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Output Feedback LQI-Type Load-Frequency Control
with Consideration of Ramp Load Disturbances
Katsumi YAMASHITA-, Tsuyoshi TAIRA- and Hayao MIYAGI-

Summary
This paper presents a new method of designing discrete-type load
frequency regulator with the first-order holder improved for ramp load
disturbances. An attractive feature of the proposed control scheme is that
the first-order holder is used as the hold device and then, in addition to the
accumulative quantity of the area control error, the accumulative quantity of time multiplied by the area control error is used as feedback signal.
Another feature is that it considers the time delay due to the computation
time of the control law and the transmission time of the system data over
the telemeter links to the controlling plant. The realization of such a
regulator may be easy and of low cost because of its simple construction.
Key Words: Control Systems, Optimal Control, Power Systems.
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報遡のみを用いている点にある。

本論文では，以上の栂成法を近年広く用いら

れている再熱式火力システムより構成される２

地域電力系統モデルの最適制御に適用し，本制
御方式の有効性を周波数偏差および連系線潮流
偏差などの時間関係図を用いて明らかにしてい

ｉ(t)＝ＡＺ(t)＋Ｂｕｄ－Ｔｓ）（１）

但し，Ａは９×９次元の状態定数行列，Ｂは
９×２次元の制御定数行列である。

まず，サンプラとホールド回路を含めたシス
テムの離散形状態方程式を導く。その際,ステッ
プ負荷並びにランプ負荷変動に対しても，制御

蓮の定常誤差を除去しうる実用的な制御系を櫛

る。

築する必要がある。このとき問題になるのが，
LFCでは実用的サンプリング周期が２秒程度と

2．制御方式の決定

ＬＦＣ問題における負荷外乱の大きさを通常こ
の種の問題で取り扱われている程度の大きさに
限定すると，２地域電力系統は，図１のブロッ
ク線図で表わすことができる。

図１の２地域電力系統モデルの状態方程式を

導出するに際し，状態変数をエー［△f，△Ｐｕ
△Ｐ｢，△Ｐ９，△Ｐｔ,．△ｆ２△Ｐ１２△Ｐ｢２

△pg2]Tまた，制御変数をｕ＝［△ＰＣ!△Pc2]Ｔ
とする。このとき，ＬＦＣの実用的サンプリング

比較的長いため，ランプ負荷変動に対して零次

ホールダを用いると定常リップルが生じる点で

ある。ここでは，この点を考慮して，ホールダ
を一次ホールダとした，また，入力に１サンプ
リング時間の制御遅れをもたせた，次式の制御
入力を定義する。

ｕ(ｔ－Ｔｓ)＝u(ｋ－１Ｔｓ)＋（u(ｋ－１ＴＪ

－ｕ(ｋ－２Ｔｓ)）（ｔ－ｋＴ３)/Ｔｓ

周期Ｔｓが２秒程度で，１サンプリング時間の制

（kTs≦t＜ｋ＋1Ｔ圏）（２）

御遅れを考慮すれば，制御則の演算時間のため

このとき,(2)式の制御入力を(1)式に代入すれば，

に生ずる遅れおよびデータの伝送による遅れを

十分加味できることから，２地域電力系統モデ
ルの状態方程式を次式の微差分方程式で定義す
る。

(1)式に対する解は

エ１１'二｡…ｴIkTﾙﾙﾊ'1-副Bul霞-T’１.ア
ー｡A“TJｴ(kT,)+ルハ''一副d懇

FiglB1ockdiagramof2-areareheatthermalsystem
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ＩＩＩｌ､'1A:Ｉｌｌ

但し，Ｃ＝

×［ku(ｋ－２Ｔ園)－(k-l)u(k-1Ts)］

‐トム'ﾄ『'顧…IFm1-`'戸TJL（３１
となる。従って，離散形状態方程式はサンプリ

ング時刻ｋ＋lTsでのjc(k＋lTs)を与える式を導
出すればよいことから，(3)式より次式となる。

となる。このとき，新しく状態変数を２(k)T＝
［ｴ(k)Tjn(k)Tjr2(k)丁ｕ(k－１)丁ｕ(k－２)T］と定
義すれば，(4)，(7)および(8)式により次式の拡大
系を得る。

