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（写真）アントニオ・レデスマ氏ツイッター “レデスマ元カラカス大首都区長とスペインのラホイ首相” 

 

２０１７年１１月１７日（金曜） 

 

政 治                   

 「自宅軟禁措置のレデスマ氏 コロンビアに脱出」 

「チリ大使公邸が襲われる」 

 「米州機構 人道に対する犯罪は年内に結論」 

経 済                   

 「経済自由度ランキング １７９位（北朝鮮の上）」 

 「家庭用品メーカーCLOROX 生産大幅減」 

 「ベネズエラ債券に関する専門家らの見解」 

社 会                   

「アルーバ政府 渡航には黄熱病注射が必要」 

２０１７年１１月１８日（土曜） 

 

政 治                   

 「レデスマ氏スペインに移動 ラホイ首相と会談」 

 「マドゥロ大統領 キューバ外相らと会談」 

 「ポラール社長に大統領選への出馬を求める」 

経 済                   

 「ベネズエラ国民の生産性はエクアドルの半分」 

 「幼児用シリアル工場の稼働開始を発表」 

 「並行レート 早くも１ドル 7 万ボリバル超」 

社 会                   

「ロペス氏の息子 空手でメダルを取る」 
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２０１７年１１月１７日（金曜）             

政 治                       

「自宅軟禁措置のレデスマ氏 コロンビアに脱出」       

 

１１月１７日 自宅軟禁措置をとられていたアントニ

オ・レデスマ元カラカス大首都区長がコロンビアに脱出

した。また、同日中にスペインへ移動している。 

 

レデスマ氏はコロンビアで記者に対して 

「国外脱出方法は陸路でタチラ州を抜けてコロンビア

の国境の町ククタに到着した。途中で２９の検問所を通

過し、４カ所では見つかりそうになったが無事に通過で

きた。中には私の存在に気付いた軍人もいたが、ウイン

クをして通してくれた者がいた。軍人の中には現政権の

方針を支持していない者がたくさんいる。 

今後、私の旗はベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリ

ナ・マチャド党首に託す。私は世界中を回り政府の人権

侵害を訴える。」と語った。 

また、マドゥロ大統領に対しては 

「辞職しろ。ついに政権を移行させる時が来た。マドゥ

ロはいつまでもベネズエラに拷問をかけ続けることは

出来ない。マドゥロは国民を飢餓で殺している。一方で

対外サービスの支払いのためだけに６２０億ドルの対

外債務を履行している。」と非難した。 

 

コロンビアでの最初のインタビュー番組（NTN２４）に

出演した際は、ベネズエラを脱出したことを残念に思う

と発言した後で涙を我慢するようなシーンもあった。 

 

コロンビアのパストラーナ元大統領、米州機構のアルマ

グロ事務局長、カプリレス元ミランダ州知事やフリオ・

ボルヘス国会議長はレデスマ氏の脱出を祝福している。 

 

以下は個人的な意見だが、第一正義党（PJ）、大衆意志

党（VP）にとっては本心では手放しで喜べない事件だ

ったと考えている。 

 

同氏の考えは VV のマチャド党首に近く、野党の中でも

過激派に属する。与党との対話には否定的で、PJ や VP

よりも政権との対決姿勢が強い。PJ と VP が初めたド

ミニカ共和国での対話を非難する姿勢を見せている。 

国民は彼をヒーローとして扱い、彼の意見に耳を傾ける

かもしれないが、野党の方向性がぶれて結果的に野党連

合の亀裂を更に広げる事態になりかねない。 

 

 

（写真）NTN２４の番組を抜粋 

２０１７年１１月１９日（日曜） 

 

政 治                   

 「亡命最高裁にレデスマ氏大統領任命を要請」 

 「与党重鎮 ガイアナとの国境問題を語る」 

経 済                   

 「２０日に米国の主要債券保有者が会合」 

社 会                   

「ホンジュラス 入国時にビザ要請を開始」 

「スペインへの亡命申請はベネズエラがトップ」 

「アイサミ副大統領の資金洗浄仲介者の実態」 
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「チリ大使公邸が襲われる」                

