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8.5 景観 

8.5.1 現況調査 

(1) 調査事項 

工事の完了後における鉄道施設の存在が、周辺の景観に及ぼす影響を予測・評価するため、以

下の事項について調査した。 

 

ア 地域景観の特性 

イ 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

ウ 土地利用の状況 

エ 都市の景観の保全に関する方針等 

オ 法令による基準等 

 

(2) 調査地域 

ア 既存資料調査 

既存資料調査は、事業区間及びその周辺とした。 

 

イ 現地調査 

調査地域は、事業区間及びその周辺とした。 

代表的な眺望地点及び眺望の状況は、事業の実施による眺望の変化が確認できるよう近景域と

して計画線最寄り軌道中心から 100m までの範囲、中景域として事業区間から約 2 ㎞の範囲を対

象とした。 

 

(3) 調査手法 

調査手法は、既存資料調査及び現地調査によった。 

 

ア 既存資料調査 

既存資料調査は、表 8.5.1-1に示す資料を収集・整理した。 
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表 8.5.1-1 調査方法（既存資料調査） 

調査事項 使用した主な資料 備考 

ア 地域景観の

特性 

・「東京都景観計画（改定）」（平成30年8月 東京都） 

・「港区景観計画 平成27年度（2015年度）改定」 

（平成27年12月 港区） 

・「品川区景観計画」（平成23年1月 品川区） 

・「大田区景観計画」（平成25年10月 大田区） 

最新の資料

を参考とし

た。 

イ 代表的な眺

望地点及び

眺望の状況 

・「港区景観計画 平成27年度（2015年度）改定」 

（平成27年12月 港区） 

・「品川区景観計画」（平成23年1月 品川区） 

・「大田区景観計画」（平成25年10月 大田区） 

・「電子地形図25,000」（平成28年6月 国土地理院） 

・「東京都土地利用現況図〔建物用途別〕（区部）」 

（平成28年 東京都都市整備局） 

ウ 土地利用の

状況 

・「東京都土地利用現況図〔建物用途別〕（区部）」 

（平成28年 東京都都市整備局） 

（平成25年3月 東京都都市整備局都市づくり政策部） 

・「港区用途地域地区等図（令和2年3月現在）」 

（令和3年4月 港区ウェブサイト） 

・「品川区総合型地図情報サービス 用途地域等指定図」 

（令和3年4月 品川区ウェブサイト） 

・「まちまっぷおおた 都市計画・景観計画 用途地域」 

（令和3年4月 大田区ウェブサイト） 

エ 都市の景観

の保全に関

する方針等 

・「東京都景観計画（改定）」（平成30年8月 東京都） 

・「港区景観計画 平成27年度（2015年度）改定」 

（平成27年12月 港区） 

・「品川区景観計画」（平成23年1月 品川区） 

・「大田区景観計画」（平成25年10月 大田区） 

オ 法令による

基準等 

・都市計画法 

・景観法 

・東京都景観条例 

・東京都風致地区条例 

・東京のしゃれた街並みづくり推進条例 

・港区景観条例 

・品川区景観条例 

・大田区景観条例 
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イ 現地調査 

「地域景観の特性」及び「代表的な眺望地点及び眺望の状況」について、以下のとおり現地調

査を行った。 

 

(ｱ) 地域景観の特性 

調査地域を踏査し、地域景観の特性を把握した。 

 

(ｲ) 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

a 代表的な眺望地点の選定 

調査地域を踏査し、鉄道施設が容易に見通せると予測される場所、眺望のよい場所、不特定

多数の人の利用頻度や滞留度の高い場所を代表的な眺望地点として選定した。 

 

