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　　　　　　　　　by　Means　of　Series　and　Shunt　Braking
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－9uantitative　Comparisons　of　Effects　for　lmproving　Stability一

Yoshinori　SAToH　Ken－ichi　NisHiyA

Jun　HAsEGAwA　Toichiro　KolKE
　　　　　　（Received　March　31，　1975）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　　　Numerous　countermeasures　are　available　to　improve　the　transient　stabi！ity　limit　of　an

electric　power　system．　Among　them，　a　well－known　method　is　the　use　of　switched　series

capacitors　and　bral〈ing　resistors　during　and／or　after　a　short　circuit　fault，　which　has　been

studied　by　various　authors．　lt　is　reported　that　the　stability　after　connecting　the　braking

resistor　is　greatly　influenced　according　to　the　size　of　the　braking　resistor　and　the　time

for　removal　of　the　resistor　from　the　system．　Unfortunately，　only　a　few　studies　on　the

quantitative　eva！uatioR　of　these　two　parameters　have　been　made，　so　far，　in　spite　of　its

critical　effect　on　the　system　stability．

　　　Employing　the　stability　measures　for　｝imiting　the　magnitude　of　stabilizing　effect，

based　oR　the　Liapunov　function，　this　paper　considers　the　effect　of　the　parameters　when

using　series　and　shunt　braking　resistors　and　switched　series　capacitors　on　a　simplified

one－machine　infinite　bus　power　system．　lt　is　shown　that　the　relations　between　the　size

and　the　time　of　removal　of　each　equipment　can　be　determined　quantitatively　and　the

va1ue　of　the　optimum　size，　the　optimum　time　of　removai　and　the　criticai　time　of　removai

is　readily　evaluated．　A　quantitative　comparison　between　three　countermeasures　is

possible　by　comparing　the　magnitude　of　the　stability　measures．

最：近の電力系統においては，

　　　　　1．　緒　　　言

電源立地に対する制約から電源の遠隔化， 大形化の傾向が著し
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い一方，長距離大容量送電線の送電容量は通常過渡安定極限電力によって調約されるため，安定

度面からは上記の傾向に湖限を与えている。このため，過渡安定極限電力を増大し電力供給信頼

度向上を図ることが一層必要となっている。

　　各種の過渡安定度向上対策のうち，系統事故時に制動抵抗を投入することにより発電機の加

速脱調を防止する方式ぱ比較的古くから知られており，多くの研究が発表されている1）一8）。この

場合，制動抵抗の投入量と投入後の系統からの解列時間が安定度に大きく影響し，それらの値如

何によっては脱調に至る場合もあることが報告されている4），7＞。　しかしこれまでの研究では，投

入量と解列時間の適切な値について定量的に把握されているものは少なく，又その場合も計算が

複雑である上近似表示であるという難点がある8）。

　　本論文では，Liapunov関数に基づく安定度の測度（Stability　Measure）9）を導入することに

よって，直列及び並列制動抵抗方式，直列コンデンサの3方式について投入量と解列時間との定

量的関係を明らかにし，同時にそれらの最適値が容易に評価できることを示している。又，安定

度の灘度の大きさを比較することにより各方配餅の投入効果の定量的把握，及び3方式による安

定化の優劣比較も可能となった。

2．　安定度向上対策

　　電力系統の安定度問題は，発電機内部リアクタンスが小さい過渡領域と同期運転状態に対応

する定態領域，及びその中間の発電機制御系の応答を含めたいわゆる動態安定度の領域に分類さ

れ，安定度向上対策も各々について多少異なってい

る。図1の2回線！：機無限大母線系統における！回線　　男

故障時の安定条件は，図2を参照して等面積法により

次のように書くことができる。

gt　E＝t　cB　xl．　cB
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　　　X’s・1　一xc　lt，

