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既成の山麓住宅地と土砂災害

る。これは住宅地と土砂発生源との距離を短くしてい
るだけではなく、住宅地が急勾配の土地に存在してい
ることから、扇状地を流れる土砂の流れは大きなエネ
ルギーを保ったまま下流へと至ることがあり得ること
を示唆しているのである。　
　そこで、広島土砂災害を事例に山麓傾斜地に開発さ
れた住宅地の土砂災害の危険性についてその課題と対
策について調べてみた。

１ ■  山麓傾斜地の住宅開発

1-1．広島市安佐南区、緑井・八木地区の人口動態
　広島市は、人口118万8451人、面積905.41㎢で、８
つの行政区からなる広島県の県庁所在地である（広
島市HP、2014年11月末現在）。８つの行政区のうち
1970年代以前から広島市域であった中区、東区、南
区及び西区は旧市内、1970年代以降から広島市域と
なった安佐南区、安佐北区、安芸区及び佐伯区は新市
内と呼ばれている。
　被害の大きかった安佐南区の緑井・八木地区は、川
内村、緑井村、八木村の３村が1955年７月に合併し、
1973年３月に広島市へ合併編入され、1980年4月に広
島市の政令指定都市への移行に伴い、広島市安佐南区
の一部として今日に至っている。
　1970年以降の広島市内各行政区の人口推移（総務省
統計局、広島市統計書による）について見てみると、安
佐南区では1970年から2010年までの40年間で８万3779
人から23万1984人と約15万人の増加が認められ、８つ
の行政区の中で最も人口の多い行政区となっている。
　人口増加が著しかった1970年から1980年までの10
年間における市内各行政区の状況を見ると、旧市内の
人口は東区及び西区において増加が認められるもの
の、中区及び南区においては減少しており、旧市内全
体ではほぼ横ばいの状況となっている。一方、新市内
の人口はいずれの区においても増加が認められ、安佐
南区、安佐北区及び佐伯区においては、対1970年比
約２倍増となっている。すなわち、1970年から1980年
の10年間の広島市の人口増加は、新市内人口が増加し
たことに伴うものであり、いわゆる郊外の都市化の進展
の結果といえるのである。

1-2．山麓住宅地開発の経緯
　広島市において人口増加が著しかった1966年から

はじめに

　2014年８月20日、広島市安佐北区と安佐南区で主
に豪雨により107件の土石流災害と59件のがけ崩れ災
害が発生し、死者74名、全・半壊家屋255戸（2014年
10月31日、国土交通省砂防部）という悲惨な被害が生
じた。1999年に土砂災害を受け、その災害からの復
興に向けて頑張っていた広島でまた同じような土砂災
害が発生してしまった。
　多くの死者が出た理由としては、いくつかの原因が
挙げられている。その一つは夜中の豪雨である。８
月20日午前１時～４時にかけて、１時間に100㎜を超
え、３時間で200㎜を超す大雨が降った。被災地の方々
の話では、土石流やがけ崩れが20日の午前３時20分
頃から４時頃にかけて発生していたことが分かってい
る。この時間帯は外は真っ暗、加えて豪雨が降ってい
たため、避難しようにも避難できなかった状況だった
と考えられる。
　住宅が密集している地域に砂防堰堤などハード対策
がほとんどなされていなかったことも災害を防ぐこと
ができなかった原因の一つと考えられている。なお、
住民の避難を促す避難勧告の発令が遅れて出たことに
ついて、その後の広島市の「８.20豪雨災害における
避難対策等検証部会」の検討結果では、地域防災計画
に沿って対応を行った場合は発令が遅れたことはやむ
を得ないと言えるとしている。
　このようにいくつかの原因が重なり、被害が大きく
なったと考えることができるが、８.20広島災害でも
う一つ忘れてはいけないことがある。それは、住宅地
の開発が山地に近いところまで拡大していたことであ
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1985年までの住宅地の開発状況は図-1

