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A Method of Designing a Smoothing
Filter with a Lattice Filter
Katsumi

YAMASHITA *,

and Hayao

Norio

MIYAGI* *
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Summary

This paper presents a new method of designing a smoothing filter with a lattice filter. An attractive feature of the proposed method is that phase delay due
to the smoothing processing for observed data is compensated using k-steps ahead
lattice prediction filter. This method is then applied to restoration of observeddata for a power system.
Key Words: Lattice filter, Power System
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サンプルの時間遅れが重大な問題となる。この問題を

て最小化する関係式は、Ｊをａｐｉで偏微分し霧と塵

解決する－手法として、サンプル点（t＋１）から

くことにより次式で与えられる。

（t＋､)までのデータｙ［+i(i＝１，２，…,、)を何等かの
手法により予測し、これらの予測データを用いて推定

値ｙＣを算出すれば、平滑化による時間遅れが補償さ
れる。ここでは、ｋサンプル先の観測値を予測する
ためにｋステップ予測のラチスプィルタ構成し、そ

の予測値を利用することにより時刻ｔでの雑音除去

された推定値ｙｔを時間遅れなく得る。

p

2R鰄囎+iia降州i1k+i2wR…-０
p

2Rmk＋2,ﾖapjR【m-i)k＝０
p

Rmk+iｮaojR(､-,k＝０

(ｍ＝１，…，ｐ）（７）

まず、ｋサンプル先の観測値を予測するラチスプ

ィルタの次数をｐ次と仮定し、前向き予測器の入出

また､前向き予測誤差の２乗平均は次式で与えられる。

力関係式を次式のように定義する。

R,[＝E[fit2］

yt＝－(aP・lyt-k＋aP2yt-2k＋…＋appyi-pk）

ｐ

ｐ

(2)

＝-i：apjyt-ik

それ故、(7)式および(8)式は、相関関数がRik＝R-ikで

但し、ｙｔはｙｔの予測値、ａｐ.ｉは予測係数である。
このとき、時点ｔにおける予測誤差fpkは
fp.(＝y`－，ｔ

あることから、次式のようなテプリッツ構造をもつ行
列形式に書き直すことができる。

(3)

となり、更に，(2)式を代入することにより次式のよう

[1,apI，…，apP］

に書き直すことができる。
p

fbFyt+i2apjyﾋﾞｰiｋ

(4)

今、予測誤差を最小にする最適な予測関数ａｐｉを
決定するために次式の評価関数を定義する。

J＝Ｅ[fpl2］

鷹か］

[RpJ，０１…，Ｏ］

(9)

次に、次数ｐ次の後向き予測器の入出力関係式を
次式のように定義する。

(5)

但し、記号Ｅは期待値を意味する演算子である。

更に、上式に(4)式の関係を代入すれば評価関数Ｊは
次式のように書き直すことができる。

乳_pk＝－(bplyt-(p-,)ｋ＋bp2yt-(p-2)k＋…＋bppy1）

＝-ｉｉＭｔ－(p-iM‘

⑩

但し､，t-Pkはyt-pkの予測値であり、また、
ｂｐｉは予測係数である。
このとき、前向き予測フィルタの設計と同様に、

J=E[(，i+i単,，`-雌)2］

=R･+2AaA+,鏑…,』R(i-,1‘

(8)

＝R､+i§aPjLk

時刻ｔにおける予測誤差ｒｐｔを
(6)

但し、

rpt＝yt-pk-yt-pk

(､）

で定義し、⑪式を代入する。
Ｒ(i-i)k＝Ｅ[yt-jkyt-ik］

このとき、上式の評価関数Jを予測係数ａＰｉに対し

Ｐ

ｒｐｆ=yt-pk＋,：bpiyt-(p-i)ｋ

⑫
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また、予測誤差を最小にする股適な予測係数ｂｐｉを
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但し、