 

１１月１７日 政府支持者と思われるグループがチリ

大使公邸の入口をブロックする事件が起きた。 

 

チリ大使公邸には不逮捕特権をはく奪されたフレディ・

ゲバラ国会第一副議長がかくまわれている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.55」１１月５日付の記事参照）。 

 

今回の事件を受けて、マドゥロ大統領はチリ大使公邸近

くの警備を強化することを発表した。 

 

「米州機構 人道に対する犯罪は年内に結論」                 

 

１１月１６日に米州機構でマドゥロ政権が「人道に対す

る犯罪」を犯しているかどうかの協議が行われた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.60」１１月１６日付の記事参照）。 

 

アルゼンチン、ブエノスアイレス州の人権保護官を務め、

米州機構でベネズエラの人権問題の分析を任されてい

るサンティゴ・カントン氏はアルゼンチンの現地紙クラ

リンの取材に答えた。 

 

Q：米州機構で何を調査しているのか？ 

「ベネズエラでは重大な人権侵害が起きている。更に深

刻な人道に対する犯罪が行われているのかを米州機構

で調査している。我々は国際司法裁判所（CIP）の判事

へ訴えるに十分な証言を集めているところだ。」 

 

Q：CIP で裁かれる犯罪とはどのようなものか？ 

「CIP ではベネズエラで起きた深刻な人権侵害の責任

が誰にあるのかを追及する。そして犯罪者（複数の場合

もある）の罪を宣告する。「人道に対する犯罪」とは、

ローマ規程の７条に定められており殺人、拷問、誘拐、

奴隷などの犯罪行為が大量かつ組織的に実施された場

合に該当する。」 

 

Q：何カ月も経過しているが何を確認できたか？ 

「悲惨な若者の殺人証言を聞いた。例えば、１４歳、２

０歳の若者が街頭で抗議行動を行ったことが理由で殺

された。」 

 

Q：いつ調査の結論が出るのか？ 

「公聴会を通じた情報収集は終わった。今から数週間か

けてヒューマンライツウォッチやアムネスティ・インタ

ーナショナルなど人権団体から追加情報を入手する。こ

れらの情報が集まった段階で調査に結論を出す。年内に

は結論を出すことになるだろう。」 

 

Q：アルマグロ事務局長が CIP に訴えるのか？ 

「どこかの加盟国が提出するか、複数の国が連名で提出

するか、事務局長自信が提出することも可能だ。」 

 

Q：マドゥロ大統領が「人道に対する犯罪」を犯してい

るとの結論が出た場合、どうなるのか？ 

「CPI は公務員だけではなく、軍部にも犯罪を適用する。

有罪を受ければ逮捕されることになる。」 

 

Q：CIP の判決が出るまでどのくらい時間がかかるのか 

「２カ月くらいはかかると思う。」 

 

経 済                       

「経済自由度ランキング １７９位（北朝鮮の上）」          

 

ヘリテッジ財団は経済自由度ランキングを毎年公表し

ている。同調査でベネズエラは１８０カ国中１７９位と

の結果だった。この順位はキューバ（１７８位）よりも

低く、最下位の北朝鮮（１８０位）の上ということにな

る。特に評価が低かったのは「所有権」「政府の統合性」

「通貨の自由度」「司法の有効性」など。 

 

同調査で最も経済自由度が高いと評価されたのは香港、

次いでシンガポール、ニュージーランドと続く。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
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日本の順位は４０位で「比較的自由」に属する。 

 

 

 

ベネズエラ個別項目の点数 

 

（上表）ヘリテッジ財団 

 

 

「家庭用品メーカーCLOROX 生産大幅減」        

 

清掃用洗剤などを製造する米国資本の家庭用品メーカ

ークロロックス（CLOROX）は２０１４年に政府に接

収された。 

 

同社の労働組合代表ホセ。ロゴリゲス氏は２０１７年の

生産量は接収前の半分以下に減少していると話した。 

 

