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電力 系統動的状態推定
Innovation．過程の検定

セ頁谷・健一＊　　一．i：細　二木　　　？告＊＊　　長谷邦1

　　　　　　　　　（鈷躍痢］50｛1三12月　27　［／／ll受珊i）

こ．．畠’＊

∫．二子

Electric　Power　System　Dynamic　State　Estimation．

　　　　　　　　一Detection　of　lnnovation　Processes一

Ken－ichi　NlsHiyA　Hiroshi　TAKAGi　．lun　HAsEcJAwA

　　　　　　　　　　　　（Received　December　27，　1975＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstraet

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

an　e｝ectrical　power　system．　E［owever　in　designing　a　dynamic　state　estimator　a　difficulty

exsists　；　namely　the　formulation　of　the　model　for　the　time－behavior　of　the　state　vector　is

prob｝ematic．

　　　　The　authors，　in　an　attempt　to　grasp　the　tendency　of　the　state　variation　accurately，

introduced　a　trend－factor　into　a　simple　dynamic　mode｝　proposed　by　Debs　et　al，，　in　which

they　considered　the　change　of　the　state　vector　as　a　Gaussian　system　noise．　This　tech－

nique，　proposed　by　the　authors，　has　a　drawback　in　that　the　estimation　is　delayed　when

the　tendency　of　the　state　vector　changes　suddenly．

　　　IR　the　Kalman　filter　appiied　to　the　state　and　observation　equation，　it　is　well　known．

that　the　innovation　process　defined　as　a　measured　value　minus　a　predicted　value　is　a

white　Gaussian　process．　But　when　the　tendency　of　the　s£ate　vector　changes　suddenly

the　process　shifts　from　the　distribution　caluculated　theoretical｝y．

　　　In　this　paper，　therefore，　for　both　cases　of　using　and　not　using　the　trend－factor，　the

innovation　process　was　detected　to　obtain　on－line　information　as　to　whether　there　is　a

gross　error　in　the　state　equation　or　not．　An　example　using　a　5－node　model　system　shows

that　the　correspondence　between　the　shift　of　the　distribution　of　the　innovation　process

and　the　deterioration　of　the　accuracy　of　the　estimator　is　clear．

　　　1．astly　it　appears　that，　in　the　practic，al　application　of　the　dynamic　state　estimation，

on－line　judgements　as　to　whether　the　trend－factor　should　be　included　or　removed　beeome

possible．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　緒　　　言

　　　現在，r，L・力系統の信頼度制御（Security　Control）等様々な系統制御に対して高精度の系．統状

態値を供給するため，状態推定手法に関して．．多くの研究がなされている1＞’一：）。そのほとんどは重

　＊　　乍：毬隻てユ：：物学癖1・　’電ブ）二ll学言静雄を

　＊＊　　ヰ1膏f～電プ」；i朱式会制二
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みづき最小二乗法（Weighted　Least　Squares　Method）に基づく静的状態推定である4）が，時欄的

な推移を追跡する場合にはいわゆる断面計算となる。一一方，今後の課題である動的状態推定もい

くつか試みられている5＞一9）。後者は過去の情報を考慮に入れるためより高い精度が期待され，更

に観測データに冗長性（Redundancy）を必要としないこと等利点が多い3）。

　　電力系統の動的状態推定には，状態変動が不規貝ll変化であるところの負荷変動により決定さ

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

特徴がある。従って，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であるが，

Debs一等は，状態変数の変化量を系の外乱として考慮し，ある時点の状態他は前時点の状態値

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7）。しかしこの手法では，状態変数の変

化量が大きな場合適切な追従ができず，推定精度が悪化してしまう。又現在までに行われている

状態推定は，ブリンヂ分をも含めた状態変数の廃山を推定する立場をとっているが，電力系統の

各種の制御に対するデータベースを得るR的からすると，サスティンド分のみを推定する手法の

開発も必要である。

　　そこで筆者等は，従来の状態推定とは多少考えを異にするが，ブリンヂ分の影響を受けない

推定手法の開発を目的とし，Debs平等の定式化にTrend－Factorを導入した1o）。そのシミュレー

ション結果は先に報告した11）・12）が，次のような欠点を持っていた。つまり，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こと等である。本論文では，カルマンフィルタのInnova－

