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New towns around megacity and their rapid emergence are being recognized as a significant change taking place in 

China. The phenomenon leads to more opportunities for sustainable development of the megacities. On the other 

hand, the process of new towns emerging is causing increasingly serious problems such as jobs-housing imbalance. 

Thus, the need for generating a profound understanding of new towns is evident to tap synergistic policy measures to 

tackle the challenges of future urban development. The major objective of this article is to analyze the issues and 

problems related to transportation system of new towns in key stages to discover a path of sustainable development in 

the future. This article synthesizes existing information and knowledge on new towns in the case of Shanghai, China. 
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1. はじめに 

1978 年の改革開放以来，中国における都市化が急速な発展時

期に入り，「ニュータウン」（以下，｢NT｣と略称する）の建設は，

最も顕著な都市開発現象として，産業パーク，開発区，衛星都市，

大学タウンそしてエコシティーなどの様々な形で中国全土にま

で及んでいる。郊外NTの発展経過をみると，当初の中心部から

遠く離れた辺ぴな周辺地域にまで広がり，また区域発展に合わせ

てその有機的な一部として存在するに至っている。さらにこうし

た郊外 NT の開発が単一機能から総合機能への段階的な転換を

経たこともわかる。そしてNTの開発・建設にあたっては，区域

経済の成長ポイントになることだけでなく，都市発展にとっての

総合的な機能強化に果たす役割が重要視されるようになった。し

たがって，新しい環境の下，区域都市化体系発展の観点に立ち，

郊外 NT の交通サービスレベルと交通中枢施設の規模を含めた

交通体系について検討すべきと考える。 

本稿で対象とする上海市は，中国の都市発展を代表する都市

の一つであり，以前から中国の経済，社会，文化などの先進都市

として，早くから西洋，旧ソ連の都市計画思想を吸収してきた。

その結果，上海市の都市発展及び機能変遷の経過は，中国の都市

計画の発展傾向を一定の程度で体現しているといえる。そして，

上海市は，中国においてはじめてNT建設を提唱した都市でもあ

り，その NT 建設は，幾つかの段階（1950 年代の衛星都市の建

設，また，2001 年版上海市都市総体計画による市域「多重・多

軸・多核」との11地区の郊外NT建設，そして，「1966」都市・

農村体系における9地区のNT建設）を経験してきた。 

本稿では，まず上海市NTの開発経緯を検討することとし，交

通システムと深く関わりのある人口・就業，建設用地及び産業区

間配置の現状及びそれぞれの問題を分析する。次に，中国におけ

る急速な発展段階にある NT における都市間交通，NT－都市中

心部間交通，NT内部交通により構成される交通体系の整備課題

について考察する。 

 

2. 関連研究及び研究方法 

2-1. 既存研究のレビューと本研究の位置付け 

中国都市計画の研究に関しては，過去5年間，北京，上海，瀋

陽などの大都市における軌道交通整備（北山ら，2008），市民参

加（単・屋井，2008），歴史文化保護区（新井ら，2008），公園緑

地系統計画（李・石川，2010）などに関する研究もあって，また，

杭州，蘇州，桂林などの観光事業による文化景観への影響（石ら，

2011），小学校の再編経緯と住民意識（野村・森，2011），中小都

市における都市形態と概念の変遷（傅，2012）に関わる研究もあ

って，そして，城中村再開発（孫ら，2011），農村集落の再整備

（王ら，2012），農村地域の文化的景観（石・石川，2012）をめ

ぐる研究もあった。 

中国NTの研究に関して，徐・斉藤（1994）は，北京市の市街

地の膨張と昌平を事例とする衛星都市の実態と停滞傾向を検討

し，衛星都市の停滞要因に関する議論を整理した上で見解を述べ，

統計を用いて要因の一つである生活水準の地域格差の現状を考

察した。姚・北原（1998 年）は，日本と中国の文献をリサーチ

した上，中国東南沿岸部NTとして14地区の経済技術開発区を

取り上げ，それら開発区計画の特質をまとめた。また，姚・北原

（1999年）は，上海の衛星都市の開発経過及び1980年代までの

住民意識などを整理，分析し，これらの衛星都市の開発の特徴を

まとめた。そして，最近の研究例として，岸井ら（2011年）は，

中国上海のNT政策，NT計画，交通特性について取りまとめ，

日本のNT開発との類似点，相違点を分析した。 

既存研究のうち，中国において最も代表的な上海NTに関する

論文は 2 本しか見当たらなかった。姚・北原（1999 年）の研究
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は 1980 年代までの素材を利用した。一方，1990 年代からの 20

