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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの回転機械（１５）によって駆動される少なくとも１つの発電機（１６
）により単相または多相交流が供給されている単相又は多相交流送電網（１７）における
負荷側での負荷低減を早期に識別し先行的にコントロールするための方法において、
　電流（Ｂ）及び電圧（Ａ）が、少なくとも１つの発電機（１６）と単相又は多相交流送
電網（１７）との間で測定されるか、及び／又は、単相又は多相交流送電網（１７）にお
いて測定され、
　前記測定された電流（Ｂ）及び電圧（Ａ）から、少なくとも１つの回転機械（１５）へ
の介入制御のための１つ又は複数の信号（Ｏ，Ｏi，Ｐ，Ｐi）を導出して用い、
　前記少なくとも１つの回転機械（１５）は、送出された電力のための制御回路（１３）
を有し、前記導出された信号（Ｏ，Ｏi，Ｐ，Ｐi）が少なくとも１つの回転機械（１５）
の制御回路（１３）に送出され、送電網側で負荷低減が生じた場合には前記少なくとも１
つの回転機械（１５）がその出力を制御し、それによって電力の生成と需要が迅速に再び
一致するようにし、
　測定された電流（Ｂ）と電圧（Ａ）から１つ又は複数の電気量（Ｃ，Ｄ，Ｅ）が導出さ
れ、該導出された電気量（Ｃ，Ｄ，Ｅ）から、当該電気量及び／又はさらなる電気量の変
化率ないしは時間に関する勾配（Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ）が算出され、前記算出された１つ又は
複数の変化率（Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ）がそれぞれに割当てられた閾値（Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ）を上
回るか下回ると、前記少なくとも１つの回転機械（１５）への介入制御のための信号（Ｏ
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，Ｏi，Ｐ，Ｐi）が生成され、
　前記導出された電気量（Ｃ，Ｄ，Ｅ）は、有効電力、有効電流、無効電力または無効電
流を含み、算出された変化率ないし時間に関する勾配は、有効電力勾配（Ｇ）、有効電流
勾配（Ｈ）、無効電流又は無効電力勾配（Ｉ）、及び回転数勾配（Ｆ）を含んでいる
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　算出された勾配（Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ）及び無効電流又は無効電力（Ｅ）と、所属の閾値と
の比較によって、相応する閾値信号（Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ，Ｎ）の形成が行われ、前記少なく
とも１つの回転機械（１５）への介入制御信号（Ｏ，Ｏi，Ｐ，Ｐi）の生成のために、前
記閾値信号（Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ，Ｎ）が評価ユニット（１１）において相互に論理結合され
る、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの回転機械（１５）は、アクチュエータ（１４；１４ａ－ｅ）を介
して出力が制御されるタービン（１５）であり、前記タービン（１５）への介入制御のた
めの信号（Ｏ，Ｏi，Ｐ，Ｐi）が、前記アクチュエータ（１４；１４ａ－ｅ）の接続され
た制御回路（１３）に転送される、請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記タービン（１５）は、蒸気タービンであり、アクチュエータ（１４；１４ａ，１４
ｂ）が当該蒸気タービン（１５）への蒸気（３７）の供給を制御している、請求項３記載
の方法。
【請求項５】
　前記タービン（１５）はガスタービンの一部であり、アクチュエータ（１４；１４ｃ，
１４ｄ）が当該ガスタービン（１５）への燃料（３８）の供給及び／又は燃焼空気（３９
）の供給を制御している、請求項３記載の方法
【請求項６】
　前記タービン（１５）への介入制御のための信号（Ｏ，Ｏi）は、制御回路（１３）へ
の転送前に出力段（１２）において増幅される、請求項３記載の方法。
【請求項７】
　負荷低減の識別に必要とされる全ての電気量、並びに少なくとも１つの回転機械（１５
）のローターの“期待される”又は“仮想の”回転数勾配（Ｆ）が単相又は多相送電網（
１７）における電圧（Ａ）と電流（Ｂ）の単相または多相測定（１８，１９）から得られ
る、請求項１から３いずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　期待される加速度の計算は、現時点の電力と少なくとも１つの回転機械（１５）のロー
ターの慣性モーメントに基づいて行われる、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　それぞれが少なくとも１つの回転機械によって駆動された複数の発電機（１６）が単相