tion過程13）を検定することにより，オンラインで傾向の急変があったという清報が得られること

を実証している。尚，一L述の検定は予測値の誤差を検出することに他ならず，Trend－Factorを

用いない手法に対しても適用可能である。後考に対するシミュレーション結果も合わせて報告

する。

2．　TVrend・Factorを用いた動的状態椎定の定式化

状態変数はすべてのノードの電圧の大きさと位相角であり，N母線系統に対して

・一
mv・v2，…臨・・…，・ぜ （1＞

なるノド（2N－1）次元ベクトルである。尚，ノード1は基準母線でありその位相角は零であると

する。上記状態変数の真心ガは，サステインド分Xとブリソヂ分xfとに分解される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ嘉κ十κア　　　　　　　　　　　　　　　（2）

動的状態推定は，ゴではなくxに対して実行される。初期時刻をt。，第k番膣の時間閥隔を

・幅時刻（・侶・のに相当する1鞘サンプルをfeで劾・・状態変数の融・関・て次の

ようにモデル化する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　κz，＋1二＝κlt十CA，十Wz一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

ここでTrend－Factor　qは（k－！）時点とle時，ll｛〔の推定値から二二し，推定値をくを付けて表

わすと

・ピ
g・一元司4・・μ鏑 （4）

となる。又系の外乱ω1：はガウス分布を持つ確率変数ベクトルであり，次のような統計的性質を

持つものと仮定する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・回一・　　　　　（・）
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　　　　　　　　　　　　　　・・v｛ω・｝一流畔Q・　　　　（・）

　　　　　　　　　　　　　　E（tv，　iv　2V／　＝一・　O，　k　ig　l　（7）

　　　　　　　　　　　　　　Qk　＝＝’　a’2（atk）2　diag　（r3i）　（8）

　　　　　　　　　　　　　　群mゑ耀・i　　　　　（・）

ここで」凝は，状態変数の変化量ベクトル為のt：番1ヨの要素である。実系統で7’・i．は過去の実

績記録より決定し，又パラメータαの値はオフラインで決定する。尚，（3）式の遷移方程式に

Trend－Factorを導入したことにより，状態変数の変化量が大きな場合にもw・r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。

　　次に観測変数はフπ次元ベクトルZで表わされる。

z　＝＝一　［”ri，一，　ui．，・，　K，i，，　Li，，　vi，　etc．］T

（！0）

ここで，鶴ゴ，伍ゴはノードt「からノードノへの有効無効電力潮流であり，邸，L，はノード’iに

おける有効無効注入電力である。状態変数XとZの関係は，観測に伴う誤差をノπ次元ベク1・ル

Vで表わすと次式で：書かれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　zん部1あ（Xl・）十Vlr　　　　　　　　　　　　　（11）

上式は観測方程式と呼ばれ，h（x）は1］L次元非線形関数ベクトルである。又雑音Vkは，次のよ

うなガウス分布を持つ白色雑音のベクトルと仮定する。

・｛阪ト・

・・v
o・・：｝一E瞬｝臓

£＠ノ｝一・・たキ1

丑・一…g圃

（12）

（13）

（14）

（15）

σ編はk時点が番藍1の観測誤差の標準偏差値であり，又V・一とWtとの闘に相関はないとする。

　　推定理論式は

　　　　　　　　　　　　欝欝茸∵1ご認1澱｝　　　（・6）

を線形化の後カルマンフィルタ14＞を適用することにより得られ，次の……連の式となる。

　　　　　　　　　　秘＋1μ，隔地十。〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）

　　　　　　　　　　Pl，＋1砕一Pゐ十Qた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（！8）

　　　　　　　　　　α・・峨＋iy：　Hz・＋1［Rz・＋H，・．1P、・椰石噛1］一1　　　（19）

　　　　　　　　　　X’i“＋i　＝’±＝’一　X’・k“ui：＋Gk÷i　［zk＋i－h（・“it＋iyg）］　（20）

　　　　　　　　　　Pk＋1十σ妊1嗣凸＋財　　　　　（・・）

　　　　　　　　．rC；k；為時点の推定値　　　　戯州屑（k十1）時点の予測値

　　　　　　　　Pi．・；推定値共分散行列　　　Pl．・＋11L・；予測値共分散行列

　　　　　　　　Gk；カルマンゲイン　　　 H・；ヤコビヤン行；列（＝∂h／∂鵡κ篇£ん捗＿1＞
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ここで瓦・はん時点の予測値で評価している。又α9）町中の逆行列の演算を避けるため，観測値