年間は，中国が最も急速な発展を経ていて，NTが大きく発展し

た時期であるため，ロングスパンで検討する必要及び価値が十分

にあると考えられる。また，岸井ら（2011年）の研究は，NTに

関する日本交通計画技術の東アジアへの移転を主眼としている

ため，上海NTの一つである松江NTにしか触れなかった。 

したがって，本稿は，上海全市9地区のNTにおける人口・就

業，建設用地，産業区間配置を分析した上で，それらNTの都市

間交通，NT－都市中心部間交通，NT内部交通により構成される

交通体系の整備課題を検討する。 

 

2-2. 研究方法 

本研究は，1)既存計画などに関する文献調査，2)計画編制担当

官庁へのヒアリング調査，3)NTでの現地調査を用いた。 

文献調査にあたって，中華民国時期「大上海都市計画」（1946

年版），中華人民共和国「都市建設計画初歩総図」（1959 年版），

「上海市都市総体計画」（1986年版，2001年版），「上海市都市総

合交通計画」（2001年版），「上海市土地利用総合計画」（2006年

版），各NTの都市総体計画の最新版などを集めた。 

ヒアリング調査については，NTの計画，建設，運営などの面

をめぐり，2012 年の 6月 28 日に上海市計画・国土資源管理局，

7月3日に上海市都市農村建設・交通委員会，7月20日に上海市

交通運輸・港口管理局に赴いて行った。 

現地調査は，2012年の6月28日と29日の2日間にかけて，

嘉定－安亭，松江，臨港，閔行，宝山，青浦，金山，奉賢南橋，

崇明城橋との9地区のNTにおいて実施した。 

 

3. 上海市ニュータウンの開発経緯 

上海NTの開発は，1940年代から現在に至るまで，3つの段階，

すなわち「衛星都市」段階，「一城九鎮」段階，「郊外ニュータウ

ン」段階を経てきた。 

 

3-1. 「衛星都市」段階 

1946 年付け「大上海都市計画」は，上海市にとっての初めて

の都市総体計画である。その中で，提出された「有機的疎開」理

論によると，300万人を郊外に分散させ，そして，郊外地域が16

－18万人規模の幾つかのタウンから構築される。 

1959 年付け「都市建設計画初歩総図」には，上海周辺におけ

る衛星都市の建設により，一部の工業企業を分散させ，都市中心

部における人口の過度集中を緩和させるとの意見があって，具体

的に，閔行，吴泾，松江，嘉定，安亭及び金山・宝山（1970 年

代から）の建設を計画し，旧上海都市中心部の人口と工業を分散

させることが主眼であった。ただ，これらの地域は数十年にわた

り，居住と生活サービス施設建設に依然として不備が残り，工業

種類も比較的に単一的であったため，商業文化や生活サービスは

上海都市中心部に依存していたといわざるを得ず，望ましい発展

状況ではなかった。 

そして，1986年版上海市都市総体計画には，「衛星都市」の概

念が明らかにされた。衛星都市の人口規模は10万人以上であり，

建設条件が良い場合は30万人にまで高めることができる。 

 

3-2. 「一城九鎮」段階 

2001 年版上海市都市総体計画では，市域｢多重・多軸・多核｣

との都市システム構造が提案され，つまり，都市中心部の周辺に

おいて，11地区のNTをつくり，各NTの計画人口を20－30万

人と設定した。11 地区の NT のうち，一つは洋山という深水港

建設を重点とする芦潮港NT，他はいずれも当時郊外県の政府所

在地タウンであった。 

上海市発行の 2001年付け「上海市におけるタウン発展の促進

に関する試点意見」によると，全面的にNTと中心鎮を重点とす

る都市化戦略を実施し，上海郊外「一城九鎮」モデルタウンの建

設を起動することになった。ただ，主に居住を機能として位置づ

け，産業機能への考慮が不足し，公共サービス配置などの面は立

ち遅れているため，「一城九鎮」も理想的な発展を得られず，実

際都市中心部から誘引された居住人口は限定的であった。 

 

