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多数室の室温変動の解法
　落　　藤　　　澄＊

（昭和42年9月16Ei受理〉

Analytical　Method　of　T£ansient　Room

　　　Temperature　in　Mu1晦1e　Rooms

　　　Kiyoshi　OCI－IIIIi’一u！JI

（Receivecl　Septeinber　！6，　19．　67）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　　This　paper　deals　with　problems　on　transient　room　temperature　in　the　case　of　multiple：．

rooms．
　　　With　the　assumption　of　the　Hnear　flow　of　heat　and　of　nonradiation　1）etween．　the　wa｝1．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムコ

surfaces，　the　room　temperature　I）rod／lced　by　heating　is　given　by　Σ（ノ蕊μ）1聾　至n　the

Laplace　range，　where　W，，　is　the　thermal　quantity　in　an　optional　room，　and　d，一．，／d　is　the

system　function　determined　by　the　structure，　the　materials　and　the　rate　of　ventilation．

　　　However，　to　obtain　a　general　solution　for　room　temperature　is　almost　lm．possible

because　of　the　complexity　of　the　sys亡em　functlon．　Further，　the　author　presents　an

apProximate、analytical　method　to　obta三ll　transient　room　temperature　in．　multiple　roolns．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　緒　　　言

　　　室縦変動に関する研究ぱ数．多く報翫されている。しかし．従来の解法ぱ．単室に【5難ずるもので

あり，．多数の室で構成されている一…般の建物には必らずしも適胴出来ない。暖房によって形成

される多数室の室温，或いは所要室灘を形成するための多数室の暖房は，．単室の場合と岡．じく，

ある仮定事項のもとで夫々の室について熱平衡を考え，その連立方程式を解いて求め得る．はず

である。し．かし実際には非常に複雑なものとなり，余程単純なモデルでない限り解くことは難

しい。

　＊　　律量盤三二瓢雪毛科・緯f鷺蜂投｛ノ断コニ学詔鉦坐
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　　本論文では暖房によって形成される多数室の室温問題を取り扱ったものであり，室温と暖

房の関係をある仮定事項のもとで熱伝導論的に明確にし，案温を求めるための逐次解法を述べ

るものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　2．記号と仮定

　2・王　記　　　号

〃誰〉　　　室内気温

〃ブ（の　　隣窒気温
〃。（の　　　：　　　　タト　　今ミ〈　～昂．　｝斐

τθ〆の　：　暖房熱量

房（の　　　対流熱伝達によって壁に流入する熱量

，、《ω：　ノ隣室のπ間仕切壁に流入するんゴω

π01鼠‘〉：　外壁0）π壁に流入するh，（t）

7嘘の　：　周壁相互の放射によって壁に流入する熱量

⑭（の　　　壁表面より壁体内に流入する熱量：

λ　　　　　壁体0）熱伝導率

κ　　＝　壁体の温度伝播率

♂　　　　壁体の厚さ

F　　：　壁体の表面積

α　　　　　対流熱伝達率

ε　　：　壁体の黒度

　　　　　壁体問の全形態係数

C，　　　　黒体の放射常数

η　　　　換　気　爆：

‘　　　　室内の熱容量

σ　　　　空気の単位体積の熱容量

アこ

Σ　　　　壁体に関する総和
ゴ

Σ　　　　隣室に関する総和
フリ

Σ　　　　　間仕切りの総和
ノぬ

Σ　　　 外壁の総和

S　　　　時閥tに関するラプラス演算子

　　　　［eC］

　　　　［oC］

　　　　tC］

　　［劉

［調4

［器1

降刹
［認・1

「淵
1蓋賑1
　　　團

　　　　［圏

』渦69］

［誰嗣
　　　［副

　　［濃］

1織1
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　　知の騰の大門塒1｝撫・ついてのラブ・磯回を示すものとする．｛鯛鯛1
賜（・）・五［9二一躰）／

