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A Multivariable Self - Tuning Regulator for Load Frequency
Control with Controlling Delay
Akira KuwAE* *
Katsumi YAMASHITA*,
and Hayao MIYAGI*
Summary
This paper presents a new method of designing a multivariable self-tuning
regulator for load frequency control system through speed governor and excitation controls. The proposed method is applied to a two-area power system provided with nonreheat type turbines. and the control effects of this regulator are
examined using digital simulations.
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uj(t)＝[⑩,(t)uj2(t)…ujr(t)]Ｔ
y(t)，ｕ(t)をt時点でのプラントからの出力および制

御入力，ｋをむだ時間，⑩(t)をｎ．次の時間多項式
の外乱とする。なお，多項式のＡ，ＢおよびＣは
次式となる。

Ａ(q-1)＝I＋Alq-l＋A2q-2＋…＋Ａｎｑ－ｎ
Ｂ(q-1)＝Ｂｏ＋BIq-1＋B2q-2＋…＋Ｂｍｑ－ｍ

Ｃ(q-1)＝ＣＯ＋C1q-l＋C2q-2＋…＋Cpq-p
但しｐＢｏは正則な行列であり，Ａｉ，ＢｉおよびＣｉは

a{！ al2…ａｈ
all al2…ａｌ,

Aj＝

aA， ak2…蝿

卜l1iiJll

ＣＩＩ cl2…Ｃｌ『

次に，(3)式の時刻ｔでの入出力関係式を得るため(3)
式のｔを（t-k)と硬く゜

Ａ(q－１)y(t)＝Ｂ(q-I)u(t-k)＋Ｃ(q-1)qj(t）（４）
このとき，(3)式から(4)式を差し引き，得られた関係式
の、ｄ階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が得られる。

Ａ(q-1Wdy(t＋k)＝Ｂ(q-l〕Andu(t）（５）
但し，

And＝AndLAnd＝（１－q-k)､。
更に，(5)式のＡｎｄは次のように分解できる。

但し，

And＝（１－q-l)ndI

5nd＝(（１＋q-I＋q-2＋…＋q-W)n.－１）ｉｎ。
従って(5)式は，次式のように表すことができる。

Ａ(q-1)Andy(t＋k)＝Bomndu(t)＋Eo6ndu(t）

Cl， cl2…Ｃｌ

Ci＝

c;， Ｃｌ2...Ｃｌ「

（６）

And＝And＋6,.

＋(Ｂ(q-I)－面､）Annu(t）（７）
ここで,(7)式に対して次式の評価関数を導入する。

Ｊ＝y(t＋k)TQy(t＋k)＋{Andu(t))ＴＲ(Andu(t)）（８）
制御則の導出を容易にするため，(1)式の等価モデルを
構成する。まず，（１）式において，ｔ＝t＋ｋと置くこと
により時刻（t十k)での入出力関係が次式のように得
られる。

但し，ＱとＲはＳｘＳの重み行列であり！また，
上式では制御入力の変化率をおさえることにより，間

接的に大きな制御入力の抑制をはかっている。

(8)式の評価関数Ｊを最小化するためにＪをKMU(t）

Ａ(q-1)ｙ(t＋k)＝Ｂ(q-1)ｕ(t)＋Ｃ(q-l)⑩(t＋k）（２）

で偏微分する。

同様に，（１）式において，ｔを（t＋ｋ－１)Ⅲ（t＋ｋ－２Ｌ

5F:ＩＩＴ剛(１－A(q-ﾘﾑ鉋}y(t十k）

…，（t＋1）と置き，ｙ(t＋ｋ－１)，ｙ(t＋ｋ－２ハ…，
y(t＋1）を求めるとともに，これらの項を(2)式より除
去すれば(1)式の等価モデルが次式の様に得られる。

Ａ(q-1)y(t＋k)＝Ｂ(q-l)ｕ(t)＋Ｃ(q-I)⑩(t＋k）（３）
但し，

～

＋2BoTQE0n1ndu(t)＋2BoTQ[Bo6ndu(t）

＋(Ｂ(q-1)－EC}Amdu(t)]＋2Rnmu(t）
￣

(9)

