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まえがき

従来，わが国の電力系統では，十分な設備投資により系

統運用・計画の高信頼性を実現してきた。しかし，設備投

資抑制などによる機器利用率向上や今後予想される電力自

由化の進展などにより，電力系統の信頼度に対するオンラ

イン・オフラインでの定量的な評価が重要となると考えら

れる。

電力自由化環境下では，電力取引が基本となり，各送電

線の流通電力量は市場によって決定される。しかし，送電

線は過負荷，電圧安定性，過渡安定性などの物理的な要因

から流通限界値が決まってしまう。したがって，時々刻々

と変化していく市場に対応して，各送電線の可能送電量を

計算するための基本技術である電力系統の信頼度評価は，

重要な技術として認識されている。

一般的に系統の信頼度評価は，

™静的信頼度評価（SSA：Static SecurityAssessment）

™電圧信頼度評価（VSA：Voltage Security Assessment）

™動的信頼度評価（DSA：Dynamic SecurityAssessment）

の３種から構成される。このうち SSAは，系統内で事故

が発生した際に線路過負荷および電圧低下度を指標として，

その事故が系統に及ぼす影響を評価する想定事故解析に

よって行われる。VSAは電圧安定度を指標とする想定事

故解析によって行われ，DSAは過渡安定度を指標とする

想定事故解析によって行われる。一般に，SSA，VSAは

潮流解析，DSAは過渡安定度解析によって行われる。

このように電力系統では，想定事故に対する各種影響を

評価して，系統計画における送電線や電力機器の増強計画，

運用計画・運用における系統内の潮流状態の変更などを検

討している。信頼度評価は，実系統規模の解析では想定事

故の数が膨大となるため，その計算量および計算時間が問

題となる。そのため，信頼度評価は一般に，想定事故をそ

の過酷度合いによってランク付けし，過酷事故のみを選択

する想定事故選択（スクリーニングとも呼ばれる）と，選

択した過酷事故に対する詳細評価の二つのステップによっ

て行われる。従来，手法そのものの高速化を目指してさま

ざまな信頼度解析手法が提案されている
～

。これらは主とし

て，高速な近似計算手法の開発であり，想定事故選択へ適

用されている。

一方，信頼度評価機能を必要とする系統制御システムや

オフライン解析で使用されるコンピュータシステムは，近

年，分散システムにより構成されている。このような環境

では，ネットワークで接続された複数のコンピュータによ

る分散並列処理を適用することにより高速化が期待できる。

現在では，そのコストパフォーマンスの良さなどからクラ

スタコンピューティングによる分散並列処理が注目を集め

ており，さまざまな研究や実用化が行われている。した

がって，信頼度評価に対して，前述した近似計算手法の開

発のみならず，分散並列処理を適用することによる高速化

が期待できる。

このような背景から，富士電機では，SSAと VSAを統

合した信頼度評価に対し，分散並列処理の適用による高速

化まで実現したシステムを開発した。開発した評価システ

ムは，電力系統の標準的な IEEE（Institute of Electrical

and Electronics Engineers）例題系統を用いたシミュレー

ションによりその有効性および実用性を確認している。

信頼度評価手法

２.１ 感度法による静的想定事故解析

SSA 機能には，直流法潮流計算に基づく手法である感

度法を用いている。電力系統に事故が発生した場合，機器

の損傷や事故波及を防止するため，一般に事故部位を高速

に遮断するが，その結果，潮流・需給バランスが変化する

ことになる。本手法は，このような状況に対応し，系統内

のある一つの送電線・バンクが切断された場合，および系

統内のある発電機の発電量が変化した場合のおのおのに対

し，個々の事故が潮流に与える影響を示す感度を用いて高

速に計算する。

送電線・バンク事故に対する感度は LODF（Line

Outage Distribution Factor），発電量変化に対する感度は

GSF（Generation Shift Factor）と呼ばれる。この LODF
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および GSFを用いて，すべての想定事故に対する事故後

