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(57)【要約】
【課題】電気供給ネットへのウインドパークの給電を可
及的に適切に協働的に実行可能にすること。
【解決手段】複数の風力発電装置（１００）を有するウ
インドパーク（１１２）の電気出力を電気供給ネット（
１２０）に供給する方法において、複数の風力発電装置
（１００）の各々は装置電気出力（ＰＡ）を提供し、提
供される装置電気出力（ＰＡ）の総和はパーク出力（Ｐ
Ｐ）として電気供給ネット（１２０）に供給され、提供

されるべき装置電気出力（ＰＡ）を予め設定するために
複数の風力発電装置（１００）の各々について装置目標
値（ＰＡｓｏｌｌ）が予め設定され、装置目標値（ＰＡ
ｓｏｌｌ）は、供給されるパーク出力（ＰＰｉｓｔ）と

供給されるべきパーク出力（ＰＰ）の目標値（ＰＰｓｏ
ｌｌ）の比較としての制御偏差（ΔＰ）に依存して、制

御器（Ｒ１、Ｒ２）によって制御される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の風力発電装置（１００）を有するウインドパーク（１１２）の電気出力を電気供
給ネット（１２０）に供給する方法であって、
・複数の風力発電装置（１００）の各々は装置電気出力（ＰＡ）を提供し、
・提供される装置電気出力（ＰＡ）の総和はパーク出力（ＰＰ）として電気供給ネット（
１２０）に供給され、
・提供されるべき装置電気出力（ＰＡ）を予め設定するために複数の風力発電装置（１０
０）の各々について装置目標値（ＰＡｓｏｌｌ）が予め設定され、
・装置目標値（ＰＡｓｏｌｌ）は、供給されるパーク出力（ＰＰｉｓｔ）と供給されるべ
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きパーク出力（ＰＰ）の目標値（ＰＰｓｏｌｌ）の比較としての制御偏差（ΔＰ）に依存
して、制御器（Ｒ１、Ｒ２）によって制御され、出力測定ユニット（２）は、実際に生成
されるパーク出力を前記供給されるパーク出力（ＰＰｉｓｔ）としてネット接続点（１１
８）において測定し、
・制御器は、装置目標値（ＰＡｓｏｌｌ）として、風力発電装置（１００）の夫々の定格
出力（ＰＡＮ）に対する相対的な目標値を出力し、
各風力発電装置（１００）に対し同じ相対的な目標値が与えられる、
方法。
【請求項２】
・選択信号によって、
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・電気供給ネットのネット感度に依存して、
・ネット周波数に依存して、
・ネット周波数変化に依存して、及び／又は、
・短絡比に依存して、
制御器タイプ及び／又はパラメータ付けが選択又は変更される
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
制御器タイプは、
・Ｐ制御器、
・ＰＩ制御器、
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・ＰＴ１制御器、及び、
・ヒステリシス制御器
を含む制御器タイプのリストから選択可能である
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
電気供給ネット（１２０）の電圧（Ｕ）のネット周波数（ｆ）が検出され、装置目標値
（ＰＡｓｏｌｌ）はネット周波数（ｆ）及び／又はネット周波数の変化（∂ｆ／∂ｔ）に
依存する
請求項１〜３の何れかに記載の方法。
【請求項５】
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各風力発電装置はその装置電気出力（ＰＡ）を装置目標値（ＰＡｓｏｌｌ）とネット周
波数（ｆ）及び／又はネット周波数の変化（∂ｆ／∂ｔ）に依存して調節する
請求項１〜４の何れかに記載の方法。
【請求項６】
装置目標値（ＰＡｓｏｌｌ）はウインドパーク（１１２）の中央制御ユニットによって
ウインドパーク（１１２）の各風力発電装置（１００）に対して予め与えられ、及び／又
は、検出されたネット周波数はウインドパーク（１１２）のすべての風力発電装置（１０
０）に対して中央制御ユニットによって提供される
請求項１〜５の何れかに記載の方法。
【請求項７】
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電気供給ネットに電気出力を供給するウインドパークであって、請求項１〜６の何れか
に記載の方法を使用する、ウインドパーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、複数の風力発電装置を含むウインドパークの電気出力を電気供給ネットに供
給する方法に関する。更に、本発明は、そのような方法に適合するウインドパークに関す
る。
【背景技術】
10

【０００２】
ウインドパークは現在一般的に知られており、１つの共通のユニットを形成する一群の
風力発電装置を規定する。とりわけ、そのようなウインドパークは、共通ネット接続点（
ＰＣＣ；