決定するために、
⑪

J＝Ｅ[rpt2］

Ｒｐ＝
の評価関数を定義し、（Ｍｌ式の関係を代入する。
ｐ

Ｊ=E[(y【-,k+i：bpjy【_(,_i)k)2］
ｐＰ

ｐ

＝R､+2,：bpiR肱十,ﾖ!：bpJR(i-j)ｋ

（M）

このとき、予測関数ｂｐｉに対して評価関数を最小化

liii-Lii-］

次に、レピンソンの再帰式を構成するために、ま

ず、（'，式より（p＋1）次の予測器を以下のように定
義する。

する関係式は、次式で与えられる。

Ｍ'抑]い[１，Ｗ`小,

p

2I"+,：b癖州j,償十,:ＭＲ…=０
２R鰄杜2AbA-,脳=0

更に、⑪式を次式のように悪換える。

Ｐ

Ｒ画k+,：b,.iR(m-i)k＝０

十

邸

ｎＵＩ且

「‐‐‐－－］

伊小
勤ｂ

⑪

＋

ｐ１１００Ｐ

刊》》

「‐Ⅲ‐］討駒「－‐「□

泓汕〔ⅡトートⅢ〕０Ｒ

泡咄「訂‐‐Ｕ刊佃
。。？、殉１０卯叩

ｐｐＡ】ｌ

、■一ｐｊ

('@

洲．，州凡ｎＵ０

Ｐ

蔓=R・+i：bpjRi理

一一一一

RP7＝Ｅ[rpt2］

ａ礼一〆Ｉい

また､後向き予測誤差の２乗平均は次式で与えられる。

〔Ⅱ閂‐』、伸一〔Ⅱトー‐］〕（》』げぃ川〕

(ｍ＝１，…，ｐ）（1，

このとき、０１式および岡式は次式のようなテプリッツ
但し、

榊造をもつ行列形式に醤き直すことができる。

[bpP，…Ⅱｂｐｌ，１］

AP+,＝E[fbtrp.t-1］

【jiLTJji］

[０，…，０，Rpr］

このとき、上式より次式の再帰式が導かれる。

⑰

それ故、ｐ次の予測器は(9)式および(lｵ式より、次式
のように表わすことができる。

[l;川iw恥薑[WLIlm”

いり:/嗽;w］
‐□;ＡｒＩＩｌ:壷； :WWD
但し、

7p+,f＝－４ｐ+lRp-f、７p+,『＝－Ａp+IＲｐ－ｒ

Cl）
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なお、７p+】’および７p+,ｒは反射係数である。

が得られ、更に、上式の両辺に右辺からｙ【を乗じる

また、＠I)式の両辺に

と次式が得られる。

［】，Z-k，…，Ｚ-(p+l)ｋ]丁

。［鐘|:]薑阿釧Ｌｉｊ:|]，”

を右辺からを乗じれば、

低潟]-[川口Ｅ鍋。態:鯛:蝋燃鰯繍ユ
但し、

ー鴫{|;小['１１]圃艸［竃口書[為<門匝；し。。

AP(z)＝1＋apJz-k＋…＋appz-pk、Ａ・(z)＝I
BP(z)＝bpp＋bpp-1z-k＋…＋z-pk、Ｂ･(z)＝１
'p+，

以上より、ｋステップ予測のラチスフィルタの構

造は図ｌに示すようなブロック線図により表される。
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FiglBIockdiagramofk-stepsaheadlatticepredictionfilter．
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3．実験結果
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Ｔａｂｌｅ1．Systemparametersandratedvalues．

大母線系統が本実験室の小型機を含む模擬電力系統に
より構成されている。小型機は、5.5KＷの直流電動
機および３ＫＷの交流発電機で構成され、直流電動
機により交流発電機が駆動される。また、直流電動機
の速度制御については直流電動機の端子電圧をサイリ

２２０Ｙ
７．８Ａ
１０．２８Ｑ
０．０７■ｅと

０．８４Ｐｕ

函一睡｜麹一公一蛇｜鴎

本実験に使用したシステムの全景および概要図を図
２および図３に示す。図３に示すように、－機~無限

３．ＯｌＫＵ

國一Ⅶ一，一四一Ｎ｜、

3.1対象システム

ＩＺ９８ｐｕ

Ｏ，０５１５Ｐｕ

０．５０ＰＵ
Ｏ･Ｏ３４４ｏｊＯ･ｌ８１ｐｕ
Ｏ･Ｄ７３Ｉ８ｅｃ

Ｏ･ｌ０２７ＰＵ

3.2位相差測定装圃（３）

,00kｍ模擬した二回線送電線を通じて連系されてい

内部誘起電圧Ｅｑ・と無限大母線電圧Ｅｂ間の位相
差６を測定するには、Ｅｑ･とＥｂの電圧波形をそれ
ぞれ測定しなければならないが、Ｅｑ・は仮想電圧であ
るため利用することはできない。ここでは、Ｅｑ,と同