　Es　Ko
．Ys　＝　X，i’＋Xt

X’d；痕軸過渡リアクタンス

　　　　　　　　　gXf；変筒口リアクタンス
．X’i．；線路リアクタンス

9；並列制動抵抗・

i（；直列制動抵抗

CB・　xL　CB

CB・
x

3φsじ

EltKO・

Po

1）

ハP犀A

1

1㍉πC

‘、

一　　一　　　一 一　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　一　　　一

　　　　　c

　　I

@　l

齒繝mう“B

1
B

．Y（’；直ダllコンデンサ投入容量

CB；しゃ1所器

図1　2回線1機無限大母線系統

∂り　　猟　　　π／2　　δ2

図2

　　電力根差角曲線

　A；2回線健全時
　B；故障継続中
　C；

2回線中1回線事故時の

故障除去後，1回線

　　　　　　　　　　　S：．i　（Pmc　sin　6－」1’o）　de　1　Sj．i　（Po－P，．B　sin　o“）　do“

　　このことから安定度向上に必要な条件は次のように集約できる。

　　i）安定極限電力を大きくする＝P，，、C，　PmBを大きくする。

　　ii）発電機入力を事故直後に減少させる　＝事故後にPOを小さくする。

　　iii）故障除去時間を短くする二δ1を小さくする。

具体的に適用される対策技術とこれにより改善される安定度をまとめて表1に示す。

　　次に直，並列制動抵抗，直列コンデンサによる安定度向上について述べると，

相差∫∫」

（1）



3 直，並列鰯動抵抗及び直列コンデンサ投入による電力系統過渡安定度向上について

　　　　　　　表1　安定度向上対策と改善される安定度
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　2．1　並列制動抵抗方式

　　過渡安定度向上対策として並列制動抵抗は故障除去後に投入され，発電機に抵抗負荷を与え

ることによって加速電力を吸収し帳面に至ることを防止するものである。図1の系統で故障除去

後に制動抵抗（コンダクタンスg）を投入した場合の送電端有効電力は次式で与えられる。

＆一 蝟�普{姻7薦窯館萄μ（・＋・），・一㎡（殺窯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

　2．2　直列制動抵抗方式

　　直列棚動抵抗も又，事故事に短時間投入することにより発電機加速電力を吸収するものであ

るが，並列抵抗方式と異なり故障除去以前に投入することが可能である。すなわち，並列抵抗方

式は故瞳抵抗が小さい場合故障除去以前の投入は再び接地故障を起すことになり得るので危険で

あるが，直列抵抗方式は，事故発生後通常の系統保護動作に先行して直列抵抗を発電機主回路中

に投入し，事故時の故障電流を消費することに特徴があり，並列抵抗方式に比べて短時間の投入

によっても十分な効果が得られ投入量も少なくて済むとされている14＞。図1において直列制動抵

抗投入時の送電端有効電力は次式となる。

　　　　　　R環　　　　　　EsEn
P・・’　＝＝ q閑笈犀）獅噛認：買：姫苅r・i・（δ一〇）・o＝＝t・n－1（RIX）（轍後投入方式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

故障除去以前に投入した場合の送電端有効電力は，故障インピーダンスを零とすれば（3）式から

容易に解るように次式で与えられる。

　　　　　　　　　　　　　恥一打融暇妨式）　　　（・）

　2．3直列コンデンサ方式

　　電力系統において直列コンデンサは，すでに

　　i＞電圧降下又は電圧変動率の改善

　　ii）長距離送電線の送電容量及び安定度の増進

　　iii）ループ系統の電力潮流分布の㈱御
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　　iv）力率改善