エ(ｋ＋1)＝①ｴ(k)＋Ｖｌｕ(ｋ－ｌ)＋V2u(ｋ－２）
（４）

但し，

⑩ＯＯＰｌＶ２

Ｖ2＝[Ｔｓｌ－(eAT幾一I)Ａ-1〕A-IB/Tｓ

Ｃ①ＩＯＯＰｌＣＶ２

なお，上式では便宜上，ｒ(kTs)をエ(k)に，ｕ(k-

Ｃ①ＩＩＣＶｌＯＩｒ２

①＝

lTs)をｕ(ｋ－１)に,そしてｕ(ｋ－２Ｔｓ)をｕ(ｋ－２)に

０００００

書き換えている。

次に,ＬＦＣに要求される基本特性,すなわち，

０００１０

ステップ負荷並びにランプ負荷変動に対しても
周波数および連系線潮流を規定値に維持しうる

制御器を構成するため，地域制御誤差△ACE，

(k)＝β｜△ｆ,(k)＋△PMC(k)，△ＡＣＥ2(k)＝β２
△f2(k)－△Ｐ(,｡(k)の積算値

ｘ,(k＋1)＝［Ｚ,,(k＋1）ェ,2(k＋1)]Ｔ

(5)

ｋ＋ｌ

但し，ｊ､,(k＋l)＝Ｚ△ACE,(、）
ｍ＝ｏ
ｋ＋l

工,2(k＋1)＝Ｚ△ACE2(、）
ｍ毒ｏ
更Iこ，その積算値

エ2(k＋1)＝［ｒ2,(k＋1）ｚ22(k＋1)]丁（６）
ｋ＋１

但し，ェ2,(k＋1)＝Ｚ(k＋２－ｍ)△ACE,(、）
ｍ＝ｏ

ｋ＋l

jC22(k＋1)＝Ｚ(ｋ＋２－ｍ)△ACE2(、）
ｍ＝ｏ

を導入する。(5)，(6)式をそれぞれ行列形式で示

胡、

,⑫：＝

ＣＯｏＩｏ

但し，①＝ｅＡＴ劇，，P!＝[eAT創一I]Ａ－ＩＢ－⑫２

エ(ｋ－１)＝①Ｖ(k)＋､Pu(k）（９）

また,拡大系の評価関数としてはｒ(k)およびu(k）
の二次形式の和の期待値で定義された次式を用
いる。

ＰI=Ｅ［ｉｉ伝(k)TQjt(k)+u(k)TRu(k))］（10）
ｋ＝Ｏ

但し，Ｑはｊｉ(k)に対する評価の重みで半正定
値対称行列，Ｒはｕ(k)に対する評価の重みで正
定値対称行列，Ｅは期待値を意味する。
今,観測量として従来のＦＦＣおよびＴＢＣに
用いられている周波数偏差および連系線潮流偏