point of common coupling（共通結合点）

）によって定義される。この共通

ネット接続点を介して、すべての風力発電装置は電気供給ネットに給電する。
【０００３】
理想的には、複数の風力発電装置は、従ってウインドパークは、支配的な風条件に基づ
いて生成可能な電気出力を電気供給ネットに供給する。例えば電気供給ネットにおいて過
大な電力供給が生じた場合のように、供給電力の減少が望まれる状況もあり得る。反対に
、ネットにおける電力需要の増加を予期して、そのような予期された大きな需要がネット
に突然生じたとき供給電力を増加することができるよう、ウインドパークの出力を現在可
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能な値より小さい値に抑制することも重要であろう。
【０００４】
ネット運用者がウインドパークの定格出力に対してより小さい所望の供給されるべき出
力値を予め設定するパーセント出力値をウインドパークに予め設定可能であることは、特
許出願US 2005 0042098 A1 から既知である。例えばウインドパークが最大で定格出力の
半分を給電することをネット運用者が望むとすれば、ネット運用者は５０パーセントの値
をウインドパークに予め設定することができる。そして、この値は更に風力発電装置（複
数）に伝達され、これらの風力発電装置はその出力を相応に減少するため、供給されるの
は定格出力の半分である。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＵＳ ２００５ ００４２０９８ Ａ１
【特許文献２】ＤＥ １０ ２００９ ０３０ ７２５ Ａ１
【特許文献３】ＤＥ １０ ２０１１ １１２ ０２５ Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
この場合、例えば風力発電装置の１つが運転停止（故障）していると問題が生じ得る。
この場合、この運転停止した風力発電装置は全く電力を供給しない。他方、それ以外の（
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残りの）風力発電装置がこの１つの風力発電装置の運転停止を認識するとしかつ該それ以
外の風力発電装置によって補償され得るこの１つの風力発電装置の運転停止による出力レ
ベル（の低下）が分かっている（既知である）とすれば、該それ以外の風力発電装置は相
応により多くの電力を供給することができる。しかしながら、そのような情報の交換やこ
の運転停止出力（運転停止による低下出力）を保証するための複数の風力発電装置の協働
ないし相互調整は複雑である。この場合、ウインドパークの多くは夫々出力が異なる複数
の風力発電装置を含むこと、部分的には１つのウインドパークに含まれる複数の風力発電
装置のメーカーが異なること、いわゆる混成ウインドパークであることさえあることも考
慮されるべきである。
【０００７】
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なお、ドイツ特許商標庁は、優先権主張の基礎出願において以下の先行技術を調査した
：DE 10 2009 030 725 A1、DE 10 2011 112 025 A1 及び US 2005/0042098 A1。
【０００８】
それゆえ、本発明の課題は上述の問題の少なくとも１つに対処することである。少なく
とも、電気供給ネットへのウインドパークの給電を可及的に適切に協働的に行う解決策の
提案が望まれる。更に、少なくとも、代替的な解決策の提案が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明に従って、請求項１に記載の方法が提案される。即ち、上記の課題を解決するた
めに、本発明の一視点により、複数の風力発電装置を有するウインドパークの電気出力を
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電気供給ネットに供給する方法が提供される。この方法において、
・複数の風力発電装置の各々は装置電気出力を提供し、
・提供される装置電気出力の総和はパーク出力として電気供給ネットに供給され、
・提供されるべき装置電気出力を予め設定するために複数の風力発電装置の各々について
装置目標値が予め設定され、
・装置目標値は、供給されるパーク出力と供給されるべきパーク出力の目標値の比較とし
ての制御偏差に依存して、制御器によって制御され、出力測定ユニットは、実際に生成さ
れるパーク出力を前記供給されるパーク出力としてネット接続点において測定し、
・制御器は、装置目標値として、風力発電装置の夫々の定格出力に対する相対的な目標値
を出力し、
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各風力発電装置に対し同じ相対的な目標値が与えられる（形態１・基本構成）。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
本発明は、電気供給ネットに共通に給電する複数の風力発電装置を含む（１つの）ウイ
ンドパークを出発点とする。この場合、各風力発電装置は装置電気出力を提供する。この
装置電気出力とは、夫々の風力発電装置が実際に提供する夫々の有効電力を意味するもの
とする。従って、（電気）出力ないし装置（電気）出力ないしパーク出力は、基本的に、
有効電力として理解されるものである。
【００１１】
このようなウインドパークの複数の風力発電装置のすべての提供される出力の総和は、
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少なくとも提案に係る方法に関連する限り、電気供給ネットに供給されるパーク出力を構
成する。
【００１２】
複数の風力発電装置の各々に対し装置目標値が与えられる。この装置目標値は、夫々の
風力発電装置に対し、提供されるべき装置出力の大きさ（レベル）を予め設定する。従っ
て、複数の風力発電装置の各々について、この装置目標値によって実際に予め設定される
有効電力を生成及び提供することが試みられる。このことは、例えば支配的な風条件がよ
り小さい値しか可能にしない場合、複数の風力発電装置が、或いはただ１つの風力発電装
置だけでも、予め設定される値（予設定値ないし基準値：Vorgabewert）未満に止まるこ
とも意味するであろう。他の境界条件が装置目標値の大きさ（レベル）での出力の提供を
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許容しない場合にも、より小さい値が供給されるであろう。そこで、装置目標値が制御器
（Regler）によって（フィードバック）制御されることが提案される。この（フィードバ
ック）制御は、供給されるパーク出力が、即ちとりわけ共通のネット接続点におけるパー
ク出力が、供給されるべきパーク出力の目標値と比較されるよう実行される。この目標値
は、例えば電気供給ネットのネット運用者によって予め設定することができる。この比較
の際に、ここで制御偏差として使用される偏差が求められる（決定される）。この制御偏
差に依存して、装置目標値が制御される。
【００１３】
かくして、供給されるべきパーク出力の予め設定される目標値が単純に伝達されたり或
いは個々の風力発電装置に対して換算されたのちに伝達されたりするのではなく、実際の
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パーク出力が予め設定されるパーク出力と比較され、それに依存して目標値が設定される
。比較の結果、例えば供給されるパーク出力が依然として所望の出力を超えていることが
判明すると、装置目標値はそれに応じて更に減少される。この際において、このパーク出
力の個々の風力発電装置（これらの装置出力の総和がパーク出力をなしている）への配分
（割当て）は分かっている（既知である）必要はない。ウインドパークのすべての風力発
電装置が比較的小さい装置出力を提供するか否か或いは幾つかの風力発電装置が丁度運転
停止しておりかつそれら以外の（残りの）風力発電装置がそれほど強く減少されない（即
ち僅かに減少された：weniger stark reduziert）装置出力を提供するか否かについては
、検査する必要はない。
【００１４】
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有利には、制御器は、装置目標値として、風力発電装置の夫々の定格出力に関連付けら
れた相対的な目標値を出力する。とりわけ、相応にパーセントで表された目標値が出力さ
れる。追加的に又は代替的に、各風力発電装置に対し同じ値が与えられる。かくして、例
えば、制御器は、まず、すべての風力発電装置に対し値１００パーセントを出力すること
ができるが、これは、とりわけ、供給されるべきパーク出力の目標値が１００パーセント
である場合ないしはパーク出力に対する予設定が行われなかった即ちウインドパークが丁
度実際に可能である限りの出力の供給が許される場合に、可能である。
【００１５】
従って、この場合、各風力発電装置は、値１００パーセントを装置目標値として受け取
る。このため、各風力発電装置は、可能な限りの出力を供給することができる。なお、こ

