報 文

降雪終了後の雪崩発生判断手法について
A Method for Considering the Possibility of Avalanche Release after Snowfall
松下

拓樹

吉井

昭博

西村

敦史

MATSUSHITA Hiroki, YOSHII Akihiro and NISHIMURA Atsushi

雪崩発生の可能性があるときに実施される道路の通行止めにおいて、降雪中における雪崩発生のタイミングに関
する調査は数多く行われてきた。一方、降雪が止んだ後、雪崩の発生する可能性がいつどの程度低くなるのか等の
通行止め解除の判断に資する検討はほとんど行われていない。そこで、斜面積雪の安定性の時間変化を理論的に計
算し、降雪が止み斜面積雪が安定して雪崩発生の可能性が低くなるまでに要する時間の検討を行った。検討の結果、
雪崩による通行止め解除の判断に資する手法として、累計降雪深と降雪時間、降雪時の平均気温を判断要素に用い
ると、降雪が止んでから斜面積雪が安定するまでの時間の目安を把握することができたので、その方法を示した。
《キーワード：乾雪雪崩；積雪安定度；降雪量；降雪時間；気温》
In the past few decades, the conditions associated with snow avalanches that occur during snowfall have been
examined carefully in consideration of making decisions on road closure due to possible avalanches. However,
the possibility that an avalanche may occur after snowfall in view of re-opening closed roads have not been
adequately investigated. In this report, the time required until the possibility that an avalanche may release
after snowfall can be negated was examined based on the theoretical calculation of temporal changes in the
snow stability on a slope. The results of the investigation revealed that the time required for the negation of a
possible avalanche release after snowfall can be explained in terms of the total snowfall depth, snowfall duration,
and mean air temperature during snowfall. This proposed method can be used as one of the options when
considering the timing of re-opening roads that have been closed after snowfall.
《Keywords：Dry-Snow Avalanches；Snow Stability；Snowfall Amount；Snowfall Duration；Air Temperature》
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はこれまでの経験等に基づくものであるため、理論的

１．はじめに

な検討に基づく妥当性の確認が必要と考えられる。
積雪寒冷地の冬期道路交通の安全確保において、吹

上述の雪崩による通行規制に関する背景を踏まえ、

雪や雪崩、大雪等の障害への対策は重要である。これ

著者らは、降雪が止んだ後の通行止め解除の判断に資

らの障害のうち北海道の国道において発生頻度の高い

する検討を行っている。本報文では、降雪により新た

雪崩は、降雪に伴う乾雪表層雪崩（新雪雪崩）と融雪

に積もった雪が崩れる乾雪表層雪崩を対象として、斜

や降雨に伴う湿雪全層雪崩である

。降雪に伴う乾

面積雪の安定性の時間変化を理論的に計算し、降雪終

雪表層雪崩は12～3月の厳冬期を中心に発生し、湿雪

了後、斜面積雪が安定化して雪崩発生の可能性が低く

全層雪崩は3～4月の融雪期に多いが1月や2月でも発生

なるまでに要する時間を検討した結果を報告する。

1)-3)

する1), 2)。このような雪崩に対して、冬期道路交通の
安全確保を図る対策として、雪崩予防柵などの施設に
よる対策
対策

4), 5)

1), 3), 5)

２．方法

と通行規制や斜面除雪などの管理による

が行われている。管理による対策では、気

象や積雪の状況等から雪崩発生の可能性が検討され、

２．１

雪崩発生機構と斜面積雪の安定度SI

雪崩の発生には積雪、気象、地形、植生、人為的な

降雪に伴う雪崩に関しては、積雪深や新たな降雪量（例

要素など様々な要因が関連するが、基本的には重力の

えば、24時間降雪深）に着目して通行規制等の対策が

作用により斜面積雪が下方に落下しようとする力（駆

行われている

動力）が、雪を支える力（支持力）を上回るときに雪

。

3), 5)

