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A Multivariable Self-Tuning Regulator for Load Frequency Control System with the Inclusion of Interaction of Voltage on Load
Demand
Katsumi YAMASHITA*

and Hayao MIYAGI*

Summary
This paper presents a new method of designing a multivariable self-tuning
regulator for load frequency control system with the inclusion of interaction of
voltage on load demand. The method is applied to a two-area power system provided with nonreheat type turbines in which the interaction of voltage deviation
on load demand is considered, and the control effects of this regulator are examined using digital simulations.
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このとき、(5)式に対する評価関数として

IilJ小ＩＩＪ!］
fIJlL］

J＝y(t＋k)TQy(t＋k)＋{Andu(t))ＴＲ{nmu(t)｝（６）
但し、ＱとＲは、ＳｘＳの重象行列

を導入し、また、上式をLndu(t)で偏微分した関係式
0Ｊ
DAndU(t）

。…．ｄ…．＆
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＝2BJQ(１－Ａ(q-1Wd}y(t＋k）

＋2BJQBoAndu(t)＋2EJQ〔Eo6ndu(t）
＋(Ｂ(q－１）－B､)Andu(t)〕＋２RIndu(t）（７）
を零とおきＡｎｄU(t)について解くことにより、評価関

数を最小にする最適制御nndU(t)が次式で求められる。

また、制御則の導出を容易にするため(1)式の等価モデ
ルを文献（17）に基づいて

Ａｎｄu(t)＝＿〔R+E9QE｡〕-1BJQ〔{1-A(q~')And)y(t+k）
＋B･imu(t)＋(Ｂ(q-1)－EC)Andu(t)〕（８）

Ａ(q－１)ｙ(t＋k)＝Ｂ(q-I)ｕ(t)＋Ｃ(q-l)(u(t＋k）（２）

次に、パラメータ同定則を導くために(3)式るおける

但し、

ｔを（t-klとおき次式のように整理する。

Ａ(q-I)＝I＋Alq-k＋A2q-k-1＋…＋Anq-n-k十’

Zj(t)=876(t-1）（j=1,2,…'ｓ）（９）

Ｂ(q-l)＝白｡＋BIq-I＋B2q-2＋…＋Ｂｍ+k-iq-m-k十ｌ

但し、

ｂ(q－１)＝ｑ+CIq-1＋C2q-2＋…＋Cp+k-Iq-p-k+I

Zj(t)＝Andyj(t)－Anduj(t-k）

のように変形する。更に、(2)式の時刻ｔでの入出力

関係式を(2)式から差し引き、得られる関係式のｎ．階

e｢=〔α),αｈ…αＡａｉａＩｉ…αA…|b【iα&…α：

β|ル…ルルIrh-w`-1…β:雑－１〕

差分をとることにより、次式のような負荷外乱項が除
去された入出力関係式に変形する。

6(t－１)T＝〔－Ａ､｡y(ｔ－ｋ)Ti-Andyt-k-1)T…

Ａ(q-l)△､｡y(t＋k)＝Ｂ(q-I)Amdu(t）（３）

－Ａ｡｡y(t-n-k＋1)Thndu(ｔ－ｋ－ＤＴ…

但し、

…Andu(ｔ－ｍ－２ｋ＋1)T〕

And＝And１，Ａ､｡＝(l-q-k)Und

このとき、未知パラメータｅｊは、次式の繰り返し形
パラメータ推定アルゴリズムで同定される。

なお、(3)式のＡｎｄは
（４）

And＝And＋6Ｍ

。’(t)-.,(t－１)+,+‘(呈詩告ff-,）

×〔Zj(t)－６j(t－１)T§(t－１)〕（j＝１，２，…，ｓ)⑩

但し、

And＝(l-q-l)ndl

T(t)は次式で与えられる。

Ond＝｛(1＋q-l＋q-2＋…＋q-lK+l)n．－１｝Ａｎｄ

｢化)=市〔｢化－１）

ハ(;湯鵜豐}謀二十}員|と,)〕(､）

のように分解できることから、(3)式は次式のように密
き直すことができる。

Ａ(q-1)Andy(t＋k)＝BoAndu(t)＋B､6,.u<t）
＋(Ｂ(q-1)－Ｂ､)Andu(t）（５）

但し、

Ｏ〈』1(t)≦1,0≦A2(t)<２，「(O)〉０
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3．シミュレーション結果
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各地域の出力および制御入力をそれぞれ