「接収前は１カ月に平均で１５万～２０万の製品を出

荷していた。接収されてから最初は５万～７万ほど製品

を出荷していた。しかし、今年に入り容器を製造する機

械が故障し、生産が減った。この２カ月ほどは１カ月に

３．２万程度まで低迷している。接収されてから生産し

ている商品は１リットルの Mistolin と Cloro Nevex だ

けになった。 

 

また、政府の指定価格で売っている。カラボボ州の地域

防衛担当や基礎産業省には、統制価格で購入し、市場価

格で販売するせどりが横行していることは報告してい

る。」と話した。 

 

 

「原油価格 １バレル５４．７８ドル」           

 

１１月１３日～１１月１７日のベネズエラ産原油の平

均価格は３６３．７４人民元／バレル。ドル建てでは５

４．７８ドル／バレルで前週の５５．６ドルから０．８

２ドル下がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４５．４０ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも１０．２５ドル

高い。また、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも０．

７５ドル高い。 
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社 会                        

「アルーバ政府 渡航には黄熱病注射が必要」           

 

アルーバ航空は生後９カ月以上のベネズエラに住んで

いる人に対して黄熱病の予防注射証明書の提示を求め

ると発表した。本制度の適用は１８年１月１日から。 

 

 

 

２０１７年１１月１８日（土曜）             

政 治                       

「レデスマ氏スペインに移動 ラホイ首相と会談」        

 

コロンビア経由でスペインに脱出した元カラカス首都

区長のアントニオ・レデスマ氏はスペインのマリアノ・

ラホイ首相と会談した。 

 

レデスマ氏は 

「出来るだけ早くベネズエラを民主主義的な国に戻さ

なければいけない。ベネズエラは崩壊の寸前まで来てい

る。 

１２月１日、２日の与野党交渉は支持していない。野党

は先に対話で求めるものが何かを意思統一して国民に

知らせる必要がある。 

 

ロドリゲス・サパテロ元スペイン大統領の仲裁には期待

できない。もし、彼が罷免投票を実施する必要性を訴え

ていたのであれば、ベネズエラは１００～２００人の死

者を減らすことができたはずだ。 

 

ラホイ首相はベネズエラのために声を上げたスペイン

で唯一の大統領で感謝している。」と話した。 

 

 

（写真）ラホイ首相のツイッターより抜粋 

“スペインのマリアノ・ラホイ首相と 

アントニオ・レデスマ元カラカス首都区長“ 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年１１月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省
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「マドゥロ大統領 キューバ外相らと会談」           

 

マドゥロ大統領はカラカスにてキューバの外交団と会

談を行った。 

 

キューバの国営メディア Juventud Rebelde（若き反逆者）

によると、キューバからの参加者はリカルド・カプリサ

ス副書記長兼経済相とロドリゴ・マルミエルカ外国貿易

投資相。在ベネズエラ・キューバ大使のロヘリオ・ポラ

ンコ氏も参加した。 

ベネズエラ側はマドゥロ大統領に加えて、リカルド・メ

ネンデス企画相が同席した。 

 

会談の目的は二国間の発展とのこと。 

原油価格の低迷により２０１５年頃と比較すると原油

の輸出量は半分程度まで減ったが、今年９月にはハリケ

ーン被害の援助を送り、大統領自身が見舞いに訪問する

など良好な関係を継続している。 

 

ベネズエラは原油輸出の見返りとして、キューバから医

師や教師を受け入れている。キューバメディアによると

ベネズエラには４．６万人のキューバ人が住んでおり、

彼らは「ミシオン・バリオ・アデントロ（貧困層に無料

で医療サービスを提供する社会プログラム）」などで活

躍している。 

 

「ポラール社長に大統領選への出馬を求める」              

 

野党系ウェブサイト「DolarToday」でジョナタン・ロペ

ス氏という若者が大手食品メーカー・ポラール社のロレ

ンソ・メンドーサ社長に宛てた大統領選出馬を求める手

紙が公開された。 

 

 

我々、若者の多くが（若者だけではなく）メンドーサ氏

を支持していると確信している。 

 

国民は最近ではなく、ずっと前からあなたが大統領選の

候補になることを望んでいる。 

この状況で多くの国民は「どうすればメンドーサ氏が、

現在ベネズエラが抱えている問題を解決するために立

ち上がってくれるか」を考えている。 

 