送電線潮流を高速に求め，これと各送電線の限界容量とを

比較することにより，過負荷が発生するか否か判断できる。

この結果から過酷事故を選択し（想定事故選択），選択さ

れた過酷事故ごとに交流法潮流計算などの詳細計算を実行

する（想定事故評価）ことによって高速かつ精度よく想定

事故解析を行うことができる。

２.２ Look-Ahead 法による電圧想定事故解析

VSA機能には，CPFLOWに基づく手法である Look-

Ahead 法を用いている。CPFLOWは，P-Vカーブを逐次

求めながら潮流限界点に到達する計算手法で，信頼性が高

く確実な手法である。P-Vカーブのトレースは一般に予

測子・修正子（Predictor-Corrector）法によって求めら

れる。

CPFLOWによる P-Vカーブ生成の概念図を図１に示す。

図１中の予測子は与えられた負荷増加パターンにより求め

られ，拡張された潮流計算を修正子として利用することに

よりカーブをトレースする。したがって，CPFLOWでは，

P-Vカーブ全体を生成するのに，潮流計算 1回分の数十

倍から数百倍相当の計算量が必要となる。これに対し，

Look-Ahead 法では，現在の運用状態と，ステップ幅の大

きい CPFLOWによって求められた負荷増加させた運用状

態の，二つの運用状態のみを用いて，その P-Vカーブを

二次関数により近似する方法である。これにより，１回の

潮流計算の２倍程度の計算量で潮流限界点の近似値を得る

ことができる。

Look-Ahead 法の概念を図２に示す。図２には制御機器

動作などを考慮し，通常のステップ幅で求めた CPFLOW

による P-Vカーブと，本手法により求めた P-Vカーブを

示している。現在の運用状態における潮流解（X1）の発

電・負荷状態を P1とする。ステップ幅を大きく取った場

合の P-Vカーブ上の次の計算時点（X2 時点）の発電・負

荷状態を求め，CPFLOWにより次の計算時点の潮流解

（X2）を求める。ここで，X1 時点と X2 時点を比較して，

最も電圧降下の激しい負荷ノード（ｉ）を選択し，この負

荷ノードにおける P-Vカーブを利用して負荷余裕を近似

する。Look-Ahead 法によって求められた近似値から過酷

事故を選択し（想定事故選択），選択された過酷事故ごと

に CPFLOWによる詳細計算を実行する（想定事故評価）

ことによって高速かつ精度よく想定事故解析を行うことが

できる。

２.３ 静的・電圧統合型想定事故解析

ここでは，上述した二つの想定事故解析手法（感度法お

よび Look-Ahead 法）の統合について述べる。これら二

つの想定事故解析は互いに独立した性格のものであるから，

統合する場合においてもそれぞれ独立した機能として働く

ようにする必要がある。しかし，両者で共通となる計算処

理を一括で行うなど，できるだけ計算時間が短くなるよう

統合することが重要となる。ただし，共通となる計算処理
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は，それぞれに適用する計算手法によっても異なる。