20

こでの説明においては、たとえ大抵の風力発電装置が理論的には相応の風条件では定格出
力より大きい出力を生成することが可能であるとしても、風力発電装置の定格出力が生成
可能な最大の出力であることを出発点ないし前提としている。尤も、風力発電装置の通常
の運転条件の場合、出力定格値は実用上の最大値とみなすことができる。
【００１６】
今、目標値が低減され、そして単純化してすべての風力発電装置が運転状態にありかつ
同時に定格出力を提供するとすれば、まず、供給されるべきパーク出力の目標値と実際に
供給されるパーク出力との間に差が生じる。この検出された差即ち制御偏差に基づいて、
装置目標値は減少される。Ｐ制御の場合、この減少は、供給されるべきパーク出力の目標
値（パーク目標値と略称される）の変化も跳躍的であれば、最初に跳躍的に実行されるで
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あろう。尤も、たとえばＰＩ制御器のような他の制御タイプも考慮の対象となる。かくし
て、例えば予め設定されるパーク目標値が８０パーセントであったのであれば、装置目標
値も例えば８０パーセントに減少される。そして、風力発電装置は、その装置出力を目標
値に適合させ、例えば、極めて単純な或いは極めて単純化された例を挙げれば、８０パー
セントに減少する。この場合、供給されるパーク総出力も８０パーセントに減少し、かく
して、パーク出力の所望の目標値が達成されているであろう。
【００１７】
今、ある風力発電装置が運転停止すれば、それに応じ、供給されるパーク出力は、この
運転停止した風力発電装置がその運転停止前に供給していた出力の分だけ減少するであろ
う。例えば、パーク出力は、７０パーセントにしかならないのであれば、パーク目標値を
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下回っている。制御器はこれを認識し、装置目標値を増加する。
【００１８】
風力発電装置のこの増加された目標値はすべての風力発電装置に伝送され、運転停止し
ている風力発電装置も含まれるが、これは、当面は何の影響も及ぼさない。それ以外の風
力発電装置は、可能であれば、実際に供給されるパーク出力がパーク目標値に到達するま
でその出力を増加する。この場合、例えば、予設定目標値は８５パーセントであり、場合
によっては、ウインドパークのすべての風力発電装置がその定格出力の８５パーセントを
夫々供給する。他方、運転停止している風力発電装置のみがその定格出力の０パーセント
を供給する。
【００１９】
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かくして、ウインドパークのすべての風力発電装置の協働が、各風力発電装置が生成可
能な出力の大きさを予め知ることなしに、結果として実行されたことになる。上述の例で
はどの風力発電装置が運転停止しているかについても、この例では予設定値は各風力発電
装置に、より詳細には、この場合各風力発電装置の定格出力に関連付けられているため、
検出（決定）する必要はなく、かくして、すべての風力発電装置に対して同じ値を、例え
ば上記の例の最後の状態における８５パーセントを（予め）設定することができる。これ
は、１ＭＷ風力発電装置については、１メガワットの８５パーセントを意味し、他方、７
．５ＭＷ風力発電装置については、７．５メガワットの８５パーセントを意味する。
【００２０】
尤も、代替的に、各風力発電装置に対して独自の（専用の）予設定値を求めることも可
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能であるが、これは課題の有利な解決策ではない。
【００２１】
かくして、相対的ないし規格化された目標値の装置目標値としての使用は、簡単な態様
で、各風力発電装置に対し同じ値を与えることを可能にする。従って、実際に必要とされ
ることは、ただ１つの値のみを計算し、これを各風力発電装置に伝送することである。
【００２２】
制御器について、制御器タイプ及び追加的に又は代替的にそのパラメータ付け（Parame
trierung）を変更することが、一実施形態に応じて提案される。これによって、ウインド
パーク及び／又は電気供給ネットの種々異なる状況又は運転条件を考慮することができる
。これは、一時的な状況又は運転条件に対しても、持続的な状況又は運転状況に対しても
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関連することができる。例えば、ウインドパークは、強い（大規模な）ネットにも弱い（
小規模な）ネットにも接続されることができるが、装置目標値をパーク目標値に依存して
決定する制御器はこのことを考慮することができる。ネットにおける出力バランス（Leis
tungsbilanz）の予期され得る変動も考慮することができる。同様に、例えば、ウインド
パークのダイナミクス（動的特性：Dynamik）ないしあり得るダイナミクスも考慮するこ
とができる。
【００２３】
制御器タイプ及び／又はパラメータ付けのそのような変更を選択信号によって実行する
ことが、一実施形態に応じて提案される。そのような選択信号によって、ウインドパーク
の運用者及び／又は電気供給ネットの運用者は相応の予設定を行うことができる。例えば
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、ネット運用者が利用可能なないし要求される電力の近い将来にける跳躍的変化を予期す
る場合、このネット運用者は、例えば、選択信号を介して、高ダイナミクスの制御器を要
求することができる。この高ダイナミクスの制御器は、相応のパラメータ付けによって及
び／又は相応のダイナミクスを有する制御器タイプの選択によって達成することができる
。
【００２４】
更なる例として、例えば重要なネット電線が一時的に遮断されているネットにおいて作
業が行われていることをネット運用者が知っているような状況を挙げることができる。こ
の場合にも、例えば、そのように脆弱化されたネットのためのより良い安定化作用を達成
する制御器を要求することができる。
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【００２５】
制御器タイプのそのように要求される変更は、装置目標値を制御する制御器が更なる入
力パラメータを考慮することも意味することができる。
【００２６】
制御器タイプ及び／又はパラメータ付けの変更を電気供給ネットのネット感度に依存し
て実行することが、一実施形態に応じて提案される。これに関し、ネット感度（Netzsens
itivitaet）とは、ネットに作用するパラメータ（Groesse）の変化に対する、とりわけ共
通のネット接続点に関する、ネットの応答（Reaktion）として理解されるものである。ま
た、ネット感度は、ネット影響パラメータの差（変化）に対するネット応答の差（変化）
として定義することもできる。とりわけ、この場合、供給される有効電力とネット電圧の
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大きさに関する定義が考慮される。例えば、単純化すれば、ネット感度ＮＳに対し、以下
の式を定義することができる：

【００２７】
上式において、ΔＰは供給される有効電力即ち供給されるパーク出力の変化、ΔＵはネ
ット電圧Ｕのその結果として生じる変化を表す。これらの差（変化）は、極めて短い期間
に、とりわけ１秒以下の範囲で、形成される。有利には、出力の差に対する電圧の差につ
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いてのこの式の代わりに、相応に、ネット電圧Ｕの供給されるパーク出力Ｐによる偏微分
（偏導関数）を形成することも可能である。ネット応答としては、ネット周波数ｆの変化
も考慮される。更なる可能性として、ネット感度は以下の式によって考慮されるであろう
：