スタ制御することにより行なわれる。このとき、交流
発電機と無限大母線を示すシステム［沖縄電力］とが
る。ここでは、二回線送電線の一回線上Ａ点におい

位相の電圧波形を得るため、回転軸に交流電機と同種

て、すなわち、発電機母線端から全長の四分の一地点

数をもつ交流タコジェネレータ（ＡCTG）をとりつけ

に三相短絡故障を想定し、この故障回線除去に於ける

その出力電圧を利用する。図４に、位相差測定装圃の

位相差６および速度⑪を測定する。なお、速度に

ブロック図を示す。

ついては直流タコジェネレータの出力量を、また、位
相差については位相差測定回路を構築することにより
その出力鉦を測定する。模擬電力系統の各パラメータ

Ｅ

および定格値については表１に示す。ＳＥｉＶＢおよび

ＩＢは、それぞれ定格容量、定格電圧および定格電流

であり、ＺＢは基準インピーダンスである。他の諸記
号を詳細な説明については付録に示す。

Ｅ
ｐＨＩ

|Ｉ

償■■形■カウンタ■スイッチングニ

Fig.４BIockdiagramofphaseangIedetecto『．

3.3フィルタによる観測雑音除去

本実験に於ては、図３に示す一機-無限大母線系統
の三相短絡故障除去後に観測される位相差６および
速度⑩を、ラチスフィルタを併用した平滑化フィル

タを用いることにより雑音除去するものである｡なお、

Fig.２APhotographofthewhoIesystem．

た、位相差については先に説明した位相差測定回路に

０

コンピュータ

羽定凹

［

交枇

発已仮

棋頂迅互峰

”｜“

閏阿

閏
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Ⅱ仙田

よりその出力通を測定する。

位相ｎ

⑪｜汀

パーソナル

本フィルタの設計に際しては、平滑化に、＝９の
Bｂ

Ａ点

｡

データを用い、また、予測を行うラチスフィルタの構

成には、フィルタの次数ｐをｐ＝１０とし、また、予
測サンプル数ｋをｋ＝９と設定した。なお、データ

8,阻大母 8２
■玉■

速度については直流タコジェネレータの出力愛を、ま

五 断■

におけるサンプリング時間は４，ｓとした。

図５および図６には、位相差６および速度⑪の
観測データを本フィルタにより観測雑音除去された補

Fig3Schematicdiagramofpowe「system．

正データのそれぞれを示している。これらの図より明
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らかなように、本フィルタにより補正された位相差６

万

および速度⑩は位相遅れを生じることなく雑音除去

されている。また、直流タコジェネレータの出力量を
ノ

汀

［口■」］わ

測定した速度⑩については、雑音除去の効果が顕著
に表われている。

図７には、平滑化フィルタのみ用いた場合［Ｎｏｌ
に相当]とラチスフィルタを併用した平滑化フィルタ、

l:=h伝〒￣念崗

0．

0０

ｔ[sｃｃ］

すなわち、本フィルタを用いた場合［ＮＯ２に相当］
との位相差６の特性を示している。同図より明らか

（ａ）ＯｂｓＯｒｖｅｄｒｅＳｐｏｎｓｅ．

なように、Ｎｏｌの位相差は観測データから約30,ｓ

程度遅れを生じるが、ＮＯ２の位相差は位相遅れを生
、

じることなく雑音除去されていることが分かる。
以上のことから、本フィルタにより補正されたデー

Ｊ

る。

２

だ

［己■」］わ

タはオンライン処理に有効に利用できることが分か

０．６
0.0

0

Ｆ､

Ｎｏ．Ｉ
ＨＯ､２

２．００６．００６． 00

凶Ｈ１データ

ｔ[SCC〕

一靭

０

，

０

［じじ碑へご可」】。

・泥

榊独 Ｗ'四１'1ｌｌ

■

兀

ﾋﾞハ

４

Ｆｉｇ５ＲｅｓｐｏｎｓｅｓｏｆＤ．

０

［で、」〕⑤

（ｂ）ＲＧｓｔｏｒｅｄｒｅｓｐＯｎｓｅ‘

０．２
３．００

3．５０

４．００

ｔ[sec］

Fi97ComparisonofNo・ｌｗｉｔｈＮｏ、２ｆｏｒ０．
００

ｔ[ＳＣＣ］

{（ａ）ｌＯｂｓｄｒｖｅｄｒｅｓｐｏｎｓｅ．

4．むすび

本論文では、位相遅れしない雑音除去信号を得るた
めに、ラチスフィルタを併用した平滑化フィルタを構

築した。また、本フィルタを一機-無限大母線系統の
三相短絡故障除去後に観測される位相差ｉ溝よび速
I

０

０

【Ｕ也切へ『■』〕③

●冗

－１１

'し
2.00

度⑩の雑音除去に適用することにより本手法の有効
性を検証した。

、Ｉ

0V(1)合
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付録

諸記号の説明を以下に示す。
Ｍ：慣性定数
Ｄ：制動係数

Eq，：内部誘起電圧
Ｅｌｊ：無限大母線電圧

Xd,：直軸過渡リアクタンス

Z，：－回線の線路インピーダンス
Ｔｇ：調速機系時定数
Ｋｇ：調速機系利得
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