b 眺望の状況 

眺望の状況は、写真撮影により把握した。写真撮影期日、使用機材等は、表 8.5.1-2に示す

とおりである。 

表 8.5.1-2 写真撮影期日、使用機材等 

撮影期日 

令和元年 11 月 7 日 

令和 2 年 6 月 2 日 

令和 2 年 6 月 27 日 

天  気 

令和元年 11 月 7 日：快晴、曇一時晴 

令和 2 年 6 月 2 日：曇後一時晴 

令和 2 年 6 月 27 日：曇 

使用機材 
カメラ：Nikon D3100 

レンズ：28mm 相当、50mm相当 

撮影高さ 
地上 1.5m 

（陸橋上、展望台上の地点は路面高さ＋1.5m） 

撮影角度 水平 
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(4) 調査結果 

ア 地域景観の特性 

事業区間及びその周辺の現在の状況は、東海道線接続区間では、田町駅前を中心に再開発事業

が進み、高層建築物やオフィスビル、住宅が立ち並び、また、在来線や東海道新幹線等の鉄道施

設も都市的景観資源の一部となっている。 

大汐線改修区間では、休止中の大汐線の周辺に、高層建築物やオフィスビル、住宅が立ち並び、

また東京モノレールや東海道新幹線の回送線等の鉄道施設、高速 1号羽田線や日本橋芝浦大森線

等の道路施設も都市的景観資源の一部となっている。 

東京貨物ターミナル内改良区間では、東京国際コンテナターミナル内の施設や倉庫運輸関係の

施設が多く、大規模な建築物が立ち並んでいる。 

アクセス新線区間では、倉庫運輸関係の施設、京浜島の工場や事業所等の施設、野鳥公園や京

浜島つばさ公園、羽田空港の滑走路及び空港関連施設がある。 

 

イ 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

東海道線接続区間は、掘割及びトンネル区間がほとんどであり、沿線に建物が連続して存在し

ていることなどから、計画線を眺望できる地点が少ない。 

大汐線改修区間は、既存高架橋の既設線路等の改修を行う区間であり、眺望の変化がないこと

から、調査地点を選定していない。 

東京貨物ターミナル内改良区間は、計画線と国道 357号の間に、事業所やりんかい線車両基地、

植栽があるため、計画線を眺望できる地点が少ない。 

アクセス新線区間は、トンネル構造であるため計画線を眺望できないが、京浜島つばさ公園か

ら羽田空港新駅（仮称）付近の換気施設等が眺望できる。 

以上のことを考慮し、選定した代表的な眺望地点は、表 8.5.1-3及び図 8.5.1-1に示すとおり

である。代表的な眺望地点からの眺望の状況は、図 8.5.2-1～図 8.5.2-3（207～209ページ参照）

の現況に示すとおりである。 
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表 8.5.1-3 代表的な眺望地点と選定理由 

調査 
地点 

代表的な眺望地点 
対象施設 

までの距離 
選定理由 

1 札の辻橋 直上 

眺望地点は、計画線と立体交差する札の辻橋上であ

り、不特定多数の往来がある地点である。 

計画線はトンネル構造であるため、視認できないが、

機器室等の鉄道施設の視認が考えらえる。 

2 みなとが丘ふ頭公園付近 直上 

眺望地点は、計画線と立体交差する大井中央陸橋上

であり、歩道上から、計画線の視認が考えらえる。 

なお、みなとが丘ふ頭公園から計画線は、隣接する

建物や樹林等により視界が遮られ、視認されない。 

3 京浜島つばさ公園（展望台） 約 2km 

眺望地点は、京浜島つばさ公園内にある展望台であ

り、羽田空港方向を眺望する等の不特定多数の利用

がある地点である。遠方であるが、換気施設等の鉄

道施設の視認が考えらえる。 

注1）地点2は、事業計画が具体化し、公園内から計画線を視認できなかったため、調査計画書から調査地点位置

を変更した。 

注2）地点3は、事業計画が具体化し、京浜島つばさ公園の展望台から羽田空港内の鉄道施設が視認されることか

ら、調査地点を追加した。 
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「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 4JHf 90」 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」 
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ウ 土地利用の状況 

事業区間及びその周辺の土地利用の状況は、「8.1 騒音・振動」（70ページ参照）に示すとお

りである。 

 