等を目的として定常時の運用に供されている。ここでは，常時はスイッチを短絡しておき，系統

にじょう乱が生じた時これを開放して補償度を増し安定極限電力を増大させるいわゆるスイッチ

ド直列コンデンサ（Switched　Series　Capacitor＞11＞・12）を対象とするが，原理は常時投入されてい

るものと同じである。直列コンデンサ投入時の送電端有効電力は図1の系統では次式で与えら

れる。

　　　　　　　　　　　　　　　］P・・r一澱慧㌶・…

従って，投入前に比べて送電容量は同一相差角の下で，

　　　　　　　　一譜1㌦「呈K，K鷲桑）ζ㈱償度）

すなわち1／（1－K）倍となり安定極限電力が増大する。

（5）

（6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　3．　安定度の測度

　3。1　モデル系統に対する安定度の測度

　　図1のモデル系統に対する電力動揺方程式は付録i）～v）の仮定の下で次式で表わされる。

　　　　　　　　　M夢＋D審一興塩・i・・，P…b－E，E，・Y、2　　（・）

　　　E1∠δ；発電機内部電圧，　E，∠o；無限大母線電圧，　Y12∠（一π／2）；短絡伝達アドミッタンス

直，並列制動抵抗，直列コンデンサ投入時には，（7）式右辺第2項がそれぞれ（2）式，（3）又は（4）

式，（5）式で表わされ，（7）式右辺の意味する加速電力が減少することになる。

　　モデル系統の安定平衡点（δs，0）及び不安定平衡点（δu，0）ぱ簡単に次のように求まる。

　　　　　　　　　　　　　6S　＝　sin　ww　1（Pm／Pem），　（；”　＝zum　6S　（8）

L玉apunOV関数を

　　　臨瞬誓＋漸［P・　（s・一謝濡憂一町一一）］・一・一e・一（・）

とすると，事故除去後の系に対する漸近安定領域の境界を与えるLiapunov関数の値は次式で与

えられる。

　　　　　　　　　　　　y…一［2ザPぎ。一．P訂一P，。（π一2δ・）］／M　　　（・・）

従って安定度の測度ξは次式となる。

　　　　　　　　　　　争訓恥・・一酬聯珈・一一）1　（、、）
　　　　　　　ξ＝レ　　［2VJ）2糀一P霧b　－1『nゐ（π一一　2δs）］／M

　3．2過渡安定度向上の概念図

　　図3の位相平面図はモデル系統における故障時及び対策時の軌跡を示したものである。この

図において，故障中系は軌跡“0－D”上を移動する。B点はこの軌跡がV’一　Vm。x．とに達する点

で，この時の時間が臨界故障除去時間T。，であり，T。，以内に故障を除去すれば系は安定領域内

にとどまる。“A－E－F－G”はA点で制動抵抗等を投入した場合の軌跡であり，投入時間によって

は過渡の減速効果によって安定領域から脱調に至ることが解る。そのため適当な時間丁。ffに解列
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する必要があり，G点における時間丁。ff，。，は，こ

れ以上投入を続けると系が安定領域外に至る解列

時間，臨界解列時間である。又E点における時間

T。ff，。ptはξの値を最大にする解列時間であり，こ

れを最適解列時閥と定める。軌跡“C－H－1”はTer

を過ぎてからの投入によって系が安定領域に移され

る例，又軌跡“D－J”は対策による安定化効果が得

られない例を示している。

　3．3　過渡安定度向上効果の定盤的評価
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図3　モデル系統の位相面軌道例
　　（付6）式又は（11）式から解るように継続故障の