差,すなわち,y(k)＝[△fI(k)△P1lc(k)△f2(k)]Ｔ
を用いると，その要素で構成されるエバk),ｒ２(k）

も，また,ｕ(k-lハｕ(k－２)も測定可能量となる。
従って，ここではフィードバック信号ｕ(k)を

ｕ(k)＝－F６２(k）（IＤ

すと，

＝r,(k)＋C①X(k)＋ＣＶ１ｕ(k-l）

＋OP2u(ｋ－２）（７）
z2(k＋1)＝jc,(k)十JU2(k)＋Ｃｚ(k＋1）
＝jCl(k)＋ｴ2(k)＋Ｃのjc(k）

＋CWIu(k－１)＋CW2u(k－２）（８）

FT＝

Ｆ圧百ざ行Ⅳ百匹百匹

但し，

ＴＩＴ２Ｔ３Ｔ４ＴＳ

z,(k＋1)＝z,(k)＋Ｃｚ(ｋ＋1）

艫lｌＮＩｌｉ１ｌＩｌ
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００ＣＯ１

０ＣＯＩＣ

Ｏ０１ＣＯ

ＯＩＣＣＯ

Ｄ００００

、＝

（６－，F､)TP(６－，F､)－P＋DTFTRFb+Ｑ＝０
⑱

（⑦－０F､)L(⑦－@F､)Ｔ－Ｌ＋I＝ＯＵ９）
が得られる。従って，０７)～q9式を同時に解き，
最適利得Ｆを決定すれば，ステップ負荷並びに

ランプ負荷変動に対しても，定常誤差および定

常リップルを除去しうる一次ホールダをもつ，
として定義する。このとき，閉ループ系および

評価関数のそれぞれは，行列Ｔをｒ＝⑪－，rFb
とおくことにより次式で与えられる。

出力帰還のLQI形負荷周波数制御器を構築する
ことができる。なお，⑰～(19式に対する解は，
文献(6)で示されたアルゴリズムを，Ｆが適当な

精度で収束するまで繰り返すことにより求める

２(k＋1)＝Tｴ(k）（121
宍ｈ

ＰＩ＝Ｅ（jE(0)TPf(O)）（13）

ことができる。

3．例題計算および結果の考察

但し，P-ITPr＝Ｑ＋DTFTRFD（1O
ここでは，初期状態の統計的性質がＥ[Ｚ(0)]＝
0およびＥＰＵ(O)x(O)T]＝Ｉであるものとする。
このとき，⑪式の評価関数は次式となる。

前章で提案した手法の有効'性を立証するため，

図１の再熱式火力システムより構成される２地
域電力系統モデルを用いる。表１にシステムパ
ラメータを示す。表２に示される最適フィード

(1０

ＰI＝trP

バック利得Ｆの導出では，評価関数のｆ(k)に対
する重みＱ及びｕ(k)に対する重みＲを単位行列

但し，ｔｒはトレース演算子を意味する。
故に，本問題はuO式の拘束条件下で(11式の評
価関数を最小にする利得Ｆを求める問題に帰着
される。

まず，ラグランジュ乗数を表わす対称行列Ｌ
を導入し，汎関数Ｈを

として計算している。ここでは，Ｆの導出に文
献(6)の繰り返しアルゴリズムを用い，また，収

束判定の条件として，,mrlFIjn-F,jn-l｜≦LOx
10-6を用いている。なお，Fijnは第ｎ回の繰り返
しにおけるフィードバック利得Ｆの第（ｉ，ｊ）
要素である。

Ｈ＝trP＋trL(Q＋DTFTRFD＋FPP-P)(161
で定義する。最小化の手順に従い，Ｕ６１式をＦ，
ＬおよびＰの各々で偏微分し零とおいて解けば，
最小値のための必要条件

