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北海道大学工学部研究報告

第79号（昭和51年）

Bulletin　of　the　Faculty　of　Englneering，

　　　Hokkaido　University，　No．　79　（1976）

電力系統動的状態推定

Trend－Factorの導入一一

西谷健一鯨長谷川　
淳；v“

　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和50年9月30日受理）

小池東一郎一’（一

Electric　Power　System　Dynamic　State　Estimation
　　　　　　　　　　　　　Introduction　of　a　Trend－Factor

　　I〈en－ichi　NlsHlyA，　Jun　E［AsEGAwA　and　Toichiro　KolKE

　　　　　　　　　　　　　　　（Recelved　September　30，　1975）

Abstracも

　　　Recently　many　studies　have　been　carried　out　regarding　state　estimation　problems　in　an

electrical　power　system．　ln　the　majority　of　these　studies　the　static　state　estimation　technique

based　on　the　weighted　least　square　criterion　have　been　used．　ln　designing　a　dynamic　state

estimator　a　diMculty　exsists　；　namely　the　formulation　of　the　time－behavior　of　the　state　vector

is　problematic．

　　　Generally，　state　variables　consist　of　sustained　components　and　fringe　components　as　scftme

as　the　load　demand．　ln　this　paper，　from　a　standpoint　that　we　would　grasp　the　tendency

of　the　state　variation　accurately　rather　than　the　actual　value　of　the　system　state，　a　method

of　estimating　the　sustained　components　alone　was　discussed，　which　differs　somewhat　from

the　conventional　state　estimations．

　　　In　order　to　attach　importance　to　the　past　tendency　of　the　state　vector，　a　trend－factor　is

introduced　into　a　simple　dynamic　model　proposed　by　Debs　et　al．，　in　which　they　considered

the　change　of　the　state　vector　as　a　Gaussian　system　noise．　As　a　result，　the　covariance　matrix

of　the　systein　noise　is　held　at　a　small　value　and　it　was　expected　that　the　accuracy　of　the

estimator　would　be　improved．　The　trend－factor　is　evaluated　from　the　latest　two　estimates

and　the　Kalman　filter　is　applied　to　the　state　and　observation　equation．

　　　An　example　using　a　5－node　model　system　shows　that　introduction　of　the　trend－factor　is

effective　especially　when　the　change　of　the　state　vector　is　large．　But　this　technique，　proposed

by　the　authors，　has　a　drawbacl〈　in　that　the　estimation　is　delayed　when　the　tendency　of　the

state　vector　changes　suddenly．　The　means　of　solving　this　problem　will　be　given　in　another

paper．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　緒　　　　　言

　　近年，電力系統の大規模化に伴い系統の運用・翻御はますます高度化し，大型計算機を中核と

したいわゆる“総合自動化”が強力に推進されてきている。総合自動化に当っては各種計算論

理の開発が不可欠であり，各方面での努力により着実な成果を得ているが，これらの論理を実運

用に適用する場合には，その基礎となる入力情報が常時正確に把握されていなけれぽならない。
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もし不正確な入力情報に基づいて制御を行うならば，制御の目的を達することができないばかり