のとおりである。広島市全体で見ると、
１回目のピークである1971年前後の開
発地域は新市内が中心となっている。2
回目のピークとなった1976年から1978
年でも新市内及び周辺町において開発
が行われていることが分かる。1979年
以降は急速に宅地開発ブームが縮小し、
1981年から1985年までの５年間はピー
ク時の半分以下に減少している。1970
年から1980年までの10年間の住宅地開
発面積は、いずれの年においても旧市内
よりも新市内のほうが大きく、市郊外へ
の住宅地開発が進んでいったことが確認できる。
　特に安佐南区の八木地区周辺についてその地形を見
てみると、阿武山や権現山などの山地から土砂が流出
し、その山麓に多くの扇状地形を形成している。扇状
地形の下流端は太田川の氾濫原であり、地形的な要因
からすると、一般的には発生頻度の高い太田川の洪水
の危険な氾濫原を生活の場とすることはなく、洪水に
対して安全な山麓傾斜地に目が向けられたとしてもお
かしくはない。
　ただし、その山麓傾斜地は扇状地地形によるもので、
特に扇頂部附近での傾斜は極めて急な状況を呈してい
ることにどれだけ気が付いたかは定かではない。その
山麓傾斜地の開発状況を具体事例で見てみよう。

1-3．具体的な開発事例──八木3丁目の場合
　国土地理院のHPにある航空写真によると、八木３
丁目附近では1961年頃に建設された県営住宅の裏手
は樹木の繁る山地となっていて、南側には田畑が存在
している。県営住宅の他には人家はまだ少なく、住宅
開発が山麓傾斜地に及んでいる様子は見られない。
　1972年頃になると、県営住宅周辺では山側に住宅
地が開発され始めていることがうかがえる。そして
1981年頃になると、山側にもまた南側の田畑内にも
家屋が存在するようになる。明らかに広島市での住宅
開発のピーク時に山麓傾斜地では開発が行われていた
ことが明らかとなった。ちなみに2009年頃になると
現在と同じように山麓傾斜地は住宅が密集していて、
田畑はほとんどなくなっている状況を呈している。
　このようにして、人口の増加が山麓傾斜地への住宅
開発へと繋がっていることが分かる。可住面積が少な

いわが国においては、同じように急勾配の斜面上に住
宅地が開発されている場所が全国には多く存在する可
能性がある。そこで、広島災害における被害の実態を
よく知ることにより、同じような土砂災害を防ぐこと
が急務と考えている。

２ ■  広島土石流災害の実態と被害状況

2-1．発生土砂量と土砂氾濫範囲
　山麓住宅地における被害の特性を明らかにするべ
く、広島災害による被害の実態について現地調査を行
った。調査対象地は人的被害の大きかった安佐南区の
緑井地区と八木地区の6渓流とした図-2。図からも分
かるように土石流による土砂の流出が扇状地形の上部
で止まっている渓流と扇状地形のかなり下流域まで流
下している例が見受けられる。
　その理由として、流出土砂量が多い場合には下流域
まで到達することが考えられる。また同じ量の雨が降
ったと仮定すると、流域面積が大きいほうが流量が多
くなり、下流域へと土砂を運ぶことが可能になる。そ
こで６渓流における流域面積と流出土砂量について整
理したのが表-1である。
　表-1のうち比較的下流域まで土砂が流出している渓
流は、県営緑ヶ丘住宅５号棟、光廣神社の２渓流であ
り、阿武の里団地、八木の里団地の渓流では土砂の堆
積範囲が特に上部域に限定されている。
　これらを流域面積と発生土砂量★３で見てみると、
流域面積の小さい光廣神社の渓流で下流まで土砂が流
下している。また、発生土砂量では阿武の里団地の渓
流で発生量が多い割に堆積が上部に止まっている。こ

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
（年）

図-1 1966年から1985年までの広島市内及び周辺町の住宅地開発状況（完了ベース）
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　その結果、国土地理院が発表し
た土砂の氾濫範囲の中に全壊もあ
れば一部損壊もあり、より軽微な
被害の家も存在していることが分
かった。特に土石流の流れのエネ
ルギーが大きいと想定される扇状

地上部ほど全壊の家屋は多く見受けられるが、その
区域内にも一部損壊などの家が見受けられ、また、か
なり下流域で全壊となっている家屋も見受けられるな
ど、同じ土砂の氾濫範囲内でも家屋被害のレベルが一
様ではないことが判明した。