又は多相送電網（１７）に接続されており、単相又は多相送電網（１７）における負荷低
減に対する応答として、測定された電流（Ｂ）と電圧（Ａ）から導出された信号（Ｏ，Ｏ
i，Ｐ，Ｐi）を用いた回転機械の電力生成への介入制御が選択的になされる、請求項１か
ら８いずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　請求項１から９いずれか１項記載の方法を実施するための装置において、
　電流変換器（１８）と電圧変換器（１９）が含まれており、
　前記電流変換器（１８）と電圧変換器（１９）は、少なくとも１つの発電機と単相又は
多相送電網の間か、及び／又は、単相又は多相送電網（１７）の選択された箇所に配設さ
れており、さらに前記電流変換器（１８）と電圧変換器（１９）の出力側が少なくとも１
つの負荷低減検出装置（２０）と接続されており、
　前記負荷低減検出装置（２０）の出力側は、少なくとも１つの回転機械（１５）と適切
に作用するように接続されていることを特徴とする装置。
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【請求項１１】
　前記少なくとも１つの回転機械（１５）は、アクチュエータ（１４；１４ａ－ｅ）を介
して出力が制御されるタービン（１５）であり、少なくとも１つの負荷低減検出装置（２
０）の出力側と少なくとも１つの前記タービン（１５）のアクチュエータ（１４；１４ａ
－ｅ）との間に制御回路（１３）が配設されている、請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　少なくとも１つの負荷低減検出装置（２０）が測定値処理ユニット（１）を有しており
、
　前記測定値処理ユニット（１）の入力側は、電流変換器（１８）と電圧変換器（１９）
によって受入れられた電流（Ｂ）と電圧（Ａ）を受取り、
　前記測定値処理ユニット（１）の出力側からは、前記電流（Ｂ）及び電圧（Ａ）から導
出された有効電力（Ｃ）及び有効電流（Ｄ）と、無効電流又は無効電力（Ｅ）が出力され
、
　前記測定値処理ユニット（１）の後方には、複数の計算ユニット（２，３，４，５）が
配設されており、
　前記計算ユニットは、測定値処理ユニット（１）から出力された値（Ｃ，Ｄ，Ｅ）から
回転数、有効電力、有効電流、無効電流又は無効電力の変化率ないし時間に関する勾配（
Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ）を算出しており、
　前記複数の計算ユニットの後方にはそれぞれ１つ又は複数の対応する閾値発信器（６，
７，８，９）が配設されており、前記１つ又は複数の閾値発信器は閾値を上回った場合又
は閾値を下回った場合に、相応する閾値信号（Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ）を送出し、該閾値信号（
Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ）は後置接続されている評価ユニット（１１）に供給され、
　前記評価ユニット（１１）は、閾値信号（Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ）に応じてその出力側から１
つ又は複数の負荷低減信号（Ｏ，Ｏi）を少なくとも１つの回転機械ないしタービン（１
５）の制御のために送出している、請求項１０または１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記測定値処理ユニット（１）から送出された無効電流値又は無効電力値（Ｅ）が１つ
又は複数の閾値発信器（１０）に直接供給され、前記閾値発信器の出力側は評価ユニット
（１１）に接続されている、請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　前記評価ユニット（１１）の後方に、負荷低減信号（Ｏ，Ｏi）を増幅するための１つ
又は複数の出力段（１２）が接続されている、請求項１２又は１３記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つの回転機械によって駆動される少なくとも１つの発電機によ
り単相または多相交流が供給されている単相又は多相交流送電網における負荷側での負荷
低減を早期に識別し先行的にコントロールするための方法及び該方法を実施するための装
置に関している。
【背景技術】
【０００２】
　送電網において生成される電力は需要電力と同じ大きさでなければならない。しかしな
がらこの釣合いが負荷のスイッチオン・オフによって突然失われると、送電網が分離され
るか又は発電設備が遮断されてしまい、このような不釣り合いは適切な手段を講じること
によって補償されなければならない。非常に大きな変化が突然発生してしまうと、このこ
とは送電網制御と個々の発電設備の個別の制御への要求をより高めることになる。特に大
型の負荷の遮断又は送電網部分全体の遮断は、発電設備に対するリスクを表す。サーキッ
トブレーカの遮断によって負荷制動トルクが発電設備から分離すると、回転式発電設備は
、そこに内在する慣性モーメントに応じて加速を開始する。ここで適切な手段が講じられ
ないと、発電設備はその最大許容回転数まで加速し、安全装置によって遮断されてしまう