エ 都市の景観の保全に関する方針等 

景観についての総合的な法律である景観法の下に策定された東京都景観条例に基づく「東京都

景観計画（改定）」によると、東京では街並みが区市町村の区域を越えて連担しており、また、

首都としての景観形成が重要であることから、景観法（平成 16 年法律第 110 号）に定める基本

理念に以下の事項を加えたものを、本計画の基本理念としている。 

・都民、事業者等との連携による首都にふさわしい景観の形成 

・交流の活発化・新たな産業の創出による東京のさらなる発展 

・歴史・文化の継承と新たな魅力の創出による東京の価値の向上 

 
港区景観条例に基づく「港区景観計画 平成 27 年度（2015 年度）改定」によると、港区は、

平成 21 年 6 月に景観行政団体となったことで、居住環境に密接に関わる良好な景観形成を目指

して、法的根拠を持ってきめ細かな景観施策を展開するため、「港区景観計画」を策定した。 

港区の景観特性及びこれまでの景観に関する取組を踏まえ、景観形成の基本方針として以下の

五つが示されている。 

基本方針 1 水と緑のネットワークを強化し、潤いある景観形成を進める 

基本方針 2 歴史や文化を伝える景観を守り、生かす 

基本方針 3 誰もが楽しく歩ける、にぎわいや風格のある通りを創る 

基本方針 4 地域の個性を生かした魅力ある街並みを育む 

基本方針 5 区民・企業等・行政の協働で景観形成を推進する 

 

品川区景観条例に基づく「品川区景観計画」によると、品川区は、平成 22 年 7 月に景観行政

団体となり、「しながわ景観ガイドプラン」（平成 17 年 6 月 品川区）を踏まえ、平成 23 年 1

月に「品川区景観計画」を策定した。 

区の景観特性や景観形成の課題を踏まえて、景観を構成する四つの要素（歴史・文化、自然、

生活、新たなまちづくり）から導き出される景観まちづくりにおける以下の五つの基本方針が示

されている。 

方針 1：歴史あるまちの景観の再生と活用 

方針 2：安らぎを感じる水辺・緑環境の保全と整備 

方針 3：生活に密着した住宅景観の保全と誘導 

方針 4：活力に満ちた賑わいや調和の取れた景観の創出 

方針 5：新しいまちの景観の整備と誘導 
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大田区景観条例に基づく「大田区景観計画」によると、大田区は、平成 25 年 4 月に大田区景

観条例を施行し、景観法に定める景観行政団体となり、「大田区景観計画」を平成 25年 10月に

施行した。 

「東京都景観計画」や「大田区都市計画マスタープラン」を踏まえ、地域特性を反映したきめ

細かい良好な景観を形成することを目的とし、自然環境、歴史、文化などの資源とともに、地域

力を活かした世界に誇ることができる多彩で魅力的な景観のあるまちを目指すこととしている。 

自然、歴史及び生活文化の視点から良好な景観形成を図るための以下の基本方針とその実現に

向けた基本的な考え方が示されている。 

基本方針 1 地形、水辺、緑などの自然を活かした景観づくり 

基本方針 2 歴史と文化を活かした景観づくり 

基本方針 3 地域の個性を育む景観づくり 

基本方針 4 日本の玄関口にふさわしい景観づくり 

 