　2・2　仮　　　定

　　室混変動を理論的に考察する上で次の仮定を設ける。

　　（i）漿体及び室内空気の熱的常数，熱伝達率或いは換気：鍛ぱ温度，時闘によらず一一定と

する。

　　（ii）室内空気における熱の拡散は瞬間的なものとし，室内温度は均一に分布するものと

する。

　（iii）壁体の熱伝導はFourierの式に基づくものとし，夫々の面で1次元的な取り扱いが可

能であるとする。

　（iv）壁体相互の放射による熱授受は壁表面の温度差に比例するものとする。

　　（v）温度，熱流を表わす関数はラプラス変換が可能な関数1）とする。

　　室温変動に関与する熱的係数のう’ち対流熱伝達率及び自然換気ぱ湿度の関数である。しか

し一一・・一般の暖冷房においては温度の変動範囲が少ないので常数扱いをする。又壁，床，天井似

下壁体で代表させる。）の相互放射による熱授受は，本来表面温度の4棄期に基づくのである

が，建物の暖冷房の如く壁体間の温度差が比1変的小さい状態では近似的に温度差に比例すると

みなされる。倶し室内に暖房放射体の有る場合には適用禺来ない。

　　以上の仮定によって室温変動に関係する物理系は線形なものになる。ここで線形とは熱源

と温度との閥に魍果性，加法性及び時間推移に対する不変性が成立することを意味するものと

する2）。従って形態の異なる数種の熱源によって形成される温度は，個々の熱源によって形成

される温度を合成して求めることが出来る。熱源としては熱流源と温度源が考えられる。暖房

の熱源は一般に室内に無くボイラー及び熱交換器と云ったものに相当するが，ここでは室内熱

源のモデルを考える。室内熱源として最も一般的な形態は空気に熱を与える熱流源であり，そ

の外に壁面を加熱するもの，三内或いは壁面に三度源があって放射を行なうもの及びその組合

せが考えられる。室温変動の原因となる外界熱源には主に日射と外気があり，蔚者は外壁禰叉

は窓より透過して床面等を加熱する三流源，後者は温度源とみなされる。本論丈では熱源とし

て室内空気に熱を与える熱流源及び外気の温度源を考え，その他の熱源は考えない。

　　　　　　　　　　　　　　　3．　多数室の一般解法

　3・1　熱　収　支

　　初め金ての温度が0℃であり，ある時間より失々の室で暖房を行ない，且つ外気温度が変

動する時，各室の熱平衡を考えてみる。室内に家具等の熱吸収体が無いものとすると，室内空

気に与えられた熱量は一部が室内空気に蓄熱され，残りは開口叉は壁体を通して流出する。従

って任意の室の熱収支は
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Wi（の㍉望・幽＋x・嘱・、〈の一捻）｝＋幅卿）湘｝