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。
【０００３】
　送電網における負荷低減の後の許容不能な過回転を回避するシステムが例えば刊行物US
-A-3,601,617号明細書から公知である。そこに開示されている手法は、回転数測定とそこ
から導出される回転数変化を主要な特性量として利用している。ここでは回転数とそれに
結び付く加速度が設備典型値を上回ると、直ちに駆動電力を低減するための手段が開始さ
れる。送電網における負荷側での負荷低減の結果としての回転数の高まりを問題なく識別
するために、さらなるプロセス量、例えば温度や圧力、流量などの他に、電力、電圧、電
流などの電気量が測定され、それらが論理評価回路において関連付けられる。さらに送電
網において存在しているスイッチも監視され、論理演算処理に結び付けられる。このよう
な従来技術による手法においては、主要な特性量としての回転数の"機械的な"測定を省く
ことはできない。
【０００４】
　この公知の手段及び方法は、送電網において何らかの事象が発生しても、当該事象の発
生後ある程度の時間が経過した後でしか応答することができない欠点を有している。すな
わち詳細には、送電網において負荷側での負荷低減の二次的作用が発電設備の変動する回
転数と加速度の形態で測定され、評価された場合にしかできない。そのようなことから、
早期時点で適切な手段を開始して、当該発電設備を安全にかつ状況に応じた運転状態に置
換えることは不可能である。それに伴い発電設備の遅すぎる応答は、その結果として部分
的な制御不能に陥り、状況にマッチしない発電設備の遮断を引き起こし、そのような一部
の制御不能な送電網に対する影響（ブラックアウト/一時的な機能停止状態）と共に、多
大な経済的損失を生じさせる（発電設備の故障、摩耗など）。
【０００５】
　負荷低減を検出するためのさらに別の方法及び装置は公知文献DE-A1-103 28 932 号明
細書から公知である。この公知文献においては、送電網における負荷低減識別のための基
本は、発電機から生成された交流電圧の（交流）周波数を測定することにある。そしてこ
の周波数は予め定められた最大周波数と比較される。さらに周波数の時間に関する考慮に
基づいて加速度が付加的な特性量として導出される。この導出された加速度は、所定の最
大加速度値と比較される。さらにここでは補足的に以下のことも考慮される。すなわち
ａ）負荷に依存した最大加速度値の算出のための負荷低減時点における回転機械の電力（
負荷）
ｂ）回転機械における電気的な最低出力の下回りないし上回りの状態
ｃ）電源網からの回転機械の接続ないし分離。
【０００６】
　発電機によって生成された交流電圧の周波数は、回転機械のローターの回転数に正比例
している。そのため回転機械のローターの回転数が測定されるかどうか、または発電機に
よって生成される交流電圧の周波数が測定されるかどうかは全くどうでもよい。すなわち
２つの特性量の時間に係わる変化は、回転機械のローターの慣性に同程度に依存しており
、それ故"緩慢な"特性量である。従って送電網における負荷低減の"早期の"ないしは"先
行的な"識別に対しては、このような"回転機械の慣性への依存性"は、時間に関して大き
な欠点となる。さらに送電網における様々な障害、例えば一過性の経過が、周波数測定に
多大な影響を与え、それによってそのような手段に基づく手法も誤った結論に導かれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】US-A-3,601,617号明細書
【特許文献２】DE-A1-103 28 932号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　それ故に本発明の課題は、従来技法の欠点を解消し、特に迅速でかつ様々なケースにマ
ッチした応答性という点で優れ、さらに発電側への適切な介入制御も可能にする、送電網
における負荷側での負荷低減の早期識別と先行的コントロールのための方法を提供するこ
とである。
【０００９】
　さらに本発明の課題はそのような方法を実施することのできる装置を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題は本発明により、電流及び電圧が、少なくとも１つの発電機と単相又は多相交
流送電網との間で測定されるか、及び／又は単相又は多相交流送電網において測定され、
前記測定された電流及び電圧から、少なくとも１つの回転機械への介入制御のための１つ
又は複数の信号を導出して用いるようにして解決される。
【００１１】
　本発明による方法の別の実施例によれば、前記少なくとも１つの回転機械は、送出され
た電力のための制御回路を有し、前記導出された信号が少なくとも１つの回転機械の制御
回路に送出され、送電網側で負荷低減が生じた場合には前記少なくとも１つの回転機械が
その出力を制御し、それによって電力の生成と需要が迅速に再び一致するようにされる。
【００１２】
　別の実施例によれば、測定された電流と電圧から１つ又は複数の電気量が導出され、該
導出された電気量から、当該電気量及び／又はさらなる電気量の変化率ないしは時間に関