事業区間及びその周辺における景観基本軸、景観形成特別地区等の指定状況は、表 8.5.1-4及

び図 8.5.1-2に示すとおりであり、該当する地区等を太枠で囲った。 

事業区間の大部分は、「東京都景観計画（改定）」が景観構造の主要な骨格となっている景観

基本軸として指定している「臨海景観基本軸」を通過する。この地域は「品川区景観計画」では

「臨海部市街地」に、「大田区景観計画」では「空港臨海部景観形成重点地区」に指定している。 

このうち、大汐線改修区間の大部分は、「東京都景観計画（改定）」が重点的な取組が必要な

地域として指定している「水辺景観形成特別地区」を通過する。この地域は、「港区景観計画 平

成 27 年度（2015 年度）改定」及び「品川区景観計画」においても「水辺景観形成特別地区」と

して指定している。 

また、東海道線接続区間の一部は、「港区景観計画 平成 27 年度（2015 年度）改定」が指定

している「品川駅・新駅周辺景観形成特別地区」を通過する。 

事業区間の大部分が通過する「臨海景観基本軸」の景観形成基準（工作物）は次のとおりであ

る。 

＜配置＞ 

・水域の自然特性を生かした配置とするよう工夫する。 

＜規模＞ 

・臨海部の主要な眺望点（公園、ふ頭など）から見たときに、圧迫感を感じさせないよ

うな隣棟間隔を確保し、長大な壁面の工作物は避ける。 

＜形態・意匠・色彩＞ 

・形態・意匠は突出したものを避け、臨海部の景観や周辺環境との調和を図る。 

・色彩は、別表２の色彩基準に適合するとともに、周辺景観との調和を図る（ただし、

コースターなどの遊戯施設で、壁面と認識できる部分を持たない工作物を除く。）。 

＜公開空地・外構・緑化等＞ 

・水辺空間に接続するオープンスペースを確保するよう工夫する。 

・隣接するオープンスペースとの連続性を確保する。 

・敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の緑との連続性を確保する。 

・敷地と水域の境界部に設置する塀や柵は、できる限り開放性のあるものとする。 
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表 8.5.1-4 景観基本軸、景観形成特別地区等の指定状況 

計画 区域・施設等

東京都
景観計画

景観基本軸 臨海景観基本軸
海域及び海と一体となって景観をつくり出している陸域（羽田沖、中央
防波堤沖、葛西臨海公園を含む海域、内陸の沿岸部として水際から50mの
陸域）

水辺景観形成特別地
区

運河沿いや臨海部の良好な景観形成を推進する区域

品川駅・新駅周辺
景観形成特別地区

東京の南側の玄関口にふさわしいシンボル的な景観を創る区域

三田通り周辺
景観形成特別地区

ランドマークへの眺望を際立たせる区域

品川浦、芝浦運河、京浜運河、勝島運河沿い及び芝浦運河・勝島運河以
東の臨海部（東京都景観計画「臨海景観基本軸」の区域）
海域及び海と一体となって景観をつくり出している陸域（内陸の沿岸部
は水際から50mの陸域）

重点地区 旧東海道品川宿地区 第一京浜、八ツ山通り、元なぎさ通り、補助26号で囲まれている範囲
道路 旧東海道及び北馬場通り（品川宿地区）
河川 目黒川
空港臨海部
景観形成重点地区

羽田空港、東京港に面する埋立地島部及び水際から50mの陸域並びに運
河、海老取川及び海域を合わせた区域（平和島を除く）

呑川景観形成重点地
区

呑川の河川区域及び河川区域境界からそれぞれ50mの陸域を合わせた区域
（空港臨海部景観形成重点地区の区域を除く）

道路 美原通り（旧東海道）、桜のプロムナード、旧呑川緑地、羽田レンガ堤
河川 内川、呑川、海老取川、多摩川

都市公園
平和島公園、平和の森公園、大森ふるさと海浜公園、森ヶ崎公園、東糀
谷防災公園、萩中公園

海上公園（港湾）
大井ふ頭中央海浜公園、東京港野鳥公園、城南島海浜公園、京浜島つば
さ公園

大田区
景観計画

景観形成
重点地区

景観重要
公共施設

名称

港区
景観計画

景観形成
特別地区

品川区
景観計画

臨海部市街地

水辺景観形成特別地区

景観重要
公共施設

 
出典：「東京都景観計画（改定）」（平成30年8月 東京都） 

「港区景観計画 平成27年度（2015年度）改定」(平成27年12月 港区) 

「品川区景観計画」(平成23年1月 品川区) 

「大田区景観計画」（平成25年10月 大田区） 

 

オ 法令による基準等 

事業区間及びその周辺には、都市計画法及び東京都風致地区条例（昭和 45年都条例第 36号）

に基づく風致地区、東京のしゃれた街並みづくり推進条例（平成 15年都条例第 30号）に基づく

街並み景観重点地区はない。 
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「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 4JHf 90」 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」 
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8.5.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、鉄道施設による主要な景観の構成要素の改変及びその改変による地域景観の特性

の変化の程度、代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、事業区間及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

ア 主要な景観の構成要素の改変及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

現況調査結果及び事業計画を踏まえ、工事の完了後に新たに出現する景観資源（鉄道施設）に

よる地域景観の特性の変化の程度を予測した。 

 

イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化 

現況調査において撮影した現況写真に鉄道施設を重ね合わせたフォトモンタージュを作成し、

現況と比較することにより変化の程度を予測した。 

 