4

　　　　　　　　　　　　　　71’ゴ　　　　　　　　71，0
　　　　　　　　　　　　　＋Σ馬’癌（t）＋Σ・E，・・調の　　　　　（！）

となる。右辺第1項は室内空気の蓄熱量，第2項は隣室への換気による損失熱量，第3項は外

界への換気による損失熱量，第4項は室内より1糊仕切り壁への流出熱量，第5項は外壁への流

出熱量である。又第4，5項は壁体の対流による熱伝達に相当し，壁体表面の熱収支を考えるこ

とによって次式を満足していなければならない．

　　　　π／z抵オ〉；π9パ⇒一nブバの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2）

　　ここに，疏（のは？1壁体¢）表面より壁体内へ流入する熱量であり，両端の表1（1：1温度0）関数で

ある。，ノ訊のは周壁餐三i互の放射による〃壁体の受熱．量であり周壁及び？？壁の表肉温度の関数で

ある。従って（1），（2＞式は窺内気漏と壁臼三表睡温度によって記辺1される。そして（！）式は室の数

だけ存在し！2）式は夫々の室で壁体の数だけ存在するので，室内：気温と壁体表llLl温度を未知数

とする連立方程式の条件は満足される。

　　いま放射の無い！漿境においては（2）式は，

　　　　n1～バ∠）：t7：，、〈／〆の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （3｝

となり，連立方程式グ）解は放射のある場含に比して遥かに容易に求められる。

　3・2　壁体相互の放射熱伝達F誕）

　　壁体内鞘1面の放射伝熱は両壁体の温度差に，比鯛するものとする。壁体〃に相対する碍壁を

ノ〆で表わすと，壁体〃の受ける単位彌積当りの＝’囚勾受熱1癬よ近似的に次の如く表わされる3）。

　　　　）、・南面た・ガ・罵扇・煽砥幽｝　　　　　　　　　（4）

　　ここに

　　　　鱈1。c，（、llデ

　　　　　　T：可及的に二三4）’ド均絶対温度とする

　　L式の，μご的，、、・碕ωは〃壁とノ〆壁における壁表lfi：1温度である。壁表面の温度差が余り無く

放射による受熱量が対流熱伝達に．比べ小さいならば，、7’湿｝÷Gとみなして計算を簡易化するこ

とも嘩能である。一般に放射受熱を無視出来ない場合でも直接複雑な連立プ躍ll式を解くのでは

なく比較的容易に得られる解，即ち放射受熱を考えない時の解から逐次算出していくことが出

来る。この手法は放射の温度形成に及ぼす影響を常に検討出来るのが特徴である。一一般の放射

環境において，夫々の急熱面で放射を打ち消すような拘束熱量が外部から与えられるならば，

丁度放射受熱の無い状態を作り出せる。まずその状態での室温と壁体表面胤度を求める。この

計算は比較的容易である。次いで夫々の壁面において余分に加えた拘束熱嶺：を除去し，除去熱

量によって形成される温度を算出する。倶し再び拘束熱量によって放射受熱の無い状態を考え
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る。此の様に逐次計算を行ない，二三の温度は各過程で得られた温度の和で与えられる。従っ

て放射受熱の無い状態を考えても一一般性を失わないので，以下その状態における暖房と室温の

関係を述べることにする。．

　3・3　壁体の流入熱量鳥②

　　一ttt般に平面間仕切壁における両側の気温と流入熱雛二の関係は像空隙こおいて次式で表わさ

れる4）。但し初期値は全て0℃とし，壁体柑互の放射は考えないものとする。

　　　　　私（s）xY輻（s）・θ，，（s＞一yゼゴ（s）・θゴ（s’）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　　　　　Hメs）＝Yガ（∫）・θゴ（s＞一yゴi（s）・砺（5）

ここに

　　　　　Y・・（・）一一鋸駒一y・（・）一．跳1．Y」」（・）弓熱

　　θ（S），H（S）は気温と流入熱量のラプラ洛変換の対応関係であり，　Y（S＞，或いはA（S）～D（S＞

は壁体顯有ク）関数である。なお外壁の場合は式中の隣室温度の代りに外気温度をとればよい。

いまFig．！の如く空気層を含まないん層壁においてtt－t一一一般にA（s）～D（のは次σ）如く与えられ

る。但し式中の‘鼠5）～d、（S）ぱ夫々のlil輻オ料の熱的特性で決まる関数である。

　　　　　｝認：：｝｝一周1｝識ll｝…｝織：；｝ii憾　■・）

　　ここに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Av翻鮮ノご曜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ei　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虜
　　　　　c・・v（s）一二）一cc曲論〆⇒

　　　　　齢）一一・総曲・（　1ンマ．∴鵜．tttvs）h’ce　　　謙漏

　　　　　Cy（・）一一くか…Gll〆→　　i・　・1一・一k

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．　1．　ITIeat　fl．oxv　througli　a　wall　of

　3・4　室温変動の基本式　　　　　　　　　　　　　　　　many　mate「ials

　　放射を考えない場合，暖房によって形成される室温或いは所要の蜜温を形成するための暖

房の基本式を導く。室を構成する壁，床，天井等は平面壁と考えら1｝tるので，（1＞式に（5）式の

関係を代入して像空間での熱収『支を求めると，

　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28ヴ

ｫのピノ碗幡∫加

一

夢調 動ω 　　　傷

曙ｿ0∫

　　　　　陶鵬θ継Σ・砺｛θ・（・）一θ・（・）｝楓・｛α（・〉一θ・（・）｝＋Σ馬い調・姻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　フこ　　　　　　　　　　　一〃・恥〉・θ・（の｝＋Σ瓦・｛必（・）伽』・・…（s）・eo　（s）｝　（7）