を！個ずつ処理するシーケンシャル・アルゴリズム12＞を採用する。

　　さて，状態変数の変化量を系の外乱として考慮する方法や，Trend－Factorを導入した本手

法においては，スカラーのパラメータαをオフラインで決定しなければならない。つまり，どの

程度遷移方程式を重視するかばこのαの値により決定され，高精度の推定値が得られるようにα

を選択することが推定器の最適化となる。ここで高精度の推定値とは最小分散（MinilnUm　Va－

riance）の意味であり，次の「z均二乗誤差を最小にする推定値である24）。

　　　　　　　　　　　　　　　，／’　＝＝”　E　（［．iliz・一xi，］T　［．7ez，一　xtz・］）

今オフラインのシミュレーションで得られた平均推定値を轟で表わすと，（22）式は

　　　　　　　　　　・・一E｛［（・函）一（…一Mii）］T［（・函）一（Xh一司｝

　　　　　　　　　　　一E｛卜一司丁［ぬ・司｝＋［・〃一司丁［Xz／司

〈22）

（23）

となる。上式右辺第2項は平均推定値の誤差の二乗和であり，第！項は推定値の平均値のまわり

の分散である。結局シミュレーションの際には，（23）式あるいは直接（22）式を評価することによ

り最適αが決定できる。

　　　　　　　　　　　　　3．　Innovation過程の検定

．前章に述べたTrend－Factorを導入するアル

ゴリズムは，特に状態変数の変化量が大きな場合

に有効であるが，次のような欠点を持っている。

すなわち，過去2時点前から！時点前への傾向を

重視しているために，図1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。又

推定値に大きな誤差が生ずると，その結果に振り

回され園復が遅れる傾向が強い。　この原因は（4）

　　　　　　tE’｛t・11C，1

　　　　1，・　1
．　一L一　．）ntX一．llH　．

k　2

　難／

　0推定値

図1

△予測値

　　　　　　　　’．Lrm．一L．一
k　k，1

o
A

Trend－Factor導入による推定値の遅れ

式で行うTrend－Factorαの，1’；SF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

定する必要がある。

　　さてカルマンフィルタにおいて，次式で定義されるInnovation過程1よ正規性白色過程であ

ることが知られている13）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　口幕z凶，一h価畑減）　　　　　　　　　　　　　（24）

カルマンフィルタは元来線形フィルタであるが，（16）式を線形化の後Yz・を定義すると（24）式にな

る。Pz・はm．次元ベクトルであり，その期待値及び共分散行列は次のように与えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E（p，・）　一＝・一〇　（25）

　　　　　　　　　　　　　　　・・咽一志・・一・罵繊　　　　（26）

しかしTrend－Factorの｝到三価に誤差があるため，実際には（25＞，（26）式の分布をしておらず，特

に状態変数の傾向が急変する際その誤差は大きくなる。

　　そこですべてのIJに対して，次式によりInnovation過程を検定する15）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lvk，ilSa，o／，，i　（2．7）
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　　　，02k，i　＝：　Hk，・t　Pk；K，一i　H；F一，i＋a2，：，th　（28）