(5) 予測結果 

ア 主要な景観の構成要素の改変及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

事業区間及びその周辺の現在の状況は、東海道線接続区間では、田町駅前を中心に再開発事業

が進み、高層建築物やオフィスビル、住宅が立ち並び、また、在来線や東海道新幹線等の鉄道施

設も都市的景観資源の一部となっている。現在、東海道線が走行している位置に、計画線が地平、

掘割、トンネル構造で建設されるが、他の在来線と融合し、地域の景観特性の変化はない。 

大汐線改修区間においては、景観の変化が生じる鉄道施設を新たに設置しない。 

東京貨物ターミナル内改良区間における留置線等の新たな鉄道施設は、周辺の事業所、倉庫等

の高さを上回ることはなく、その周辺の景観資源と融合し、地域景観の特性は、ほとんど変化し

ないものと考える。 

アクセス新線区間における新たな鉄道施設の高さは、起点方の換気施設で約 15m、羽田空港新

駅（仮称）付近の換気施設等で約 30mであり、周辺の工場や事業所等、空港施設等の高さを大き

く上回ることはないため、事業区間及びその周辺の景観資源と融合し、地域景観の特性は、ほと

んど変化しないものと予測する。 
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イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化 

現況及び工事の完了後における代表的な眺望地点からの眺望の変化の状況は、図 8.5.2-1～図 

8.5.2-3に示すとおりである。 

 

現況  

 
 

札の辻橋から終点方を見

た眺望である。大汐線及

び東海道新幹線等の鉄道

施設やビルマンション等

の中高層建築物が視認さ

れる。 

将来  

 
 

 
 

大汐線が撤去され、機器

室等の鉄道施設が出現す

るが、周辺の建物を超え

る高さではなく、周辺状

況と一体となった景観に

なると予測する。なお、

計画線はトンネルで通過

するため、視認できない。 

図 8.5.2-1 代表的な眺望地点（地点 1）における眺望の変化（札の辻橋） 

機器室 
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現況  

 
 

日本橋芝浦大森線の陸橋

上から起点方を見た眺望

である。大汐線、東京臨

海高速鉄道八潮車両基

地、物流センター等の建

物、駐車場、みなとが丘

ふ頭公園の樹林等が視認

される。 

将来  

 
 

 
 

大汐線と駐車場が撤去さ

れ、計画線・待避線等の

鉄道施設が出現するが、

地平構造であり、周辺状

況と一体となった景観に

なると予測する。 

図 8.5.2-2 代表的な眺望地点（地点 2）における眺望の変化（みなとが丘ふ頭公園付近） 
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現況  

 
 

京浜島つばさ公園内の展

望台より、羽田空港を見

た眺望である。羽田空港

内の東京国際空港管制

塔、電波塔、東京空港警

察署等の空港関連施設が

視認される。 

将来  

 
 

 
 

換気施設等の鉄道施設が

出現するが、わずかに視

認される程度であり、眺

望はほとんど変化しない

と予測する。なお、計画

線はトンネルで通過する

ため、視認できない。 

図 8.5.2-3 代表的な眺望地点（地点 3）における眺望の変化（京浜島つばさ公園（展望台）） 

換気施設等 
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8.5.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の完了後 

ア 予測に反映した措置 

・ 鉄道施設の構造及び高さに配慮する。 

 

イ 予測に反映しなかった措置 

・ 換気施設等の外壁は、各区の景観計画における色彩基準等を踏まえて、周辺環境や地域景

観になじむよう配慮する。 

・ 換気施設等の形状や意匠については、地域の景観づくりに寄与するよう配慮する。今後、

詳細な検討を行い、景観に配慮する。 

 

8.5.4 評価 

評価の指標は、「東京都景観計画（改定）」に基づき設定された「臨海景観基本軸」の景観形成

基準から「形態・意匠は突出したものを避け、臨海部の景観や周辺環境との調和を図ること」とし

た。 

 

