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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送電系統に変圧器を介して接続された同期機の出力端子電圧を検出する電圧検出手段と
、上記同期機が出力する出力電流を検出する電流検出手段と、上記同期機の出力端子の目
標電圧ＶＧｒｅｆを設定する電圧設定手段とを備え、
　上記電圧設定手段は、上記電流検出手段により検出された出力電流と上記電圧検出手段
により検出された出力端子電圧とから出力電流の有効電流ＩＰおよび無効電流ＩＱをそれ
ぞれ演算し、この有効電流ＩＰ、無効電流ＩＱと、予め設定された上記変圧器高圧側の目
標電圧ＶＨｒｅｆと、該変圧器のリアクタンスＸｔとから、上記同期機の出力端子の目標
電圧ＶＧｒｅｆを、
　　　ＶＧｒｅｆ＝√｛ＶＨｒｅｆ

２－（Ｘｔ・ＩＰ）２｝＋Ｘｔ・ＩＱ

で示す演算式を用いて演算して設定し、
　設定された目標電圧ＶＧｒｅｆと上記電圧検出手段により検出された出力端子電圧との
偏差に基づいて上記同期機の励磁系を制御することを特徴とする励磁制御装置。
【請求項２】
　複数の上記同期機がそれぞれ変圧器を介して上記送電系統と接続され、上記電圧設定手
段により上記同期機の出力端子の目標電圧を設定する際、上記変圧器の高圧側電圧の上記
目標電圧に対する上記無効電流に係る垂下率を所定の値に設定し、上記有効電流の変化に
拘わらず上記無効電流の変化によってのみ上記変圧器の高圧側電圧が変化するように上記
同期機の出力端子の目標電圧を設定して、上記複数の同期機間の横流を抑制させることを
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特徴とする請求項１記載の励磁制御装置。
【請求項３】
　複数の上記同期機がそれぞれ変圧器を介して上記送電系統と接続され、上記電圧設定手
段により上記同期機の出力端子の目標電圧を設定する際、上記変圧器のリアクタンスを所
定分減じた値に置き換えて演算することにより、上記複数の同期機間の横流を抑制させる
ことを特徴とする請求項１記載の励磁制御装置。
【請求項４】
　上記電圧設定手段により、上記無効電流の値に乗じられる上記変圧器のリアクタンスの
みを所定分減じた値に置き換えて演算することにより、上記同期機の出力端子の目標電圧
が、上記有効電流、無効電流の各電流の増大により減少されることを特徴とする請求項３
記載の励磁制御装置。
【請求項５】
　上記電圧設定手段は、上記電流検出手段により検出された有効電流、無効電流が予め設
定された基準値と一致するとき、上記変圧器の高圧側電圧が上記高圧側目標電圧と一致す
るように上記同期機の出力端子の目標電圧を設定することを特徴とする請求項３または４
記載の励磁制御装置。
【請求項６】
　上記電圧設定手段は、上記変圧器の高圧側目標電圧に応じて上記有効電流、無効電流の
上記基準値を予め設定することを特徴とする請求項５記載の励磁制御装置。
【請求項７】
　上記変圧器にタップ切換制御機能を備え、上記電圧設定手段は、上記変圧器のタップ切
換制御時に変化するタップ比に応じて上記同期機の出力端子の目標電圧を設定することを
特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の励磁制御装置。
【請求項８】
　上記電圧設定手段は、上記変圧器のタップ比に応じた電圧比、リアクタンス比を用いて
上記同期機の出力端子の目標電圧を設定することを特徴とする請求項７記載の励磁制御装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、電力系統における電圧の安定化を図る励磁制御装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
送電系統に変圧器を介して接続される同期機を励磁制御する従来の励磁制御装置は、同期
機の出力端子電圧を検出すると共に、同期機が出力する無効電流を検出して、その無効電
流ＩＱと変圧器の高圧側の目標電圧ＶＨｒｅｆから同期機の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅ

ｆを、ＶＧｒｅｆ＝ＶＨｒｅｆ＋Ｘｔ・ＩＱ（Ｘｔは変圧器のリアクタンスである）とな
るように電圧設定器により設定し、この目標電圧と検出された同期機の出力端子電圧の偏
差に基づいて同期機の励磁系を制御していた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２０００－３０８３９７号公報（第３－第４頁、第１図）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の励磁制御装置では、変圧器の高圧側電圧ＶＨを、同期機の出力端子電圧ＶＧ、無効
電流ＩＱ、および変圧器のリアクタンスＸｔを用いて、
ＶＨ＝ＶＧ－Ｘｔ・ＩＱ