となる。但し初期条件は全て0℃とする。上式を熱源に関する項とそれによ・I」て形成される項

に区別して整理すると，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　1聾（s）十YfiO（s）・θ。（s）罵勉‘（s＞・砺（∫）十Σ鱈ゴ（s）・θゴ（∫）　　　　　　　　　　　（8）

　　ここに．
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　　　　　　クゐ　
銑：0（S）＝　O’V・so十Σ凡0・，toYtO（S）

　　　　　　マこ鱈乞（s）一σ鶏＋Σ1㌦・n　Yi　dt（s）＋506

　　　　　　　フこ勤ゴ（s）一一σ恥ゴーΣF，げ7、ゴyぢゴ（∫〉

　　　　　　　ゴ

6

で表わされる。鰍5）は室の構成，換気量等によって定まる系関数であり，室温変動の基本をな

すものである。（8）式の左辺の第2項目室温をG℃に維持した時，外気の変動によって室内へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ流入する熱量であり，外気の三口暖房量である。なお，Σとあるのはノ隣室の闘仕切壁の総和
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ
を示す。

　　さて，多数室の四温が全区問にわたって指定されている場合指定温度を実現するに必要な

暖房熱量はy（s＞が既知であれば（8）式を逆変換して直接求めることがi圭H来る。侃し所要室温が

或る時刻で不連続になる場合には，その時刻に瞬間的な禦1を与える必要がある。

　　次に夫々の室で任意の暖房が行なわれている時，暖房によって形成「される室温を求める。

（8＞式の遮立方程式を室温について解くと次σ）如く表わされる。但し室数を〃z個とする。

鋸一向．｛恥脇（・）・・．（・）｝＋雪帆（・艦。（・）・θ。（・）｝

　　　　　　　÷一＋墾｛監（・）紘・（・）・θ調｝ （9）

ここに

d瓢

．ゑ」＝

グ11（．s）望12（5）

Lv’ C．，（s）　se“，？（s）　・・…

y，ノdω歎2（の一・

臥1（s）

望2三（s）

歎1（5＞

　　・・一…　．eb’1・．，　（s）

　　　・　tg2，．，　（s）

　　　“　Y／　’it？．7）1　（S）

　　　ご列
lv”，，　〈s）　・・一　O　一・

望22ω…0・・

　　＋一一一　1　一一一一一t

lp’・．1，z（s）　…　b　一・・

’　ew1　’nt．　（S）

一　ψ2ヒノt，（s）

ti”　・nt　m　（S）

々行

　　ノL一・iはk行i列に関する余因子である。行列のパラメータ望ん抵のはi室とk室が隣り合っ

ていない時には0とおく。（9）式の歎。（s）はた室の外壁に対するものであり外気湿度との積ぱ

所謂相当暖雨量である。外壁が無い揚合には0とする。4ん44の逆変換はk室暖房に関する

IJ室の室温の重み閃数であり，暖房に関するガ室温の重み関数は室のi数だけ存在する。実際の

室温を求めるには（9）式をラプラス逆変換しなければならない。

　　いま隣室の無い全てが外界に面している磁室の暖房と室温を考えると，（8）式より
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　　　　　w，　（s）　＝＝　s，・，，　（s）・e，　（s）一spr，，　（s）・e，，　（s）　ao）