あなたは以下の点でベネズエラの問題を解決する能力

を持っている。 

 

1. ポラール社長としての卓越した管理能力 

2. 世界的に優秀な代表者だと認識されている人物像 

3. 野党連合とは無関係な政治リーダーになれること 

4. 政治家は汚職がつきものだが、企業家として清廉潔

白であること 

 

ベネズエラの問題を解決する重要な挑戦を受け入れて、

国民をサポートしてほしい。 

 

 

ポラール社はベネズエラで最も大きな会社だが、株式は

公開していない。家族経営の会社で、メンドーサ一族が

代々社長を務めている。 

 

会社を維持するのが彼の使命であり、大統領選に出馬す

る可能性は低いとは思うが、仮に彼が出馬を表明するの

であれば、野党で彼に対抗できる人物はおらず野党がま

とまるだろう。 

 

 

（写真）ロレンソ・メンドーサ社長 
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経 済                       

「ベネズエラ国民の生産性はエクアドルの半分」         

 

工業連合会 Conindustria のファン・パブロ・オラルキア

ガ代表はベネズエラの産業の生産低迷に警鐘を鳴らし

た。 

 

「工業はベネズエラにとって労働者を雇用する重要な

セクターだ。しかし、我々の事業環境は改善しないどこ

ろか日々悪化している。 

製鉄セクターは鉄の生産を止めた。化学品業界でもプラ

スチック容器の生産が止まった。地方では農業に必要な

飼料などの生産が止まっている。 

 

現在の我々の経済生産性は数年前の２分の１以下に落

ち込んでいる。現在のベネズエラはエクアドルと同じく

らいの経済規模がある。しかし、ベネズエラの人口はエ

クアドルの倍だ。人口が２倍いるにもかかわらず、経済

規模が同じということは一人当たりの生産性はエクア

ドル国民の２分の１だ。」と語った。 

 

また、政府が進める価格統制について 

「価格監督庁（SUNDEE）は砂糖、コーヒー、米、とう

もろこし粉など１５品目の価格を討議した。今週はパ

ン・パスタについて議論する予定だ。ただし、我々はこ

の議論には入っていない。 

 

政府のやろうとしている政策はベネズエラ経済に良い

影響を与えない。高インフレ国で価格を無理に統制すれ

ば、生産者は赤字が出る。赤字が出るような商売はしな

いので、生産をやめ国の物資不足はより深刻になるだけ

だ。そして物資不足は更にインフレを加速させる。現在

の経済問題を解決させるためには統制から自由化に舵

を切らなければいけない。経済政策の抜本的な見直しを

する必要がある。」と語った。 

 

 

「幼児用シリアル工場の稼働開始を発表」        

 

１１月１８日 グアリコ州に幼児用シリアルを製造す

る国営工場「Gigante de Chavez(ジャンボ・チャベス)」

の開所式が行われた。 

 

国営メディアによると、同工場では９００トンの商品を

製造し、CLAP や学校給食向けに販売されるとのこと。 

次のステップとして、おかゆ、コンポートなどを製造す

る工場を稼働させる。と発表。 

 

開所式では CLAP の食品販売があったため多くの人が

参加したようだ。 

 

 

（写真）ベネズエラ食糧省 ”Gigante de Chaves 工場” 

 

「並行レート 早くも１ドル７万ボリバル超」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.60」１１月１５日付の記事

で並行レートが１ドル６０，０００ボリバルを超えたと

の記事を紹介した。 

それから４日が経過し、並行レートは早くも１ドル７３，

０００ボリバルにまで上昇した。 

 

経済専門家は中央銀行が無計画にボリバル通貨を発行

しているので、ボリバル通貨の価値が相対的に下がり、

並行レートの上昇スピードを速めていると指摘してい

る。確かに流通通貨の増加スピードは予想以上に速い。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
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「ウィークリー・レポート No.4」で言及したがベネズ

