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（写真）アントニオ・レデスマ氏ツイッター（赤いシャツの人物） 

“１１月２３日 野党団体 Soy Venezuela のイベント@マドリッド“ 

１．一週間のまとめ（１１月２０日～１１月２５日）          

（１）与党陣営の動き ～汚職撲滅？ 危険因子の除去？～           

 

ベネズエラで汚職が蔓延していることは誰も否定できない事実だろ

う。しかし、これまで政府関係者が汚職で告発されることは稀だっ

た。あるいは、逮捕されたとしても水面下で行われており、政府関

係者を汚職で逮捕することを高らかに宣言することはなかった。 

 

しかし、２０１７年８月にタレク・ウィリアム・サアブ護民官が検

察庁のトップ（検事総長）に就任して以来、状況が変わった。 

 

１１月２０日、タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は中南米を中

心とする２１カ国の検事総長が一堂に会するイベロアメリカ検察庁

連合の総会に出席した。 

同会合でサアブ検事総長は就任後３カ月間で石油産業に関連する汚

職で５０人、外貨管理当局（CADIVI／CENCOEX）に関わる汚職で

２１人を逮捕したと成果を強調した。 

 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～汚職撲滅？ 危険因子の除去？～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～レデスマ氏脱出で野党支持者が分散～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～外国政治家はレデスマ氏に期待～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

（４）先週の重要イベントと 

今週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ８p 

 

２．グレースピリオド切れ債券 

～現状と今後～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ９p 

 

３．Crystallex ベネズエラ政府と合意 

・・・・・・・・・・・・・・ １１p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・原油価格の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １２p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  
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この発表の翌日１１月２１日（火曜）にサアブ検事総長は PDVSA の米国子会

社 Citgo の社長とその他役員５名の逮捕を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.62」１１月２１日付の記事参照）。 

 

サアブ検事総長、アイサミ副大統領、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は今回の

逮捕はマドゥロ大統領の指示によるものだと説明している。マドゥロ大統領自

身も引き続き汚職の取締りを進めると意欲的な姿勢を見せている。 

 

この２日前の１１月１９日（日曜）、ラファエル・ラミレス現国連代表大使が

ベネズエラの新聞 El Panorama に「La Tormenta（嵐）」というオピニオン記

事を投稿した（「ベネズエラ・トゥデイ No.62」１１月２１日付の記事参照）。

ラミレス氏は２００４年～１４年まで PDVSA 総裁を務め、一時は経済担当副

大統領職を兼務するなどベネズエラの経済分野で絶大な権力を持った人物だ。 

 

記事の内容はマドゥロ政権の経済政策を非難し、自身の考えこそが故チャベス

元大統領の意見を反映したものであるという現政権への抗議文である。 

政府の中枢にいた人物が公に現政権への不満を表明するもので、その衝撃は大

きい。ラミレス氏が何の考えもなく無邪気に投稿したはずはない。ラミレス氏

には、この記事を発表する何らかの理由があったものと考えられる。 

 

サアブ検事総長の就任以来、現政権は過去の PDVSA の取引に絡んだ汚職を摘

発している。摘発された事件の多くはラミレス氏が PDVSA 総裁だったころに

起きた汚職だ。何らかの形でラミレス氏が関わっている可能性は高い。 

 

ラミレス氏は裏で米国政府に協力しているとの噂がある。２０１４年９月まで

ベネズエラ経済の舵取りをしてきたラミレス氏は米国の制裁リストには入っ

ていない。サアブ検事総長は Citgo 社長らを逮捕した理由の一つとして、米国

政府に協力していたことを挙げている。 

ラミレス氏はベネズエラ代表の国連大使で米国に住んでいる。Citgo 社長らも

米国に住んでおり、ベネズエラに出張したところで逮捕された。PDVSA 関係

者として彼らには共通点が多い。 

 