する勾配が算出され、前記算出された１つ又は複数の変化率がそれぞれに割当てられた閾
値を上回るか下回ると、前記少なくとも１つの回転機械への介入制御のための信号が生成
される。
【００１３】
　特に有利には、前記導出された電気量は、有効電力、有効電流、無効電力または無効電
流を含み、算出された変化率ないし時間に関する勾配は、有効電力勾配、有効電流勾配、
無効電流又は無効電力勾配、及び回転数勾配を含んでいる。以下で説明する実施例では導
出される電気量は有効電力、有効電流、無効電流を含む。但しこの無効電流の代わりに向
こう電力が評価に用いられてもよい。
【００１４】
　本発明による方法の別の実施例によれば、算出された勾配及び無効電流又は無効電力と
、所属の閾値との比較によって、相応する閾値信号の形成が行われ、前記少なくとも１つ
の回転機械への介入制御信号の生成のために、前記閾値信号が評価ユニットにおいて相互
に論理結合される。
【００１５】
　別の実施例によれば、前記少なくとも１つの回転機械は、アクチュエータを介して出力
が制御される回転機械、特にタービンであり、前記タービンへの介入制御のための信号が
、前記アクチュエータの接続された制御回路に転送される。
【００１６】
　この場合前記タービンは、蒸気タービンであり、アクチュエータが当該蒸気タービンへ
の蒸気の供給を制御している。この制御はこの場合制御回路とアクチュエータ（メイン導
入バルブ及び／又はバイパスバルブ）を介してタービンへの蒸気供給を行っている。
【００１７】
　また前記タービンはガスタービンの一部であり、アクチュエータが当該ガスタービンへ
の燃料の供給及び／又は燃焼空気の供給を制御している。この場合前記制御回路は、アク
チュエータ（燃料バルブ及び／又は空気流量制御器／可変入口案内翼）を介してタービン
の燃焼室内における燃焼過程を制御している。
【００１８】
　本発明のさらに別の実施例によれば、前記タービンへの介入制御のための信号は、制御
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回路への転送前に出力段において増幅される。
【００１９】
　有利には、負荷低減の識別に必要とされる全ての電気量、並びに少なくとも１つの回転
機械のローターの"期待される"又は"仮想の"回転数勾配が単相又は多相送電網における電
圧と電流の単相または多相測定から得られる。
【００２０】
　さらに裕利には、期待される加速度の計算は、現時点の電力と少なくとも１つの回転機
械のローターの慣性モーメントに基づいて行われる。
【００２１】
　本発明の別の構成によれば、それぞれが少なくとも１つの回転機械によって駆動された
複数の発電機が単相又は多相送電網に接続されており、単相又は多相送電網における負荷
低減に対する応答として、測定された電流と電圧から導出された信号を用いた回転機械の
電力生成への介入制御が選択的になされる。
【００２２】
　本発明の方法を実施するための装置には、電流変換器と電圧変換器が含まれており、前
記電流変換器と電圧変換器は、少なくとも１つの発電機と単相又は多相送電網の間か、及
び／又は単相又は多相送電網の選択された箇所に配設されており、さらに前記電流変換器
と電圧変換器の出力側が少なくとも１つの負荷低減検出装置と接続されており、前記負荷
低減検出装置の出力側は、少なくとも１つの回転機械と適切に作用するように接続されて
いる。
【００２３】
　本発明による装置の別の構成によれば、前記少なくとも１つの回転機械は、アクチュエ
ータを介して出力が制御される回転機械、特にタービンであり、少なくとも１つの負荷低
減検出装置の出力側と前記少なくとも１つの回転機械ないしタービンのアクチュエータと
の間に制御回路が配設されている。
【００２４】
　さらに別の構成によれば、少なくとも１つの負荷低減検出装置が測定処理ユニットを有
しており、前記測定値処理ユニットの入力側は、電流変換器と電圧変換器によって受入れ
られた電流と電圧を受取り、前記測定値処理ユニットの出力側からは、前記電流及び電圧
から導出された有効電力及び有効電流と、無高電流又は無効電力が出力され、前記測定値
処理ユニットの後方には、複数の計算ユニットが配設されており、前記計算ユニットは、
測定値処理ユニットから出力された値から回転数、有効電力、有効電流、無効電流又は無
効電力の変化率ないし時間に関する勾配を算出しており、前記複数の計算ユニットの後方
にはそれぞれ１つ又は複数の対応する閾値発信器が配設されており、前記１つ又は複数の
閾値発信器は閾値を上回った場合又は閾値を下回った場合に、相応する閾値信号を送出し
、該閾値信号は後置接続されている評価ユニットに供給され、前記評価ユニットは、閾値
信号に応じてその出力側から１つ又は複数の負荷低減信号を少なくとも１つの回転機械な
いしタービンの制御のために送出している。
【００２５】
　特に有利には、前記測定値処理ユニットから送出された無効電流又は無効電力値が１つ
又は複数の閾値発信器に直接供給され、前記閾値発信器の出力側は評価ユニットに接続さ
れている。
【００２６】
　有利には前記評価ユニットの後方に、負荷低減信号を増幅するための１つ又は複数の出
力段が接続される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の有利な実施例による、回転機械の制御に用いられる、負荷低減検出装置