【００２８】
制御器タイプ及び／又はパラメータ付けの変更を短絡比（ＳＣＲ）に依存して実行する
ことが、一実施形態に応じて提案される。
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【００２９】
ＳＣＲ（Short Circuit Ratio）とも称される短絡比は、短絡出力の接続出力（Anschlu
ssleistung）に対する比を表す。ここで、短絡出力とは、関連する電気供給ネットが、風
力発電装置ないしウインドパークが接続されている問題のネット接続点に、当該ネット接
続点に短絡が生じたときに、提供することが可能な出力として理解されるものである。他
方、接続出力とは、接続されている風力発電装置ないし接続されているウインドパークの
接続出力、従って、とりわけ接続されるべき発電機の定格出力ないしウインドパークの発
電機のすべての定格出力の総和である。従って、短絡比とは、この問題のネット接続点に
関する電気供給ネットの強度についての基準である。このネット接続点に関して強い電気
供給ネットは、大抵は、例えばＳＣＲ＝１０のような大きな短絡比を有する。
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【００３０】
短絡比は関連する電気供給ネットのネット接続点における挙動についての情報を提供で
きることも判明した。この場合において、短絡比は変化し得る。
【００３１】
ウインドパークないし風力発電装置の新設する場合、短絡比を考慮し、これに対し有効
電力制御及び無効電力制御を適合化すると有利である。有利には、更に、短絡比を風力発
電装置ないしウインドパークの設置及び運転開始後に一定の間隔で検出することも提案さ
れる。短絡出力の検出は、例えばシミュレーションを利用したネットトポロジーについて
の情報に基づいて実行できる。接続出力（の検出ないし決定）は、単にウインドパークに
含まれる複数の風力発電装置についての知識（情報）に基づいて実行可能及び／又は定格
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風速の際に供給される出力の測定（値）に基づいて実行可能である。
【００３２】
選択可能な制御器タイプとして、Ｐ制御器、ＰＩ制御器、ＰＴ１制御器又はヒステリシ
ス制御器を使用することが、一実施形態に応じて提案される。有利には、制御器はその入
力端又はその出力端に動的な（ダイナミックな）制限ないし限界（Begrenzung）を設ける
ことができる。これは、例えば入力端にこの制限が設けられた場合、パーク目標値ないし
パーク実際値に対する結果として生じる差が制限された勾配（増加率）でのみ増加するこ
とを許容するものである。選択的に、同様の勾配制限は、出力端に即ち形成される装置目
標値のために設けることも可能である。
【００３３】
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使用されるヒステリシス制御器は、とりわけ、非線形的であり、かつ、制御偏差が増加
する場合、制御偏差が相応に減少する場合とは異なるように応答する制御器構成に関する
。
【００３４】
電気供給ネットの電圧のネット周波数を、とりわけネット接続点において、検出するこ
とが、一実施形態に応じて提案される。そして、装置目標値は、ネット周波数に依存して
及び／又はネット周波数の変化に依存して調節される。
【００３５】
例えば、ネット周波数が定格周波数を上回っているとき又は定格周波数についての上側
閾値（周波数変動許容上限）を上回っているとき、装置目標値を減少することができる。
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この場合、更に、プラスのネット周波数変化が検出される場合、装置目標値を更に減少す
ることができる。これに対し、ネット周波数変化がマイナスの場合、即ち、ネット周波数
は再び正常値の方向に移動（変化）する場合、より僅かの出力減少、従ってより僅かに小
さくした（weniger geringer）装置目標値を設定することができる。ネット周波数ないし
その変化のそのような考慮は、パーク目標値の変更と一緒に実行することもできる。
【００３６】
一実施形態に応じ、各風力発電装置はそれ自体が（ネット）周波数に依存する又は（ネ
ット）周波数の変化に依存する（周波数依存又は周波数変化依存）出力適合化を実行する
。従って、この場合、各風力発電装置は、提供される装置出力を減少又は増加するそれ自
体のアルゴリズムを使用する。
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【００３７】
有利には、制御器タイプ及び又はそのパラメータ付けの変更又は選択も、一定のネット
周波数に依存して及び追加的に又は代替的にネット周波数変化に依存して実行される。か
くして、例えば周波数変動が大きくかつ急速である場合に、これに応じて大きなネット周
波数変化が検出されると、装置目標値の（フィードバック）制御のために特に安定化作用
を有する制御器を選択することができる。
【００３８】
有利には、以下において制御基本タイプと称される以下の基本的な基本制御器設定（複
数）を規定することができる。
【００３９】
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一の制御器設定に応じ、パーク出力の減少は実行されない。これは、第１制御基本タイ
プとしても提案される。この場合、パーク目標値は設定されないか１００パーセントに設
定される。供給されるパーク出力が１００パーセントを超えることは想定できないため、
供給されるパーク出力と予定されているパーク出力の間の制御偏差の評価（値）は原理的
にマイナスの値又は最大で値０になる。この場合、所定の制限ないし限界（Begrenzung）
によって、装置目標値が１００パーセントを超えて増加される制御が阻止される。尤も、
この装置目標値は１００パーセントを超えて増加されることも可能ではある。というのは
、この場合であっても、この値が１００パーセントである場合と異なる結果を風力発電装
置にもたらさないからである。代替的に、パーク出力を減少することが望まれないこの一
般的な場合のために、制御器出力端をコンスタントに１００パーセントに設定すること及
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び／又は制御偏差を作為的に０に設定することも可能である。
【００４０】
パーク出力を外部から、とりわけ電気供給ネットの運用者によって、予め設定すること
が、更なる制御器構成として提案される。これは、本書では、第２制御基本タイプと称す
る。この場合、制御器は、予め設定されるパーク出力と供給されるパーク出力の間の制御
偏差にのみ依存して装置目標値を決定する。従って、装置目標値は、供給されるパーク出
力が予め設定されるパーク出力に相応するまで、少なくとも所望の正確さで相応するまで
、制御器によって適合化（調整）される。
【００４１】
パーク目標値が予め設定され、更に、各風力発電装置がその提供する装置出力の周波数
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依存又は周波数変化依存適合化を実行することが、第３制御基本タイプとして提案される
。従って、この第３制御基本タイプは、個別の風力発電装置が周波数依存又は周波数変化
依存有効電力制御を付加的に実行する機能が補充（付加）された第２制御基本タイプに相
応する。
【００４２】
パーク出力が予め設定され、制御器がパーク目標値とパーク実際値の間の制御偏差に依
存して装置目標値を決定し、更にその際（制御器が）ネット周波数及び／又はネット周波
数の変化も考慮することが、第４制御基本タイプないし制御基本タイプ４として提案され
る。これは、装置目標値が付加的にネット周波数又はネット周波数変化に依存する機能が
補充（付加）された制御基本タイプ２に相応する。この場合、更に、風力発電装置自体も
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周波数依存出力制御（機能）を含むよう構成することができる。尤も、逆方向の周波数依
存制御を回避するために、有利には、風力発電装置（複数）のための周波数依存出力制御
は、制御基本タイプ４において提案されているように既に制御器によって中央ないし集中
（制御）的に考慮される場合、排除ないし停止される。
【００４３】
とりわけ、これらの４つの制御基本タイプの間で切替えを行うことが提案される。そし
て、そのような切替えは、例えばネット運用者によるもののように、外部信号によって実
行することができる。そのような切替えは、ネット感度検出及び／又はネットの周波数及
び／又は周波数変化に依存して実行することも可能である。複数の基準が考慮される場合
、これらの基準は評価機能によって組み合されることができ、（１つの）閾値を介して、
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実際に切替えが生じる場合の（１つの）基準を予め設定することができる。この場合も、
有利には、２以上の制御器タイプ間で、とりわけ２以上の制御基本タイプ間で、絶えずあ
れこれと切替えが生じることが回避されるよう、ヒステリシス要素が組み込まれる。
【００４４】
尤も、とりわけ上述の制御基本タイプ間の切替えは、ウインドパークの設置又は運転開
始の際にも実行することができる。このために、例えば、フラグとも称される相応のイン
ジケータを設定することができる。その限りにおいて、このインジケータないしこのフラ
グは相応の制御器の設定または選択のための信号も生成する。
【００４５】
有利には、制御基本タイプは選択又は変更することができ、追加的に、パラメータ付け
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も変更することができる。追加的に、制御器は、その都度選択される制御基本タイプの内
容として選択又は変更すること、具体的には例えばＰＩ制御器からヒステリシス制御器に
変更すること（なお、これは単なる例示に過ぎない）ができる。
【００４６】
有利には、装置目標値は中央制御ユニットによって決定される。従って、制御器は、ウ
インドパークの中央制御ユニットにある。この中央制御ユニットは、ネット接続点におけ
る別個のユニットとして構成されること、又は、（１つの）風力発電装置に、例えばネッ
ト接続点の近くに建設された風力発電装置の足部（基底部）に、設けることができる。中
央制御ユニットは、有利には、ネット接続点の変圧器ユニットに設けることもできる。有
利には、この中央制御ユニットは、電気供給ネットのネット電圧及び／又はネット周波数
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を検出するための測定手段を含む。
【００４７】
更に、本発明に応じ、上記の実施形態の何れかの方法によって運転されるよう構成され
るウインドパークも提案される。とりわけ、このウインドパークはＦＡＣＴＳ機能を有す
ることが望ましい。
【００４８】
電気供給ネットに電気出力（電力）を供給するための方法は、多くの実施形態によって
説明されるが、電気供給ネットへの有効電力の供給に関連する。同様に、このような態様
で電気供給ネットの供給されるべき無効電力を制御すること、即ち、ウインドパークに対
し無効電力目標値を予め設定し、相応の装置無効電力目標値を制御器によって決定して風
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力発電装置（複数）に与えることによって制御することも可能である。これも、本発明に
従ってないし独立の教示として特許による保護が要求されている。
【００４９】
ここに、本発明の好ましい実施の形態を示す。
（形態１）上記基本構成参照。
（形態２）上記の方法において、
・選択信号によって、
・電気供給ネットのネット感度に依存して、
・ネット周波数に依存して、
・ネット周波数変化に依存して、及び／又は、
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・短絡比に依存して、
制御器タイプ及び／又はパラメータ付けが選択又は変更されることが好ましい。
（形態３）上記の方法において、制御器タイプは、
・Ｐ制御器、
・ＰＩ制御器、
・ＰＴ１制御器、及び、
・ヒステリシス制御器
を含む制御器タイプのリストから選択可能であることが好ましい。
（形態４）上記の方法において、電気供給ネットの電圧のネット周波数が検出され、装置
目標値はネット周波数及び／又はネット周波数の変化に依存することが好ましい。
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（形態５）上記の方法において、各風力発電装置はその装置電気出力を装置目標値とネッ
ト周波数及び／又はネット周波数の変化に依存して調節することが好ましい。
（形態６）上記の方法において、装置目標値はウインドパークの中央制御ユニットによっ
てウインドパークの各風力発電装置に対して予め与えられ、及び／又は、検出されたネッ
ト周波数はウインドパークのすべての風力発電装置に対して中央制御ユニットによって提
供される、とりわけ伝送されることが好ましい。
（形態７）電気供給ネットに電気出力を供給するウインドパークであって、上記形態１〜
６の何れかの方法を使用する、ウインドパークも有利に提供される。
以下に、本発明の実施例を添付の図面を参照して詳細に説明する。
なお、特許請求の範囲に付した図面参照符号は専ら発明の理解を助けるためのものであ
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り、本発明を図示の態様に限定することは意図しない。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】風力発電装置の一例の模式図。
【図２】ウインドパークの一例の模式図。
【図３】制御構造を有するウインドパークの一例の詳細図。
【図４】生じ得る制御プロセスの具体例を示すタイムチャート。
【実施例】
【００５１】
図１は、タワー１０２とゴンドラないしナセル１０４を有する風力発電装置１００の一
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例を示す。ナセル１０４には、３つのロータブレード１０８とスピナ１１０を有するロー
タ１０６が配設されている。ロータ１０６は、運転時、風によって回転運動し、この回転
によって、ナセル１０４内の発電機を駆動する。
【００５２】
図２は、例えば３つの風力発電装置１００（これらは相互に同じものであることも異な
るものであることもあり得る）を有するウインドパーク１１２の一例を示す。従って、こ
れらの３つの風力発電装置１００は、ウインドパーク１１２の原理的に任意の数の風力発
電装置を代表的に示すものである。これらの風力発電装置１００は、その出力を、具体的
にはとりわけ生成した電流をパーク電気ネット１１４を介して提供する。そして、個々の
風力発電装置１００の夫々生成した電流ないし出力は総合される。大抵は、変圧器１１６
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が設置されている。この変圧器１１６は、ウインドパークの電圧を昇圧して、一般的にＰ
ＣＣとも称される給電点１１８において電気供給ネット１２０に給電する。図２は、ウイ
ンドパーク１１２の一例の単純化した構成のみを示しており、従って、例えば制御システ
ムは示されていないが、そのような制御システムは勿論存在する。更に、例えばパーク電
気ネット１１４は、例えば各風力発電装置１００の出力端に夫々変圧器を設けること（な
お、これは他の一実施例の例示に過ぎない）によって、図示のものと異なるように構成す
ることもできる。
【００５３】
図３は、とりわけ、パーク電気ネット１１４を含むウインドパーク１１２の制御構造の
一例を示す。なお、図３のこのウインドパーク１１２の構造要素が図２のウインドパーク