そして、彼らが逮捕される直前にラミレス氏が現政権を非難する記事を投稿し

ている。この２つの事象は無関係ではない可能性がある。マドゥロ政権はオル

テガ元検事総長のように裏切り者を許さない。ラミレス氏は現政権の敵として

扱われる可能性がある。 

POINTO 

 

 

PDVSA の米国子会

社 Citgo の社長と役

員５名を逮捕。 

 

ラミレス国連大使が

マドゥロ政権の経済

政策に苦言を呈す。 

 

ラミレス国連大使は

オルテガ元検事総長

のように政府を離脱

する可能性がある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
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仮にラミレス氏が汚職容疑で逮捕され、資金を国庫に返納することになった場

合、ベネズエラ政府には大きな資金が入ってくることだろう。政府にとって危

険因子を排除し、国庫に資金を戻せる一石二鳥になるだろう。 

 

（２）野党陣営の動き ～レデスマ氏脱出で野党支持者が分散～           

 

レデスマ元カラカス首都区長の解放は、曲がりなりにも方向性を見出し始めた

野党連合が再び混乱に陥ろうとしている。レデスマ氏の国外脱出は与党が仕組

んだのではないかとさえ思える分裂ぶりだ。 

 

＜１０月１５日～３０日＞ 

州知事選後に行動民主党（AD）所属党員が制憲議会に宣誓。カプリレス元ミラ

ンダ州知事（第一正義党（PJ）所属）がアジュップ AD 幹事長を非難。しかし、

AD が市長選への不参加を発表し、両者の言い争いは停止した。 

 

対話

  マニュエル・ロサレス

　　　発展進歩党

行動民主党

ラモス・アジュップ

　　大衆意志党

抗議行動 　フレディ・ゲバラ 第一 正義党

選挙

フリオ ボルヘス

　 ベネズエラ主導党

マリア・コリナ・マチャド 圧力

       新時代党

　

　　ヘンリー・ファルコン

　　カプリレス・ラドンスキ

　　　第一正義党

POINTO 

 

 

AD 所属の州知事選

当選者が制憲議会に

宣誓したことで AD

と PJ が紛争。 

 

 

市長選参加組と不

参加組でグループ

が分かれる。 
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＜１０月３１日～１１月１６日＞ 

AD が市長選への不参加を決めたことで野党連合内の闘争はとりあえず収まっ

た。新時代党（UNT）ロサレス氏は選挙に参加するが野党連合を否定しないと

宣言しており、野党連合は一定の政治力を維持することが出来た。 

 

また、大衆意志党（VP）の中心人物フレディ・ゲバラ国会第一副議長が政府に

追われチリ大使館に亡命（「ベネズエラ・トゥデイ No.55」）。メディアから姿

を消している。現在 VP は、ルイス・フロリダ議員が率いている。フロリダ氏

のスタンスはゲバラ氏に比べて温和。ボルヘス議員とフロリダ議員が共同で１

２月１日、２日の与野党交渉を進めている。与野党交渉の一番の狙いは、来年

の大統領選に勝利するために既存の選挙制度を変えること。明確には発言して

いないが、そのためには一定の妥協も止む無しといった印象だ。 

 

 

対話

政府に追われ

チリ大使公邸   マニュエル・ロサレス

の保護下

　　大衆意志党

　フレディ・ゲバラ 　　　発展進歩党

大衆意志党

ルイス・フロリダ

抗議行動 第一 正義党

選挙

　行動民主党

フリオ ボルヘス

　 ベネズエラ主導党

マリア・コリナ・マチャド 圧力

　　　第一正義党

　　カプリレス・ラドンスキ

ラモス・アジュップ

       新時代党

　　ヘンリー・ファルコン

POINTO 

 

 

AD が市長選に参加

しないことを選び、

野党の主要政党間の

争いはとりあえず停

止。 

 

 

野党連合は大統領選

で勝利するため対話

の方針を示す。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
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＜１１月１７日～現在＞ 

１１月１７日にレデスマ元カラカス首都区長がコロンビアに脱出してから、野

党支持者の注目が野党連合から“Soy Venezuela”に向きつつある（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.35」９月１８日付の記事参照）。“Soy Venezuela”は安易に政