3-3. 「郊外ニュータウン」段階 

2003年12月，上海市において第5回計画作業会議が開催され，

郊外にかかわる「3つの集中」という発展戦略と計画方針が明確

にされた。会議において，市域タウンシステムを整備し，郊外

NTの建設に力を集中することが提案された。 

図-1 上海市ニュータウンの発展経緯 

（出典：左上-「大上海都市計画」（1946年），右上-「都市建設

計画初歩総図」（1959年），左下-「上海市都市総体計画」（2001

年），右下-「上海市土地利用総体計画」（2006年）．） 
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2004年，上海市人民政府は，「「3つの集中」を着実に推し進め，

「上海郊外の発展を促進させることに関する計画綱要」を公表し，

NT建設に力を集中するよう求めた。 

2006 年，上海市は，正式に「上海市国民経済と社会発展第 11

次5ヵ年計画綱要」を公表し，「1966」と称する都市計画体系を

提出した。これには1つの都市中心部，9つのNT，60箇所ほど

のニュー市鎮と600箇所ほどの中心村が含まれる。9地区の郊外

NTは，嘉定－安亭，松江，臨港，閔行，宝山，青浦，金山，奉

賢南橋，崇明城橋を指し，元計画タウンと一部の衛星都市を拠点

とし，都市中心部の人口を分散させ，比較的に整備された機能を

持ち，そして独立的なNTを構築するものであった。 

近年，上海都市中心部は，郊外地域に広がり，郊外の閔行NT

と宝山NTは次第に都市中心部と一体化するようになって，既に

都市中心部開拓エリアの範囲に取り入れられた。2010 年，上海

市は郊外NT 総体計画を見直し，7 地区の郊外NT，すなわち，

嘉定NT，松江NT，青浦NT，南橋NT，金山NT，臨港NT，城

橋NTを確定した。 

 

4. 上海市ニュータウンの現状及び問題分析 

4-1. 人口・就業 

上海郊外の人口増加速度は明らかに中心部のそれを上回って

いる。2010 年第 6 回人口一般調査の結果に基づき，上海市常住

人口は2,301万人に達し，そのうち，7地区の郊外NTが所在す

る区・県の常住人口は665.4万人で，全市常住人口総数の28.9%

を占めた。松江区，嘉定区，奉賢区及び青浦区などの郊外地域の

人口は何れも高度成長を経験し，そのうち，松江区において2010

年の常住人口が 158 万人に達し，十年間の年平均成長率は 9.5%

で，1.7%という上海中心部の年平均成長率を大幅に上回った。7

地区の郊外NTが所在する地域において，崇明県以外の地域の年

平均成長率は何れも中心部の年平均成長率を上回っている。 

図-2 上海市就業先分布状況 

 

また，それに伴いNT自体の人口規模の成長は比較的に速いも

のである。公表された各 NT 総体計画に基づくと，2020 年時点

で7地区の郊外NTの総人口が478万人に達し，年平均成長率が

9%で，2008年の約3倍になる見込みである。しかし，就業先は

依然として中心部に集中している（図 2）。上海市の就業先は主

に外環以内の中心部に集中されており，郊外の就業先は比較的に

少ない。郊外NTにはまだ明確な就業集中地域が形成されてない。

よって，就業先と居住先とのアンバランスによる通勤ニーズは，

郊外NT－中心部間の交通システムに圧力を与えている。 

 

4-2. 建設用地 

上海の郊外NTには，大量の建設用地が集中し，上海にとって

空間開発にあたっての重要地域になっている。表1に各NTの総

体計画をまとめて見ると，7地区の郊外NTの計画範囲が867km2

で，上海市総面積の11%を占め，NTの計画建設用地の面積が574 

km2に達し，上海市の計画建設用地面積の19%を占める。各NT

での建設用地の割合も比較的高く，平均で66%に達し，南橋NT

の場合は，建設用地の割合が87%に至る。 

ここ数年，上海郊外の建設用地は大幅に増加してきており，将

来も依然として都市建設用地は大幅に増加する見込みである。特

に，郊外NT，近郊地域，主要交通廊下沿線などの地域において，

都市建設用地の成長は非常に迅速である。将来，郊外特にNTは

粗放的な単純拡張モデルを切り捨て，系統的な整合に向かう予定

である。NTは上海都市システムを完備させるための重要な一環

となり，中心部－NT－中心鎮という都市システム構想が実現さ

れる。 

 