か，場合によっては電力系統に不必要な擾乱を与え重大な事故の原因ともな：ろう。

　現在電力系統の状態推定画題卜3）に関して，系統構成の検定（Detection）・同定（ldentification）

問題12’13），パッドデータの検出問題14・I」）及び階層ili勺構造（Hierarchical　Structure）を持つ推定器

（Estimator）の構成問題監6・17）を含め，多くの研究が発表されている。それらのほとんどは現時点

の観測値だけから系統状態を推定しようとするいわゆる静的状態推定法（Static　State　Estimation

Method）を採用しているが4－11），高精度の推定器を構成するにはかなりの冗長性（Redundancy）

を必要とする等の欠点がある。そこで，過怠の情報をも考慮に入れ状態追跡（Tracking）を目的

とした動的状態推定がいくつか試みられている18－26）。

　電力系統の動的状態推定には，状態変動が不規則変化であるところの負荷変動によって決定さ

れるため，正確な遷移方程式を得ることが不可能である上に状態変数がブリンヂ分を含むという

特微がある。状態追跡に対してマルコフ推定を拡張して適用することにより遷移に関する定式化

を避けているTracking　SSEと呼ばれる手法もあるがle），上述した特徴を持つ状態変数に対す

る遷移モデルをどう構成するかが大きな問題となる。Debs下等は，状態変数の変化量を系の外

乱として考慮し，ある時点の状態値は前時点の状態値にその外乱が加わったものと考える手法を

提案している19）。その後筆者等はこの方法による詳細なシミュレーション結果を報告した26）。又

負荷変動のサスティンド分が前もって予測できる場合には，Nominal　Pathに基づいて遷移方程

式を定式化する手法も提案されている20）。

　本論文では，負荷パターンが全く不規則な場合を想定し，従来の状態推定とは多少考えを異に

するが，プリンヂ分の影響を受けない状態変数のサステインド分のみを推定する手法を検討して

いる。状態変数の遷移に関してはDebs三等の定式化にTrend－Factorを導入し，カルマン・ブ

イルタ理論27）を適用して推定理論式を得ている。更に簡単なモデル系統を用いたシミュレーシ・

ソで，この手法が特に状態変数の変化量が大きな場合に有効なことを示している。

2．　動的状態推定の定式化

　　2．1　状態変数ブリンヂ分の扱い

　電力系統において状態変数は，通常すべてのノードにおける電圧の大きさと位相角であり，1V

母線系統に対して

　　　　　　　　　　　　　　x＝［V．　V，．”，　V．，　0，．“，　0．］T　a）

なるn・・＝（2N－！）次元ベクトルとなる。尚ノード！は基準母線（Reference　Bus）でありその位相

角は零であるとする。

　さて動的状態推定を遂行する際，系統の動的な振舞を記述するために上記状態変数に関する遷

移方程式が必要となる。しかし，電力系統の状態変

動は系統への入力と考えられる負荷変動により決定

され，しかもその負荷変動は図！のようにある平均

値と分散値を持つ不規則変化である。もちろん合間

の負荷パターン（サステインド分）は一応一定と見

なせるが，一般には，あるいは特に短時間の状態追

跡に対しては，サステインド分すらも未知の全くの

／サステ慨

プリンヂ分

図1　負荷変動

r］tsy一

不規則変化と考えざるを得ない。従って電力系統の状態変動は，証確に遷移方程式で表現するこ

とが不可能であり，又負荷変動と同様ブリソヂ分をも含んでいる。
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　現在までに行われている電力系統静的状態推定等は，このブリソヂ分をも含めた状態変数の三

値を推定しようという立場をとっている。しかし．、電力系統の信頼度制御（Security　Control＞等

各種の制御に対するデータベースを得るという臼的からすると，ブリンヂ分の影響を受けないサ

スティンド分のみを推定する手法の開発も必要と思われる。すなわち，系統状態の瞬時瞬時の三

値そのものではなく，状態変動の傾向をより適格に把握しようとする立場である。このために，

状態変数の真砂ゴをサステインド分κとプリンヂ分κ∫に分解して考え，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　xt＝．，；v十xf　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

のように表現すると，この立場は結局，ゴではなくκに対して動的状態推定を行おうとするも

のである。

　　2．2遷移：方程式
　正常な運用条件’下の電力系統が準静的状態（Quasi－Static　State）セこあると見なしDebs氏等の

定式化に従うと，次の離散型遷移方程式が得られるtg）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Xk＋1＝　Xk　一F　Ak　　　　　　　　　　　　　　　（3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　dk1iilXk＋、、一一、Xk．　　　　　　　　　　　　　　　（4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たへユここで初期時刻をto，第le番1ヨの時間間ll簡を∠砿1とすると，時刻（ち＋Σ4ち）に1二貝当する時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iu・O
閥サンプルを々で表わしている。轟は一般には’の関数である。状態変数変化量ベクトル

∠たは未知：鐵でありその確率分布も一般には未知であるが，これをガウス分布を持つ確率変数ベ

クトルWkに置換すると（3）式は次式となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Xk・1－1＝：Xk十Wk