2-3．具体的家屋被害の実態
　　　──県営緑ヶ丘住宅5号棟と光廣神社の渓流
①県営緑ヶ丘住宅5号棟傍渓流

　流域面積約0.23㎢のこの渓流では阿武山の中腹から
発生した土石流が、扇状地の扇頂部附近で多くの家屋
を全壊させた。その後、上山川に沿った流れと住宅地
内を南北に走る急勾配の道路上を流れる流れとに分か
れて扇状地の下部へと至っている。
　特に扇状地の上流域の渓床勾配は約12度、谷の出
口のところで８～９度、県営住宅地直下流附近でも約
６度と極めて急勾配をなしている。そのため県営住宅
のようなRC造りの構造物は全壊に至っていないが、
土石流が流下した区域内の木造家屋の多くは全壊して
おり、土石流のエネルギーの大きさを物語っている
図-3（表-2の分類区分による）。
　本渓流は広島災害において人的被害もまた全壊の家
屋被害も最も多いと推定される渓流で、現地調査によ
る全壊家屋と想定した家屋数は41棟に及んでいる。
②光廣神社傍渓流

　流域面積約0.03㎢のこの渓流は、阿武山のかなり下
部の住宅地に近いところから土石流が発生し流下して
いる。土石流は扇状地頂部の家を破壊し、南方向と南
東方向の2方向に分かれて流下した。土砂氾濫範囲か

れらについて、単位面積あたりの発生土砂量として見
てみると、光廣神社が26.3万㎥ /㎢と一般的に言われ
ている流出土砂量花崗岩地域の１㎢あたり、50,000～
150,000㎥★４という値と比較して大きな値となってい
ることが分かる。
　しかし、阿武の里団地、県営緑ヶ丘住宅５号棟、６
号棟の３渓流では、ほとんど１㎢あたりの発生土砂量
が一般的に言われている量と同じであるのに、上部域
で止まった渓流と下流域まで流れ出た渓流とに分かれ
ている。土砂の堆積形状を見ると、上流域で止まって
いる渓流はより上流で土砂の流れが分岐していること
が分かる。すなわち、堆積を開始する場がより上流に
あり、そこで分岐したため住宅地の上部域で堆積が止
まっていると考えられる。

2-2．家屋被害の分布
　被害の状況として、土砂の流出範囲とは別に被災家
屋を調べることにより、その区域を見ようとした。調
査に際しては、家屋被害の程度を把握するべく、表-2

の基準により被害区分を行った（広島市の被害状況調
査等とは異なっていることがあり得る）。

表-1 各渓流ごとの発生土砂量の状況

渓流名 流域面積（㎢）：
A

発生土砂量（㎥）：
B

流域面積１㎢
あたりの

土砂量（B／A）
緑井8丁目 0.33 11,200 34,000
県営緑ヶ丘
住宅5号棟 0.23 33,000 143,400

県営緑ヶ丘
住宅6号棟 0.02 3,100 155,000

光廣神社 0.03 7,900 263,000
阿武の里団地 0.19 22,200 116,800
八木の里団地 0.28 10,400 37,100

表-2 家屋被害の分類
被害
区分 マーク 被害状況

全 壊 赤

国土地理院が撮影した
被災前後の空中写真に
おいて、明らかに家屋が
滅失、または現地調査に
おいて、土砂等の流入に
より家屋の主要部分が損
壊していると認められる
状況。

一部損壊 黄

全壊までには至らないも
のの流出した土砂等によ
り家屋が損壊していると
認められる状況。

図-2 緑井・八木地区における土石流発生渓流ごとの土砂流出範囲

土砂流出範囲は国土地理院HPの空中写真による土砂災害の写真判読図
（http://www.gsi.go.jp/commom/000095316.pdf）を基に作成