エラの通貨供給量は１７年６月末時点で２２．３兆ボリ

バルだった。レポートでは、今のスピードで通貨が増え

れば１２月末には５０兆ボリバルを越える可能性もあ

ると言及したが、１１月１０日の時点で通貨供給量は６

４．３兆ボリバルまで増えている。４カ月強で国内に流

通するボリバル通貨が３倍増えたことになる。 

 

ただし、並行レートの異常な上昇は通貨供給量だけでは

説明がつかない。１７年６月末時点での並行レートは１

ドル７，８００ボリバルだった。一方で、現在の並行レ

ートは７３，０００ボリバルとほぼ１０倍だ。 

 

ベネズエラのデフォルト懸念の高まりで、ドルの交換需

要が増えているのもしれない。確証をもって言えること

は外貨管理制度を続ける限り並行レートは今後も上が

っていくということだろう。 

 

社 会                       

「ロペス氏の息子 空手でメダルを取る」          

 

大衆意志党レオポルド・ロペス党首の妻リリアン・ティ

ントリ氏はツイッターで自身の息子が空手で２つのメ

ダルを受賞したと投稿した（どのような賞だったのかは

不明）。黄帯を付けており、胸には「佐藤尚弘」と書か

れたワッペンを付けている。 

 

レオポルド・ロペス氏は自宅軟禁措置がとられている。

収容所にいた頃、ティントリ氏は毎日のようにテレビに

露出していたが、自宅軟禁になって以来、めっきり政治

的な発言を控えるようになった。ロペス党首の自宅軟禁

措置の交換条件だったのだろう。 

 

なお、レデスマ元カラカス首都区長が自宅軟禁から逃れ

て国外に脱出したことを受けて、ロペス氏自宅の警備は

強化されている。 

 

 

（写真）リリアン・ティントリ氏ツイッター 

 

２０１７年１１月１９日（日曜）             

政 治                       

「亡命最高裁にレデスマ氏大統領任命を要請」        

 

弁護士のカルロス・ラミレス・ロペス氏は亡命した最高

裁判事で組織された最高裁判所に「ベネズエラ国民の氾

濫を起こす権利」と題した申請を提出した。 

 

内容はレデスマ元カラカス首都区長をベネズエラの暫

定大統領として任命するよう要請するもの。 

 

要請書には「ベネズエラ国民の民意を無視して、ベネズ

エラを実行支配しているマドゥロ独裁政権に対して反

旗を翻す完全な権利がある。 

 

この申請は憲法３３３条と３５０条に従い例外的な措

置として可能。」と言及している。 

 

オリジナルの文章は現地紙エル・ナシオナルの米国コレ

スポンサルを務める Maibot Petit 氏のブログに掲載さ

れている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a2556292f3426e2a68a7dd25958cdfe-1.pdf
http://maibortpetit.blogspot.jp/2017/11/solicitan-al-tsj-en-el-exilio-designar.html
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「与党重鎮 ガイアナとの国境問題を語る」           

 

ベネズエラはガイアナと国境問題を抱えている。この地

域は「エセキボ」（１５．９万平方キロ）と呼ばれる。 

このエセキボ地域で２０１５年からガイアナ政府とエ

クソンモービルがベネズエラ政府の合意を得ることな

く開発事業を行っており、問題になっていた。 

 

与党の重鎮ホセ・ビセンテ・ランヘル氏は自身のテレビ

番組でこの問題に触れた。 

 

ガイアナ政府とエクソンモービルはエセキボ地域に２

７．５億バレルの原油が埋蔵されていると考えている。 

 

ガイアナ政府とエクソンモービルは今後もエセキボ地

域での開発域を広げるだろう。これは１９６６年に締結

したジュネーブ合意の違反行為でこの事態にベネズエ

ラは対策をとらなければいけないと訴えた。 

 

なお、月曜日には国連でエセキボ領土に関する協議が行

われる予定だ。 

 

 

（写真）国際報道局テレスール 

“赤色の部分が国境問題を抱える地域” 

 

経 済                       

「２０日に米国の主要債券保有者が会合」            

 

ベネズエラ国債、PDVSA 社債での支払い遅延を受けて

１１月２０日に米国の債券保有者が会合を開く予定。 

 

