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１．緒言 

近年，電力の部分自由化が開始され，今後ます

ます電力市場は開放されていくことになるであ

ろう．電力会社では，負荷，分散型電源，などが

混在する状況下，電力システムはさらに高い安全

性と信頼性が求められる．一方で，電力市場の自

由化・規制緩和に対応したコスト低減のため大規

模な設備投資が困難な状況になる．そのため，既

存設備の利用率を上げることにより電力需要を

補おうとし，安定限界に近い運転点での運用がも

とめられている．したがって，各種安定度問題・

電力品質の評価などを正確かつ効率的に行うこ

とが要求されている． 
以上の背景の下で，本論文では， PMU(Phasor 

Measurement Unit)にて常時観測される電力動

揺情報を用いた電力系統モデリング手法を提案

する．本提案手法は西日本 60Hz 系統を，モデリ

ング対象とする 2 機系統への縮約を行い，連系系

統（西日本 60Hz 系統）に対して 3 地点の電圧フ

ェーザと電流フェーザの情報から発電機のパラ

メータである慣性定数、制動係数、同期化力係数

を同定する．本手法では，モデリングの手法を説

明した後，電力系統モデル（西日本 60Hz 系統を

模擬した電気学会標準モデル WEST10 機系統モ

デル）に本手法の適用を行った． 

2．PMU(Phasor Measurement Unit)の概要 

同期計測技術に基づく PMU を利用した広域連

系系統の位相角観測システムの構築を目的とし

て，PMU が開発され，全国 13 ヶ所に設置して同

期計測を行っている．ハードウェアには東芝電力

システム社製の NCT2000 を用いており，負荷端

の 100V コンセント電圧からフェーザを

GPS(Global Positioning System)で同期計測し，

イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 で PDC(Phasor Data 
Concentrator)に 24 時間連続自動収集･解析する

ことが可能となっている． 

3．PMU を用いた電力系統モデリング 

図 1 に示す広域電力系統縮約モデルである 2 機

系統について母線 1,2,3 の電圧フェーザと電流フ

ェーザ計測値から発電機のパラメータである慣

性定数・制動係数・同期化力係数の評価を行う． 

 
図 1. 2 機縮約系統 

xe1,xe2 はオームの法則の関係により母線 1,2,3
のフェーザ計測値から求める．また、外乱発生後

の電圧の振幅と定常状態の実効値の積を取った

Vn1,Vn2,Vn3 を算出することにより電圧を平衡点で

線形化した式を用いて x1,x2を求める． 
次に、慣性定数について連系線の周波数から得

られる式と角運動量保存の法則から得られる式

の連立方程式により慣性定数 H1,H2 を求める．続

いて、2 機系統モデルの電力の動揺方程式から，

事故を遮断・再閉路により発生した動揺波形は系

統がインパルス状に変化したときの位相の過渡

応答式となる．それより、その式をカーブフィッ

ティングすることにより得られる固有各周波数

ωn，減衰係数ζを導出することで、制動係数

D1,D2，同期化力係数 K を求める． 
また、PMU を用いて測定された位相差情報か

ら３つの手法により減衰係数ζを導出し，その値

を用いて，制動係数Ｄを求める．そこで，それら

の手法で導出した値が一致すれば、その値が真値

であると考えられる．このことから、カーブフィ

ッティング手法に加えて peak to peak 法、最小

二乗法を用いて仮想的な真値を導出する． 

4．WEST10 機系統を対象とした解析例 

本解析は，図 2 に示す昼間断面の系統にて行っ

た．西日本 60Hz 系統を模擬した電気学会標準モ

デル WEST10 機系統モデルを用いて，電圧フェ

ーザと電流フェーザの情報から 2機縮約系統のモ

デルパラメータ評価を行った． 

 
図 2. 2 機系統縮約モデル 
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本解析は新たなノードをノード 8 とノード 9 か

ら同じ距離の位置に加えることによって，本手法

の 3 つの測定点をノード 10，ノード 8，ノード 9
としている．そして、ノード1に事故発生から0.05
秒後に遮断され 0.83 秒後に再閉路される三相地

絡事故を加えて本手法を適用した結果を表 1に示

す．表 1 より慣性定数に関して設定値とほぼ一致

し、制動係数 D に関しても，カーブフィッティン

グ，最小二乗法，peak to peak 法いずれの場合も

ほぼ一致していることが分かる．このことより、

提案手法の妥当性を示した． 
表 1. シミュレーション結果 

 H1[pu] H2[pu] D1[pu] D2[pu] K[pu] 
導出値 20.343 6.842 11.106 3.735 28.238
真値 21 7 
Peak to

peak 法 
  11.557 3.654  

最小二乗

法 
  11.772 3.543  

求められたパラメータの精度を検証するため，

同定した 2機縮約系統モデルの各パラメータから

計算されたθとシミュレーションにより計測さ

れたノード 8 とノード 9 の位相差を第一モードの

周波数でバンドパスフィルタを行った波形を比

較したものを図 3 に示す． 

 

図 3 位相角差（事故：1 回線 3 相地絡） 

図 3 より，変動傾向がよく一致しており，推定

精度が高いことが分かる．このことより本手法に

より適切に 2機縮約系統モデルのモデルパラメー

タを同定することができ，パラメータ導出法や 2
機縮約系統モデルの妥当性を示したと言える． 

5．3 機系統縮約モデルへの適用 

本章では， 2 機系統を２つ合成することにより

3 機系統へ本手法の拡張を行った．具体的には、

九州側を１機とした場合、中部側を１機とした場

合の２機縮約モデルの発電機のパラメータを導

出し、その 2 つの 2 機縮約系統を合成することで

3 機系統を作成し、各発電機のパラメータを求め

る． 
WEST10 機系統モデルを用いて，電圧フェーザ

と電流フェーザの情報から３機縮約系統モデル

のパラメータ同定を行った．そして，本手法の適

用結果を表 2 に示す． 
表 2. シミュレーション結果（3 機系統） 

 M1[pu] M2[pu] M3[pu] 
推定値 3.359 7.869 17.079 
真値 3.5 7 17.5 

表 2 より，比較的精度良く慣性定数のパラメー

タが導出できていることがわかる．以上のことよ

り，提案手法により 3 機系統縮約モデルの慣性定

数を同定できると言える． 

5．結言 

本論文では，任意の 2 機縮約系統での慣性定数，

制動係数，同期化力係数の導出を目的として，2
機縮約系統の連系線の 3 点で PMU を用いて観測

される外乱入力時の電圧フェーザ，電流フェーザ

情報から慣性定数，制動係数，同期化力係数の同

定手法を提案した．提案手法を WEST10 機系統

モデルの電圧フェーザ，電流フェーザ情報に適用

し，慣性定数，制動係数，同期化力係数を精度良

く導出することができた．また 2 機系統縮約モデ

ルのパラメータ同定法を 3機系統への拡張を行い，

3 機系統縮約モデルの慣性定数の導出を行った．

そこで得られた慣性定数は WEST10 機系統モデ

ルの設定値とほぼ一致したため，精度よく３機系

統縮約モデルの慣性定数が導出できたと言える． 
今後の課題としては、精度向上のために、より良

い信号処理技術の開発や正確な動揺モードの抽

出方法を検討していく必要があると考えられる． 
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