八木の里団地傍渓流
発生土砂量10,400㎥

阿武の里団地傍渓流
発生土砂量22,200㎥

光廣神社傍渓流
発生土砂量7,900㎥

県営緑ヶ丘住宅6号棟傍渓流
発生土砂量3,100㎥

県営緑ヶ丘住宅5号棟傍渓流
発生土砂量33,000㎥

緑井8丁目渓流
発生土砂量11,200㎥

凡例
土砂流出範囲
国道・県道
市道

里道
JR可部線
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ことが被害を大きくした一つの理由と考えられる。特
に各渓流の扇状地頂部附近での家屋被害の集中は、土
砂の流れが大きなエネルギーのまま流下してきたこと
を物語っている。
　また、土砂の生産源と住宅地の距離が短いというこ
とは、住民がたとえ何かの異常（前兆現象）を感じた
としても、避難するための時間がほとんどないことか
ら、避難が難しい場での災害という状況も明らかにな
ったと言える。

3-2．扇状地形と住宅地
　安佐南区の緑井地区と八木地区の住宅開発地につい
て、扇状地形との関連を調べてみると、扇状地形の扇
頂部附近まで住宅地が開発されているのが、県営緑ヶ
丘住宅５号棟及び光廣神社の渓流の状況であり、緑井
８丁目などの渓流では扇頂部が住宅地より上流域に存
在していることが地形図から読み取れる。
　すなわち、前者の渓流では山地からの土石流の流下
エネルギーが減少しないうちに住宅地に至っている
が、後者の渓流では流下エネルギーが低減もしくは分
散してから住宅地に至っていると考えられる。事実、
図-2の土砂氾濫範囲の図でも後者の渓流では比較的上
部で土砂が堆積しており、被害も後者に比較すると、
前者の渓流のほうが激甚となっている。
　すなわち、扇状地頂部では河道幅によっては首振り
現象が起こり、流れが分散することが分かる。同じ山
麓の開発においても扇状地の頂部を開発する場合と頂
部を開発せずにより下流域で開発する場合で、土石流

ら推定すると南方向の流れが主流と考えられる。
　現地調査による全壊家屋数は18棟と小さな流域面
積をもつ渓流としては大きな被害を生じさせている
図-4（表-2の分類区分による）。これは１㎢あたりの発生土
砂量が他の渓流と比べて大きいことから扇状地下部ま
で土砂の流れが到達したためと考えられる。

３ ■  何故、山麓住宅地で被害が拡大したか

3-1．土砂生産源と住宅地までの距離
　一般的に山地から流出してきた土砂は下流域で減速
して堆積していく。しかし、山地に近いほど斜面勾配
（河道勾配）は急であることから、土砂の流れは速い
速度を保ったまま流下する。また、充分な空間をもっ
た水路がない扇状地形では、土砂の流れは分散して流
下していくことがある。
　今般の調査地では、土砂の流れに対して最も大きな
堆積要素となる砂防堰堤等のハード対策がなされてい
なかったため、流出土砂の流れは速い速度で住宅地に
流入し被害を与えた。これら被災地において、土砂の
発生源と最上流の住宅地との距離を計測してみると、
長いところで約2,000ｍ、短いところでは約500ｍという
状況であった。土石流の平均流速を10m/sと仮定すると、
土砂の移動が開始されてから約１～３分程度で流れが
住宅地に到達するような状況の場であったと言える。
　すなわち、広島災害では土砂の生産源（土石流の発
生源）から住宅地までの距離が短いという山麓住宅地
の特徴に加え、住宅地上流に防ぐ防災施設が無かった

図-3 県営緑ヶ丘住宅5号棟傍渓流付近の被災状況

⑩
勾配6度
流動深1.0m

③，④，⑤
勾配9度
流動深0.7m

⑪
勾配8度
流動深0.7m

全壊
凡例

一部損壊
土砂流出範囲
上山川
道路（アスファルト）
土石流の流れ

図-4 光廣神社傍渓流付近の被災状況

光廣神社

全壊
凡例

一部損壊
土砂流出範囲
道路（アスファルト）
土石流の流れ

⑦
勾配4度
流動深0.2m
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渓流における全壊家屋の分布に加え、土
石流の流れ方向と調査地点での道路の
勾配及び土石流の流動深（流れの痕跡）
を併記した。図からも分かるように上流
域からの土石流により一様に家屋が破
壊されているわけではなく、扇状地下流
域でも全壊家屋が見受けられる。
　これを土石流の流れ方向という視点
で調べてみると、全壊家屋の発生は２つ
のパターンに大まかに分類できる。一つ
は上流から下流に向かう道路の突き当
たりに家屋が立地している場合である。
すなわち、土石流が直撃する位置に家が
ある例である。そしてもう一つは、道路
の湾曲部の外側に家屋が立地している
場合である。これも土石流の流れが道路
の曲がりから外れて家屋に突き当たる
例である。
　すなわち、いずれも土石流があるエネ
ルギーを持って流れ下ると家屋に直撃
することになる。そこで次に土石流の
流体力と家屋被害との関係を知るべく、
調査対象の６渓流において、土石流が直

