034

2

第 部
̶

特集｜トーキョー・アーバニズム─駆動力、
リスク、
ライフスケープ

建築雑誌｜vol.127 No.1638｜2012 年 11 月号

035

Special Issue｜Tokyo Urbanism ─ Driving Forces, Risks, and Lifescape

JABS｜vol.127 No.1638｜2012.11

ことも分かってきた。大規模災害時にど

拠点建物の適切な機能維持の重要性とその対策
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