場合，Liapunov関数V（x，ω）の単調増加の性質によりξは時間に関して単調減少関数となる。

又制動抵抗あるいは直列コンデンサ投入等の対策時には，ξは評価時点のδとωの値に依存して

極値を持つことになる。直，並列制動抵抗，直列コンデンサの各方式毎に解列時間T。ffと投入量

をパラメータとして，（付6＞式又は（1！）式によりξを計算し，ξと解列時間，ξと投入量の関係を

求めることによって次の諸将が決定できる。

　i）各投入量に対してξを最大にする意味で，最適解列時閥Toff，。pし及びその時のξの値

　ii）不安定となる場合は臨界解二時二丁。ff，cr

　iii）各方式毎の，ξを最大にする意味で最適投入量及びその時のξの値

更に，ξによって上記3方式の比較を行なう場合次の2つの観点が考えられる。

　i）各方式毎の最適投入量投入時のξの最大値を比較する。

　ii）各方式毎の最適投入量投入時の同一

　　解列時間におけるξの値を比較する。

i）は投入による安定化の効果をその大きさ

から見るものであり，ii）はその持続性又

は制御シーケス上の下半の観点に立つもの

である。

4．1機無限大母線系統における

　　シミュレーション

　4．1　シミュレーションの概要

　　1）モデル系統は付録i）～v）の仮定が

成り立つような図1の2回線1機無限大

母線系統であり，故障前2回線送電中！回

線送電端での3桐短絡接地故障を想定して

いる。

　　　　　　故障除去
故障発生　 投入　　　解列

一］
P　ltsilliiilQllp“zztw，一・　一（iww＋wai）　i　＠　silgpt’一rm－

T＝＝O　ON　OFF　　　　　　　　　　（1時点ずつ評価）

　　　　図4　制御シーケンス
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俺
門s

，～＝譜σ一〇

7b∬
F

G　γb〔f．．，

’

」

　　START

cATAの誌み込み

アドミタンス・マ｝リクス作成；y尺YC
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@　　漸近安定領域の境界；Vm似

@　初期価設定；丁田0，Yy－y1ノ

ルング漏クヅタ＝ギル法による

@　動描方程式の計．算
　　　　　，　宙　r

A三一ミ・

丁課丁＋」7〒　　　　　出　　　力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　κ
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図5　概略フP一チャート（並列制動抵抗ク）例）
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　　2）制御シーケンスは，故障回線除去後直　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛raed）
ちに制動抵抗又は直列コンデンサが投入され，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，0
一定時間後に解列した後1回線で送電を継続す

るものとした。このシーケンスを図4に，計算

の概略フpa　一チャートを図5に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LO　　3）3方式の比較は上記2）のシーケンス

に基づくいわゆる事故後投入方式について行な

い，直列制動抵抗の事故時投入方式については

別個にシミュレートした：。　　　　　　　　　　　　0

　　4）直列コンデンサは線路への投入位置に

よりその効果が異なるが，シミュレーションに

際しては適切な位置に投入されるものとしてこ

の影響を無視し，投入量は線路リアクタンスに対する

補償度で100％まで模擬した。

　　5＞制動抵抗の抵抗温度特性は無視した。

　4．2　シミュレーションの結果

　　3方式の安定化効果を見るために，各方式の特徴

が顕著となる臨界故障除去時閥T，，の前後2時点につ

いてシミュレーションの結果を述べる。尚計算の結

果，モデル系統の臨界故障除去時間はTcrxO．2！秒で

あった。

　　4．2．1　故障除去時間一・・O．20秒の場合

　　図6に並列制動抵抗方式の相差角動揺状況を，

図7にξと解一時間の関係を投入量をパラメータとし

て示す。この場合，投入なしでも系は安定であり，制

動項の寄与によりξは漸増してt→∞でξ一LOに至

る。G・・4．0を例にとると，約0．25秒でξは最大とな

り054秒を越えて投入を続けると解列後の系は不安

定となる。図6では脱写する結果になっているが，安

定になり得る解列時間があり，その値が具体的に求め

られる。又投入からT。ff，c，までの時間が最も長いG－

3．0の場合が，制御上の裕度からは望ましいと言える。

SH．R；並列制動撚抗

　G；投入量（P．u．）

SH．　R　ON

　Step－out

G碍4．0

G謂3，0

　GロO

　G置1．0

　　σ茜2．0

（、二、）
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図6　相差角動揺曲線（並列制動抵抗）
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図10　ξMAX投入量（故障除去
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　　図8，図9にそれぞれ直列制動抵抗，直列コン　　　o．5

デンサの解二時閻によるξの変化を示す。以上3方　　　ξ

式における各投入：二三のξの最大値をξMAXとして

プロットしたものが図！0である。又図11には各
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
方式の最適投入量投入時のξの時間変化を示した。

1両図から各方式の最適投入量，最適解列時間，投入

効果の方式による違い，一定時間後の投入効果等の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一〇．5把握が可能である。