府との対話を決めた野党連合を強く非難している。 

 

１１月２２日に PJ 多数の市議会がアントニオ・レデスマ氏に「絶対的な不在」

を宣告。レデスマ氏の代理を務めていたエレン・フェルナンデス氏を解任し、

PJ 所属のマンソール・ランダエタ氏に交代させた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.63」１１月２４日付の記事参照）。野党関係者は「レデスマ氏は野党連合を

非難しすぎた。敵を間違えている。」とコメントした。 

 

 

対話

  マニュエル・ロサレス

　　　発展進歩党

大衆意志党

ルイス・フロリダ

抗議行動 第一 正義党

選挙

　行動民主党

フリオ ボルヘス

国民勇猛同盟

アントニオ・レデスマ

　 ベネズエラ主導党

マリア・コリナ・マチャド 圧力

　　カプリレス・ラドンスキ

　　ヘンリー・ファルコン

ラモス・アジュップ

　　　第一正義党

       新時代党

POINTO 

 

 

レデスマ氏の国外脱

出 と 同 時 に Soy 

Venezuela の 注 目

度が急上昇。 

 

 

Soy Venezuela の

勢いを抑えるために

PJ がレデスマ氏の

代行でカラカス首都

区長に就任していた

人物を解任。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe156c6d50f5dd2c08943d951ac68cc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe156c6d50f5dd2c08943d951ac68cc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fbfd42e199b2c2dc32dbbc05e3404fe9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fbfd42e199b2c2dc32dbbc05e3404fe9.pdf
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＜現在のまとめ＞ 

実質的に野党は３つのグループに分裂している。 

（１） 緑色は国民の生活改善に資するならば政府との対話に寛容なグループ 

（２） 青色は政権交代に資するならば政府と対話をするグループ 

（３） 赤色は政権交代が約束されるまで政府に圧力をかけるグループ 

 

野党支持者１００人のうち青色が４５人、赤色が３０人、緑色が２５人という

印象。レデスマ氏の一件で赤色の支持拡大の勢いが著しい。ただし、ベネズエ

ラには声を上げない中立層が多い。彼らの意見は表には出てこないが、緑色グ

ループの考えが多いと理解している。 

 

 

 

対話

  マニュエル・ロサレス

　　　発展進歩党

大衆意志党

ルイス・フロリダ

抗議行動 第一 正義党

選挙

　行動民主党

フリオ ボルヘス

国民勇猛同盟

アントニオ・レデスマ

　 ベネズエラ主導党

マリア・コリナ・マチャド 圧力

ラモス・アジュップ

　　　第一正義党

　　カプリレス・ラドンスキ

       新時代党

　　ヘンリー・ファルコン

POINTO 

 

 

野党は３つのグルー

プに分離。 

 

 

それぞれが一定の支

持者を有している。 

意見の分散は野党と

しての方向性統一を

困難にする。 
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（３）外国の動き  ～外国政治家はレデスマ氏に期待～                  

 

野党の問題を更に複雑にしているのが外国政治家の意見だ。 

 

米州機構のアルマグロ事務局長は熱心な Soy Venezuela の支援者だ。ペルー

の外相も「私がベネズエラの野党であれば、今のタイミングで政府と対話はし

ない」と発言している。他、スペインとラテンアメリカ地域の元大統領らで構

成される米州スペイン民主主義イニシアティブ（IDEA）もレデスマ氏（Soy 

Venezuela）を支持している。９０年代前半にベネズエラ国連大使を務めたデ

ィエゴ・アリア氏も政府との対決姿勢を崩さない。 

 

欧州連合は人権擁護に重要な功績を果たしたとして、ベネズエラの野党連合に

サハロフ賞を授与することを決めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.51」１０月

２６日付の記事参照）。授賞式は１２月１３日（水曜）フランスのストラスブ

ールで行われる。サハロフ賞はアントニオ・レデスマ氏が受け取ると見られて

いる。 

 