尚Wltは次のような統計的性質を持つものと仮定する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E｛lvk｝＝O

　　　　　　　　　　　　　　　　cov｛lv，｝　＝E｛whwl’｝　＝Q，

　　　　　　　　　　　　　　　　E｛ipkiv7｝　＝＝　e，　fe　：ts〈　l

　　　　　　　　　　　　　　　　Qk　＝　a2　（dtk）2　diag　｛r；・｝

　7’iは’i番日の状態変数サステインド分の最：大の変化勾配であり，次式で定義される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・一m訓髭

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

ここでdk，　iはdkのi番目の要素である。実系統でriは過去の実績記録より決定し，又パラメ

ータαの撹はオフラインで決定しなければならないQ

　　2．3観測方程式
　観測変数は，各送電線両端での有効無効電力潮流，各ノードにおける有効無効注入電力及び各

ノードにおける電圧の大きさ等であり，例えば電力潮流は状態変数を用いて次式で表わされる。

　　　　　　　　　　　7㌃ゴ＝γ・γゴ鶏…（”・一〃ゴーψ・ノ）一U欝｝喬ゴ…ψ・ノ　　　　　（1！）

　　　　　　　　　　　α戸y∫y／Y・ゴ・in（ei一θゴーψり）＋ylγ・ブsinψ・ノ　　　　　（12）

ここで7「∫♪ひノはノードiからノードブへの有効無効電力潮流であり，又yfノ，ψ∫ノはノード乞

からノードブへの伝達アドミタンスの大きさと位相角で，実際のアドミタンスを蛎とすると

　　　　　　　　　　　　　y弓＝｝Zf，εゴψ’ゴ＝｝／方＝一つ｝∫ゴ，　　　iキブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（！3）

となっている。

　さてた時点の観測変数を77z次元ベクトルZkで，観測に伴う雑音を77z次元ベクトルVkで

表わすと，Xkと畷の関係は次のように書くことができるQ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　zk　＝h（xX）＋vk　（14）
　（14）式は観測方程式と呼ばれ，h（xt）はm次元非線形関数ベクトルである。又雑音Vhは次

式のようなガウス分布を持つ白色雑音のベクトルと仮定する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E｛vk｝　＝O　（15）
　　　　　　　　　　　　　　　　cov｛vfe｝　＝E｛vkvX｝　＝：Rk　（16）

　　　　　　　　　　　　　　　　E｛v，v；｝　：O，　fe　〉〈1　（17）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rk＝diag｛ak？i｝　（18）
ここでak，　iはi番唱の観測雑音の標準偏差値であり，又VfeとWlとの間に相関はないものとす

る。尚この定式化においては各時点の観測変数の種類，数及び順序は不変としたが，これらが異

なる場合に対する拡張も容易である。

　次に（2）式を（14）式に代入すると

　　　　　　　　　　　　　　　　　z，＝　h（x，十xD十v，　（lg）
となるが，一般にX｛はXleに比べて非常に小さいと考えられるので，非線形関数h（xt）をXk

のまわりで展開し2次以上の項を無視すると，

　　　　　　　　　　　　　　　・・一h（・・）・震L帯下　　　　　　（・・）

となる。更に上式右辺第2項を観測誤差として考慮するためにVkに含めると，次式が得られ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　zk＝h（xk）＋vl，　（2！）
ここで，状態変数のブリンヂ分噸も負荷変動のブリンヂ分と同様にガウス分布を持つ白色過程

と仮定すると，vkは（15）～（18）式と同様な統計的性質を持つ確率変数と考えることができる。

但し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　co▽｛o庵｝需R為　　　　　　　　　　　（22）