を備えたエネルギー生成設備のブロック回路図
【図２】ａ～ｄは、本発明の枠内でのジェネレータとグリッド、バスバー又はスイッチギ
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ヤアセンブリの間の発電ブロックにおける、本発明の方法に必要な電流と電圧を測定し、
増強された負荷低減信号を個々の発電ブロックの制御器にフィードバックするための様々
な例示的手段を示した図
【図３】本発明の方法に必要な電流と電圧を測定し、増強された負荷低減信号を個々の発
電ブロックの制御器にフィードバックするための本発明の枠内での複数の発電ブロックを
含んだ発電所の一例を示した図
【図４】本発明の方法に必要な電流と電圧を測定し、増強された負荷低減信号を個々の発
電ブロックの制御器にフィードバックするための本発明の枠内での複数の発電ブロックを
含んだ発電所システムの一例を示した図
【図５】蒸気タービンの制御ループに対する負荷低減信号Ｐの影響の一例を示した図
【図６】ガスタービンの制御ループに対する負荷低減信号Ｐの影響の一例を示した図
【図７】風力エネルギー変換器又は潮流発電用タービンの制御ループに対する負荷低減信
号Ｐの影響の一例を示した図
【実施例】
【００２８】
　本発明は、送電網における負荷側の負荷低減を従来技法よりも著しく早い時点で識別し
、先行的にコントロールするための方法及び装置に関する。本発明のさらなる利点は、送
電網において、特に負荷側で突発的な電力低減ないし電力低下を引き起こす障害が、電力
発電プラント側での負荷低減に係わるものなのか（例えば送電線路の破断、負荷のスイッ
チオフなど）、電力発電プラント側での負荷低減に係わらないものなのか（例えば送電網
における短絡、接地、短時間の中断等）が区別できるようになることである。さらに送電
網における障害の重大性が識別でき、それに伴う状況に応じた対処も講じることができる
ようになる。
【００２９】
　本発明によれば電気的な量の測定のみで、１つ又は複数の回転式発電プラントの全体的
な負荷低減又は部分的な負荷低減の必要性を導き出すことができ、これは従来技法のよう
に回転式発電プラントでの加速度ないし回転数の測定を介して得られる結果よりも著しく
早い。この発電設備に係わる事象の確実で著しく早い識別によれば、対抗手段もほどよく
適度に、かつ可能な限り段階を追って実施できるようになる。このことは設備への負担を
軽くする。
【００３０】
　それにより本願発明は発電プラントの保護のみに留まらず、ひいては送電網の保護にも
結び付く。
【００３１】
　電気的な量である電圧及び電流の測定は、（これは以下の明細書でも図面に基づいてさ
らに詳細に説明する）送電網における様々な箇所において、ないしは発電機と送電網の間
において行うことができる。例えば
－スイッチの前後、または発電プラントないし発電所のブロックのメイントランスの前後
（図２ａ～ｄ参照）、
－複数のブロックからなる発電プラントないし発電所の送電側後方（図３参照）、
－複数の発電プラント内で給電している送電網の内部（図４参照）。
【００３２】
　送電網における電気量の測定箇所、及び発電プラントの数や構造（発電所の数、発電所
毎の発電ブロックの数など）に応じて、本発明による負荷低減識別装置は、１つの発電プ
ラント及び／又は１つ又は複数の発電プラントの１つ又は複数のブロック毎に負荷低減の
種別と程度に関する１つ又は複数の信号を生成できる。この装置は１つの発電プラントの
唯一のブロックに対し例えば送電網における負荷低減のレベルに応じた段階的な負荷遮断
（負荷低減）のために、複数の信号を供給することもできる。
【００３３】
　本発明による負荷低減装置は、発電プラント毎に、



(8) JP 5773592 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

・負荷遮断ないし負荷低減に係わる事象と、
・負荷遮断ないし負荷低減に係わらない事象とを、
区別することが可能である。送電網における負荷低減に係わる事象のケースでは、負荷低
減の反応は、
・跳躍的
であってもよいし、
・段階的
であってもよい。
【００３４】
　この負荷低減は電力レベルに基づいて
・部分負荷状態
・隔離運転状態（island operation）
・ブロックまたは発電所固有の需要
・無負荷状態又は
・遮断状態（ゼロ）
に関連して行われる。
【００３５】
　回転機械の種別に応じて負荷低減の実現は例えば、
・内燃機関又はガスタービンにおける燃料供給のコントロールされた低減、
・蒸気タービンにおける蒸気供給のコントロールされた低減（図５参照）、
・水力発電における水力供給のコントロールされた低減、
・揚水発電におけるタービンモードからポンプモードへのコントロールされた切換え、
・空気タービンにおける空気供給のコントロールされた低減、
・風力エネルギー変換器または潮力発電タービンにおけるコントロールされた制御又は遮
断によって行われる。
【００３６】
　ここで前述の"コントロールされた低減"は、一般に"電力に係わるアクチュエータ"を介
して行われる。最も慣用的な形態としては、回転機械の供給側管路におけるバルブを介し
た直接的な介入制御が挙げられる。ガスタービンプラントにおいては、例えば燃料バルブ