管理による対策において重要となる雪崩発生条件に

1), 5)
崩は発生する（図－1）
。駆動力は、積雪の重量と

関して、これまでの調査の多くは、主に降雪中の雪崩

斜面勾配に比例する。支持力の主なものは、乾雪表層

発生のタイミングに着目して行われてきた5)。例えば、

雪崩の場合は積雪を構成する雪粒同士の結合力や強度

雪崩が発生するまでの降り始めからの一連続降雪深と

である。積もった雪の強度は時間の経過とともに緩や

積雪深の関係 や、時間降雪深（降雪強度）と降り始

かに大きくなるため、短時間に多量の降雪がある場合

めから雪崩発生までの時間との関係 、24時間降水量

は、十分な支持力（強度の増加）がないまま積雪の重

と斜面勾配に基づく雪崩発生条件 、短時間の多量降

量による駆動力が増して雪崩が発生する。

6)

7)

8)

雪に伴う雪崩を対象とした12時間降雪深と気温に基づ

本報文では、雪崩発生のしやすさに関わる斜面積雪

1）
、雪崩発生の可能性がいつどの程度低くなるのか等

13)
の安定性の指標として、斜面積雪の安定度SI
を考え

Q sin cos
る。SIは、図－1に示すように、斜面積雪のせん断方
向の応力 Q sin cos（駆動力）と強度 （支持力）の

の通行止め解除の判断に資する検討8)はほとんど行わ

比で表され、SIが小さいほど斜面積雪が不安定であり、

く雪崩発生条件

9), 10)

、雪崩発生の植生条件 などが示
11)

されている。一方、降雪が止んだ後（例えば、写真－

れていない。現在の北海道の国道における雪崩による



雪崩が発生しやすい状況であることを示す。北海道の

通行規制の解除は、降雪の終息後少なくとも6時間程

国道で発生した雪崩に関する既往研究8)によると、SI

度経過した後に行われている3), 12)。ただし、その根拠


≤ 2.5になると雪崩の発生がみられはじめ、SI
≤ 2.0に

安定度SI =  / Q sin cos
支持力＝せん断強度 
駆動力＝せん断応力
Q sin cos
積雪

写真－1
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図－1

垂直応力 Q

斜面勾配 
斜面積雪の安定度SI
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計算条件

降雪が止んだ後

降雪期間 （D =12時間の場合）

・初期積雪密度0 (＝50kg/m3)
・斜面勾配(＝45ﾟ)
・時間間隔t (＝0.1h)
積雪深

h

降雪条件
・降雪時間D (h)
・時間降雪深h (cm/h)
※降雪終了後は h ＝ 0cm
・質量w ＝ 0✕h✕t
・気温Ta (℃)

時間間隔t で，
次の時刻の安定度SI
を計算する．

h
h
降雪h

Q



w

2

3

2

3

・
・
・

w
w

w ,  12

～

t

図－3

12

w ,  24

～

24

時間 t

積雪の圧密過程の模式図



・密度との関係式から計算
→式(2)

※各積雪層に対して安定度SIを計算し，SIの最小値を出力する．

図－2

・
・
・

w
w

～

w

< 2 < 3 ・・・< 12・・・< 24・・・< t
Q sin cos

cos
Q sin
せん断強度の計算


w

w

※ 密度 1

・強度と応力Qから計算
→式(1)


・粘性圧縮理論より計算
→式(4)，式(5)

w

w

～

※ 質量 w = 初期積雪密度 0 ✕ 時間降雪深 h ✕ 時間間隔 t

安定度SIの計算

Ta

密度の時間変化の計算

密度  1

時間間隔

垂直応力Qの計算

Q

w

1

w

・上載積雪各層の質量wを積算
→式(3)

w

質量 w

w

～

w

w

Q sin cos

量wを積算して求めた。積雪各層の質量wは、初期積
Q sin cos

雪密度 0と時間降雪深h tの積である。この垂直応力


Qと降雪時の気温Taを入力条件として、積雪の粘性圧

縮理論14)に基づいて密度
の時間変化を計算した（詳

Q sin cos



斜面積雪の安定度SI の計算の流れ

細は、２．３）。次に、時間変化を考慮した密度  を用
いて、せん断強度  を求め、斜面積雪の安定度SIを算

なると発生数が著しく増加する。また、著者ら
が
Q sin cos
２、２．
３）で求めた斜面積雪
本報文と同じ手法（２．
9), 10)

