

なお、これ（サラフ氏の SEBIN 拘留の様子）は日本

企業のビジネスの参考になるものではないだろう。

しかし、欧州連合、米国政府、米州機構、中南米の近

隣国政府は、ベネズエラの政治犯がサラフ氏の語る

ような状況に置かれている前提で、マドゥロ政権へ

の対応を検討することになる。 

 

諸外国政府の発言やスタンス、今後の見通しを予見

する上でも、彼の体験やコメントは知っておいて意

味のあるテーマだと愚考している。 

 

 

サラフ氏は、パレスチナ系移民のベネズエラ人で３

０歳。２０歳から人権活動家として、ベネズエラ政府

と対峙してきた。 

 

記者： 

ベネズエラで４年間、刑務所に拘留された。 

その約半分は「La Tumba」（SEBIN の収容所の一つ）

にいたと聞いている。当時の状況について聞かせて

ほしい。 

 

サラフ氏： 

「La Tumba」はカラカスの「Plaza Venezuela」とい

う場所にある（１０月８日に SEBIN で亡くなったア

ルバン市議は「Plaza Venezuela」で死亡した）。 

「La Tumba」は最新の拷問研究室 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170710NO.4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170710NO.4.pdf
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「La Tumba」は拷問を行うことに特化した新世代研

究所のような場所だ。 

 

記者：新世代というと？ 

 

サラフ氏： 

「La Tumba」はとても近代的だ。一般的な人は

「Helicoide」（SEBIN の本部）のことは知っているが

「La Tumba」のことはほとんど知らない。 

 

「Helicoide」は外見も古いが、内装も汚い。第４共

和国（チャベス政権前の政治世代）の遺物で、ゴキブ

リ、ネズミ、こうもりだらけの場所だ。 

 

他方、「La Tumba」は違う。「La Tumba」は精神的な

拷問を行う場所だ。とても明るい。清潔で、白い。 

絶対的に孤独な静寂の空間。最新鋭の収容施設のよ

うだ。「La Tumba」には鏡があり、監視カメラがあり、

白い壁がある。 

 

私が最初に「La Tumba」に収容された際、裸にされ、

写真を撮られ、カーキ色の服を着せられた。 

そして、収容施設の防弾仮装された分厚い扉を通っ

た。施設内は清潔で扉が多かった。しばらくして、誰

かのうめき声が聞こえた。そのまま、いくつもの扉を

越えると、誰もいない７つの牢獄があった。 

 

私はその牢獄の１つに収容された。牢獄は狭い。横２

メートル、縦３メートルくらいだ。天井には監視カメ

ラがあり、私の動きに合わせてカメラも動く。 

 

牢屋には呼び鈴と布団、２つのボトルがあった。１つ

は水を飲むため。もう１つは用を足すためだ。 

 

 

圧倒的な政府の暴力に打ち負かされた気がした。 

 

頭上には地下鉄が走っていたようで、天井から地下

鉄の走る音が聞こえた。 

私は地下鉄に乗る人々のことを想像し、同時に誰も

私がこの真っ白な狭い牢獄にいることに気づかない

のだろうと考えた。また、二度とここから出られない

だろうと感じた。誰かに殴られたかった。 

 

記者： 誰かに殴られたかった？ 

 

サラフ氏： 

最後まで当時の状況を語らせてほしい。牢獄は寒い。

気力を失わせることが目的なのだろう。寒くて動け

なくなる。自分の無力さを感じて、私は泣いた。 

 

記者： そんな状況で２年間も過ごしたのか？ 

 

すると、サラフ氏は立ち上がり、何度も靴を地面にた

たきつけた。 

 

サラフ氏： 

彼らはこうするんだ。何度も靴で叩いてくる。しかし、

殺すようなことはしない。これは死ぬよりつらい。 

 

記者： 改めて聞くが、どうやって２年間生き延びる

ことが出来たのか？ 

 

サラフ氏： 

私の母親は、私が４年間を奪われたと言っている。 

私はそうは思わない。私は２６歳～３０歳までの４

年間を失っていないし、奪われてもいない。あの時、

学んだことは誰にも奪われない。 
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記者： 何を学んだのか？ 

 

サラフ氏： 

寛容であることだ。これは見えないが、不可欠な力だ。

政治家や記者は私が別のことを訴えるよう期待する

が、私にとって寛容さは最も重要なことだ。 

 

私は何カ月も白い牢獄に収容された。白すぎて、自分

が何も見えていないと錯覚するような空間だ。今は

緑、青など色の大切さを感じる。 

 

時間間隔の大切さも感じている。収容されていた時

は時間が分からなかった。今が夜なのか、昼なのかも

わからない。自分が１時間寝たのか、１０時間寝たの

かも分からない。 

 

長い間、鏡で自分の顔を見ていなかったので、自分の

顔も忘れ始める。私が久しぶりに鏡で自分の顔を見

た時には「これが自分だったのか」と衝撃を受けた。 

太陽、月、雨、星、靴、椅子なんでもその大切さを感

じることが出来る。 

 