10

１１２に少なくとも類似する限りにおいて、図２と図３の間での相互参照性を向上するた
めに、同じ図面参照符号が用いられている。その限りにおいて、図３のウインドパーク１
１２は、変圧器１１６を介してネット接続点１１８において電気供給ネット１２０に給電
するパーク電気ネット１１４も示している。パーク電気ネット１１４も電気供給ネット１
２０（単純化して単にネットと称することもある）も３相として構成されている。
【００５４】
出力測定ユニット２は、その都度実際に生成されるパーク出力ＰＰｉｓtを測定する。
この生成されるパーク出力は、合算（総合）部位（Summierstelle）において、予め設定
されるパーク出力ＰＡｓｏｌｌと比較され、その結果として、パーク出力差ΔＰＰが生成
される。パーク目標値は、外部ユニット４によって設定可能であり、例えば電気供給ネッ

20

ト１２０の運用者によって設定される。
【００５５】
そのようにして得られた差ΔＰＰは、その限りにおいて、制御偏差ΔＰＰとみなされる
。このパーク出力差は、スイッチＳ１が閉成されかつスイッチＳ２が図示の位置にあると
き、制御器Ｒ１に供給される。制御器Ｒ１は、スイッチＳ４が図示の開成位置にあるとき
、装置目標値ＰＡｓｏｌｌを生成する。
【００５６】
図３に示したスイッチＳ１〜Ｓ５はすべて、図示の例の具体的説明のためのものである
。従って、実際に実施される場合、以下に説明するこれらの機能ないし作用は、しばしば
全く異なるように実現されることもある。

