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29. 中央アメリカ，エルサルバドルでのアメリカ大陸横断道路の地すべり

30. 米国カリフォルニア州の活火山シャスタ山
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32. 米国コロラド州のスラムガリオン地すべり

33. 複合災害の事例．
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42. 米国ユタ州のシッスル地すべり
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A1. 地すべりのパーツ
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C18. ベチベルソウ工法

C19. ベチベルソウ計画が活動的に行われている地域の世界分布

C20. 落石対策工

C21. 岩石斜面を被うワイヤメッシュ網の事例

C22. 落石防護フェンス

C23. ロックカーテンの事例．

C24. ピットクアーのロックシェッド
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C26. 岩屑なだれシェルター

C27. 岩棚の補強
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C29. 浮石落としと発破によって除去された岩

C30. 稼働中の油圧ロックハンマー

C31. ショットクリート作業

C32. ロックアンカーの接写

C33. ロックボルトの打設状況

C34. 山火事で焼けた斜面と土石流

C35. 土石流貯砂池の空中写真

C36. 鋼材と木材を組み合わせた待ち受け擁壁

C37. 土石流待ち受け擁壁

C38. 保護されていない家の模式図

C39. 保護構造物を適切な箇所に設けた家屋の模式事例．

C40. 洪水や土石流による損害を軽減するのに役立つ代表的な材料の模式図
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C51. 木製導流壁の代用
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C53. 1983 年米国ユタ州のシッスル地すべり

C54. シッスル地すべりダムの衝撃を軽減するために取られた抑制策の接写
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