による燃料質量流量の低減の他に、いわゆる可変入口案内翼（ＶＩＧＶ）を用いて空気質
量流量を低減することが可能である（図６参照）。
【００３７】
　しかしながら負荷低減は、回転機械のバイパス路内のアクチュエータを介して間接的に
行うことも可能である。例えば蒸気タービン設備はバイパス管路を有しており、この管路
を介して蒸気タービン周辺で蒸気を誘導することが可能である。風力エネルギー変換器又
は潮力発電タービンにおいては、例えばローターブレードの設定角の調節を介して介入制
御することが可能である（図７参照）。
【００３８】
　図１には、本発明の有利な実施例による、回転機械の制御に用いられる負荷低減検出装
置を備えたエネルギー生成設備がブロック回路図で示されている。ここではエネルギー生
成のために少なくとも１つのタービン１５、特に蒸気タービンが用いられている。この蒸
気タービンは、アクチュエータ１４（ここでは制御可能なタービンバルブ）を介して蒸気
が供給されている。前記少なくとも１つのタービン１５は発電機１６を駆動しており、こ
の発電機は多相交流、例えば三相交流を発生し、相応の接続線路を介して送電網１７に給
電している。この送電網１７においては負荷側での負荷低減ないし負荷低下が発生するケ
ースを想定して、そのような負荷低減をできるだけ早期に負荷低減検出装置２０によって
検出することが望ましい。そうすることで少なくとも１つのタービン１５を、送電が不要
に損なわれることなくそのような負荷低減の連鎖が確実に克服されるように制御すること
が可能になる。
【００３９】
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　負荷低減検出装置２０は、電流変換器１８と電圧変換器１９から入力信号を受信し、こ
れらの変換器はフェーズ内に、若しくは接続線路の位相間に配置されている。電圧変換器
１９ないし電流変換器１８から送出される電圧測定値Ａないし電流測定値Ｂは、当該負荷
低減検出装置２０内の測定値処理ユニット１に供給される。測定値処理ユニット１は前記
測定値Ａ及びＢから有効電力（Ｃ）及び有効電流（Ｄ）と、無効電流又は無効電力（Ｅ）
を導出し、それらを出力側から送出している。
【００４０】
　これらの３つの出力値Ｃ，Ｄ，Ｅは、後置接続されている計算ユニット２，３，４，５
に供給され、これらの計算ユニット２，３，４，５は、前記出力値から回転数の勾配信号
（変化率）（Ｆ）、有効電力の勾配信号（Ｇ）、有効電流の勾配信号（Ｈ）、無効電流又
は無効電力の勾配信号（Ｉ）を算出する。これらの勾配信号Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉと無効電流又
は無効電力Ｅは、入力信号として閾値発信器６，７，８，９，１０に供給される。これら
の全ての閾値発信器６，７，８，９，１０の閾値信号Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ，Ｎは、最終的に、
後置接続されている評価ユニット１１において相応の論理回路を用いて処理される。負荷
側の負荷低減が検出されると、評価ユニット１１は出力側から相応の負荷低減信号Ｏを送
出する。これらの信号は出力段１２において増幅される。増幅された負荷低減信号Ｐは制
御回路１３に送出され、該制御回路１３は負荷低下の連鎖を迅速かつ確実に食い止めるた
めに操作量信号Ｑを用いてタービン１５への蒸気供給量をアクチュエータ１４を介して相
応に制御する。
【００４１】
　ここではさらなる操作量信号Ｑiを異なる値でタービン１５の同じアクチュエータ若し
くは別のアクチュエータに送出することも、あるいは別の回転機械に送出することも可能
である。さらなる制御回路１３に接続されている波線で示された線路は、増幅された負荷
低減信号Ｐの他にも、増幅されたさらなる別の負荷低減信号Ｐiが制御回路１３に入力可
能であることを表している。それらは別の閾値から導出された負荷低減信号Ｏiから形成
されている。これらの同じ負荷低減信号Ｐ1，Ｐ2…Ｐiは１つまたは複数の制御回路１３
に同時に供給することも可能である。
【００４２】
　なお前述の蒸気タービン１５の代わりに、本願ではその他の回転機械、例えばガスター
ビン、水力タービン、風力エネルギー変換器、潮力発電タービン、内燃機関、空気タービ
ンなどが用いられ得ることも理解されたい。それらのもとでは電力低減ないし電力遮断が
別のアクチュエータを用いて別の方式で行われている。
【００４３】
　本発明の解決手段の利点はこの場合、送電網１７における負荷低減の識別のための、専
ら機械的な慣性に左右されることのない遅延なしで検出される電気的な量Ａ，Ｂの利用に
ある。そして負荷低減の識別に必要とされる全ての電気的な量、並びに"期待される"又は
"仮想の"回転数勾配が電圧と電流の単相又は多相測定から得られる。
【００４４】
　期待される加速度の計算（これは回転数勾配に相当する）は、現時点の電力と回転機械
のシャフトの慣性モーメントに基づいて、あるいは電力と回転機械の慣性モーメントの和
に基づいて行われる。
【００４５】
　最小負荷の問合せは不要である。なぜならこれは現時点の電力において既に考慮されて
いるからである。また１つ又は複数の回転機械が送電網１７に接続されている場合の当該
装置の非活動化も必要ない。