本制御器の有効性を検証するために、図１に示す負

荷需要に電圧の影響を考慮した非再熱式火力形からな

yi,(t)＝△fi(t)，yi2(t)＝△Puci(t）
uiI(t)＝APC】(t)，uI2(t)＝AQvi(t）

る２地域電力系統モデルを用いる。なお、各パラメー

⑫

（i＝１，２）

タの値については表１に示す。
と定義し、想定する負荷外乱を図２に示すようなステ

Ｔａｂｌｅｌ：Systemparameters

ップ負荷外乱とする。このとき、負荷外乱の多項式の

Ｈ＄ロ５．０８，２＝０．３３ｘ１０－ａｐｕＨＷＨｚ

次数、ｄは１となる。また、制御器の各パラメータを
決定するため次式の積分値を定義する。

Ｔｃｏ□0．３Ｔ■ハな０．０８Ｓ
ＲＬ■２．４ＨｚノｐｕＨＵＴ２＝0．Ｏ５

P'1=LioO〔(Ａｌ,に))`+(△P`,｡(`)１２〕⑪
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７口２■－１０．０８Ｋ訂Ｌ＝－５００．０

SBSロ1．２５“ａＰｄｕ/ａＩＶ１Ｉ■０．０

⑰

これらの積分値が最小となるように制御器の各パラ

ｆ・■８０１１ｚＴａＥ＝０．５４５ｐｕＨＵ

メータを決定すれば、最適制御器が得られる。なお、

（１尋１．２）

推定計算においては、推定パラメータの初期値をすべ

て零、ｒ（０）をIx103，また、』,(t)，12(t)をそれぞ
れ１として計算を実施した。

３．１次数、、ｍ、制御の重みＲおよびサンプリ

ング時間Ｔｓの決定
制御器の設計におけるモデル次数、、ｍおよび制
御の重みＲの決定に際しては、各地域のモデル次数を

同一で、＝、－１とし、また、サンプリング時間Ｔｓ
を0.5秒とした。更に、推定・制御計算を行うのに必

要な制御遅れを考慮するためｋを２とした。なお、
(6)式の評価関数のＱは単位行列とし，Ｒは

Ｒ＝diag(r,．ｒ2）とした。最適なモデル次数および
Ｆｉｇ．１BIockdiagramofatwo-areaPowe「
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6０

るＰＩｌの変化を示したものである。これらの図より
の重みはｒＩ＝０．３，Ｔ２＝0.0であることが分かる。ま
た、図５は、モデル次数を、＝２に、また、制御の

重みｒ】および｢2を0.3および0.0にしたときのサンプ
リング時間Ｔ‘に対するPIIおよびPI2の特性を示

一一』一一

明らかなように、最適をモデル次数は、＝２，制御

［⑪ＩＣ『Ｘ脚三ぢぐ

の次数、が２および４のときのｒ】およびｒ２に対す

●●●●●●●●●

ＩｌおよびＰＩ２を求めた。図３および図４は、モデル

△勾司へ『】『夕』０■己〔叩）●■▲〔タ』【『》△二一

にしたときのｒ】およびT2に対する('，式の薇分値Ｐ

;》樅

したものである。同図より明らかなように、Ｔ･は0.
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3秒～0.6秒あたりの選択か妥当であることが分かる。
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図６～図８は、、＝２，ｒＩ＝0.3、ｒ２＝0.0およびＴ圏
を、また、図９および図10は、このとき制御入力の時

●

＝05秒に対する周波数および連系線潮流の時間応答

Fig
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間応答を示したものである。なお、実線は本制御方式
を用いた場合の波形、また、破線は無制御の波形を示

す。これらの図から明らかなように、本制御方式の特
性が無制御の特性に比べて非常に速やかに収束してい

(9)YamashitaMiyagi：“LQI-TypeLoad-Frequency
CaontrolwithFmstOrderSamplingHolder
underConsiderationofGenerationRateCon‐
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