表-1 郊外NT計画範囲及び建設用地の規模 

NT 
計画範囲

（km2） 

建設用地

（km2） 

建設用地/ 

計画用地

（%） 

計画人口

（万人） 

松江 160 120 75% 110 

嘉定 122 77 63% 80 

青浦 119 85 71% 70 

南橋 71 62 87% 75 

金山 59 43 73% 40 

臨港 297 165 56% 83 

城橋 39 22 56% 20 

合計 867 574 66% 478 

上海市（%） 8,239(11%) 2,981(19%) 36% 2,800(17%) 

 

4-3. 産業区間配置 

近年，上海の郊外地域において産業の発展は迅速なものであり，

そのうち第2次産業の発展は特に著しいものである。7つの郊外

NTが所在する地域の国民生産総値は，2005年の1,696億元から，

2010 年の 3,348 億元に上がり，年平均成長率 15%に達した。郊

外地域での第 2 次産業の成長率が年平均 14%に達し，全市平均

水準を越え，また，シェアのほうも 2005 年の 25%から 2010 年
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図-3 上海市産業区間配置 

（左図：水上運輸・関連生産集中地域分布，右図：現代サー

ビス業集中地域分布．） 

 
の30%まで上昇した。 

上海市の第2次産業は，郊外産業パークに集中し，その集中基

礎も良好であるため，工業のパークへの集中度が 70%を越えて

いる。全市工業総量の 50%は，市レベル以上工業パークに集中

し，上海の重要な産業基地は全部郊外に置かれている。また，産

業パークの立地は，NTの産業発展のために重要な空間を提供し

た。上海市産業パークの立地から見れば，国家レベルパークは，

主に中心部及び開拓区に分布され，市レベル産業パークは，主に

各郊外NT及び周辺地域に位置している。 

郊外NTは，上海における3つのセンターの建設，すなわち，

水上運輸，経済及び貿易センターの建設と密接に繋がり，これら

のセンターの建設も，郊外NTの発展と切り離して考えることは

できない。図3をみると，臨港NT，金山NTは，水上運輸・関

連生産という重要機能を担っており，水上運輸センター建設の重

要な空間担体である。嘉定NT，松江NT，南橋NT は，上海市

政府に認定された現代サービス集中地域であり，NT周辺に位置

する産業基地の類型が豊かであり，貿易センター建設の重要な任

務を担っている。 

一方，上海市第3次産業は，現在，主に都市中心部に集中して

いるが，NT への人口流入が途切れないことに伴い，NT 住民の

サービスへのニーズが高まりつつあることによって，NT内部に

おいても周辺産業基地にサービスを提供できる生産的サービス

業が生まれ，NT内部の第3次産業の新しい発展時期を迎える可

能性がある。 

 

5. 上海市ニュータウンの交通体系 

5-1. 都市間の交通 

上海郊外 NT の対外との接続能力は強くない。現在，各郊外

NTは，長江デルタにおける他地域との接続が主に高速道路に頼

り，鉄道，特に都市間鉄道サービスが比較的乏しい（表2）。 

郊外NTは，長江デルタエリアのインフラへの利用率が比較的

低い。松江NT，嘉定NTなどのいくつかのNTには，長江デル

タエリアの鉄道網にアクセスするための普通鉄道サービスを設

けているが，直接に長江デルタエリアと接続する鉄道路線はいま

だにできていない。また，郊外NTは，上海ハイレベル中枢との

アクセスの手段が不足しており，虹橋，浦東などの中枢にアクセ

スするにあたって高速道路にしか頼ることができない。 

表-2 郊外NTの都市間交通 

NT 幹線道路 都市間レール 

嘉定 滬嘉高速（S5），滬宜幹線道路（G204） 滬宁レール 

青浦 滬渝高速（G50），滬青平幹線道路（G318） — 

松江 滬昆高速（G60），滬松幹線道路 滬杭レール 

南橋 滬金高速（S4），滬閔幹線道路（G320） — 

金山 沈海高速（G15），滬松幹線道路 — 

臨港 滬芦高速（S2），南芦幹線道路 — 

城橋 滬陝高速（G40） — 

 