　　故障除宏時間0．20秒について3方式を比較評

微を有するので，直列コンデンサ方式が有利と言え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eFF一一一：・，：一…よう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O．：1　O，・

　ii）並列制動抵抗方式は，単位投入量当りの安定

化効果は小さいが，ある時間まではその効果が解列　一；．。i

時間によって左右されない二二を持つので，御制シ　　L

一ケンス上有利であろう。

　　図12には，並列制動抵抗の場合について，　ゲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛rad），T。ff，。P，　T。ff，，，，　T。π，c．より遅れた場合の3ヶ一一ス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L．O／
の解列後の相差角動揺曲線を示した。

　　4．2．2故障除去時間一〇．22秒の場合

　　この場合は故障除去時点で系は漸近安定領域外

にある。図13～15及び16，17にはそれぞれ，並列

制動抵抗，直列制動抵抗，直列コンデンサ投入時の

相差角動揺曲線及びξの時間変化を示した。図から

解るように，並列欄動抵抗は投入時期が遅れると安

定化効果がないが，直列豪気抵抗と直列コンデンサ

は投入によって系は安定領域に引き込まれ，投入：量

にも最適値がある。

・；痕列コンデンナ；O．LO　p．　u．

‘；直ダU郭瑚動抵1充；0，4P．　u．

・；並ダU寵王動担…打‘；2．OP、u．

O．2　O．3　O，4　NXO．5　O．6　LX　O．7　O．8

t　｛see）

図11　ξ一Switching　Time（最適投入量

　　　投入時）

図12　相差角動謡曲線（並列制動抵抗）
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ドぱ @　ロ　　コ　　ハ　　ロ　　ロヒ　　　　　ゆビア　　　　　　　　　　　　　　　　

1礁三三轡㌃（圃＿＿…．．1
　　図13　並列制動抵抗投入による相差角

　　　　　動揺曲線及びξの時間変化

　　　　　　　　　図18は投入量によるξMAXの変化，図19は直列制動抵抗と直列コンデンサ

の最適投入量投入暁のξの時間変化を示す。故障除去時間0．22秒について，直列制動抵抗，直列

コンデンサを比較したものが表3である。まとめると，

　i）並列調動抵抗は投入時期が遅れると，投入量を増加してもあるいは投入時間を長くしても

安定化効果は得られない。

　ii）直列綱動抵抗と直列コンデンサは，この場合もほぼ類似した安定化特性を持つ。

　iii）単位投入量当りのξMAXの値は，直列コンデンサ〉直列制動抵抗となり，　ii）から前者が有

利と言えよう。

　　4．2．3　直列制動抵抗の事故時投入方式

　　先に述べたように，直列鋼動抵抗は事故中の投入が可能でありこれによって大幅な安定度向

上が期待できる。故障発生後。．06秒（3サイクル）で直列制動抵抗を投入した時のξの時間変化を
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図17　ξ一Switching　Time

　　　（直列コンデンサ）
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表2　3方式の比較（故障除表【噂間；0．20秒）

並列制動抵抗

鷹列制動抵抗

直列コンデンサ

最適投入量
　（p．u．）

2．O

O．4

0．2

ξmaxの最大値

e．2386

0．3951

0．4256

Tefr．opt

（sec）

O．52

0．32

0．30

7”off．cr

（sec）

gmax／p．u．

O．67

0．48

0a45

O．477＊・

O．988

2．128

＊：投入抵抗分で計算した値

　　　　　　　　　　　表3　3方式の比較（故障除去時間；0．22秒）

鷹列制動抵抗

直列コンデンサ

最適投入量
　（p．u．）

O．4

0．2

ξmaxの最大値
Tbff．。Pも

（sec）

O．217

0．250

O．35

0．34

Teff，er

（sec）

6max／p・u・

O．48

0．45

O．543

1．250

　　並列側動抵抗は安定化効果なし

図20に，又図21には投入tw　R　一〇．1の場合について解列後の相差角動揺状況を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．　結果と結言