で推定し、これより同期機の出力端子電圧ＶＧを
ＶＧ＝ＶＨ＋Ｘｔ・ＩＱ　　　・・・・（１）
で表して、目標電圧ＶＧｒｅｆを、変圧器高圧側の目標電圧ＶＨｒｅｆに対して変圧器で
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の電圧降下分を補償するように
ＶＧｒｅｆ＝ＶＨｒｅｆ＋Ｘｔ・ＩＱ　　・・・・（２）
と設定するものである。
しかしながら、変圧器での電圧変化分は変圧器における位相角変化Δδによっても変動す
るもので、同期機の出力端子電圧ＶＧの大きさは、実際には、
ＶＧ＝ＶＨ・ｃｏｓΔδ＋Ｘｔ・ＩＱ　　・・・・（３）
となり、（１）式で示される値とは異なったものとなる。従って、（２）式で演算される
同期機の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆについても、上記位相角変化が考慮されていない
ため目標電圧ＶＧｒｅｆが正確に設定できず、変圧器における位相角変化Δδが大きいほ
ど、その誤差は顕著になる。このため、変圧器の高圧側電圧ＶＨ、即ち送電母線の電圧を
信頼性良く目標電圧ＶＨｒｅｆに維持することは困難であった。
【０００５】
この発明は、上記のような問題点を解消するために成されたものであって、同期機の出力
端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを、変圧器の位相角変化を考慮して正確に設定することにより
、変圧器の高圧側電圧ＶＨ、即ち送電母線の電圧を信頼性良く維持して送電系統全体の電
圧安定性をより向上させることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係る励磁制御装置は、送電系統に変圧器を介して接続された同期機の出力端
子電圧を検出する電圧検出手段と、上記同期機が出力する出力電流を検出する電流検出手
段と、上記同期機の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを設定する電圧設定手段とを備える。
上記電圧設定手段は、上記電流検出手段により検出された出力電流と上記電圧検出手段に
より検出された出力端子電圧とから出力電流の有効電流ＩＰおよび無効電流ＩＱをそれぞ
れ演算し、この有効電流ＩＰ、無効電流ＩＱと、予め設定された上記変圧器高圧側の目標
電圧ＶＨｒｅｆと、該変圧器のリアクタンスＸｔとから、上記同期機の出力端子の目標電
圧ＶＧｒｅｆを、ＶＧｒｅｆ＝√｛ＶＨｒｅｆ

２－（Ｘｔ・ＩＰ）２｝＋Ｘｔ・ＩＱで示
す演算式を用いて演算して設定する。そして、設定された目標電圧ＶＧｒｅｆと上記電圧
検出手段により検出された出力端子電圧との偏差に基づいて上記同期機の励磁系を制御す
るものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
以下、この発明の実施の形態１を図について説明する。
図１は、この発明の実施の形態１による励磁制御装置を示す構成図である。図に示すよう
に、送電系統に変圧器２２を介して同期機２１が接続され、この同期機２１の界磁巻線３
２に界磁電流を供給する励磁機３１を制御する。この励磁制御装置は、同期機２１の出力
端子電圧ＶＧを検出する計器用変圧器であるＰＴ（電圧検出手段）２６、同期機２１が出
力する電流ＩＧを検出する計器用変成器であるＣＴ（電流検出手段）２７、同期機２１の
出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを設定する電圧設定器（電圧設定手段）２８、減算器２９
および励磁機３１の整流タイミングを制御する自動電圧調整装置であるＡＶＲ３０で構成
される。なお、２３は遮断器、２４は送電線、２５は発電所の送電母線である。
【０００８】
このような励磁制御装置の動作について図２のフローチャートに基づいて以下に説明する
。
まず、ＰＴ２６が同期機２１の出力端子電圧ＶＧを検出するとともに（ステップＳＴ１１
）、ＣＴ２７が同期機２１の出力電流ＩＧを検出する（ステップＳＴ１２）。
次に、電圧設定器２８は、ＰＴ２６にて検出された同期機２１の出力端子電圧ＶＧと、Ｃ
Ｔ２７にて検出された出力電流ＩＧとから、該出力電流ＩＧの有効電流ＩＰおよび無効電
流ＩＱをそれぞれ演算し、この有効電流ＩＰ、無効電流ＩＱと、予め設定された変圧器高
圧側の目標電圧ＶＨｒｅｆと、既知の値である変圧器２２のリアクタンスＸｔとから、同
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期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを後述する所定の演算により算出して設定する
（ステップＳＴ１３）。
次に、減算器２９は、電圧設定器２８により設定された目標電圧ＶＧｒｅｆからＰＴ２６
により検出された出力端子電圧ＶＧを減算して、その偏差信号を出力し（ステップＳＴ１
４）、この減算器２９が出力する偏差信号を入力条件にして、ＡＶＲ３０は、励磁機３１
の整流タイミングを制御し（ステップＳＴ１４）、このタイミング信号に従って、励磁機
３１は同期機２１の界磁巻線３２に界磁電流を供給する（ステップＳＴ１５）。
これにより、同期機２１の出力端子電圧ＶＧが目標電圧ＶＧｒｅｆと一致するように制御
されると共に、変圧器２２の高圧側電圧ＶＨが目標電圧ＶＨｒｅｆと一致するように制御
される。
【０００９】
ステップＳＴ１３において、電圧設定器２８が設定する同期機２１の出力端子の目標電圧
ＶＧｒｅｆについて、以下に説明する。
同期機２１の出力端子電圧ＶＧと変圧器２２の高圧側電圧ＶＨとは、変圧器２２における
高圧側・低圧側間の電圧位相差である位相角変化Δδも考慮すると、上述したように、無
効電流ＩＱ、および変圧器のリアクトルＸｔを用いて、上記（３）式で表されるが、有効
電流ＩＰとの関係は以下の関係式で示される。
ＶＨ・ｓｉｎΔδ＝Ｘｔ・ＩＰ　　　・・・・（４）
このため、上記（３）式および（４）式により、変圧器高圧側電圧ＶＨは、
ＶＨ＝√｛（Ｘｔ・ＩＰ）２＋（ＶＧ－Ｘｔ・ＩＱ）２｝　・・・・（５）
また、同期機２１の出力端子電圧ＶＧは、
ＶＧ＝√｛ＶＨ