【００４６】
　提案される解決手段の実質的な利点は、結果が測定可能な周波数変化に作用し得る前に
、負荷低減の非活動化が従来技法よりも十分に早い時点で行われることにある。それによ
り適切な手段を講じるためのより多くの時間を手に入れることができる（特に回転機械の
制御の際には）。さらに付加的に、回転機械の負荷低減の変化の所要のレベルに関し、回
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転機械の安定化のための手段を改めて向上させる情報が得られる。
【００４７】
　算出された電気量の評価は、送電網１７における負荷低減にフィードバックされない回
転機械の特性に類似した作用を及ぼす状態の確実な識別を可能にする。
【００４８】
　例えば送電網１７における短絡も、ローターの加速と周波数の上昇に結び付く。しかし
ながら発電機１６は、そのような状況においても、局所化と短絡の遮断を可能にするため
に、できるだけタービン制御回路１３の介入なしで短時間だけ送電網１７に給電するのが
望ましい。例えばここで提案されている方法はこのような状況も、測定された電気量から
識別している（有効電流成分又は無効電流成分の評価）。
【００４９】
　さらにこの方法は勾配の評価に基づき、絶対値の評価には基づいていないので、従来技
法から公知の手段に対する部分負荷状況の"特別な処置"も不要となる。
【００５０】
　図２ａ～ｄには、発電機１６を含んだ発電プラントブロック３１における電流変換器１
８と電圧変換器１９の測定箇所での本発明の実施に適した装置構成が示されている。この
場合、は図２ａ、図２ｂの前記発電プラントブロックはスイッチ３２を伴い、図２ｃ、図
２ｄの発電プラントブロックはトランス３３を伴って構成されている。図２ａでは電圧Ａ
と電流Ｂの測定がスイッチ３２の送電網側で行われている。それに対して図２ｂでは、発
電機側で行われている。図２ｃでは、電圧Ａと電流Ｂの測定がトランス３３の送電網側で
行われており、それに対して図２ｄでは発電機側で行われている。変換器１８と１９の配
置構成は、もちろん図１のように発電機１６と送電網１７の間で直接行われていてもよい
し、スイッチ３２とトランス３３の任意の配置構成における任意の箇所で行われてもよい
。ここではただ測定値Ａ及びＢが発電機１６の電力特性をほぼ完全に網羅することが保証
される。測定された電圧値Ａと電流値Ｂは、全てのケースにおいて負荷低減検出装置２０
に供給される。負荷低減検出装置２０は、事象の発生の際に、増幅処理した負荷低減信号
Ｐをタービン１５の制御回路１３に送出する。制御回路１３は操作量信号Ｑを用いてアク
チュエータ１４を介してタービン１５ないし発電機１６の電力送出を制御する。
【００５１】
　図３には、バスバー若しくはスイッチギヤアセンブリ３４上で動作する複数の発電プラ
ントブロック３１ないしＢ1…Ｂnを含んだ発電プラント３５における複数の測定箇所での
本発明の実施に適した装置構成が示されている。電流変換器１８は、ここではバスバー又
はスイッチギヤアセンブリ３４とスイッチ３２との間に設けられており、電圧変換器１９
は、直接バスバー又はスイッチギヤアセンブリ３４に配置されているか若しくは送電網出
力側に配置されている。しかしながらこの装置構成は、スイッチ３２とトランス３３の間
、又はトランス３３と送電網１７の間、又は発電プラント３５と送電網１７の間、又はス
イッチ３２とトランス３３の任意の配置構成における任意の箇所で実施されてもよい。測
定された電圧値Ａと電流値Ｂからは負荷低減検出装置２０において増幅処理された負荷低
減信号Ｐが形成され、この形成された信号は複数の発電プラントブロック３１ないしＢ1

…Ｂnにフィードバックされる。
【００５２】
　図４には、バスバー若しくはスイッチギヤアセンブリ３４上で動作する複数の発電プラ
ント３５ないしＫ1…Ｋnを含んだ発電プラントシステム３６における複数の測定箇所での
本発明の実施に適した装置構成が示されている。電流変換器１８は、ここでもバスバー又
はスイッチギヤアセンブリ３４とスイッチ３２との間に設けられており、電圧変換器１９
は、直接バスバー又はスイッチギヤアセンブリ３４に配置されるか若しくは送電網出力側
に配置され得る。しかしながらこの装置構成は、スイッチ３２とトランス３３の間、又は
トランス３３と送電網１７の間、又は発電プラントシステム３６と送電網１７の間、又は
スイッチ３２とトランス３３の任意の配置構成における任意の箇所で実施されてもよい。
測定された電圧値Ａと電流値Ｂからは負荷低減検出装置２０において増幅処理された負荷
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低減信号Ｐが形成され、この形成された信号は複数の発電プラントシステム３６ないしＫ

1…Ｋnにフィードバックされる。
【００５３】
　ここでは単に次のことが保証されるだけでよい。すなわち、１つの負荷低減信号Ｐまた
は複数の負荷低減信号Ｐ1，Ｐ2…Ｐiが発電プラントブロック３１又は発電プラント３５
又は発電プラントシステム３６の回転機械の制御回路１３にフィードバックされることが
保証されるだけでよい。送電網１７に送出される発電プラントブロック、発電プラント、
発電プラントシステムの総電力は、電圧測定値Ａと電流測定値Ｂを用いて検出される。