であり，（22）式を（16）式と比較すると分散値のより大きな観測雑音が乗っているだけである。

結局（5）式の遷移方程式と（21）式の観測方程式に対して，動的状態推定を実行することにな

る。以後記述の煩雑さを避けるため，爆と罵の’は省略する。

　　　　　　　3．Trend－Factorの導入とカルマン・ブイルタの適用

　前章における遷移方程式の定式化の際，系統状態は準静的状態にあると仮定している。その理

由は，状態変数の変化貴dhが大きくなるにつれ（3）式自体が意味を失い，更に状態変数をサス

テインド分とブリンヂ分に分けることの意義も曖昧になってくるからである。推定計算の上で

は，dleの拡大に対応してωkの共分散行列Q，の値を大きくすることにより，遷移方程式を軽

視する結果，過去の履歴に無関係な観測値にのみ依存する推定値に近づくことになる。仮にQ，

の値を強制的に小さくしたまま推定を行うと，逆に実際の状態変動を無視して遷移方程式を尊重

することになり，推定値が悪化する。

　一方，（21）式の観測方程式には実際の観測雑音の他にxfの分が誤差として含まれており，　v

の分散値が大きくなっている。結局，観測誤差が相対的に大きくなったことからも推定精度の悪

化が考えられ，より精度の良い遷移方程式のモデル化の必要が生じてくる。

　そこでこれらの問題点解決のため，過去2時点前から1時点前への傾向を重視するTrend－

Factorを遷移方程式中に考慮する28）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　Xk＋i＝Xk十Ck十Wk　（23）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図3　シミュレーションのフローチャート

ここでCkは，図2のように（ん一1）時点とん時点の推定値から評価し，推定値をくを付けて表

わすと，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・一菰［賊一・］　　　　（24）

となる。このTrend－Factor　Ckの導入によって，状態変数の変化量Akが大きな場合にも，ωk

を小さな値に保持でき，推定精度の悪化を防ぐことが可能となる。

　さて以．1：をまとめると次のようになる。

　　　　　　　　　遷移：方程式　　Xk＋1＝Xk十Ck十ωk　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）　　　　　　　　　｛

　　　　　　　　　観測方程式　　Zk＋ユ＝h（Xk＋ユ）＋Vk＋、　　　　　　　　　　　　　　　　（24）

　　　　　　　　　　　　　Ckの評価　　；（24）式

　　　　　　　　　　　　　ωkの共分散行列；Q々

　　　　　　　　　　　　　Vkの共分散行列；Rk
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非線形関数h（x）をあるx．のまわりで展開し2次以一Eの項を無視すると，次式が得られる。

　　　　　　　　　　　　Zk＋i－h（Xr）＝3“’：lt”　1．＝．．［xle＋i－xr］　H一　vk－n　（25）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x＝Xr
　推定理論式は（23＞，（25）式にカルマン・ブイルタを適用することにより得られ，次の一連の