5-2. NT－都市中心部間の交通 

7つの郊外NTは，上海中心部にアクセスする手段として，主

に高速道路，幹線道路となっている。ただ，大多数の高速道路は．

大量な都市間交通の任務も担っているため，このように機能の重

複によって，高速道路を通って中心部に行く区間の渋滞現象が厳

しくなっている。また，レールの開通状況については，嘉定NT，

松江NTには既に開通されており，金山NT，臨港NTにはまも

なく開通されるが，青浦NT，南橋NT，城橋NT にはまだ開通

されていない。 

図 4 をみると，NT と中心部とつながるレールとして松江NT

の9号線と嘉定NTの11号線がある。ただ，そのサービスレベ

ルは比較的低く，発車間隔は市内の路線より長い。具体的に，9

号線と 11 号線の発車間隔はそれぞれ 6.1 分と 7分で，上海市の

レール路線のうち最も長い間隔である。それに，NTと中心部と

の間には，設置された駅が比較的多く，駅間の距離が比較的短い

ため，レールの運営スピードに影響を与えている。現在中国は，

都市内レール（地下鉄・LRT）なら，普通，準急，急行などに分

図-4 上海市レール現状図 
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けられず，いずれも各駅停車の普通となっている。したがって，

各NTから上海市中核エリア（人民広場を例）までは，何れも1

時間前後かかってしまう（表 3）。これはレールでの外出のサー

ビスレベルを引き下げている。 

 

表-3 NT－都市中心部間のレール 

駅名 
人民広場までの距離（㎞） レール交通 

時間（分） 直線距離 レール距離 

閔行開発区 27 34 60 

松江NT 33 38 65 

嘉定北 28 36 57 

安亭 30 40 67 

 

NTと中心部とをつなぐレール路線の輸送量は，既にレール輸

送量の最高限度に近づき，次のような交通現象が顕在化している。

具体的には，9号線のピーク時間帯の断面輸送量が既に約2.5万

人に達し，現在の輸送レベルなら既に9号線の最高輸送量に近い。

なお，NT人口の増加に伴い，ピーク時間帯のアンバランス係数

が既に4.0に達した。 

 

5-3. NT内部交通 

現在，郊外NT 内の幹線道路網は既に形ができていて，また，

その密度をみると，郊外平均レベルより高いが，中心部に比べて

明らかに低い。そして，郊外NT内の道路網の密度が比較的に低

く，郊外の特徴がはっきり見える。 

自動車交通の発展は猛烈なものである。滬 C ナンバープレー

ト（郊外利用限定）付き自動車の増加は迅速であり，2011 年，

滬Cプレートの自動車はすでに37.8万台に達し，対前年度比で

の増加の幅は29%に達した。これは全市の平均レベルより高い。

また，郊外自動車の外出率ははるかに中心部を上回り，年平均

12%との高い増加率を保っている。 

近年，NTの公共交通システムは一定程度での発展を得た。バ

スの種類も多様化傾向にあり，普通バス，コミュニティバス，シ

ャトルバス，各種のエリア定期運行バスなどの公共交通が現れた。

2009年に，全市路面公共交通路線は1,108本，そのうち，市内－

郊外間路線が256本，郊外路線が458本，それぞれ公共交通路線

総本数の 23%，41%を占めた。2004 年に比べて，郊外との関わ

りのある市内－郊外間路線と郊外路線の本数のいずれも増え，そ

のうち，市内―郊外間路線の伸び幅が最も高く，約 84%に達し

た。その逆に，市内路線の本数が減っている。 

ただし，公共交通サービスのレベルは比較的に低く，運行終了

時間が比較に早い（表 4）。また，その運行間隔のいずれも比較

的に長く，レールの運行間隔が7分であるのに対して，バスの運

行間隔の大部分は20分を越えている。 

公共交通バス路線は，ラッシュアワーに混雑する。特に，市内

―郊外間公共交通の輸送量の急増に伴い，ラッシュアワーの問題

も日に日に目立つようになり，最大輸送量密度は既に7人/ m2に

なった。 

表-4 NT公共交通運行時間 

路線 最終バス 最終電車 乗り換え 

1205 18:00 23:14 淞虹路駅 

1206 18:00 22:19 祁連山路駅 

1209 19:00 23:19 行之路駅 

1211 20:00 23:18 長江南路駅 

1003 20:00 23:38 華夏西路駅 

1007 20:00 23:16 楊思駅 

 