　　　　　e）i，　〈s）　＝opti　（s）　Wi　（s）＋（Pio　（s）　｛E）o（s）　（1！）

ここに

　　　　　姻一．壷　砺・（s）一塁讐1

となる。ψ（S）のラプラス逆変換形をq（t）とすると（11）式は

　　　　　0．；　（t）　＝＝　／：　CPi，s　（r）・zv，，　（t－r）　d：＋S：　gP，：o　（：）　Oo　（t一：〉　dr　（12）

と表わされる。％ωは，単二の暖房に関する室温の重み関数，ウ含50のは外気温に関する室温の

重み関数である5）。いま隣室を有する室において，全ての隣室の温度が何かの原因で温度源で

あるか疑いぱ常に一定論えば0℃を保つかする場合には，単室として取り扱うことが可能であ

る。その室温と暖房熱搬ぱ（！0），（！1）式の外気温度の代りに隣室温度を用いればよい。今後単

三と云えば此の様な状態をも含めることにする。

　　暖房によって形成される室湿或いは所要室温を与える暖房熱量は，多数室において（8），（9）

式，単室において（10），（11）式で与えられることを述べた。実際の室温或いは暖房熱量はこれ

等の式をラプラス逆変換することによって求められる。

　　　　　　　　　　　　　　　　4．　室温形成の逐次解法

　4・1　室温形成の逐次解法

　　暖房によって形成される多数室の室温は放射を考え．ない場合（9＞式で与えられるが，室の

構成によって定まる系関数，或いはそのラプラス逆変換形は非常に複雑なもク）で，余程単純な

モデルでない限り解くことは難しい。本節ではそれを比較的容易に得られる解を基にして逐次

求めていこうとするものである。解法は所謂弛緩法であり，内室の室温形成を基本にして多数

室の形成室温を導いていくものである。

　　一室だけが暖房されている丁合について説明する。暖房が一・室だけでなく多数の室で行な

われている場合には，心々の暖房によって影成される室湿を求め重ね合せればよい。

　　また外気は相当暖房量を考えることによって暖房と同じように取扱い得る。従って一一一室暖

房を考える時には外気温度：は0℃に固定する。

　　まず熱源を有する採暖室の第！回照の温度として，採暖室の隣室気温が全て0℃である時

に形成される温度を求める。即ち隣室気温を0℃に拘束して採暖室を単室に扱い，　比較的容

易に得られる単三の温度計算を行なう。次に隣案を0。Cに拘束する為に与えた冷却熱塗を除去

しなければならない。即ち拘束熱量に相当する暖房が夫々の隣室で行なわれる必要がある。第

1回目の隣室温度はその暖房によって形成される温度として与えられる。但．し計算に際し再び

隣室周囲の気濃を0℃に拘束する。即ち隣室を単室に扱い温度計算を行なう。次に嗣囲室を
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0。Cに拘束する為に加えた熱量を再び除去しなければならない。夫々の室の第2回目の温度は

この解除熱量によって形成される温度として与えられる。此の様にして拘束熱量がほぼ0にな

るまで繰返して計算を行なう。各室の温度は夫々の計算過程で得られた値を加え合せたもので

ある。逐次計算の手順を列記する。

　　i）採暖室の温度を求める。但し，隣室の気温は全て0℃であるとする。

　　ii）隣室が0℃を保つに必要な拘束熱量を求める。

　　iii）隣室毎に拘束熱量を解除し，その熱量によって形成される温度を求める。

　　　　但し調囲室の気温は全て0℃であるとする。

　　iv）周四時が。℃を保つに必要な拘束熱量を求める。

　　v）周闘室毎に拘束熱量を解除し，その熱量によって形成される温度を求める。阻し再び

　　　　周囲室の気温は全て0。Cであるとする。

　　vi）周囲室が。℃を保つに必要な拘束熱量を求める。

　　　　拘束熱量が殆んど0になるまで繰返し計算し，各室の温度は夫々の計算過程で得られ

　　た値の総和として与えられる。

　　…般に多数室の特定な室の室温形成は，全ての室の熱的特性及び暖房の状態に影響され

る。しかし，その影響の度合は特定な室の近傍程大きいであろう。そして遠く離れた室は殆ん

ど影響しなくなることもある。本解法は室温形成に大きく影響を与える室から出発し，漸次影

響の少なくなる方向へ拡張していくので，計算過程で実用上口都合でないと思われる所で三国

に打切ることが轟来る。従って本解法は，複雑な多数室における特定の室或いは特定な区域の

室温を近似的に求める場合に有力な手法である。また既設の建物に室が増築される場合，その

増築室によって如何なる影響を受けるかを検討するにも便利な手法である。

　　逐次計算の回数は，室の系関数によって左右され，拘束熱量の収検性に支配される。

　　なお，逐次解法の極限は二野の一一一・般解（9）式と／司じ式になる。

　　定常状態についても適用されることは云うまでもない。

　4・2　5室モデルの逐次計算

　　多層建築の基準階平面において日射による方位：別の区画

を考慮すると，Fig2に示す如さ5室平面モデルになる場舎

が多い。また多層建築では同じ平面が積み重なり，各階は室

の形状，材料，構成，暖房等基準階と全く同一一条件とみるこ

とも出来る。従って上，下階の室温ぱ基準階と同じ変動をす

ると仮定して一般の隣室と区別する方が便利である。

　　基準階の基本式（8）式において，上，下の隣窒をf’平

語の隣室をブで表示し，外気温度を0℃とおくと
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　　　　　　　　　　　　　　ゴ　ヨ　　　　　　　　　　ド
　　　　W冨∫）＝L＝グ島（s）・動（s）÷Σ蜷．」（s）・θ，i（．s＞十Σ嬬∫（s）・θf（s）