　　結果をまとめると次のようになる。

　　！）単位投入量当りの安定化効果の大きさの点からは，直列コンデンサ方式，直列制動抵抗

：方式，並列制動抵抗方式の順に優れている。

　　2）制御シーケンス，特に解列時間に対する裕度の点からは並列制動抵抗方式が優れており，

直列制動抵抗方式と直列コンデンサ方式はほぼ類似した裕度を持つ。

　　3＞投入時期に対する裕度の点からは，並列制動抵抗方式が投入時期を過ぎてからでは効果

がないのに比し，他の2方式は投入時期がある程度遅れても効果がある。

　　4）直列制動抵抗の事故時投入方式は，短時間投入，微少投入量で十分な安定化効果が得ら

れる。

　　以上，安定度の測度を適用することにより，過渡安定度向上対策としての3方式の比較，評

価並びに各方式の特微が把握されたが，今後の課題としては多機系統への適用，発電機制御系を

含めたモデル系統への適用等が残されている。

　　尚，計算はすべて北海道大学大型楽舞機センターのFACOM　230－60を使用したことを付記

して，謝辞にかえたい。
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　　　　　　　　　　　　　　付録　安定度の測度の導出9＞

i）過渡リアクタンス背後電圧は故障中一定とする。

ii＞故障中の発電機機械的入力ぱ一定とする。

iii）制動トルクは回転子角測度に比例するものとする。

iv）回転子回路鎖交磁束ぱ不変とする。

v）自動電圧調整器，調速機等の発電機制御系の応答は無視する。

　以上の仮定の下で，n機系統における第i番Rの同期機の運動方程式は次式で与えられる。

払額＋Dが豊野一」P，，、i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　フム　　　　　　　　　　　P，i一鰯α汁ΣE，Eゴ瑞COS［三一（Oi一δj）1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ難

この系統に対するLiapunov関数Vは次式で与えられる。

v（（；b　O“2，　H”，　ti；t）　Cel）　a）27　”“）　CO7t）一 o青嘱＋（E書G…脇一・謬）｝

　　　　　　フし　ユ　　　
　　　　　＋Σ　Σ
　　　　　　k・’・1ゴ・鵬ん十1

i　m一　1）　2）　．．．）n

（付1＞

（付2＞

　　　　　　　　　　　環串・【…（・9s一・；・）一…（・・一・・）］測…（・2一・S・）一…（砺一・・〉］｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（付3）

安定平衡点（δ1，δ塁，…，69，，0，…，O）及び不安定平衡点（δY，遼，…，翻，0，…，0）の算出についてはいろ

いろ議論があるが長谷川によれば，それらは次式の解より得られる。

　　　　　　　　　　　　　れ

　　　　　鷺∴鷺鋤∵∵∵回｝　

漸近安定領域の境界を与えるLiapunov関数の値Ym。xは，（付3）式に安定平衡点に最も近い不

安定平衡点の値を代入して得られ，次式になる。

　　VmaX　＝　V（δ，u，δ琴，…　，δ憂，0，一・，0）

　　　　　一急（E：G，，一Pvbi）（・ト・§曙、皇1現串・［…（・2一・S・）一一…（・洲

　　　　　　＋α・［…（・2・・一・・2・）・一…（・2一・｝i）］｝　　　　　（付・）

故障中の系の軌跡上で，ある時間’、、，に評価した故障除去後の系に対するLlapunov関数の値を

V、wとすれば，安定度の測度ξは次式で定義される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・司一鑑　　・　　（付・）
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ここで定義された安定度の測度は以下のような特微を持っている。

　i）安定平衡点でξ＝1，V臓x上でξ繍0の値を取る。

　ii）Vm。。で正規化された無次元量であり，系統の複雑さ等に関係なく安定な系に対しては，

1≧ξ＞0の範囲の値を持つ。

iii）ある1時点におけるξの値を評価することにより，その時点以後の系の安定判別を行なう

ことが可能である。

1脇；発電機慣性定数

．P，，，i；機・械的入力

Ei；発電機内都誘起電1王

（Vi．；角速度

　　　　　　　D，

　　　　　　　Pei

　　　　　　　　6i

Yiゴ∠θiゴ　＝　Giゴ＋jB乞ゴ

　　　　　　　Oiゴ

・制動係数

・電気的出力

・内部誘起電圧位相角

’短絡伝達アドミタンス

’アドミタンス角