式となる。

Xk＋111e＝Xk十CJe

Ppm［k＝；Plt十Qk

Kk＋、＝　Pk＋珈π』［Rfe　＋　H’k＋、Pた＋、IJ、　Hrぼ＋、コー1

」ek＋1　＝　Sk÷1　f　k　＋t一　11（k　F　l［Zie＋1一　h（foJe　＋11k）　1］

Pk＋，＝［lr－Kfe．1rrk＋，］Pk＋ilk

峠窒1無、（ヤ・ビヤン行列）

Sk　　；ん時点の推定値

姦＋1i、le；le時点の推矧直に基づく（k十1）時点の予測／i薮

Pk　；島の共分散行列（推定値共分散行f”ij）

1）fe一｝一Ilk；轟＋、lleの共分散行列（予湖値共分散行列）

Kk　；k時点のカルマン・ゲイン

（26）

（27）

（28）

（29）

（30）

（3！）

ここでHieはk時点の予測値で評価している。シミュレーションを実行する際のフローチヤーー

トを図3に示している。観測値を一括処理するためには，（28）式中の逆行列の計算を避けられな

いが，観測値を1個ずつ処理するシーケンシャル・アルゴリズムを採用すれば，この逆行列演算

を避けることができ，大幅な計算時聞短縮が可能となる。又，観測値のサンプル時刻に差がある

場合への本方法の拡張も容易となる。尚シーケンシャル・アルゴリズムについては，付録を参照

されたい。

　　　　　　　　　　　　　4．モデル系統への適用結果

　　／4．1　シミュレi・…ションの概要

　1）モデル系統は図4に示した5ノード7ブランチ系であり，基準億線はノード1である。各

送電線の定数は表1に示してあるが，x／Rは3となっている。尚送電線の対地容量は無視して

いる。

　2）状態変数は母線電圧の大きさと位相角計9個であり，観測変数は全ノードにおける有効無

G

1

2

3　　　i1

1

3 ti

6

7

G

2 5 or

表1　線路アドミタンス

…チ1・一・肩　　　　　　　　　1アドミタンスの大きさ
　　　　　　　　　Irww．．uama．（puu．）

1

2

3

4

5

6

7

！－2

1－3

2－3
．？．一4

2－5

3－4

4－5

15．8114

3．9528

5．2705

5．270ro

7．9057

31．6228

3．9528

図4　モデル系統
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表2　．初 期 値

電圧の大きさ （P。u．） 位　　相 角 （rad．）

ノード

初期推定値 初期Trend
｝ 一　L

炎﨎?定値 初期Trend
1

2

3

4

5

1．05990

1．04！17

1．01847

1．01726

1．01269

一〇．OO12

－O．0024

－O．0024

－o．eo27

o．o

－O．0381O

－O．06909

－O．07374

－O．08581

一〇．OO19

－O．0035

－O．0037

－O．0044

効注入電力と全送電線両端における有効無効電力潮流計38イ1酎である。

　3）状態変数は一定の割合で直線的に変動するものとし，状態変数及び観測変数の真値は直線

の負荷曲線からガウスザイデル法による潮流計舞29）で求めた。

　4）　互に独立と仮定した観測雑音は指定した標準偏差値を持つ正規乱数で模擬し，観測変数真

値に付加して観測値を作成したQσの値は真弓の5％とした。

　5）　観測値は各時点すべてが同時に取得されるもの（Snapshot）とし，時点数は20，シミュレ

ーションは各ケース20回行い，その平均推定値と標準偏差を求めた。

　　4．2　状態変数の変動モデル

　前節で述べたように状態変動は直線的なものとしたが，これを図5と図6に示す。図を見て解

るようにこのモデルでは，ノード！の電圧の大きさの時間変動が他ノードのそれに比べて遙かに

小さい。そこで，V，に関してはTrend－Factorを考慮しなかった。すなわち，遷移方程式は次

のように書き変えられる。

　　　　　　　　　　　　　　｛lll：：離絵∴婦。、一9　　（32）

　（32）式に対応して，ωkの共分散行列Q，に含まれる最大の変化勾醜rも次式のように修正

した。

　　　　　　　　　　　　　　　　・1一・・［鷺x劇
　　　　　　　　　　　　　　　嚥／＿　　㈹

尚本手法との比較のために，Trend－Factorを用いない従来の方法でもシミュレーションを行っ

0（rad・〉

一〇．06

V　（p．　u．）

　1．04

1，02

1．00

O．9B

O．96

一〇．10

v，

Vs

Vi

V3

／　vt・

一〇．14

一〇．Ie

e，

Os

02

03

　　　5　le　15　k
図6　状態変数の変動モデル（位相角）

　　　表3初期共分散

　　　　　　5　IO　15　k
図5状態変数の変動モデル（電圧の大きさ）

行列　の　要素

電圧の大きさ×電圧の：大きさ

電ffの大きさ×位　相　角

位相角×位相角

値

2　×　10一一5

1　×　！0－5

5　×　10一一6
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たが，その際は（！0）式をそのまま採用した。