電圧信頼度評価は，想定事故選択においてすべての想定

事故ケースにおける潮流計算処理を行っている。このため，

この時点で静的想定事故解析に必要な計算処理がすべて行

われることになる。したがって，系統計画や運用計画など

のオフライン業務への適用を考える場合には，静的信頼度

評価における想定事故選択処理が不要となり，Look-

Ahead 法による電圧想定事故解析の処理のみを実行すれ

ばよい。しかし，系統監視などのオンライン業務に適用す

る場合においては，より高速にアラーム処理をする必要が

あるため，静的信頼度評価における想定事故選択処理を実

行する必要がある。このように，想定事故解析を適用する

業務によって，また，静的信頼度評価および電圧信頼度評

価において用いる計算手法によって，これらの統合方法は

異なる。提案法では，上述した計算手法を用いた想定事故

解析を，オフライン・オンライン業務のどちらにも適用可

能とするように，想定事故選択処理を実行するか否かを選

択可能とし，どちらの場合にも計算量が最も少なくなるよ

うな統合とした。

図３に統合された想定事故解析のフローチャートを示す。

分散並列処理の適用

並列アルゴリズムを検討する場合に重要となるのは，プ

ロセスの粒度，プロセス間の通信量，計算負荷バランスな

どである。これらの最適値は，並列コンピュータのアーキ

テクチャや対象とする問題ごとに異なる。今回は，適用対

象として系統制御所などにおける分散コンピュータシステ

ムを考え，100Mビット/秒程度のネットワークを用いて

数台のワークステーションを接続したクラスタシステムを

プラットホームとして分散並列アルゴリズムを検討した。

ここでは，各コンピュータにおいてそれぞれただ一つのプ

ロセスが実行されるものとする。このような場合において

は，計算処理に対して通信処理のオーバヘッドが大きな問

題となるため，プロセスを疎粒度とし，通信量をできるだ

け小さくする必要がある。したがって，問題分割の基本単

位を想定事故ケースごとの計算とすることによってプロセ

スを疎粒度とした。また，1 回の通信量を調整し，ノンブ

ロッキング通信を使用することによって通信と計算をオー

バラップさせるようなアルゴリズムとした。ノンブロッキ

ング通信とは，データの送受信の際に送信側は受信側に

データが到着したことを保証せず，受信側はデータが到着

していなくても制御が戻るような通信方法である。

今回，分散並列処理を実現するツールとして，メッセー

ジ通信ライブラリの標準仕様である MPI（Message

Passing Interface）を利用した。MPIは多くのプラット

ホームへ実装されており，今回開発したプログラムはパソ

コンや EWS（Engineering Work Station）によるネット

ワーク環境からスーパーコンピュータまで幅広い環境でそ

のまま実行可能である。

数値例

４.１ シミュレーション条件

IEEEの定める標準系統である 14，30，57，118および

300 母線の各系統に対し，逐次処理プログラムおよび今回

開発した分散並列処理プログラムによる計算を実行し，そ

の実行時間を比較した。なお，想定事故選択によって選択

する過酷事故数は静的想定事故解析，電圧想定事故解析と

も 10とした。

また，今回使用したワークステーションクラスタは，性

能の異なる３台のコンピュータ（CPUは Pentium
〈注１〉

II-300

MHz×1 台，400MHz×2 台）を 100Mbps-Ethernet
〈注２〉

のネッ

トワークにより接続したものを用いた。比較対象とする逐

次処理プログラムは PentiumII-400MHzのコンピュータ

で実行した。

４.２ シミュレーション結果　　

シミュレーションケース２の結果を図４に示す。ここで

は，負荷バランスを適応的に調整する場合としない場合に

ついて示した。図に示すように，負荷バランス調整なしの

（9）
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表１　IEEE300 母線系統に対する VSA によるランキング�
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〈注1〉Pentium：米国 Intel Corp.の商標

〈注2〉Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標
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場合に比較して，負荷バランス調整ありの場合には，全体

的に平均倍率を大きくできることが確認できた。例えば実

規模 300 母線系統において，提案法の計算負荷バランス調

整機能を使用した場合には約 2.68 倍（実行時間約30秒），

使用しない場合には約 2.39 倍となり，適応的に計算負荷

をバランスさせることが有効であることが確認できた。

表１に IEEE 300 母線系統に対し，電圧想定事故解析に

おける想定事故選択によって順位付けした結果を例として

示す。電圧想定事故選択で 10 位までにランキングされて

いるものは，詳細計算の１～ 5位までを含んでおり，提案

法により電圧想定事故解析で過酷事故が選択できているこ

とが分かる。

あとがき

本稿では，メッセージ通信ライブラリの標準仕様である

MPIを用いて，一般的なワークステーションによるクラ

スタシステムをプラットホームとし，富士電機が開発した

分散並列処理を用いた静的・電圧統合型信頼度評価システ

ムについて述べた。開発システムでは，想定事故ケースご

との分散並列化を基本として，通信と計算のオーバラップ

処理などにより通信処理のオーバヘッドを極力小さくする

ようにし，さらに各プロセスが自律分散的に計算負荷バラ

ンスを調整することによって効率の向上を図っている。３

台の不均質なクラスタで計算負荷バランス調整を用いるこ

とにより，IEEE 300 母線系統において，逐次処理に比べ

て 2.68 倍高速に処理できることを確認した。

今後，信頼度評価に最適な並列台数を明確にするととも

に，DSA機能も含め高速な総合信頼度評価システムを開

発していく予定である。
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解　説 MPI

コンピュータのダウンサイジングにより，EWS

（Engineering Work Station）やパソコンを用いたネッ

トワーク環境が一般的になってきている。このような

環境下で，ネットワーク内の複数台のコンピュータを

仮想的な並列コンピュータと見なした分散並列処理技

術は，安価に高速計算を実現する技術として注目を浴

びている。MPI（Message Passing Interface）は，

1993年から，MPI Forumという団体で仕様が決めら

れてきている。近年，MPIに準拠した分散並列処理の

基本ツールがスーパーコンピュータからパソコンまで

広範囲にわたり開発されてきており，ディファクトス

タンダードとして利用されている。
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