　　レA・，i．；Plrの’i番lrlの二二

　　1殿認；Hlt．のtl行ド1のべク1・ル

ここでCtは密度関数の領域をフi≒すパラメータで

あり，結局，；・・ltの各要素が指定された領域内にあ

るかどうかにより，Trend－Factor中に；｛呉差が存

在するかどうかを検出しようとするものである。

もちろん誤差があったとしても，すべてのIJに対

して（27）式が満足されない訳ではなく，何個の

Innovation過程の分布がどの程度ずれたのかを

検定しなければならない。

　　尚，aをあらかじめ指定しなければならない

が，理論的には‘ド1で683％が領域内に存在す

る（‘ド2で95．5％，‘z＝3で99．7％）。しかし，外乱

分散をオフラインで決定しているため，傾向急変

のない定常状態においても，実際のInnovation

過程の分散は（28）式で計算される値とは異ってい

る。より大きなαを採用すれば，（28）武に比べ

より狭い分布となる。従ってaの値は，オフライ

ンのシミ。，．レーションにより適切な値を決定す

る。シミュレーションのフローチャートを図2に

偏している。

　　ところで，Inllovation誤認．　p／“は（24）式で実

Ii祭に得られる観湖値と予測値力・・ら計算される観測

変数の値の差として定義されているからTrend－

Factor中の誤差を検｝：H．，することは予測値自休の

誤差を検出することに他ならない。このことは予

測値の計算式（！7）式からも自明であり，従って上

述のlnnovation過程の検定アルゴリズムは，

Trend－Factorを用いない従来の方法に対しても

適用可能である。その場合遷移方程式はCkを含

まないから，パラメータの誤差を検腐することに

はならないが，従来の方法が本手法のCl，　＝・　eとい

う特別な揚合であると考えれば，検定アルゴリズ

START
系統定数・変数の真値入力

パラメータ・初期値入力

　　　　　　　　　．㎡p’、訳，、の計算or入力　　　「

S瓢0　、

。、s篇s＋4

初期値設定

た篇0

た瓢た十1

観測値zκの作成

ヤユビヤン行列の計算

予測値の計算（【7）式

予測値共分散行列g）計算：G8）式

lmovation過程の計算（24）式

【！movatiα1過程の分散の計算（28）式

lnnQ＞ation過程の検定（27）式

カルマンゲインの計算（19）式

推定値の計算（2G）式

推定値共分散行列の計算（2D式

全時点弩了したか？

@　　　　no

yes

Trend－FaGtorの計算（4）式

110

　　　一

規定の回数を終えたか？

@　　　　　yes
統計処理計算

STOP
図2　シミュレーションのフローチャート

回

9
．g

三

ヤ

”A

ン

ムは全く同じである。一この場合，た時点の予測値が前時点の推定値に等しいから，状態変動の

傾向の急変ではなく，状態変数の変化量自体が大きくなったことを三士1することになる。

　　いずれにしても（3）式のような近似度の高い遷移方程式に対して，それらをそのまま適用した

のでは適切ではないという情報を得ることが可能になった。
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4．　モデル系統への適用結果

　4．1　シミュレーーションの概要

　　1）モデル系統は図3に示した5ノード7ブランチ系であり，基準母線はノード！である。

各送電線の定数は表！に示してあるが，XIR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）状態変数は億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個とした。

　　3）状態変数及び観測変数の真値は，想定した負荷曲線からガウスザイデル法による潮流計

算16＞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

真弓に付加して観測値を作成した。

　　5）観測値は昌昌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

ーー Vョソは各ケース20回行いその平均推定値を求め，更にInnovation過程の統計処理も行った。

G

1

1

2

3

3　　　4

4

6

7

G

2 5

図3モデル系統

表1　線路アドミタンス

5

蜥
（pkijO6

O．96

／
玉」

（a）モデルA

tv，7t

　／「1　／i　仏

蒲

礁
ブランチ ノード’t－／ アドミタンスの

大きさ（p．u．）

臆

（”’i

狽戟Ci

fi：s6

1

2

3

4

5

6

7

1－2

1－3

2－3

2－4

2－5

3－4

4－5

15．8114

3．9528

5．2705

5．2705

7．9057

31．6228

3．9528 　　　5　10　15
図4状態変数の変動モデル

A・

　4．2　状態変数の変動モデル

　　シミュレーションに際して図4に示すように，次の3つの変動モデルを用いた。

　　1）モデルA一すべての状態変数が直線的

　　2）モデルB一第10時点まではモデルAと全く同じであるが，それ以後V，を除いてゆる

やかになる。
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　　3＞モデルC一モデルBとは逆に，第10時点までゆるやかで，それ以後V1を除いて急激