出した。



の安定度SIと雪崩発生との関係を調べたところ同様な


以上の計算を各時刻に積もった各積雪層に対して時
間間隔  tで行い、各積雪層の安定度SIを求め、斜面積

結果を得ている。よって、ここでは、斜面積雪の安定

雪の安定化の解析では各積雪層の安定度SIの最小値を


度SIが2.5以下になると、雪崩発生の可能性が高まると

用いた。以上が、斜面積雪の安定度SIの計算方法の概

考える。

要である。安定度SIの詳しい計算方法は、次の２．３
で述べる。

２．２

 cos

安定度SI の計算方法の概要

図－2に斜面積雪の安定度SIの計算の流れを示す。
Q sin cos
Q sin cos
斜面積雪の安定度SI（図－1）を求めるためには、せ
ん断応力 Q sin cosとせん断強度  を計算する必要

（図
Q 時刻tにおける斜面上の任意の積雪層の安定度SI
sin cos
t
13)



－1）は、式(1)
のとおり、積雪のせん断方向の強度



がある。図－2に示すように、安定度SIの計算では、


 t と水平単位面積当たりの上載積雪荷重による応力Qt




0（kg/m ）、斜面勾配
（°）、計

まず積雪の初期密度
算の時間間隔  t（h）の各計算条件を設定し、次に降
Q sin cos

 （cm/
雪が継続する時間D（h）と1時間あたりの降雪深h
3

２．３

安定度SI の計算方法の詳細




から求まる。



Q sin cos



Q sin cos
(1)



SI t  Σ t Qt sin  cos


2
Q
sin cos


 t （N/m
h）
、降雪時の気温T
Q sin cos
Q sin cos  は斜面勾配（°）である。せん断強度
 ）は
a（℃）の降雪条件を決める。これ



らの条件の下、時間降雪深hの降雪がD時間継続した

ときの積雪の垂直応力Q、密度
  、せん断強度  を  t



時間ごとに計算し、斜面積雪の安定度SIを算出する。
ここで、図－3に時間間隔  tで一定の時間降雪深h

Q sin cos
で積もった積雪の時間変化（圧密過程）の模式図を示
Q sin cos


す。積雪後の雪の厚さhは、その上に積もった雪の垂
直応力Qによって時間の経過とともに小さくなり、密
Q sincos

式(2)15)より積雪の密度 t （kg/m3）から求め、垂直応



力Q （N/m2）は式(3)14)を用いて計算した。
t

4

Σ t 9.40  10  t


Qt  g






t 1
i 2

2.91



(2)



wi  w1  wt  2



(3)

度  は増加する。斜面積雪の安定度SIの計算では、こ
Q sin cos


の密度
の時間変化を考慮する必要がある。垂直応力

2
ここで、gは重力加速度（= 9.8m/s
 ）、wiは時間間隔
 t（h）で積もった上載積雪各層の質量（kg/m2）で、


Qは、対象とする積雪層の上に堆積した積雪各層の質

時間降雪深h（m/h）と時間間隔  tの積に積雪の初期
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Q sin cos






5

(3)で示すとおり、SI
 cos
Q sin
tを算出する積雪層の自重w
1と時

4

刻t-1からtの間に新たに積もった雪の質量w
Q sin cos
tは、その
14)

1/2を上載積雪荷重とした
。降雪が止んだ後は、新

安定度SI

密度 0 （kg/m3）を乗じて求めた（図－3）。なお、式


たに加わる積雪の質量は無いので、w
t = 0となる。

3


大きくなる（図－3）が、これを考慮した平地積雪に

5

対する式 を斜面に応用した式(4)を用いて、時刻tに

4

おける密度 t を計算した。



t 1

a

 a C Qt t  cos 2 





(4)

0



6

m2･h･(kg/m3)-a）で、式(5)14)の雪温Ts（℃）との関係
式から求めた。
Q sin cos




C 4.94  10 4 exp  9.58  10 2 Ts 


(5)

12.2（降雪後の経過時間）

5.3
降雪後
12

18

24

降雪が始まってからの時間（h）

30

36



(b) 時間降雪深h = 5cm/h
-10℃

-5℃

3

2.5

2

0

18.9

9.5

1

降雪時間D = 12h

ここで、a = 3.69、Cは圧密の進行に関係する係数（N/



安定度SI

14)