表-5 上海市郊外レンタル自転車の展開状況 

地域 車両数 場所数 費用 運営モデル 

閔行区 15,000 450 無料 
企業運営， 

政府購入 

張江高科

技園 
350 25 

200元保証金 

150元/年 

企業運営， 

政府支援 

宝山区 400 11 無料 
企業運営， 

政府購入 

松江区 1,000 14 
200元保証金 

2時間以内無料 

企業運営， 

政府購入 

崇明県 500 4 
500元保証金 

毎日40元 

企業運営， 

政府支援 

写真-1 NTでの現地調査 

（左図：駅周辺での電動自転車，右図：レンタル自転車） 

 

電動自転車の普及は迅速であり，レール駅周辺に駐輪されてい

るのは主に電動自転車となっている（写真 1）。表 5 をみると，

レンタル自転車の活動が展開されており，閔行地区においては既

に大規模で推進されている。 

 

6. まとめ 

上海市郊外NTの産業立地とその空間配置，計画建設用地の割

合を考慮したとき，郊外NTが上海大都市圏の今後の発展に大き

く関わることは明らかであり，また，将来人口・就業先の分布パ

ターンの変化に起因する通勤にともなう交通量の増加が日に日

に厳しい問題になることが十分予想される。こうしたNT規模の

拡大に伴う交通問題に対しては，従来の量的な需要充足のための

交通サービス改善や鉄道供用延伸などによる解決は難しい。なぜ

なら，NT規模拡大は，交通の派生需要の質的変化を引き起こす

ために，NT自身の総合交通体系を構築することによって対応し

ていくしかないと考えられるからである。しかしながら，現状の
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中国における郊外NTについては，もともと総合交通計画の重要

性やその意義についての認識に欠けているところがあり，NT総

体計画において交通に関する部分の体系づけられた取組も十分

ではない。とくに，NT形態に対応づけた高速道路・幹線道路に

対する計画を中心に立案されているが，支線道路網や道路幾何設

計指針が不十分であることは，NT自転車・歩行交通の整備・発

展には不利に働く。 

7地区の郊外NTのうち，嘉定NTと松江NTのみ鉄道交通が

供用されているが，何れも中心部の鉄道交通を郊外NTにまで延

長させたに過ぎなかった。郊外へ延長された鉄道交通の運行方式

も運行スピードも，市内とほとんど変わりがなく，運行スピード

が比較的遅いため，郊外交通の高速サービスのニーズを満たすこ

とができていない。具体的にいえば，都市鉄道9号線の全線運行

スピードがわずか30km/hで，中心部に行くには1時間以上がか

かるため，高速道路，幹線道路での自動車交通と比較しても優位

を占めていない。 

前述のとおり，NTの自家用車保有量増加の継続によって，自

家用車によるトリップ数も高まりつつ，既に公共交通によるトリ

ップ数をはるかに上回って，日延べ376万人に達し，両者の比率

が3：1になっている。一部のNTは，既に渋滞現象が現れ，近

い将来，郊外軌道交通の発展がなければ，郊外NTにおいてより

厳しい交通渋滞が発生することは十分予想できる。 

公共交通路線網の規模は比較的小さく，公共交通駅配置の密度

が小さく，アクセス性が比較的低く，運行時間が短く，運行間隔

が長く，また郊外－中心部間路線のラッシュアワーは比較的混雑

する。そして，NT公共交通は，既存鉄道駅との接続能力が足り

ない。郊外NTの公共交通は，主にバスに頼っており，サービス

モデルも単一的であり，BRT，LRT，単軌レールなどの新型交通

手段などを欠いている。 

郊外NT道路網の密度は明らかに中心部より低く，全体道路網

の密度も比較的低いため，いまだに明確な郊外化の特徴を見て取

ることができる。低密度，大間隔の幅広い道路は，自転車・歩行

交通にとって利用しにくい。 

以上のまとめのように，これらの問題点に関してどのように今

後の計画で具体的な解決策を探っていくか，また，NTの都市間

交通，NT－都市中心部間交通，NT内部交通との3つのレベルを

全体として包括的に捉えた NT の理想的な交通体系をどのよう

に構築していくかはこれからの研究課題と言えよう。 
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