ディストレストアセットの情報を専門に扱う REED に

よ る と 、 会 合 に 参 加 す る の は Greylock Capital 

Manegement などの投資会社。同社の Hans Humes 社

長 が コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 務 め て い る 。 他 、 Cleary 

Gottlieb や Millstein などがアドバイザーグループを務

めるようだ。また、１１月３０日にはロンドンで同様の

会合が行われる。 

 

社 会                       

「ホンジュラス 入国時にビザ要請を開始」          

 

１１月１９日 ホンジュラス政府は本日からベネズエ

ラ人の渡航にはビザを要求すると通知した。 

 

ベネズエラ政府はホンジュラス人がベネズエラに入国

する際にはビザを要求するようになっている。今回の措

置は外交上の同様待遇の原則に従ったものだと説明し

ている。ビザの取得には１０の要件が必要。 

 

1. ビザ申請のための所定のフォーム 

2. 会社の上司などによる就労証明 

3. ホンジュラスの国内法に従う旨の同意書 

4. 身分証明書のコピー 

5. パスポートのコピー 

6. 医者による健康証明書 

7. 犯罪歴がないことを証明できる書類 

8. ホンジュラス国内での居住地域が分かる書類 

9. 手続き開始料として１００ドル 

10. ビザ発行が承認された場合、ビザ発行料３０ドル 
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「スペインへの亡命申請はベネズエラがトップ」         

 

２０１７年１月～９月末までの時点でスペインへの亡

命申請が最も多かった国はベネズエラだった。申請者数

は７，４００人。２０１６年の同期は４，１９６人だっ

たので倍近く増えている。 

 

この９カ月の間でベネズエラの次に亡命申請が多かっ

たのはシリアで３，４００人。次いでウクライナが

１，８００人、コロンビアが１，７００人と続く。 

 

「アイサミ副大統領の資金洗浄仲介者の実態」        

 

１７年２月にアイサミ副大統領が米国から制裁された

際にもう一人制裁を受けた人物がいる。ベネズエラ人企

業家のサマーク・ロペス氏だ。同氏がアイサミ氏の資金

洗浄を手伝っていたとされている。 

 

パラダイス・ペーパーでの情報流出により、同氏の取引

実態が明らかになった。以下、現地紙エル・ナシオナル

の記事を紹介する。 

 

 

２０１０年９月付の８５０万ボリバルの小切手がある。

当時の公式レートだとこの金額は１９０～３２０万ド

ル に相 当す る。 サマ ーク 氏 は この 小切 手 で Profit 

Corporation 社の株式を購入した。 

 

その１か月前にホセ・サラサール氏と マルコス・カベ

ジョ氏が、Profit Corporation 社の株式を購入していた。 

この２人の名前は、サマーク氏の今後の取引に何度も登

場する。 

 

２月にトランプ政権はサマーク氏に制裁を科し、ベネズ

エラ、パナマ、英領バージン諸島、英国、米国で１３の

資産を凍結した。 

 

米国のムニューチン財務相は何千万ドルもの資産を凍

結し、アイサミ副大統領に大きな打撃を与えたと発表し

た。 

 

パラダイス・ペーパーの調査を行っている報道者団体は

サマーク氏の組織構造は米国政府が想像しているより

も大きいと指摘している。 

 

メキシコのベラクルス港からプエルトカベジョ港に向

けて CLAP で供給するための食料品が輸送された。輸

出者は Postar Intertrade 社。この会社は２０１６年に国

営輸出公社 Corpovex と１．２億ドルの契約を締結して

いる。 

 

米国政府が保有しているサマーク氏の資産リストには

掲載されていないが、この Poster Intertrade 社もサマー

ク氏の資産であることが確認された。また、サマーク氏

は２０１６年６月、１２月に政府向けの建設資材、クリ

スマスツリーや４５．５万トンの食料品を販売している。 

 

Poster Intertrade 社は英領バージン諸島に２０１３年に

設立されたが、その後２０１６年にバルバドスに本拠地

を移転している。同社は他にも１０００Investments 

Group 社や Yakima Oil Trading 社など多くのの株式を

保有している。 

 

以上 

 