2.5


降雪時間D = 12h

0

-10℃

-5℃



2

を説明する。密度 t は、圧密により時間の経過に伴い


t




1

3
t （kg/m
次に、積雪密度
）の時間変化の計算方法

Q sin cos

1a

(a) 時間降雪深h = 3cm/h

0

6

（降雪後の経過時間）

降雪後
12

18

24

降雪が始まってからの時間（h）

30

36

図－4 斜面積雪の安定度SI の時間変化の計算例

時間降雪深hが(a)3cm/hと(b)5cm/hの場合で、降雪時の気
温Taが-5℃と-10℃の計算結果。降雪時間Dは12時間。



式(5)によると、雪温T
 cos
Q sin
sが高いほど係数Cは小さくなり、
密度 t が時間の経過とともに早く大きくなって（式

度SIの時間変化を示す。図－4(a)は時間降雪深h = 3

(4)）、せん断強度  t も大きくなる（式(2)）。ここで、

 = 36cm）、図－4(b)はh = 5 cm/
cm/h（累計降雪深H

降雪によって新たに積もった雪の温度Tsは、降雪時の

h（H = 60cm）の場合で、それぞれの図には降雪時の

気温Taに等しく（Ts≈ Ta）、積雪後は変化しないと仮定

平均気温Ta = -5℃と-10℃の2通りの計算例を示す。

する。



図－4より、斜面積雪の安定度SIは、雪の降り始め

以上の式(1)～(5)を用いて、図－2に示す流れに沿

から急激に低下する。雪崩発生の可能性が高まるSI

って、降り始めから降雪中および降雪が止んだ後の斜

≤ 2.5になる降り始めからの時間は、時間降雪深hが

面積雪各層の安定度SItの時間変化を計算し、積雪各層

3cm/hの場合は約5時間、5cm/hの場合は約3時間で

のSItの最小値を求めた。式(1)～(5)より、斜面積雪の

あり、時間降雪深hが大きく積雪が急激に増加するほ

安定度SI

Q sin costの時間変化は、時間降雪深hと気温T
a に依存

ど、斜面積雪は早く不安定になる。また、降雪時の気

するが、ここでは降雪中の時間降雪深hと気温T

a は一

温Taの違いに着目すると、時間降雪深hが同じであれ
ば、SI ≤ 2.5になるまでの時間の気温Taによる差は小さ


定として、この条件で積もった各積雪層のSI
tの時間変
t =
化を時間間隔
 0.1時間で計算した。初期積雪密度
Q sin cos

0 は、北海道における既往の現地調査 や事例解析
3

で得られた新雪密度の下限値である50kg/m
とし、斜

面勾配 は、せん断応力が最も大きくなる45ﾟとした。
これら 0と の値は、いずれもSItが小さく計算される
16)

17)


条件である。また、降雪時間Dと時間降雪深hの積を

累計降雪深H（m）とした。

い。よって、
降雪開始からSI ≤ 2.5になるまでの時間は、

主に時間降雪深h（降雪の強さ）に依存する。

次に、降雪が止んで、安定度SIが回復する過程（図
の横軸の12時間以降）に着目する。雪崩発生の可能性
が低くなるSI ≥ 2.5となる降雪が止んでからの時間は、
時間降雪深hが3cm/hの場合（図－4(a)）よりも、5
cm/hの場合（図－4(b)）の方が長い。例えば、気温
Taが-5℃の場合で両者を比較すると、SI ≥ 2.5となる降
雪が止んでからの時間は、時間降雪深hが3cm/h（図

３．結果

－4(a)）では5.3時間、5cm/h（図－4(b)）では9.5時
３．１

安定度SI の時間変化の特徴

間である。また、SI ≥ 2.5となる時間は、同じ時間降

図－4は、斜面積雪の安定度SIの時間変化の計算例

雪深hでも気温Taによる差が大きく、hが5cm/hで気温

である。降雪時間Dは12時間で、図には降雪終了後24

Taが-10℃の場合（図－4(b)）では18.9時間となり、-5

時間（降り始めから36時間）までの斜面積雪の安定

℃の9.5時間より長い。よって、降雪が止んだ後、SI ≥
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≥ 2.5となるまでの時間は、気温Taが-5℃では4.2時間、