【００５４】
　異なる箇所において電流測定及び電圧測定が実施され、そこから複数の負荷低減信号Ｏ

iが導出されると、これらの信号の論理結合が送電網構造に基づいて実施される。これは
選択された発電プラントブロック３１ないしはそれらの回転機械において予め定められた
手法で介入できるようにするためである。
【００５５】
　図５には、負荷低減に対して実施可能である、発電機１６を駆動している蒸気タービン
１５への介入制御が表されている。この蒸気タービン１５はアクチュエータ／メイン導入
バルブ１４ｂを介して蒸気３７を受取る。さらなるアクチュエータ／バイパスバルブ１４
ａは必要に応じて蒸気をタービン１５を迂回させてその出力側にもたらしている。これら
の２つのアクチュエータ１４ａ，ｂは、適切に組み合わされて用いられてもよいし、負荷
低減信号Ｏの変換のために用いられてもよい。
【００５６】
　図６には、負荷低減に対して実施可能である、発電機１６を駆動しているガスタービン
１５への介入制御が表されている。このガスタービン１５では圧縮機４０がアクチュエー
タ／調整可能な入口案内翼（adjustable inlet guide vane）１４ｃを介して空気３９を
吸入し、それを圧縮している。圧縮された空気は燃焼室４１に供給され、そこで燃料３８
の燃焼のために用いられる。この燃料３８は、アクチュエータ／燃料バルブ１４ｄを介し
て供給される。その際に発生する高温ガスはタービン１５内で膨張し、動作出力となる。
ここでも２つのアクチュエータ１４ｃ，ｄが適切に組合わされて用いられてもよいし、負
荷低減信号Ｏの変換のために用いられてもよい。
【００５７】
　図７には、ローター４２を備えた風力エネルギー変換器又は潮力発電タービンが示され
ており、ローターブレードのピッチはアクチュエータ／ブレード角度調整器１４ｅを用い
て調節可能である。駆動された発電機１６は、コンバータを備えた適切なパワーエレクト
ロニクスを介して送電網に接続されている。ここではアクチュエータ／ブレード角度調整
器１４ｅが負荷低減信号Ｏの変換のために用いられる。
【００５８】
　提案された解決手段は、送電網における単相ないし多相の電流／電圧の迅速で遅延のな
い検出に基づくものである。
【００５９】
　測定された電気量からは種々異なる導出量が算出される。
【００６０】
　導出された有効電力算出値からは、回転機械の慣性モーメントの考慮のもとで、予期さ
れる加速度の瞬時の推定が（それらが完全に現われる前に）、回転機械の事象前の基礎と
なる現下の動作点の考慮下で行われる。
【００６１】
　予期される負荷変化の検出が行われる。
【００６２】
　さらに別の導出値を考慮することにより、送電網の状況が負荷低減に類似した特徴でも
って識別され、相応の切換えスイッチの不所望なトリガが抑圧される。
【符号の説明】
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【００６３】
　１　　　測定値処理ユニット
　２　　　計算ユニット（回転数勾配）
　３　　　計算ユニット（有効電力勾配）
　４　　　計算ユニット（有効電流勾配）
　５　　　計算ユニット（無効電流勾配／無効電力勾配）
　６　　　閾値発信器（回転数勾配）
　７　　　閾値発信器（有効電力勾配）
　８　　　閾値発信器（有効電流勾配）
　９　　　閾値発信器（無効電流勾配／無効電力勾配）
　１０　　閾値発信器（無効電流／無効電力）
　１１　　評価ユニット（相応の論理回路付き）
　１２　　出力段
　１３　　制御回路
　１４　　（パワー）アクチュエータ
　１４ａ　アクチュエータ／バイパスバルブ
　１４ｂ　アクチュエータ／メイン導入バルブ
　１４ｃ　アクチュエータ／調整可能な入口案内翼
　１４ｄ　アクチュエータ／燃料バルブ
　１４ｅ　アクチュエータ／ブレード角度調整器
　１５　　回転機械／タービン
　１６　　発電機
　１７　　送電網／交流網／三相交流網
　１８　　電流変換器
　１９　　電圧変換器
　２０　　負荷低減検出装置
　３１，Ｂ1…Ｂn　発電プラントブロック
　３２　　スイッチ（ブレーカ）
　３３　　トランス
　３４　　バスバー
　３５，Ｋ1…Ｋn　発電所
　３６　　発電プラントシステム
　３７　　蒸気
　３８　　燃料
　３９　　空気
　４０　　圧縮機
　４１　　燃焼室
　４２　　ローター
　Ａ　　　電圧値
　Ｂ　　　電流値
　Ｃ　　　有効電力
　Ｄ　　　有効電流
　Ｅ　　　無効電流／無効電力
　Ｆ　　　回転数勾配信号
　Ｇ　　　有効電力勾配信号
　Ｈ　　　有効電流勾配信号
　Ｉ　　　無効電流勾配信号／無効電力勾配信号
　Ｊ　　　閾値信号（回転数勾配）
　Ｋ　　　閾値信号（有効電力勾配）
　Ｌ　　　閾値信号（有効電流勾配）
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　Ｍ　　　閾値信号（無効電流勾配／無効電力勾配）
　Ｎ　　　閾値信号（無効電流／無効電力）
　Ｏ，Ｏi　負荷低減信号
　Ｐ，Ｐi　増幅された負荷低減信号
　Ｑ，Ｑi　操作量信号（アクチュエータ）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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