(1) 主要な景観の構成要素の改変及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

事業区間及びその周辺の現在の状況は、東海道線接続区間では、田町駅前を中心に再開発事業

が進み、高層建築物やオフィスビル、住宅が立ち並び、また、在来線や東海道新幹線等の鉄道施

設も都市的景観資源の一部となっている。現在、東海道線が走行している位置に、計画路線が地

平、掘割、地下構造で建設されるが、他の在来線と融合し、地域の景観特性の変化はないと考え

る。 

大汐線改修区間においては、景観の変化が生じる鉄道施設を新たに設置しない。 

東京貨物ターミナル内改良区間における留置線等の新たな鉄道施設は、周辺の事業所、倉庫等

の高さを上回ることはなく、その周辺の景観資源と融合し、地域景観の特性は、ほとんど変化し

ないものと考える。 

アクセス新線区間における新たな鉄道施設の高さは、起点方の換気施設等で約 15m、羽田空港

新駅（仮称）付近の換気施設等で約 30mであり、周辺の工場や事業所、空港施設等の高さを上回

ることはないため、事業区間及びその周辺の景観資源と融合し、地域景観の特性は、ほとんど変

化しないものと考える。 

これらのことから、評価の指標である「形態・意匠は突出したものを避け、臨海部の景観や周

辺環境との調和を図ること」を満足する。 
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(2) 代表的な眺望地点からの眺望の変化 

代表的な眺望地点からの眺望は、中高層建築物、鉄道施設、空港施設、運河等といった景観資

源から構成されている。その中に新たな鉄道施設が加わるため、眺望の変化が認められるものの、

周辺の建築物等の高さを大きく上回るものではなく、周辺状況と一体となった景観になる。 

事業の実施に当たっては、鉄道施設の形状等は周辺環境になじむよう環境保全のための措置を

実施する。 

これらのことから、評価の指標である「形態・意匠は突出したものを避け、臨海部の景観や周

辺環境との調和を図ること」を満足する。 

 


	8.5 景観
	8.5.1 現況調査
	(1) 調査事項
	(2) 調査地域
	ア 既存資料調査
	イ 現地調査

	(3) 調査手法
	ア 既存資料調査
	イ  現地調査
	(ｱ) 地域景観の特性
	(ｲ) 代表的な眺望地点及び眺望の状況
	a 代表的な眺望地点の選定
	b 眺望の状況



	(4)  調査結果
	ア 地域景観の特性
	イ 代表的な眺望地点及び眺望の状況
	ウ 土地利用の状況
	エ 都市の景観の保全に関する方針等
	オ 法令による基準等


	8.5.2 予測
	(1) 予測事項
	(2) 予測の対象時点
	(3) 予測地域
	(4) 予測手法
	ア 主要な景観の構成要素の改変及びその改変による地域景観の特性の変化の程度
	イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化

	(5) 予測結果
	ア 主要な景観の構成要素の改変及びその改変による地域景観の特性の変化の程度
	イ  代表的な眺望地点からの眺望の変化


	8.5.3  環境保全のための措置
	(1) 工事の完了後
	ア 予測に反映した措置
	イ 予測に反映しなかった措置


	8.5.4 評価
	(1) 主要な景観の構成要素の改変及びその改変による地域景観の特性の変化の程度
	(2)  代表的な眺望地点からの眺望の変化



	ff_shtml0: ただいま、ページを読み込み中です。5秒以上、このメッセージが表示されている場合、Adobe Reader（もしくはAcrobat）のAcrobat JavaScriptを有効にしてください。







































































�┳㔲攲㈥㜵⌰⌱⌷┵㔲攴㈥㜵⌵╤㔲㤲㈥㈵┲㔲匲协彏硱〵┰㔲㤲㈥㌵╢㔲㈷㈥㜵┳㔲㤷┲㔲䔵彅硱㈥㜵⌳┸㔲搳ㄣ㈥㜵┰㔲〷
	ff_shtml1: 
	ff_shtml2: 
	ff_shtml3: 
	ff_shtml4: 
	ff_shtml5: 
	ff_shtml6: 
	ff_shtml7: 
	ff_shtml8: 
	ff_shtml9: 
	ff_shtml10: 
	ff_shtml11: 
	ff_shtml12: 
	ff_shtml13: 
	ff_shtml14: 
	ff_shtml15: 