30

【００５７】
そして、そのようにして生成された装置目標値ＰＡｓｏｌｌは、個々の風力発電装置１
００の夫々の装置制御ユニット６に供給される。そして、各装置制御ユニット６は、夫々
の対応する風力発電装置が相応の出力ＰＡ１、ＰＡ２ないしＰＡ３を出力するないし給電
のためにネット１２０に提供するよう、これらの風力発電装置を制御する。スイッチＳ１
が閉成されていることを除き図示のままの図３によってとりわけ表される運転状態に従っ
て、これらの個々の装置出力ＰＡ１、ＰＡ２ないしＰＡ３は装置目標値ＰＡｓｏｌｌに従
う。ここで、装置目標値ＰＡｓｏｌｌは、例えば０〜１００パーセントの間（即ち０〜１
の間）にある規格化されたパラメータである。図３に示した構成の基礎もなしている一実
施形態においては、装置目標値ＰＡｓｏｌｌは、この場合、各風力発電装置１００の定格

40

出力ＰＮに関係する。例えば、第１風力発電装置ＷＴ１の定格出力が１ＭＷでありかつ他
の２つの風力発電装置ＷＴ２及びＷＴ３の定格出力が夫々２ＭＷであれば、装置目標値Ｐ
Ａｓｏｌｌのための５０パーセントの値は、第１風力発電装置ＷＴ１のための５００ｋＷ

の出力及び他の風力発電装置ＷＴ２及びＷＴ３の夫々のための１ＭＷの値を意味する。従
って、図示の例では、全体で２．５ＭＷが生成されるであろう。この生成されるパーク総
出力は、ライン測定部位２において検出され、パーク制御に供されるであろう。
【００５８】
図３の制御構造に応じ、パーク出力についての目標実際値差（目標値と実際値の差）の
検出が実行され、そして、その結果は制御器に供され、この制御器は当該結果から装置目
標値を計算する。そして、この装置目標値は、複数の、場合によっては夫々異なる風力発
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電装置に与えられる。この場合、有利には、これらの風力発電装置はすべて同じ入力値を
受け取るが、この入力値は恐らくは夫々異なる生成出力をもたらすであろう。
【００５９】
更に、スイッチＳ１〜Ｓ５を用いて説明される幾つかの可能な切替えモードが提案され
る。スイッチＳ１は、パーク目標値ＰＰｓｏｌｌとパーク実際値ＰＰｉｓｔの間の差を制
御器に与えないモードも存在することを示している。このモードは、供給されるべきパー
ク出力のための目標値ＰＰｓｏｌｌが予め設定されることが全くないか又はこの目標値が
１００パーセントである状況を実際に反映している。従って、この場合、目標値予設定は
効果を生じないが、これについては開成されたスイッチＳ１によって表されている。この
場合のために、制御器は装置目標値ＰＡｓｏｌｌとして１００パーセントを出力する。こ

10

のため、装置制御ユニット６はすべて、その限りにおいて出力の減少が要求されない信号
を受け取る。各風力発電装置１００ないしＷＴ１、ＷＴ２及びＷＴ３は、その都度支配的
な風のもとで可能な限りの出力を生成することができる。
【００６０】
スイッチＳ１が閉成されると、装置目標値ＰＡｓｏｌｌの予設定が供給されるべきパー
ク出力の予設定値ＰＰｓｏｌｌに依存してアクティブになる（活性化ないし実行される）
。この場合のために、まず、図示の制御器Ｒ１が装置目標値ＰＡｓｏｌｌを制御する。こ
の目的のために、制御器Ｒ１は例えばＰＩ（比例・積分）制御器として構成されることが
できる。即ち、この制御器Ｒ１は比例項と積分項を有する。従って、出力差ΔＰＰは、比
例項を介して直ちに装置目標値ＰＡｓｏｌｌの部分に変換され、積分項は、固定的な（不
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変的な）精度の達成を試みることができる。ウインドパーク１１２又は電気供給ネット１
２０の他の運転状態への適合化を考慮できるようにするために、制御器を変更することが
提案される。これについては、例えば制御器Ｒ２への切替えを可能にするスイッチＳ２に
よって示される。勿論、以下に示す不図示のスイッチも相応に切り替える必要がある。切
替えの対象となる更なる制御器を設けることができることについては、点線で図示されて
いる。
【００６１】
例えば、振動の回避のために、積分項を省いて純粋なＰ（比例）制御器を使用すること
は有利であり得る。これは、場合によって、更なる制御アルゴリズムが補われるべき場合
にも考慮される。スイッチＳ２によって示される制御器切替えは、同じタイプであるが異
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なるパラメータ付けがされた制御器への切替えでもあり得る。とりわけ、より複雑な制御
器は、更にはＰＩ制御器も、その都度相互に調整されることが望まれるであろう複数のパ
ラメータを有する。かくして、複数の制御器間での切り替えによって、整合性のある（st
immig）パラメータセットが存在することが常に保証される。勿論、そのような変更（切
替え）は、プロセスコンピュータでも、新たなパラメータセットの割当によって実行（変
更ないし切替え）することができる。
【００６２】
図３は、更に、ネット周波数ｆＮを測定する周波数測定ユニット８が設けられているこ
とを示している。原理的に、このネット周波数は、パーク電気ネット１１４においても測
定することができる。図示の構成のためには、更には実用化における多くの場合において
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も、ネット周波数ｆＮのこの中央制御的な測定は有利である。このネット周波数ｆＮは、
とりわけ、スイッチＳ３を介して装置制御ユニット６に供給される。図示の及び上述の運
転状態において、スイッチＳ３は開成されており、従って、装置制御ユニット６は、出力
制御の調整に関しては、ネット周波数を考慮することなく作動する。なお、風力発電装置
は、供給されるべき電流を生成する際に、ネットの周波数及び位相を考慮する必要がある
ことは勿論である。しかしながら、この考慮は、このスイッチＳ３によって影響を及ぼさ
れるべきではない。
【００６３】
このスイッチＳ３が閉成されると、ネット周波数は装置制御ユニット６に供給されるが
、これは、各装置出力ＰＡ１、ＰＡ２及びＰＡ３の制御はこのネット周波数ｆＮを考慮す
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ることを示している。従って、例えば、生成される出力は、ネット周波数ｆＮが予め定義
される限界値ないし閾値を超えて上昇する場合、各装置制御ユニットによって減少される
こと、とりわけ迅速に減少されることができる。尤も、とりわけ実用的適用においては、
両方の（何れの）装置制御ユニットのネット周波数は常に既知であることがあり、周波数
及び位相の適合化のために必要とされるが、出力レベルの決定のために考慮されるべきで
はない。この場合、閉成されたスイッチＳ３は、出力レベルＰＡ１、ＰＡ２及びＰＡ３の
決定のためのネット周波数ｆＮの考慮を象徴的に示す。
【００６４】
ネット周波数は、装置目標値ＰＡｓｏｌｌを決定する上位の制御器によっても考慮され
ることができる。これは、スイッチＳ４によって示されている。このスイッチＳ４は、周
波数依存型制御器Ｒ（ｆ）が装置目標値ＰＡｓｏｌｌ