(a) 降雪時間D = 12h

100

-3

90
80

-5

9.0

-10℃では12.9時間である。一方、同じ60cmでも12時

8.0

間で積もった場合（図－5(a)）、SI ≥ 2.5となるまでの

7.0

-7

-9
-10℃

70

6.0

60

5.0

50

4.0

40
30

時間降雪深h （cm/h）

累計降雪深H （cm）

110

3.0
0

6

9.5

18.9 24

12

18

累計降雪深H （cm）

90

-5

80
70

4.5

-9
-10℃

3.5
3.0

60

2.5

50

2.0

40
30

1.5
0

4.2

6

12.9

12

18

24

30

SI ≥2.5となる降雪終了からの時間（h）
安定度SI が2.5以上となる降雪終了からの時間
降雪時間Dは(a)12時間と(b)24時間。

図－5

に要する時間が長く、より長い時間、雪崩に対する警

が低いほど顕著であり、低温下の多量降雪時ほど斜面

4.0

-7

成される場合は、斜面積雪の安定化（安定度SIの回復）

１（図－4）でも示したように、降雪時の気温（雪温）

時間降雪深h （cm/h）

-3

間降雪深hが大きく、短時間に多量の積雪が斜面に形

積雪の安定化に要する時間は長くなる特徴がある。

(b) 降雪時間D = 24h

100

間で積もった場合（図－5(b)）より長い。つまり、時

戒が必要になると考えられる。また、この傾向は、３．

30

SI ≥2.5となる降雪終了からの時間（h）

110

時間は-5℃で9.5時間、-10℃で18.9時間となり、24時

３．３

斜面積雪の安定化に要する時間の把握手法

上述の３．１と３．２の結果に基づき、斜面積雪の安
定度SIの時間変化の特徴を整理して、降雪が止んでか
ら斜面積雪が安定化するまでに要する時間を把握する
手法を検討する。図－6と図－7は、降雪が止んで斜面
積雪の安定度SIが2.5以上となるまでの時間を、累計降
雪深H（図の縦軸）と降雪時間D（図の横軸）を判断
要素として、降雪時の平均気温Ta別に整理した結果で
ある。累計降雪深Hは20cmから150cmまでの1cm間隔
で、降雪時間Dは6時間から72時間（3日間）までの1
時間間隔で、安定度SIが2.5以上になるまでの降雪終了
からの時間を計算した。降雪時の平均気温Taは、-3℃
（図－6(a)）、-5℃（図－6(b)）、-7℃（図－7(a)）、-10

2.5となって斜面積雪が安定するまでに要する時間は、
時間降雪深hが大きく気温Ta（雪温）が低いほど長く
なる特徴がある。

℃（図－7(b)）の4通りとした。
ここで、図－6と図－7の安定度SIが2.5以上となる降
雪終了からの時間は、6時間ごとにまとめて色分けし
て示した。この理由は、実際の斜面積雪の安定性や積

３．２

安定度SI が2.5以上になるまでの時間の特徴

雪状況は一様ではなく、斜面の向きによる雪の積もり

図－5は、降雪が止んでから斜面積雪の安定度SI

方や日射の影響の違い等によって幅があることを考慮

が2.5以上になるまでの時間を、時間降雪深h = 1～9

したためである。よって、例えば図中の6～12hの表

cm/h（累計降雪深H = 30～110cm）および気温Ta =

記は正確には6時間以上12時間未満を意味するが、降

-3～-10℃の条件で計算した結果である。時間降雪深h

雪終了後、少なくとも12時間は雪崩に対する警戒が必

と気温Taの計算条件は、北海道の国道における過去の

要であると考えることが望ましい。なお、図中で0h

雪崩事例

と表記した範囲は、降雪が止んだ時点で積雪全層の安

9), 17)

を参考にした。降雪時間Dは12時間（図

－5(a)）と24時間（図－5(b)）である。

定度SIが2.5以上であることを示す。

図－5より、時間降雪深hが大きく累計降雪深Hが多

図－6と図－7より、累計降雪深Hが大きいほど、ま

いほど、また気温Taが低いほど安定度SI ≥ 2.5となるま

た同じHでも降雪時間Dが短いほど、斜面積雪の安定

での降雪が止んでからの時間は長い。また、降雪時

化に要する時間が長いという特徴が明確である。例え

間Dが12時間の場合（図－5(a)）、累計降雪深Hが同じ

ば、気温Taが-5℃（図－6(b)）で累計降雪深Hが60cm

でも降雪時間Dが24時間の場合（図－5(b)）に比べて

の場合、20時間以上かけて積もった場合（降雪時間D

SI ≥ 2.5となるまでの時間が長い。例えば、24時間か

≥ 20h）は、降雪終了後から6時間、それより短い時間

けて60cmの雪が積もった場合（図－5(b)）、降雪後SI

で積もった場合（D < 20h）は12時間、斜面積雪の安

24
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図－6 斜面積雪の安定化に要する時間のまとめ（１）
安定度SIが2.5以上となる降雪終了からの時間を6時間ごとに色分けで示す。例えば、6～12hは6時間以上12時間未満の意味。
降雪時の平均気温Taは、(a)-3℃と(b)-5℃。