となる。

更に，Trend－Factorを静む本手法と，それを含まない従来の方法の両方でシミュレーションを

行ったが，前者はモデルAとB，後者はモデルAとCを用いた。

　　図4のa）を見て解るようにこのモデルでは，琉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Vlに関してはTrend－Factorを考慮しなか・：）た。つまり本門法の遷移方程式

は次のように．書き変えら）れる。

　　　　　　　　　　　　｛驚1：鷺澱∴婦一島⊥，9　　（29）

又，状態変数の変化勾配rも，プ1だけは（9）式で計箪される値の2倍とした。尚，モデルBに対

してもrの値は同じである。・一vr・一一方従来の方法の遷移方程式は次式である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　Xi，＋1，　＝＝　XL・十IVA，　（30）

rは，モデルAでは（9）式をそのまま採用したが，モデルCでは第！0時点までの変化勾配とし

　　　　　　　　　　　　　表2　シミュレーmショソの概要

状態変数の変動 モデル　A モデル　B モデル　C
…．．．．……．…．…一由．一一丁一．．『一’…　1…．…’．．．．．． u．．．’「

Trend－Fact・rの有無11SC

揚…姦擁旧定嗣

初期丁「end　1
初　期　共　分　＝散

遷　移　方　　　式

　　　’脚　　　 l

　　　a’　I　　　　　　　　L

手　　法

表3

表3

表4
（29＞式

5V／0

　1．5

…1従冠議本手法
F

1
　　　表3

　　　表41

｛　（30）式

i　59｛，

　　　3．0

！従恕）方法

表3

表3

表4
（29）式

590

　1，5

表5

表6
（30）式

2c％

10．0

表3　モデルA，Bに対する初期値．

ノ　一　　ド

1

電圧の大鷺釜（P・U・）

初期推定値

1

2

3

4

5

1．05990

1．04117

1．01847

1．01729

！．01269

初　期Tren（1

位　　相　　麹、lr過）．

初期推定値1

一〇．OO12

－O．0024

－O．0024

－O．0027

o．o

－O．03812
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－Q．07374

－O．08581

初　　期　Trend
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－O．0044

表4　モデルA，Bに対する初期共分散 表5　モデノレCに対する初期値

行列の要素 値 ．ご睡・大・・（刺置角囮）

盤器響圧驚酬
位　相　角x位　相　角1

2×10－5

1×10－5

5×10－6

1

2

3

4

5

1．05990

1．04214
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1．01500

o．o

－O．03641

－O．06597

－O．07041

－O．08191
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ている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表6　モデルCに対する初期共分散
　　推定を開始する際の初期値等は，モデルAと

Bでは表3と表4，モデルCに対しては表5と表　　　　行列の要素　　　　　　1直

6に示している。表2には以．Eをまとめてあるが　　電圧の大きさ×電llEoり大きさ　　1×！0－i，

αの値等については筆者等がすでに検討した結果　　電厩の大きさX位　÷TI　fr］　　1×！0－6

である9）・12）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　位　相　角×位　相　角　　　1×10｝7

　4．3検定結果
　　！）まず実際のInnovation過程の分布をチェックするために，モデルAを用い本手法と従

来の方法それぞれに対して検定を行った。ここでInnovation過程を次のように正規化する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　μ編＝レ編／ρ厚　　　　　　　　　　　　　　　（31）

／■A，は38次元ベクトルであり，この毎を用いて（27）式は次式となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lpti“，il＄a・　〈32）
　　20時点20回のシミュレーションの結果，ひとつの観測変数に対して400個のμ‘の値が得ら

れるが，その分布のいくつかを図5に示した。Trend－Factorを含む場合も又従来の方法に対し

ても，前章に記述したように（25），（26）式で与えられる分布とはかなり異っている。特に従来の方

法では，実際のd，は一定の値であるにも拘らず，砺は期待値零の確率変数とし予測値は前時点

一一一一一一 @従采の方法
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の推定値に等しいとしているから，表7に示すようにμ，の平均値が大きくずれている。又分布