(9)式を零とおき，nndU(t)について解くと，評価関数

Ａ(q-l)＝I＋A1q-k＋A2q-k-l＋…＋Anq-n十k+Ｉ

を最小にする囚･dU(t)が次式のように求まる。

Ｂ(q-I)＝EC＋Ｂｌｑ~l＋E2q-2＋……＋Bm､k-Iq-m-k+Ｉ

iiidu(t)＝＿[R+臼TQEo]－１EoTQ[(１－Ａ(q~ﾘﾑ,｡}y(t+k）

Ｃ(q-l)＝CO＋Ｃｌq~]＋C2q~2＋……＋６，.k-lq~p-k+Ｉ

＋BOindU(t)＋(Ｅ(q-l)－rlO)AndU(t)］（ＩＣＩ

琉球大学工学部紀要第40号，1990年

7３

次に，パラメータ同定則を導く。一般に，(7)式のパ

ラメータＡ血Ａ２，…，Ａ､，白｡，Ｂ１，…，Ｂｍ十世-,は各
サンプリング周期毎にオンラインで同定し，同定した

パラメータＡ１，Ａ２,…，Ａ､，白｡，Ｂ１，…，Ｂｍ十k-１を用
いて(9)式の制御則を計算する。(5)式において，ｔを
(t-k)とおくと，次式が得られる。

Zj(t)＝eiT§(t－１）（j＝'’２，…,ｓ）

01）

但し，

Zj(t)＝Andyj(t)－Anduj(t-k）

eiT=[αｌｌａｌｉ…αAα;α&…α:…αＭｈ…α：
β}]βｈ…βA…１８１W+Ｍ蝦+k-1…β:+k－１］

FiglBlockdiagramofatwo-a｢ｅａｐｏｗｅｒ
ｓｙｓｔｅｍ．

§(t－１)T＝[－４，．y(t一k)T-Andy(t-k-DT…
TableLsystemparameters．

－APdy(t-n-k＋1)TAndu(ｔ－ｋ－ＤＴ…
…Andu(t-m-2k＋1)T］

Ｈ＄＝５．０８，１＝８．３３ｘ１Ｄ‐aｐｕＨＷＨ２

未知パラメータＱは，次式の繰返し形パラメータ推

Ｔｃｉ＝０．３８ＲＬ＝２．４Ｈｚ／ｐｕＨＵ

定アルゴリズムで同定される。

ＴｃＡ＝0.0ＢＢＴ，＝0．Ｏ５ｐｕＨＷ／ｐｕＶ
ｆ・＝Ｏ０ＨｚＴＬｎ＝０．５０５ｐｕＨＵ

ｒ(t－１)５(t-D

9j(t)＝6j(t－１）＋1＋ど(t－１)T｢(t－１)5(ｔ－Ｄ

（ｉ=１，２）

ｘ［Zj(０－６j(t－１)T§(t－１)］
(j＝１，２Ⅲ…，ｓ）

⑫

r(t)は次式で計算される。

｢(｡＝六[r(t-1）

ｈ(鵲:鵲Ｉ器禺誌Ll)］“
但し，

。〈１，(t)≦１，０≦jI2(t)<２，ｒ（ｏ）＞ｏ

各地域の出力および制御入力をそれぞれ

yil(t)＝Afl(t)，yi2(t)＝pfiei(t）

ui,(t)＝Apc,(t)，ui2(t)＝｜Ｖｉ(t）’（'0
（i＝１，２）

と定義し，想定する負荷外乱を図２に示すようなステ
ップ負荷外乱とする。このとき，負荷外乱の多項式の
次数は、｡＝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。

なお，推定計算を容易にするため上記のアルゴリズム

これらの積分値が最少になるように制御器の各パラメ

においてＢ・を単位行列としている。

ータを決定する。このとき，これらのパラメータを用

３．シミュレーション計算結果

定計算においては，推定パラメータの初期値をすべて

いて構成される制御器が最適制御器となる。なお，推
零，ｒ(０）をIx103，また，川(t)，A2(t)をそれぞれ

本制御器の有効性を検証するために，図１に示す非
再熱式火力形からなる２地域電力系統モデルを用い

る。なお，各パラメータの値については表１に示す。

１として計算を実施した。
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な制御遅れを考慮するためｋを２とした。なお，（８）
式の評価関数のＱは単位行列とし，ＲはＲ＝diag

●●●●●、●Ｇ●

を0.5秒とし，更に，推定・制御計算を行うのに必要
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制御器の設計に際しては，各地域のモデル次数を同
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［”０三×〕・江

３．１次数、．ｍおよび制御の重みＲの決定
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Contmlvel8htIngrI
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IlおよびＰＩ２を求めた。図３および図４は，モデル
の次数、が２のときのｒＩおよびＴ２に対するＰＩＩ

●●■●■●●●●

であることが分かる。

戸ＩＣ『×］ロ』
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０５０５０５０５０

よびｒ２に対するＰＩＩおよびＰＩ２の変化を示したも
のである。これらの図より明らかなように，最適なモ
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および図６はⅢモデルの次数、が４のときのｒＩお
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およびＰＩ２の変化を示したものであり，また，図５
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に比べて非常に速やかに収束していることが分かる。

ｐ
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応答を，図11および図12には制御入力の時間応答を示

している。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

|’ １７７円

ＤＯ

１０】

Ｐ．

一二二

～図10には，それぞれ周波数および連系線潮流の時間
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■
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