となる。θ．i（5トθア（∫）であるから

　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　▽吟（5）一勉（s）・θ．i（5）＋Σ嬬ヴ（5）・θゴ（s）

　　　　　　　　　　　　　　　プ　　儂し　　　　難（s）x鱈．i　（s）十Z］　IP”Of（s）

　　　　　　　　　　　　　　　　f
となり，．

　　さて多数室の構成を表現するのに室は節点で，

0

《

5 3

N
～

（c）

皿

2

躍●

遷1

N

4

（ヂ）

L，下階の間仕切の系関数Σ鱈．メ（S）を単室の系闘数嶋（S）に加える。

（13）

〈14）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室と室の連結状態は節点ll封の結線で，0℃

の固定状態は斜線で，採暖室は黒節点で，全く同じ温度変動をする隣室を持つ室は二重節点で

表わすと5室モデルはFig．3－aの如くなる。初め全ての温度が0℃で中央の1窒においてt＞0

からW1（s）なる暖勝が行なわれるものとして室温を求める手順を示す。但し尖々の室の望（s）と

φ（．S一）は既知であるとする。計算：に際し温度熱流等ク）関数を大女字のみで表示する。

　　i）　採暖室の室温計鱒：（Fig．3－b＞

　　　　el・＝（p，・W，

　　ii）隣窒の拘爽熱1鍛：の計算（Fig．3－b）

　　　　鴨一グ21θ｛　罵一望31θf　階一望4iθ｛　W乙一望51θi
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ii三）

iv）

v）

vi＞

隣窒の室温計算（Fig．3－c～3－f）

α一一の2鴨　 磁一一ψ3鴨　 θ三一一の4鴨　 θ6・一φ5鴨

嗣囲室の拘束熱量の計算（Fig．3－c～3－f／

　W｛㌧・鱈2θ益十軋3θ1÷望14θ塩十劉15θ1

隅一望23θ6＋望25θ乙　WF6’一Ψ32θ1＋妙34θ1

鴨㌧蟹43θ1＋処5θ1　驚’＝蟹52θ1＋妙54α

1韻堀室グ）室温計算

θ｛’：ttttt：一の，1・Vl　t　　磁’・・一＝一ψ21私6’　　θ1’＝一φ3　Wl’　　飢’＝ニーψ4　Wl’

θ1’漏一劉5τvξ”

．再び瑚囲室の拘束熱最の計算

　　各室の三三は

　　　　　e，　一　（yl十elf十〇s”十…

　　　　　θ2一θ≦＋θ垂’÷θを”＋…

　　　　　e，　一・一　（9S十G？S’十（95”十一・・　〉　〈15）
　　　　　θ，；＝θ4十θ4’十θ三”十…

　　　　　θs凱θ1十θ言＾÷θ1”十…

となる。実際の室温はα5）式を時間昌こ関しラプラス逆変換することによって得られる。

5．結 言

　　多数室における暖房と室1苗乱の関係及びその逐次解法について述べた。暖房によ・．・て形成さ

れる室温或いは所要室温を形成するための暖房熱藁：は，像空闘において，（8）式（9）式で表わす

ことが出来る。式中の歎5）は室の構成，換気量等によって定まる系関数であt）　）ある仮定事項

のもとで熱伝導論的に誘導されるものである。従って室温及び所要暖房曝：はこれらを解いて時

問tの関係に逆変換すればよい。しかし多数室においては室温と暖房を記述する系関数は非常

に複雑になるので，同室の室温形成をもとにして，多数室の室温を逐次求めていく堺謂逐次解

法は実用計算として有力であり，又複雑な多数室の特定な室叉は特定な区域の室温を近似的に

求めるにも便利な手法である。
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