今になっては以前の自分は取るに足りない些細なこ

とで戦っていた。 

私は収容されていた際、１８日間のハンガーストラ

イキをした。目的は時計をもらうためだ。 

 

記者： 何かもらえたものはあったのか？ 

 

サラフ氏： 

はい。最終的には奪われたが、私は読書と執筆が好き

だ。鉛筆と紙をもらえた時のことを覚えている。その

時の喜びは忘れられない。 

 

 

文章を書き続け、紙の余白を探して書いた。私は孤独

が及ぼす影響の実験をされていたのかもしれない。 

 

彼らは囚人から奪い尽くし、最終的に自分が生きて

いるのか、死んでいるのかもわからなくなる。 

そうなると、どうやって自分が生きていることを確

かめるか想像できるだろうか？ 

 

痛みだ。だから私は自分を殴ってほしかった。そして

自分自身を殴った。地面や牢獄の柵、何にでもぶつか

った。血が見たかった。痛みと血は自分が存在してい

ることを確認させてくれる手段だったからだ。 

 

記者：自殺はこころみたことはあるか？ 

 

サラフ氏は左の手首にある２つの大きな切り傷を見

せた。 

 

サラフ氏： 

４回自殺を試みた。実際は自殺と少し違っていたが。 

「La Tumba」に収容されて１年ほど経過し、私はこ

こから２度と出ることはできないと考えていたし、

政府は私が要求に屈しないことを認識していた。 

 

私は、ある試みを開始した。自殺を図ることで看守を

安心できないようにしようとしたのだ。ゆっくりテ

レビを見ている間に、私が自殺をするかもしれない

と、看守を不安にさせようとしていた。 

 

私は看守に対して「自分は自殺する準備が出来た。も

し私が死んだら、あなた方が刑務所に入ることにな

る。あなたの上司も同様に刑務所に入るだろう。」 

と主張した。 
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これが私の最後の抵抗だった。ハンガーストライキ

も抵抗の一種だが、自殺未遂はもっと強い意思表示

になる。私の自殺未遂は独裁政権への抵抗だった。 

 

最初は首つり自殺を考えた。しかし、牢獄にはカメラ

があるので、私は別の手法を考えた。 

 

トイレに行くときはいつも看守が同伴する。 

私は彼らの信頼を勝ち取るよう努力し、剃刀を得ら

れるまでに至った。そして夜間に私は手首を切り自

殺を試みた。 

 

その後、看守は常に夜の間、牢獄の前で私を監視しな

ければいけなくなった。 

 

柵を使って自殺をしようとしたとき、看守は飛び出

して私の自殺を止めた。トイレの鍵を閉めて「もう疲

れた！終わりだ！」と叫び、看守を驚かしたこともあ

る。 

 

記者：拷問は行われたか？ 

 

椅子につながれ背中側に手をつながれ、写真を撮ら

れた。そこまでひどい拷問だと思わないかもしれな

いが、目の前が強烈に白い環境で、この格好のまま１

２時間、２４時間、１週間つながれたらどうなるか？

疲労困憊状態になる。 

 

また、立った状態で手を肩の高さまで上げたまま手

を結ばれたこともある。数時間おきに少しの水をか

けられる。そして真っ白な光を当てられる。その後、

電流が流れ、叩かれる。手錠の跡が残らないように手

と手錠の間には緩衝材が挟まれている。 

 

 

彼らは棒で叩く以外の手段を探しているようだった。 

私の場合はこのような対応だったが、他には骨折さ

せられた人もいたし、そのまま亡くなった者もいる。 

 

記者： 拷問の目的は何か？ 

 

サラフ氏： 

レデスマ元カラカス大首都区長、マリア・コリナ、レ

オポルド・ロペス、アルバロ・ウリベの悪口を言わせ

ることに躍起になっていた。ただ、私は言わなかった。 

 

「Helicoide」で知り合った米国人ジョシュア・ホル

ト氏も似たような証言の強要があったようだ。 

 

 

記者：「La Tumba」に２年半いた後に「Helicoide」

に移送された。「Helicoide」はどうだったか？ 

 

サラフ氏： 

変化を受け入れるのは大変だった。私は静寂と孤独

に慣れすぎていた。「Helicoide」は騒音と汚れに満ち

ていた。政治犯も一般犯罪者も汚職犯罪者も区別な

く収容されていた。私は病気にかかった。 

 

「Helicoide」はマフィアの世界だ。 

少し大きな牢屋に入りたいのであれば、２０万ドル

を支払う。家族が借金して支払うことになる。看守は

誰がお金を握っているかを知っている。 

 

看守は政治犯でも一般犯罪者でも誘拐して、拷問に

かける。家族は訴える場所がない。 

 

 

「Helicoide」は北斗の拳の世界 
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「Helicoide」では誰かが暴力を振るわれていても誰

も助けない。私は牢屋に３日間、磔（はりつけ）にさ

れている囚人を見たことがある。そして、他の囚人は

何事もないかのようにその前を通り過ぎる。 

 