(3.1）ランプ負荷外乱が生じた場合の制御効果

図３には，図２に示される△Pdj＝t/3000
(ｐｕＭＷ)のランプ負荷外乱が生じた場合の周波数
偏差△f,，△f2,連系線潮流偏差△Ｐ1,.,制御入

Ｆ＝(R＋@丁P｡)-'@丁P⑦LDT(､LDT)-１（17）

力△PCL，△Pc2の応答波形を示している。図３

TabIelSystemParameters．

Ｗ

ｕ
ｐ

Ｍ

ノ
Ｚｓ

ＴｔＩ＝ｑ３ｓ
Ｔｒｊ＝10.0ｓ

βi＝ＤＩ＋1/Ｒ,＝O425puMW/ＨＺ
１

２

ｌｌ

１

Ｏ

《》部〈細部

ＨＲＴＫＦＴ

、,＝a33x10-3puMW/Ｈｚ

ｚｓ

Ｔ12＝q545puMW/Ｈｚ・ｓ
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△PCI(Ｋ－２）

△ＰＣz(Ｋ－２）

●●●●●■□●

△Pc2(Ｋ－ｌ）

。■■●■●●中◆●■

△ＰＣＩ(Ｋ－１）

０７００７０２２５０６

Ｋ

Ｚ(Ｋ＋２－ｍ)△ACE2(、）

ｍ＝0

６
２７
３
８
１２３０８４７６７９９
１２２７４５１２４６０

Ｋ

Ｚ(Ｋ＋２－ｍ)△ＡＣＥ,(、）

ｍ■ｏ

u2(Ｋ）
０００００００００００

Ｚ△ＡＣＥ2(、）

ｍｍＯ

●■●●■●■■□■■

肘

Ｚ△ACE!(、）

ｍ■ｏ
Ｋ

０００００００００００

△Ｐ,｡!(Ｋ）
△f2(Ｋ）

u,(Ｋ）
２
６
７
３
８
３２１８０７４７６９９
２２１４７１５４２０６
０７０７０２０５２６０

△ｆ,(Ｋ〕

『ＩＣ『伍窪エゴ。’『つ凸『

フィードパック利得Ｆ

ｎ】ｎ』一ｎｕｎｕｎｕ（叩〕ｎＵ〔叩）

Table20ptimalfeedbackgainvectorF

､、１０．、ロ２０．００30.00４，．ｐＯ５Ｕ・ＵＣＩｊＩｊ

00

こいｃｃ）

Fig.２Ｓｉｍulationforrampload
disturbance（１）．
定常誤差および定常リップルが除去されている
ことがわかる。

(3.2）ランプとステップの組み合わされた負荷
外乱が生じた場合の制御効果

の実線は最適制御の応答を，また，点線は無制
御の応答を示したものである。図３より最適利

図５には，図４に示されるように０ｓ≦ｔ＜

得をもつ本制御器を用いれば，周波数偏差およ

１５ｓの区間では△Ｐ｡,＝t/500(ｐｕＭＷ)のランプ
負荷外乱が，また，１５ｓ≦ｔでは△Ｐ｡,＝００３

び連系線潮流偏差が大幅に抑制されるとともに，

(ｐｕＭＷ)のステップ負荷外乱が生じた場合の周波

４２００２４６８０２

』一一一一。

Ｃ●●●ｑ●●●の

(a）Responsesof△ｆI

０００００００ｌｌ

０００００００００

『ＩＣ『や定暉』つａ－Ｕ『】凸。

●●●■●●●●

１０００１１２２

０５００５０５０５

００００００００

【］。

一一一一一二

【ＩＣ一仁利

ロ０

００

(c）Responsesof△ＲＩＣ

『

●●●Ｃｅ●●●

００００００００

２２１１００００

「１つ「位孟エヨ旦一。△『

－一一一一一

●●●●●●■●

１０００１１２２

Ｎ］『

００００００００

『ＩＣ『■■

００

／１Ｊ

､，1，．，０２，．，，ヨロ．、、GＤｏＵＤロﾛ・ＵＩＪｂｕ」

上［Ｂｅｃ）

(b）Responsesof△ｆ２

(｡）Responsesof△ＰｃＩａｎｄ△Ｐｃ２

Fig3Responsesof△ｆ,,△f2,△Ｐ(1．ａｎｄ△ＰＣ

0０
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数偏差△f,，△Ｌ,連系線潮流偏差△Pue,制御
００００００００

『

されるとともに，これらの定常誤差および定常

０００００００

プ負荷外乱の場合と同様に，本制御器により，
周波数偏差および連系線潮流偏差が大幅に抑制

●●●●●■■

制御の応答を示している。本例でも図３のラン

丙１つ『■空軍一．旦一【已凸。

５の実線は最適制御の応答を，また，点線は無

５４３２１０１

入力△ＰＣＬ，△Pc2の応答波形を示している。図

ＵＤｌＯｏＤＤ２，．，，３０．ロ、４，．ＤＯＳ、、ｎｎＢｍ

リップルが除去されていることがわかる。

００

ｕｓｏｃ）

以上より，提案された本制御方式がランプ負

Fig.４ＳｉｍulationfOrrampload

荷変動を含む各種の変動に対しても，系統動作

disturbance（Ⅱ)．

の改善に十分有効であることがわかる。
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4．むすび

本論文では，ステップ負荷並びにランプ負荷

変動に対しても，定常誤差および定常リップル

を除去しうる－次ホールダをもつ，出力帰還の
LQI形負荷周波数制御器の設計法を提案した。
また，本制御器を再熱式火力システムより構成
される２地域電力系統モデルの最適制御に適用
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し，その有効性については，ランプ負荷変動を
含む各種の変動に対する周波数偏差および連系

線潮流偏差の時間関係図を用いて示した｡なお，

本制御器の特徴は，フィードバック信号に地域
制御誤差の祇算値，更に，その積算値を用いて
いる点，ステップ負荷並びにランプ負荷変動に
対しても，周波数偏差および連系線潮流偏差の
定常誤差および定常リップルを除去しうる点，
フィードバック信号に周波数偏差および連系線

潮流偏差の情報辻のみを用いている点にある。
また，本制御器は演算時間遅れおよびデータの

伝送に伴なう遅れを考慮して設計しているので，

実用的な－制御方式といえる。最後に，本研究
は文部省科学研究費奨励研究Ａの補助を受けた
ことを付記する。
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