10

を一緒に決定することを象徴的に

示している。このために、合算（総合）部位（Summierstelle）１０が設けられている。
スイッチＳ２の位置に応じて制御器Ｒ１又はＲ２に、更に、制御器Ｒ（ｆ）による計算が
加わる。尤も、これらの両者の制御器の相互補完は、加算とは異なる態様によって実行す
ることも可能である。例えば、ウインドパークの出力差ΔＰもネット周波数ｆＮも考慮す
る全体制御器に切り替えることも可能である。
【００６５】
周波数依存型制御器ないし周波数依存型部分制御器Ｒ（ｆ）は周波数に直接的に依存す
ることが可能であり、或いは、代替的に又は追加的に、周波数変化∂ｆ／∂ｔに依存する
ことも可能であるが、これはブロック１２によって表されている。ブロック１２は、周波
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数の時間による偏微分∂ｆ／∂ｔを示すが、これは、プロセスコンピュータにおいて差分
形成（Differenzenbildung）又はその他の方法によって変換される（達成される）ことも
できる。何れにせよ、スイッチＳ５は、部分制御器Ｒ（ｆ）が直接的にネット周波数ｆＮ
又はその変化又はその両方に依存することができることを示している。
【００６６】
一つの態様でのみ即ち部分制御器Ｒ（ｆ）によって中央（集中）制御的に或いは個々の
装置制御ユニット６の各々において周波数依存性を考慮するために、スイッチＳ３が開成
されているときスイッチＳ４を閉成すること及びその反対の操作を行うことは好都合であ
ろう。尤も、関連する複数の制御器が相応に相互に適合（abgestimmt）されている場合は
、同時に考慮することは排除されるべきではない。
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【００６７】
更に、上述の切替えはその都度外部の入力によって即ち外部の信号又は外部のインジケ
ータによって目標を定めて実行することができること、又は、この切替えを制御する、有
利にはネット周波数及び／又はその時間的変化に依存するアルゴリズムを設けることが指
摘される。
【００６８】
上述の制御基本タイプに関し、制御基本タイプ１は図３に示した状態、即ちスイッチＳ
１、Ｓ３及びＳ４が開成されている状態に相応する。制御基本タイプ２は、スイッチＳ２

の閉成状態を除いて図３に示した状態に相応する。なお、この制御基本タイプ２のために
、スイッチＳ２は、異なる制御器Ｒ１又はＲ２又は他の制御器を選択することができる。
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【００６９】
制御基本タイプ３は、スイッチＳ１が閉成されかつスイッチＳ３が閉成されていること
を除き、図３に示した状態に相応する。即ち、追加的に、各装置制御ユニット６における
出力レベルの周波数依存的決定はアクティブである。
【００７０】
制御基本タイプ４は、スイッチＳ１及びスイッチＳ４が閉成されていることを除き、図
３に示した状態に相応する。即ち、追加的に、装置目標値が周波数にも依存して影響を受
ける。
【００７１】
この制御基本タイプ４について、更に、スイッチＳ３も閉成されると、各装置制御ユニ
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ット６における周波数依存出力レベル決定は更にアクティブになるが、この状態は制御基
本タイプ５と称することができる。これらの制御基本タイプ４及び５のためにも、更に、
スイッチＳ２による切り替えを実行すること、即ち、制御器Ｒ１、Ｒ２又は他の示唆した
制御器の間での選択を実行することができる。
【００７２】
可能なパーク制御を説明するために、図４は、幾つかのタイムチャートの例を示す。こ
れらのチャートはすべて同じ時間軸（Zeitstrahl）に基づいている。一番上のチャートは
、パーク出力の時間推移、即ち、予め設定されるパーク出力ＰＰｓｏｌｌ、その都度存在
する（供給される）パーク出力ＰＰｉｓｔ及びパーク目標値ＰＰｓｏｌｌとパーク実際値
ＰＰｉｓｔの間の制御偏差（これはここではΔＰＰとも称される）の時間推移を示す。こ

10

れらの３つの時間推移は、ウインドパークの定格出力ＰＰＮに対して規格化されており、
単純化のため、パーセントで表されている。
【００７３】
（上から）２番目のチャートは、規格化された形での即ちパーセント表記された値とし
ての装置目標値ＰＡを示す。
【００７４】
残りの３つのチャートは、夫々、図３に示した３つの風力発電装置ＷＴ１、ＷＴ２及び
ＷＴ３についての生成出力ＰＡ１、ＰＡ２及びＰＡ３を示す。なお、この３という数は、
単に説明のために選択されたに過ぎない。ウインドパークは、３つの風力発電装置のみか
ら構成されることも可能であるが、通常は、ウインドパークは遥かにより多くの風力発電
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装置を含む。図４のチャートは、各風力発電装置ＷＴ１、ＷＴ２及びＷＴ３に対する風条
件は定格出力の生成、即ち、ＰＮ１、ＰＮ２及びＰＮ３の生成を可能にするものであるこ
とを仮定している。この場合、これらの風力発電装置の個々の出力は、夫々、図において
、それらの定格出力ＰＮ１、ＰＮ２及びＰＮ３に関係付けられて記載されている。
【００７５】
チャートは、１００パーセントのパーク出力のための予設定値で開始する。即ち、制限
ないし限定（Beschraenkung）は設定されていない。時点ｔ１では、パーク目標値ＰＰｓ
ｏｌｌは５０パーセントに減少される。そのため、まず、ウインドパークの出力差ΔＰＰ

は同様に５０パーセントに跳躍的に増加する。この場合、目下のところ、図３に応じた制
御が存在するが、スイッチＳ１は閉成されている。そのため、この５０パーセントに跳ね
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上がったパーク出力の差の値ΔＰＰは、制御器Ｒ１に供給される。この制御器Ｒ１がＰＩ
制御器であるものとすれば、ＰＡｓｏｌｌと称することも可能な装置目標値は跳躍的に１
００パーセントから例えば７５パーセントになる。そして、Ｉ項（Ｉ要素）に基づき、時
間ｔの更なる進行と共に、目標値ＰＡは５０パーセントに減少する。すべての装置出力Ｐ
Ａ１、ＰＡ２及びＰＡ３も同様に、目標値ＰＡｓｏｌｌによって要求されるように、夫々