「Helicoide」では囚人が他の囚人を虐待する。そう

することで自分が襲われないようになると考えてい

るからだ。 

 

人によっては殴られること、蹴られることに抵抗を

しなくなり、まるで調教された動物のようになる。 

あの生活は本当に悲惨なものだった。 

 

記者： あなたは加担したことはあったか？ 

 

サラフ氏： 

一度だけ黙認したことがある。あれは人生で最も気

分の悪い日となった。 

 

朝起きると、男が泣きながら懇願していた。その後、

何度か乾いた殴られる音が聞こえた。そして、拷問を

している人の笑い声が聞こえた。 

 

私は自分の牢屋の中に隠れた。誰も何も言わなかっ

た。私は看守に仲裁に入るよう頼もうとしたが、看守

は何事もないように、笑いながら「どうしたローレン

ト。何か用か？」と声をかけてきた。 

 

私は、その笑顔にぞっとした。 

私は犬のように牢屋に隠れていた。その日、私は自分

の気持ちを紛らわせるため、違法薬物を使用した。 

壁を殴り、全てを壊した。私は今でも殴られた男性を

裏切ったことを後悔している。 

 

 

 

記者： ベネズエラの現状についてどう考えるか？ 

 

サラフ氏： 

完全にテロリスト国家だ。マドゥロ政権はパニック

と暴力と空腹を利用して存続している。 

ベネズエラの現状は彼の悪政の結果というより、彼

の策略だ。現政権はベネズエラ人を抑圧しなければ

存続できない。なぜなら今の政府の支持を取り戻す

ことはできないからだ。 

 

私は、スペインのサンチェス首相に「我々は知性、民

主主義への強い信念を持たなければいけない。」と伝

えた。 

 

記者： 他にサンチェス首相に伝えたことは？ 

 

サラフ氏： 

私はサンチェス首相に「私は野党内でも急進派の人

間だ。しかし、戦闘という選択は評価していない。戦

闘という手段を考え始めたら、我々はほとんどチャ

ビスタのリーダーと同じになってしまう。外国に亡

命しているベネズエラ人でさえ、多くのベネズエラ

人は平和的だ。テロリストは政府だ。」 

と伝えた。 

 

サンチェス首相は私の意見に同意すると返事をした。 

 

 

 

 

 

 

スペイン首相に制裁の継続を要請 
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記者： 他に何か具体的な要望を伝えたか？ 

 

サラフ氏： 

私は制裁の重要性を訴えた。制裁が国民を苦しめて

いるというサパテロの主張は嘘である。むしろ国民

は人質にされている。拷問者を拘束しようとする制

裁には感謝をしている。このような犯罪国家に制裁

をしないでいられるだろうか？ 

 

また、サンチェス首相に対して、マドゥロ政権に降伏

を要求するのは、ベネズエラの野党ではなく、スペイ

ンや他の民主主義国がしなければいけないと訴えた。

あなた方が「これ以上は許さない」と叫ばなければい

けない。 

 

 

記者はインタビューの中で、マドゥロ政権にサラフ

氏を引き渡したコロンビアのサントス元大統領に関

してもコメントを求めている。サラフ氏はサントス

元大統領に強い憎しみを抱いていることが分かる。 

 

 

記者： 

「La Tumba」に収容される前はコロンビアにいたと

理解している。「El Mundo」の取材に対して、サント

ス元大統領はあなた（サラフ氏）の引き渡しについて

は法律に沿った処置だったと説明した。 

 

サラフ氏： 

マニュエル・サントスはノーベル平和賞を受容した

が、彼は私を誘拐し、マドゥロとの合意で私を引き渡

した。 

 

 

記者： どうしてそのように考えるのか？ 

 

サラフ氏： 

第一に、私は長い間、マドゥロ独裁政権を非難し続け

ていた。サントスは自身のプロジェクトとして、

FARC との和平合意を結びたかった。 

しかし、FARC との和平合意にベネズエラ政府が欠か

せなかった。FARC、ELN などゲリラ集団との和平合

意にはベネズエラ政府が含まれていなければいけな

い。ベネズエラ政府は和平合意を白紙にする力を持

っている。 

 

第２に、私はコロンビアで働いていた。私の活動はサ

ントスにとって迷惑なものだった。サントスは和平

合意のため、FARC の被害者の情報を隔離していた。

誰も FARC の殺人、誘拐、犯罪行為について非難さ

せなかった。 

 

この２つの理由で私はサントスに拘束された。私の

拘束は正式な手続きは踏んでいない。ベネズエラの

裁判手続きも踏んでいないし、インターポールへの

拘束令状も出ていなかった。検察を前に説明する機

会も与えられなかった。 

 

サントスは私を誘拐し、私がその後にどのような処

分を受けるかを知りながら、引き渡した。 

 

 

彼の発言が脚色されていない事実であれば、SEBIN

の内情は極めて深刻な状態だろう。多少の救いは別

の番組で、サラフ氏が「収容生活の全てが悲惨だった

わけではない。中には良心のある看守もいた。」との

発言だろう 

以上 

サントス元大統領への恨み 