外国の政治家の多くはマドゥロ政権との対決姿勢を前面に打ち出すレデスマ

氏のスタンスを支持している。外国政治家の支持がレデスマ氏への注目度を高

めている大きな要因だろう。 

 

ただし、（２）で紹介したように無意識のうちに野党支持者の意見を分断し、

問題解決をより難しくしている。 

 

外国の政治家は大量の案件を抱えており、ベネズエラについて考える時間は１

日に２０分もないだろう。また、彼らが受け取るベネズエラの情報は野党支持

者の意見か、自国の価値観を持った大使館職員のフィルターを通った情報だ。 

 

先進国の教育を受けている欧米政治家が与党の考えを理解するのは難しい。ま

た、実際は最も多いとされる与党支持でも野党支持でもない人物は精力的に自

身の意見を表明しようとしない。 

自然とベネズエラに対する見解が偏ったものになるのは仕方のないことだ。 

 

野党は外国からの支援が無ければ政府と対峙することは出来ないが、外国の意

見を取り入れすぎないことも重要な課題と言える。 

 

POINTO 

 

 

外国政治家の多くは

レデスマ氏のスタン

スを支持。 

 

 

野党は外国の圧力な

しに政府と交渉する

ことはできないが、

外国の意見に流され

ることもできない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5065d859c3e34357c9e95eb3287874.pdf
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（４）先週の重要イベントと今週の主なイベント                                

 

今週は１１月２７日に ISDA が信用イベントの発生を決定したベネズエラ国債、PDVSA 社債の補てん率を決める作

業を行う。２００１年のアルゼンチンの債務不履行の際は補てん率の決定まで１カ月ほど時間がかかったのでまだ

決まらない可能性はある。 

また、２７日に PDVSA 社債２０２０，２０２２が利払い期限を迎える。２４日（金曜）に PDVSA は社債２０２０、

２０２２の利息支払い作業を開始したと発表している。だが、期限内に投資家の手元に着金することは無いだろう。

他、１２月１日、２日には与野党交渉が行われる予定だ。 

 

表：　１１月２０日～２６日に起きた重要イベント

内容 重要度

１１月 ２０日 月 ISDA　２７日に議論を持ち越し 大

国債２０２５、２６の利息支払われず 大

NYで債券投資家が会合。非公式な協議を継続することで一致。 大

２１日 火 Citgo社長と役員５名を逮捕（社長以外は米国籍）。

２２日 水

２３日 木

２４日 金

２５日 土

２６日 日

（出所）各種報道からベネインベストメント社作成

表：　１１月２７日～１２月３日の主な予定

内容 重要度

１１月 ２７日 月 ISDA　補てん率決定のための入札協議 大

PDVSA２０年債利息　グレースピリオド満了 大

PDVSA２２年債利息　グレースピリオド満了 大

２８日 火

２９日 水

３０日 木 主要な債券投資機関が今後の方針について協議＠ロンドン 中

１日 金 与野党交渉の再開＠ドミニカ共和国（１日目） 中

２日 土 与野党交渉の再開＠ドミニカ共和国（２日目） 中

３日 日

（出所）各種報道からベネインベストメント社作成

日付

日付
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２．グレースピリオド切れ債券 ～現状と今後～                   

 

ベネズエラ国債、PDVSA 社債ともに３０日間のデフォルトと認識されない期

間（グレースピリオド）が切れても債権者の口座に着金しないことが恒常化

している。 

 

これまでは遅れながらも支払い開始を発表していたが１１月２０日にグレー

スピリオドが切れた国債２０２５、２０２６年については１週間経っても利

払いの開始を発表しなかった。 

 

一方で、１１月２４日、PDVSA は２７日に期限を迎える社債の支払いを開始

したと発表した。これまでの経験から２７日中に債権者の口座に振り込まれ

るとは考えにくいが、PDVSA については良い傾向と言える。 

 