　　4．3推定結果
　！）推定を開始する際の初期推定値は時刻ち）に二おける下値とし，Trend－Factorの初期値も前

時点の真子を用いて計算したが，それらを表2に示す。

　初期共分散行列については，第1時点の予測値共分散行列にQeが含まれるからPo＝Oとし

ても推定は可能であるが，その場合には推定値共分散行列の収束が遅れることが知られている26）。

この収束過程は過渡的状態と解釈すべきであり，推定器の性能評価の際には推定値共分散行列の

収束した定常状態を対象としなければならないQ従ってPoとして適当な値を設定して推定を開

始する必要がある。

　図7と図8に，本手法と従来の方法に対して，Po＝0とした場合と表3に示した値に設定した

場合の，ある1回の推定計算における，推定値共分散行列のV5及びθ5に対応する対角項の値

の収束状況を示す。05に対応する値は完全には収束していないが，以後の計算では表3の値を

初期値として採用した。尚収束値はαの値に依ると思われる。

　2）状態変数の変化量を系の外乱として考慮する方法では，その共分散行列Q，の中に含まれ

るスカラーのパラメータαをオフラインで決定しなけれぽならないが，この点に関してはTrend－

Factorを導入した本手法においても何ら変りはない。すなわち，どの程度遷移方程式を重視する

かはこのαの値によって決定され，より高精度の推定値が得られるようにαの値を選ぶこと

が，推定器の最適化となる。又（9）式において，riの値が状態変動の大きさにより決まる訳だ

が，αの値が状態変動に依存しないという保障はない。

　さて，推定計算の結果を見てどのケースが最も精度が高いかを決定する一意的な指標を考慮す

ると，推定値の誤差ばかりでなく，その分散値も又より小さな値が望ましいQ図9に，20回シミ

ュレーションした結果の，y1，聾及びθ，の平均推定値の誤差の大きさの，全時点にわたる平均

P　s，s

IO’5

5×10　fi

2K10　＋’

　　　　　　cr＝3，0
1一”－ix－ix一／x一一x一一lr＞．g49　：

　α瓢L5　　　　ノア
　　　　　．tr一
　　　　　！　　　　×従来の方法

　　　　　　　　　o本　手　法

　　　　　　　．一初期値表3
　　　　　　　　一一一一初期値零

P　e，y

5×le－b

2×10・G

］O－b

　　　　5　10　15　k
図7　推定傭共分散行列のある一回の

　　収束状況一Pg，9（V5）

　　辱・～づ誤ニタグx
　　x、＼　，∠’
　　　’霜）ヤー　　　　一〉，

＼t＼：一．：一　x：

　　　　　ノア　　　　も　　　　　　　　　ノメ
Os’ Ed　　　＼～一x！’

　　　　　　　　×従来の方法
　　　　　　　　○本　手　法

×　従来の方法　　　　　　　　　　　ら、

O本手
il）i31．i．1｝，，，，；　一cr－i．s

　　　　　　　　一初期値表3
♂　　　　　　　　　　一一一一初期値段

lo・s

5×10”

io”

　　　　1．0　2．G　3．0　4．0　5．0　c，

図9　標準αの決定（シミュレーション20回）

le－s

E×10一

ZKIO一

　　　　5　IO　IS　k
図8　推定値分散行列のある一回の

　　収束状況一Pg，g（05）

　　　　　　　　　一．一．一一x一一一一一一＞c
　　　　t．llv．・s一一一’““一一
　　．．scrr．r一’一

／＼　＿＿ノ
　　　　　　　X　従来の方法
　　　　　　　Q　本　手　法

　　　　　　一誤差の大きさ
　　　　　　一一一一標準偏差

1．O　2，0　3，e　4．0　S，o　a

図10　標準αの決定（全変数にわたる平

　　　均値，シミュレーション20回）
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　　o
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値を，αの値に対してプロットしている。無熱！0には，更に全変数にわたる，誤差の大きさと