撃するような場所の土石流の流動深（流れの痕跡）と
その上流側の道路勾配を現地で計測した（表-3参照）。
そして、現地調査によって判断した全壊家屋と一部損
壊家屋の状況を合わせて示したのが 図-5である。流速
はマニング式を用いて計算している。図には流速が
10m/sを超す領域（現地の道路面の状況からマニング
の粗度係数としては0.02を用いている）を示した。ま
た、流体力については10t/m（土石流の単位体積重量
は1.5t/㎥と仮定している）となる線を示した。
　これらから、おおむね流速が10m/s、流体力で10t/m
を超す領域では土石流が木造家屋に直撃した場合、全
壊する恐れが大きいことが分かった。そこで山麓傾斜
地の住宅開発時には域内道路の勾配をできるだけ緩く
するとともに、急勾配の道路へ土石流が流下しないよ
うにすることが必要であることが分かった。

４ ■  広島災害の教訓と
 安全な山麓住宅地づくり
4-1．山麓住宅地における広島災害の教訓
　広島災害における被害の実態調査から、急勾配な地

による被害状況が変わることがあることが分かる。特
に扇状地の頂部を開発するときには、その上流の渓流
をよく調べて、土砂災害対策をきちんとしておくこと
が必要であることが示唆される。

3-3．土石流の流れ方向と急勾配道路
①概説

　今回の広島災害における被災状況を2014年９月に
広島県が公表した土砂災害防止法に基づく基礎調査結
果の資料と対照して見ると、対象とした各渓流におけ
る家屋被災地はおおむね土砂災害警戒区域内に存在し
ていることが確認できた。しかし、全壊家屋の分布を
見ると、土砂災害特別警戒区域外の扇状地下部にも多
く存在していることが分かった。土石流が河道から外
れて急勾配道路上を流下したことが家屋被害を大きく
したものと考えられる。家屋の全壊は人的被害にも結
びつきやすいと考えられるので、その実態について現
地調査した結果をもとに考察を加えた。
②急勾配道路と家屋被害