既に複数の投資銀行、保険会社らがベネズエラ政府、PDVSA に訴訟を起こす

ための準備を進めているようだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.63」１１月２２

日「S＆P 利払い期限きれた債券をデフォルト認定」参照）。 

 

彼らが訴訟を起こす際のポイントは期限を切れた日数も大事だが、累積して

いる債務額も重要だろう。現時点でグレースピリオドが切れている債券の総

額は５．５億ドル（国債４．４億ドル、PDVSA 社債０．８億ドル、カラカス

電力債０．３億ドル）。 

 

特に国債は既に４．４億ドルを延滞している。国債２０２５年、２０２６年

については支払い開始の発表もされていない。債権者の不安も高まる。現段

階でいえば訴訟に発展するリスクが高いのは国債だと考えている。 

「ウィークリー・レポート No.19」でも紹介したが、筆者は国債だけをデフォ

ルトさせる可能性は十分にあると考えている。 

 

なお、１２月中にグレースピリオドが切れる案件は PDVSA 社債の方が多い。

一方で１月、２月は PDVSA にグレースピリオドが切れる利払いは無い（次ペ

ージの表参照）。少し早めに支払い手続き開始を発表しているところから考え

ても PDVSA については１２月の利払いを何とか履行し、債権者の訴訟（国外

資産の差し押さえ）を避けるのではないか。 

 

POINTO 

 

 

国債２０２５、２０

２６の利払い最終期

限は１１月２０日に

切れたが政府からの

支払いアナウンスは

無し。 

 

 

他方、PDVSA２０２

０、２０２２は最終

期限前に支払い開始

を発表。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fbfd42e199b2c2dc32dbbc05e3404fe9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3909f371dcdd466c62d6be4a51374ff6.pdf
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表：グレースピリオドの期限を迎える債券の現状と今後の予定

（単位：１００万ドル）

債券 利払い グレースピリオド期限 現状

カラカス電力社債２０１８ 27.6 １１月９日（木曜） 着金情報あり、全て着金したかは不明

PDVSA２０２７ 80.6 １１月１３日（月曜） １１月１５日に支払い完了を発表

国債２０１９ 96.7 １１月１３日（月曜） １１月１５日に支払い手続き開始を発表

国債２０２４ 103.0 １１月１３日（月曜） １１月１５日に支払い手続き開始を発表

国債２０２５ 61.1 １１月２０日（月曜） 発表無し

国債２０２６ 176.3 １１月２０日（月曜） 発表無し

累計 545.3 現在

PDVSA２０２０ 143.1 １１月２７日（月曜） １１月２４日に支払い開始を発表

PDVSA２０２２（新） 90.0 １１月２７日（月曜） １１月２４日に支払い開始を発表

PDVSA２０１７（新） 47.6 １２月４日（月曜）

国債２０２３ 90.0 １２月７日（木曜）

国債２０２８ 92.5 １２月７日（木曜）

PDVSA２０２６ 135.0 １２月１５日（金曜）

PDVSA２０２４ 150.0 １２月１８日（月曜）

PDVSA２０２１ 107.7 １２月１８日（月曜）

PDVSA２０３５ 146.2 １２月１８日（月曜）

国債２０１８ 35.0 １月２日（火曜）

国債２０２０ 45.0 １月８日（月曜）

国債２０３６ 150.0 １月２９日（月曜）

国債２０３４ 70.3 ２月１８日（月曜）

合計 1,847.7
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３．Crystallex ベネズエラ政府と合意                     

 

ブ ルーム バーグの 報道に よると １１月２ ４日  カナダ の金開発 会社

Crystallex はベネズエラ政府と訴訟問題で合意に至ったようだ。現時点では

合意の内容については発表されていない。 

 

Crystallex はベネズエラ政府に金鉱区 Las Cristina を接収され、国際投資紛

争解決センター（ICSID）に提訴。１２億ドルの賠償金と２億ドルの利息を支

払うよう命じられていた（訴訟の経緯については「カントリー・リスクレポ

ート No.1」を参照）。 

 