標準偏差の平均値をプロットしている。

　05，に関してぱ，本手法による誤差の大きさの最小値が従来の方法に比べほとんど変りないが，

V，に関しては5分の！，聾に関しても半分以下に減少している。性能評価は全変数に対して必

要であるが，図10を見ると，Trend－Factorの導入により推定器の精度がかなり改善されたこと

がわかる。

　標準偏差の値はほぼαの値だけに依存するが，本手法ではより小さなαの値を採用できるた

め，より小さな標準偏差値が得られ，この意味からも本手法の方が優れている。尚これらの図よ

り本系統モデルに対する標準αとして，従来の方法の場合には3．0，本手法の場合には1．5を採

用した。

　3）　図11から図！5に平均推定値の誤差の一部を，従来の方法と本手法の結果を比較して示し

ている。αの値は上述したように，本手法ではし5従来の方法では3．0である。どの状態変数に

対しても，本手法による推定値の方が誤差が小さい。

　又図16から図！9には，V5とθsの推定値の誤差をαをパラメータとしてプμソトしている。

それぞれ標準a決定のグラフとの対応が容易に理解できる。特に従来の方法でα＝5．0とした場

合のθ5の誤差は，本手法のそれとほとんど変りないが，その結果は図9のθ5に対するグラフ

からも明らかである。しかしα＝5．0としたのでは，電圧の大きさの誤差が著しく大きくなる。

5．考察と結言
　本論文では，状態変数をサステインド分とブリンヂ分に分けて考え状態変動の傾向を適確に把

握することを壌的としたが，Trend－Factorの導入によって可能になったと思われる。モデル系統

への適用により，状態変数の変化量が大きな場合

特に有効なことを示したが，推定精度がある程度

良くなけれぽ推定値の悪化を増長させる結果とな

る懸念がある。従って現在までに提案されている

静的状態推定等以上に，観測変数の個数や種類，

観測雑音の標準偏差及び状態変動の割合や様子等

と，推定精度の定量的な検討が必要である。

　更に本手法は次のような欠点を持っている。す

なわち，

k一一1

trend

＿＿．」＿＿　　　　」＿＿＿＿＿＿⊥

　　　　　　　　　　　　　　　　ま

　　　／
　　真値

　　　　t
mL一一sk　一i一　1

　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　o
　o推定値　△予測値

　　　　　　　　　　　　　A
図20Trend－Factor導入による推定値の遅れ

　　　　過去2時点前から1時点前への傾向を重視しているために，図20のように状態変数の

傾向が急変する際遅れを伴うことを避け得ない30）。又推定値に大きな誤差が生ずると，その結果

に振り回され回復が遅れる傾向が強いと思われる。この原因は（24）式で行うTrend－Factor　cんの

評価に大きな誤りがあることであり，何らかの方法でこの誤りを検出する必要がある。現在筆者

等は，カルマン・フィルタのInnovation過程の検定による上記問題の解決を検討中であり31『33），

別論文で発表したい34）。

　尚計算時間は，38個の観測値のシーケンシャル処理により，FACOM　230－75で1時点当り約

0．1秒であった。最後に，本研究の遂行に当り貴重な御助言を頂いた北海道大学工学部土谷武士

助教授と，北海道大学大型計算機センター関係各位に，感謝の意を表します。
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付 録

　推定計算実行の際，逆行列の演算を避けるためのシーケンシャル・アルゴリズムについて説明

する。辮個の観測値を1個ずつ処理するために，遷移方程式及び観測方程式を次のように書き変

える。

　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　Xk，1＝Xk－1，，n十CkHl十U）le－1　（34）

　　　　　　　　　　　　　　　　zk，i＝hi（xk，　a）十vlt，i　（3s）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36）　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　Xh，　t＝Xk，t－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＝2”vm
　　　　　　　　　　　　　　　　Zk，i＝ht（xk，i）十vk，　i　（37）
ここでXの添字1は繰り返しの回数を，その他の添字1はべクFルの要素を示す。上式にカル

マン・フィルタを適用すると次式が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Xlrlt，ome　ot＞k　一一　i，　m十eh－1　（38）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pk．　o＝　Ph－i，　，n十Qk－i　（39）

　　　　　　　　　　　　　　　X｝k．i＝Sh，1－i＋Kk，J［Zk，i－17i（Sk，　t－i）］　（40）
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　　　　　　　　Pk－1　Ok－i

：1二塗掌

　　　　　　l　　　　　t
　　　　　　l　　　　　l
　　　　　　l　　　　　l

Zk，1

AXみ，～畷
Pんノト1

K鳶，∬

1

Ax鳶ノ
Pゐ，～

12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1煽卜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Xh　　　　Plt

　　　　　　　　　　　　　図21　シーケンシャル，アルゴリズム

　　　　　　　　　　　　　　　凡’一媚菰驚転　　　　　（・・）

　　　　　　　　　　　　　　　1）k，t＝：〔1－Kk，　tllk，t］1⊃k，1＿1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42）

　　　　　　　　　　　　　　砿1磯L鉱1．i　1－lrvm　　　（43）

すべての観測値を処理した後すなわち吻回の繰り返しが終了した後，ん時点の推定値及び推

定値共分散行列が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　£々＝Skt，，t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）k＝1）k，、、1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45）

以上のシーケンシャル処理を図21に示している。