の定格出力の半分に低下する。しかしながら、７５パーセントへの跳躍的低下は、個々の
装置出力の実際値の場合には見られないが、そのため、このチャートにおいては、ある種
のダイナミクスないし物理的慣性（の存在）が示唆されているというべきである。
【００７６】
少々時間が経過した後、すべての装置出力ＰＡ１、ＰＡ２及びＰＡ３はそれらの定格出
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力の半分になっている。図４に示したチャートは、３つの風力発電装置がすべて同じ定格
出力ＰＮ１＝ＰＮ２＝ＰＮ３を有することを仮定している。パーク出力の実際値はそれに
応じて５０パーセントに低下するが、これは予め設定されるパーク目標値ＰＰｓｏｌｌに
相当する。実際値ＰＰｉｓｔと目標値ＰＰｓｏｌｌについての２つのグラフは、上側のチ
ャートでは、視認性の向上のみを目的として、相互に僅かな間隔をあけて記載されている
（部分がある）。しかしながら、実際には、この例におけるこれらの値は理想的には同一
である。
【００７７】
次に、時点ｔ２において、第１風力発電装置ＷＴ１が運転停止したと仮定する。従って
、その出力ＰＡ１は急激に０に低下する。その結果、パーク出力ＰＰｉｓｔも急激に低下
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するため、ウインドパークの出力差ΔＰＰは跳躍的に相応の値だけ増加する。そのため、
装置目標値ＰＡｓｏｌｌも変化し、小さい値だけ跳躍的に増加した後、更に増加し続ける
。なぜなら、依然として、制御器Ｒ１としてＰＩ制御器が使用されているからである。
【００７８】
第１風力発電装置ＷＴ１は、運転停止しているので、この変化された装置目標値に従わ
ないのは勿論である。これに対し、他の２つの風力発電装置ＷＴ２及びＷＴ３はそれらの
出力を増加することができる。これに応じてパーク出力も増加するため、再び目標値ＰＰ
ｓｏｌｌに到達することができる。即ち、パーク出力ＰＰｉｓｔは、再び、５０パーセン

トの値に到達する。他方、このため、第２及び第３風力発電装置の装置出力ＰＡ２及びＰ
Ａ３は何れもそれらの定格値ＰＮ２及びＰＮ３の凡そ７５パーセントになっている。ここ

10

で留意すべきことは、パーク目標値ＰＰｓｏｌｌは時点ｔ１以降ずっと５０パーセントの
まま変わらずに維持されていることである。
【００７９】
時点ｔ３において、ネット運用者は、ウインドパークを周波数依存的に制御されるネッ
ト安定化にも寄与させることを決定したとする。これは、かつては行われていなかったこ
とである。この場合、このネット安定化は、各風力発電装置の個別の制御によってではな
く、中央パーク制御器によって（ウインドパークの中央（集中）制御によって）実行され
ることが望ましい。そのため、このことは、図３の例では、スイッチＳ４が閉成されるこ
とを意味する。この場合、その他の点では、スイッチＳ５の図示下側部分も閉成される必
要がある。即ち、追加的に、周波数依存性の制御器部分が動作可能にされる。しかしなが
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ら、図４のチャートでは、何の効果も見出すことはできない。その理由は、ネット周波数
は時点ｔ３においては依然としてほぼその定格値を有することにある。これに関連して、
時点ｔ３から始まる周波数ｆＮの推移を図４の紙面右上に挿入したチャートに示す。この
場合、定格周波数としては、例として、５０Ｈｚを仮定したが、これは、世界の他の地域
の場合、例えば６０Ｈｚとすることも可能である。
【００８０】
しかしながら、時点ｔ３とｔ４の間において、ネット周波数は上昇し始め、時点ｔ４に
おいて上側閾値ｆＯを上回る。すると、時点ｔ３において動作可能されていた周波数依存
性制御器はアクティブになって（活性化されて）、パーク出力の減少を要求するが、これ
は、装置目標値ＰＡｓｏｌｌが減少されることによって実行される。他方、パーク目標値
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は変化されることなく５０パーセントに維持される。
【００８１】
そして、周波数が時点ｔ５においてその最大値に到達し、時点ｔ６までそこに留まる。
これに応じて、装置目標値ＰＡｓｏｌｌは時点ｔ５においてその極小値に到達する。風力
発電装置ＷＴ１は依然として運転停止しているが、第２及び第３風力発電装置ＷＴ２及び
ＷＴ３は装置目標値ＰＡｓｏｌｌに従い、それらの出力ＰＡ２及びＰＡ３を相応に低下す
る。ここで、装置目標値ＰＡｓｏｌｌのこの周波数依存の減少は極めて迅速に実行される
ことも留意すべきである。従って、この例では、図３にＲ（ｆ）として図示されているこ
の周波数依存型制御器の制御ダイナミクスは、制御器Ｒ１よりもより大きいダイナミクス
を有する。
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【００８２】
そして、周波数は時点ｔ６において再び低下し、時点ｔ７において上側閾値を下回る。
そのため、装置目標値は時点ｔ６において再び増加し、時点ｔ７において、基本的に、周
波数に依存しない目標値に到達する。装置出力ＰＡ２及びＰＡ３は相応に追従し、その結
果、時点ｔ７において、パーク出力ＰＰｉｓｔの値も外部から予設定される５０パーセン
トに再び到達する。
【００８３】
ここに、本発明の好ましい実施の態様を付記する。
（態様１）複数の風力発電装置を有するウインドパークの電気出力を電気供給ネットに供
給する方法が提供される。この方法において、
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・複数の風力発電装置の各々は装置電気出力を提供し、
・提供される装置電気出力の総和はパーク出力として電気供給ネットに供給され、
・提供されるべき装置電気出力を予め設定するために複数の風力発電装置の各々について
装置目標値が予め設定され、
・装置目標値は、供給されるパーク出力と供給されるべきパーク出力の目標値の比較とし
ての制御偏差に依存して、制御器によって制御され、
・制御器は、装置目標値として、風力発電装置の夫々の定格出力に対する相対的な、とり
わけパーセントで表された、目標値を出力する。
（態様２）上記の方法において、出力測定ユニットは、実際に生成されるパーク出力を前
記供給されるパーク出力としてネット接続点において測定することが好ましい。

10

（態様３）上記の方法において、各風力発電装置に対し同じ相対的な目標値が与えられる
ことが好ましい。
（態様４）上記の方法において、
・選択信号によって、
・電気供給ネットのネット感度に依存して、
・ネット周波数に依存して、
・ネット周波数変化に依存して、及び／又は、
・短絡比に依存して、
制御器タイプ及び／又はパラメータ付けが選択又は変更されることが好ましい。
（態様５）上記の方法において、制御器タイプは、
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・Ｐ制御器、
・ＰＩ制御器、
・ＰＴ１制御器、及び、
・ヒステリシス制御器
を含む制御器タイプのリストから選択可能であることが好ましい。
（態様６）上記の方法において、電気供給ネットの電圧のネット周波数が検出され、装置
目標値はネット周波数及び／又はネット周波数の変化に依存することが好ましい。
（態様７）上記の方法において、各風力発電装置はその装置電気出力を装置目標値とネッ
ト周波数及び／又はネット周波数の変化に依存して調節することが好ましい。
（態様８）上記の方法において、装置目標値はウインドパークの中央制御ユニットによっ
てウインドパークの各風力発電装置に対して予め与えられ、及び／又は、検出されたネッ
ト周波数はウインドパークのすべての風力発電装置に対して中央制御ユニットによって提
供される、とりわけ伝送されることが好ましい。
（態様９）電気供給ネットに電気出力を供給するウインドパークであって、上記態様１〜
８の何れかの方法を使用する、ウインドパークも有利に提供される。
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【図２】

【図３】

【図４】
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