　図-3、図-4には県営緑ヶ丘住宅５号棟と光廣神社の

図-5 道路勾配、土石流の流動深と家屋被害

表-3 被災家屋と影響を及ぼした道路と土石流の流れ

被災家屋 被害状況

被災家屋へ影響を及ぼした道路

勾配θ
（度）

道路面
土石流の
流動深
ｈ（ｍ）

流速
Vｄ（m/
sec）

流体力
f（t/m） 渓流名

① 一部破損 3 アスファルト 0.3 5.12 1.20 緑井8丁目

② 一部破損 3 アスファルト 0.3 5.12 1.20 〃

③ 全壊 9 アスファルト 0.7 15.59 26.03 県営緑ヶ丘
住宅5号棟

④ 全壊 9 アスファルト 0.7 15.59 26.03 〃

⑤ 全壊 9 アスファルト 0.7 15.59 26.03 〃

⑥ 一部破損 8 アスファルト 0.2 6.37 1.24 県営緑ヶ丘
住宅6号棟

⑦ 一部破損 4 アスファルト 0.2 4.51 0.622 光廣神社

⑧ 全壊 12 コンクリート 0.5 14.36 15.77 阿武の里団地

⑨ 一部破損 12 コンクリート 0.2 7.79 1.85 八木の里団地

⑩ 全壊 6 アスファルト 1.0 16.16 39.95 県営緑ヶ丘
住宅5号棟

⑪ 全壊 8 アスファルト 0.7 14.70 23.14 〃
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土砂災害特別警戒区域内の住宅で不適格住宅と認定し
た場合、安全な場所への移転を勧告する仕組みができ
ている。しかし、特別警戒区域の指定公表前にその危
険性を知らずに生活の場を構えた人々にとっては、移
転を勧告されてもなかなか実行が難しい。そこで家屋
の構造で安全を確保する方法、例えば外壁や塀の構造
を改良することにより、移転せずに土砂災害と付き合
う仕組みもできている。行政は土砂災害の実態ととも
にハード対策の実施を含め多様な選択肢をきちんと住
民に伝えることが必要であろう。
　これらの対応が充分にできるまでの間にも土砂災害
は発生する可能性を有している。そこで既成山麓住宅
地に住んでいる住民は土砂災害の危険性を知ることが
必要である。特に域内道路勾配が５度程度より急な地
域で、流動深が50㎝を超える土石流の流れが直撃す
る可能性のある木造家屋では、早めに家から立ち退き
避難を実行することが望まれる。
　山麓住宅地で思わぬところに被害が発生した広島災
害を他人事とせず、自分の手で安全を確保する努力が
必要とされるところである。

おわりに

　昨年８月の広島土砂災害から早くも１年が過ぎよう
としている。多くの課題と教訓を残した広島災害、特
に本文では住宅地の急勾配道路に着目して、現地調査
を行い、被害実態を説明してきた。わが国の都市部周
辺の山麓住宅地でも今後同じような豪雨に見舞われる
と、広島と同様な悲惨な被害が発生することが考えら
れる。山麓住宅地固有の被害を知り、早めの対応を実
行してほしいと考えている。
　なお、本文は二村の政策研究大学院大学修士論文「山
麓住宅地における土石流災害対策に関する研究─広島
土石流災害の事例を通じて─」（2015.3）に池谷の現
地調査結果を加えて作成したものである。
　末筆ながら広島土砂災害で亡くなられた多くの御霊
に心から哀悼の意を表するとともに、被災された皆様
にお見舞い申し上げます。

形上に存在する山麓住宅地において土砂災害から安全
を確保するための課題が示された。
①	土石流の発生源から住宅地までの距離が短い場合、

土石流が発生してから避難するための時間がない。

②	谷の出口附近の河床勾配が急な区域では、土石流

の流下エネルギーは大きく、直撃すると木造家屋

を破壊する力となりうる。

③	特に山麓住宅地内の道路勾配が急な地域では、土

石流が氾濫すると道路面上を流下して被害を拡大

させることがある。

4-2．広島災害からの教訓に対する対応方策
① 近くの安全な場所を確保すること

　土石流の発生場から住宅地までの距離が無いところ
では、避難しにくい夜間の豪雨や急な豪雨などリード
タイムのない場合、指定緊急避難場所等への避難が困
難なことが考えられる。そこで、平時から近くて夜間
でも移動可能な土石流警戒区域外の安全な場所、例え
ば知人の家などを確保しておくことが大切である。そ
して、いざという時に安全な場所へ早めに移動するこ
とが必要である。
② ハード対策による安全対策を実施すること

　谷の出口附近には砂防堰堤を、またその下流の流れ
に対して充分な断面を有する流路を確保して、扇状地
頂部での家屋被害を防ぐとともに、土石流が急勾配道
路に氾濫しないようにハード対策を実施することが必
要である。
③ 既成住宅地では異常時に早めに避難をすること

　ハード対策が施工されていない流域で急勾配道路を
有する山麓住宅地に住んでいる方々は、大雨警報（土
砂災害）や土砂災害警戒情報などが発表されたら、早
めに近くの安全なところに移動しておくことが大切で
ある。
④ 自分の住んでいるところの危険性を知っておくこと

　上記の対応を実施するためにも土砂災害とはどのよ
うなものかを知っておくことが必要である。特に土砂
災害警戒区域等を知り、土砂災害警戒情報等の情報に
ついて、その意味を理解しておくことが重要である。

4-3．既成山麓住宅地の安全のために
　山麓地にすでに生活の場を持っている人々は、広島
災害の教訓を理解して、土砂災害からの安全のための
対応を考えることが必要である。土砂災害防止法では、
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