定化に必要であると考えることができる。また、図－

るという特徴が明確である。図－6と図－7には、気温

6～図－7の比較から気温Taによる違いに着目すると、

Taが異なる4例（-3℃、-5℃、-7℃、-10℃）を示した。

累計降雪深Hと降雪時間Dが同じでも、降雪時の気温

これら4つの図のうち、対象地域の気温特性や各降雪

Taが低いほど斜面積雪の安定化に要する時間は長くな

時の気温に最も近い気温Taの図を用いることにより、
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図－7 斜面積雪の安定化に要する時間のまとめ（２）
安定度SIが2.5以上となる降雪終了からの時間を6時間ごとに色分けで示す。例えば、6～12hは6時間以上12時間未満の意味。
降雪時の平均気温Taは、(a)-7℃と(b)-10℃。

降雪が止んでから斜面積雪が安定化するまでの時間を

気温Taの3つである。これらのデータは、近傍の気象

把握することが可能である。図－6と図－7を用いて斜

観測施設や現地での簡易計測によって容易に得ること

面積雪の安定化に要する時間を把握するために必要な

ができる。また、降雪中に今後の通行止め解除の見通

データは、累計降雪深H、降雪時間D、降雪時の平均

しを検討する場合には、気象庁の実況または予測の情

26
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報に基づく累計降雪深や予想気温を判断材料として、

５．まとめ

図－6や図－7から斜面積雪の安定化に要する時間の目
本報文では、雪崩による通行止め解除の判断に資す

安を把握することができると考えられる。

るため、斜面積雪の安定度の時間変化を計算して、降
雪が止んだ後、斜面積雪が安定して雪崩発生の可能性

４．議論

が低くなるまでに要する時間の検討を行った。その結
図－6や図－7を用いることにより、容易に入手可能

果、時間降雪深が大きく累計降雪深が大きいほど（短

な対象箇所近傍の気象観測データや気象庁からの実況

時間多量降雪）かつ降雪時の気温が低いほど、降雪後

または予測の情報に基づく累計降雪深H、降雪時間D、

の斜面積雪の安定化に時間がかかり、より長い時間、

降雪時の平均気温Taを判断要素として、斜面積雪の安

雪崩に対する警戒が必要であることを示した。また、

定化に要する時間の目安を把握することができる。た

斜面積雪の安定化に要する降雪終了からの時間につい

だし、実際の斜面積雪の安定性や雪崩発生の可能性の

て、累計降雪深、降雪時間、降雪時の平均気温の3つ

判断では、図－6や図－7だけではなく、現地の周辺斜

を要素として把握する方法（図－6、図－7）を示し

1)

面の積雪状況や雪崩発生状況の観察 の結果も勘案し

た。この方法を活用することで、近傍の気象観測デー

て総合的に判断することが望ましい。

タや気象庁の予報データ等から得られる降雪深と降雪

また、図－6と図－7は、理論的な解析に基づく結果
であり、実際の事例との比較検証が必要である。しか

時間、気温に基づいて斜面積雪の安定化に要する時間
の目安を把握することができると考えられる。

し、
降雪が止んでから発生した雪崩事例との比較には、
雪崩事例の発生要因（後述する弱層の有無等）の精査

謝辞：斜面積雪の安定化に要する時間の検討では、元

が必要であり、今後の課題である。一方、現在の北海

当所雪氷チーム研究員の高橋渉氏（現在、国土交通省

道の国道における雪崩による通行止めの解除は、降

北海道開発局函館開発建設部）から、計算結果のとり

雪が終息してから少なくとも6時間経過した後に行わ

まとめ方等に対して助言をいただいた。ここに記して

れている

感謝する。

3), 12)

。北海道の国道において発生した雪崩事

例 のうち累計降雪深Hが50cm以上の事例の多くは、
9)
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