実は同社の訴訟はデフォルト後のシナリオを占う重要な案件として注目され

ていた。 

 

Las Cristinas 鉱区の接収はベネズエラ政府が行ったことで PDVSA は無関係。

したがって、賠償金はベネズエラ政府から回収するのが筋だ。しかし、

Crystallex は PDVSA が政府１００％株式保有資産であることを理由に、１７

年８月に米国の PDVSA 子会社 Citgo の差し押さえを申請していた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.20」８月１５日付の記事参照）。 

 

この申請が通った場合はベネズエラ政府の債務を PDVSA（Citgo）に負わせ

るという重要な前例になるはずだった。 

 

つまり、PDVSA は債務返済を継続し、ベネズエラ国債だけがデフォルトした

場合でも政府の債務不履行を理由に PDVSA の国外資産を差し押さえる道が

開けることになる。 

 

しかし、今回の合意により政府の債務を PDVSA に負わせることができるか

／あるいはできないのか結論が出ないままになった。ベネズエラ国債の保有

者あるいはベネズエラ政府に融資をしている債権者にとっては残念な結果と

言えるだろう。 

 

 

 

POINTO 

 

 

カナダの金開発会社

Crystallex がベネズ

エラ政府と賠償問題

で合意。 

 

 

ベネズエラ国債のデ

フォルトを PDVSA

に転嫁させることが

できるかを決める重

要 な 裁 判 は 結 論 で

ず。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/391b02956429c7fa77028787bf1d496d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/391b02956429c7fa77028787bf1d496d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/801c04b6194f4ae1f4a034cd941939df.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/801c04b6194f4ae1f4a034cd941939df.pdf
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４．ベネズエラ債券・原油価格の増減（１１月２４日終値）    

債券指標の動き  

2018 13.625 2018/8/15 34.50 0.00
2018(N) 7 2018/12/1 36.75 -5.77 

2019 7.75 2019/10/13 26.75 -9.93 
2020 6 2020/12/9 21.75 -9.75 
2022 12.75 2022/8/23 25.75 -9.33 
2023 9 2023/7/5 23.75 -6.86 
2024 8.25 2024/10/13 24.57 -2.50 
2025 7.65 2025/4/21 24.13 -3.48 
2026 11.75 2026/10/21 25.75 -7.71 
2027 9.25 2027/9/15 25.31 -8.96 
2028 9.25 2028/5/7 23.24 -8.86 
2031 11.95 2031/8/5 23.88 -8.51 
2034 9.375 2034/1/13 22.62 -5.36 
2038 7 2038/3/31 22.25 -5.32 

利率
％

2020 8.5 2020/10/27 79.15 -4.75 
2021 9 2021/11/17 29.02 -11.25 
2022 12.75 2022/2/17 31.01 -12.89 
2024 6 2024/5/16 24.16 -7.79 
2026 6 2026/11/15 23.77 -8.58 
2027 5.375 2027/4/12 25.14 -6.89 
2035 9.75 2035/5/17 27.58 -11.88 
2037 5.5 2037/4/12 24.89 -7.13 

Elecar債2018 8.5 2018/4/12 42.8 0.00

取引
価格

先週比

WTI 58.95 4.15
Brent 63.86 1.85
Venezolano 55.24 0.84

（出所）　国債、PDVSA社債はRendivalor。ElecはAvSec

原
油

銘柄

満期
取引
価格

先週比

国
債

P
D
V
S
A

満期
取引
価格

先週比利率

解説 

 

 

グレースピリオドを切れても

利払いが確認されていない債

券が増えた。 

S＆P は新らたに２つの国債を

デフォルト認定。 

 

 

訴訟準備を始める債権者グル

ープの存在なども報道され、ベ

ネズエラ債券は国債、PDVSA

債ともに続落。 

 

 

唯一、２０１８年に満期を迎え

る国債、PDVSA 債のみ価格を

維持した。 

 

 

以上 