の状況は一一Skではなく，観測変数により様々である。

　　2）本手法を適用した際の状態変動の傾向の急変に対してInnovation過程の検定を行うた

めに，モデルBを用いた。検定結果及び推定結果を図6から図llに示す。図6と図7はSlkの

絶対値の分布を時点kに対して表わしている。前述したように分布の状況は観測変数により異

るが，ここでは38細20回のシミ満レーーション760個のiμz，1の分布を調べた。図6には1μ㍊が

0．6及びLOより大きな値を持つ個数を，図7にはIStMの平均値と標準偏差を示している。いず

れも第Il時点で値が増加しており，工nnovation過程が全体1〔1勺にずれていることが解る。

　　図8から図！1には平均推定値の誤差の一一一部をプロットしている。図8から図10にはモデル

Aを用いた結果，すなわち急激な状態変動が続いた場合の推定誤差も示しているが，比較により，

モデルBに対しては第11時点で推定値に遅れがあることがはっきりと解る。

　　3）Trend－Factorを含まない従来の方法で，状態変数の変化盤が増大した場合に対しては

モデルCで検定を行ったe2）と同様の結果を図！2から図14に示す。図12では繁11時点で，

If！Aが1．0以上の値を持つ個数，その平均他及び標準偏差が急増している。更に12時点以降も状
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図12

態変数の変化量は大きなままでありいずれの値も減

少していない。このケースでも図13，図14と比較

することにより，推定精度の悪化とInnovation過

程の分布のずれの聞の才目関は明白である。

5．　考察と結言
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図14　平均推定値の誤差，ノード5（モデルC）
　　筆者等は，状態変動の傾向を適確に把握するこ

とを冒的とし，状態変数の変化量を系の外乱として考慮する手法にTrend－Factorを導入した

が，その際変動の傾向が急変する際遅れを伴うことを避け得なかった。本論文では，カルマンフ

ィルタのInnovation過程を検定することにより，傾向の急変を知ることが可能なことを実証し

た。しかし，傾向急変の情報が得られた後どのように対応するかが当面の課題となる。その時点

でTrend－Factorを除玄し従来の方法で推定を実行することも考えられるが，筆者等は，定式化

を変えないまま追従性を良くする修正アルゴリズムを提案している17）一20），22＞。又従来の方法に対

してもInnovation過程の検定が有効なことが示されたから，実系統での動的状態推定に当・，て

は，オンラインでTrend－Factorを考慮したり除去したりする判定を行い得る。尚，検定の際の

αの値については，上述の問題解決のために更に詳細な検討が必要である。

　　さて，（27）式によるInnovation過程検定の際，（24）式右辺第2項中のパラメータに誤差が存

在するとしているが，右辺第！項に大きな雑音が乗っている場合，分布のずれはやはり大きくな

る。従って，Innovation過程検定によりパッドデータの検出が可能であるが，その際，状態の急

変あるいは傾向の急変とどのように区別するかが問題となる。この点についても筆者等は解決法

を得ている2D・23）。

　　終りに計算はすべて，北海道大学大型計算機センターに設置されているFACOM　230－75に

より行ったことを付記して，謝辞にかえたい。
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付 録

　　非線形関数ベクトルh　（X）とそのヤコビヤン行列H（X）の要素を，電力潮流と注入電力に対

して書下す。式中のi，」はノードを表わす（排ヵ。尚，送電線の対地容量は無視しており，y－i」は

伝達アドミタンスy・iN＃1駆動点アドミタンスである。

Yiブ置yが境ゴ
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　　　　　ハア∂Kご／∂Ot　”＝一ΣV‘Vゴy面sin（傷一θゴーgtiゴ）

　　　　」＝1，判
∂K，／∂yゴーVi　Y，ゴcos（ei－oゴーψzゴ）

∂．K，／∂θゴ＝Viτ／ゴy¢ゴsin（θi一θゴーψ乞ゴ）

　　　　　　　　　　み∂L，／∂琉漏一2琉Yii　sin　sbii十ΣvブY‘ゴsin（Ot一一〇ゴーψεゴ）

　　　　ハア
∂L，／∂Ot一ΣV，　Vゴyiゴcos（Oi－oj一ψ‘ゴ）
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