２－（Ｘｔ・ＩＰ）２}＋Ｘｔ・ＩＱ　　・・・・（６）
となり、これにより、同期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆは、有効電流ＩＰ、無
効電流ＩＱと、変圧器高圧側の目標電圧ＶＨｒｅｆと、変圧器２２のリアクタンスＸｔと
を用いて、以下の（７）式により演算できる。
ＶＧｒｅｆ＝√｛ＶＨｒｅｆ

２－（Ｘｔ・ＩＰ）２｝＋Ｘｔ・ＩＱ　　・・・・（７）
【００１０】
この実施の形態では、ＰＴ２６にて検出された同期機２１の出力端子電圧ＶＧと、ＣＴ２
７にて検出された出力電流ＩＧとから、該出力電流ＩＧの有効電流ＩＰおよび無効電流Ｉ

Ｑをそれぞれ演算し、この有効電流ＩＰ、無効電流ＩＱと、予め設定された変圧器高圧側
の目標電圧ＶＨｒｅｆと、既知の値である変圧器２２のリアクタンスＸｔとから、同期機
２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを設定して、変圧器２２における位相角変化に応じ
た変圧器２２での電圧降下を補償するようにしたため、変圧器の高圧側電圧ＶＨ、即ち送
電母線の電圧を目標電圧ＶＨｒｅｆに信頼性良く維持することができ、送電系統全体の電
圧安定性を向上させることができる。
【００１１】
実施の形態２．
上記実施の形態１では、図３に示すように、同期機２１が送電系統に１台のみ接続されて
いるものとして、変圧器２２のリアクタンスＸｔによる電圧変化を１００％補償するよう
にしたが、例えば図４のように複数の同期機２１、４１が送電系統に繋がっている場合、
変圧器２２のリアクタンスＸｔをそれぞれ１００％補償すると、他の同期機との間のリア
クタンスがほぼゼロとなるため、同期機２１、４１間での出力端子電圧ＶＧの電圧差およ
び電圧変化時の応答差によって、横流が発生し、同期機２１、４１の負荷バランスが崩れ
て、一方の同期機（２１または４１）が過負荷となる可能性がある。なお、ＸＬは送電線
２４のリアクタンスである。
そこで、この実施の形態２では、電圧設定器２８にて設定する同期機２１の出力端子の目
標電圧ＶＧｒｅｆを、以下の式（８）に示すように、変圧器２２のリアクタンスＸｔから
その横流抑制分に対応するリアクタンスＸＤＲを減じた値で演算する。なお、リアクタン
スＸＤＲは、同期機および送電系統の条件等により経験的に設定され、例えば、同期機の
容量に基づいて数％の値に設定する。
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ＶＧｒｅｆ＝√｛ＶＨｒｅｆ
２－［（Ｘｔ－ＸＤＲ）・ＩＰ］２｝＋（Ｘｔ－ＸＤＲ）・

ＩＱ　　・・・・（８）
このとき、図５に示すように、同期機２１の出力電流ＩＧ（有効電流ＩＰ、無効電流ＩＱ

）の各成分が大きくなるほど、変圧器の高圧側電圧ＶＨは、リアクタンスＸＤＲの影響に
より目標電圧ＶＨｒｅｆよりも低くなるものであるが、リアクタンスＸＤＲは数％の値で
あるため、変圧器２２の高圧側電圧ＶＨは、目標電圧ＶＨｒｅｆにほぼ制御されているの
で問題ない。
【００１２】
この実施の形態では、電圧設定器２８にて設定する同期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧ

ｒｅｆを、上記の式（８）により演算して設定したため、上記実施の形態１と同様に、変
圧器２２における位相角変化に応じた変圧器２２での電圧降下を補償して送電母線の電圧
を信頼性良く維持することができるとともに、送電系統に接続される複数の同期機２１、
４１間で横流が発生するのを抑制でき、同期機２１、４１が過負荷となるのが防止でき信
頼性が向上する。
【００１３】
なお、横流抑制分に対応する上記リアクタンスＸＤＲを、送電系統に接続される複数の同
期機に対して全て同一の値に設定することにより、送電系統に接続される複数の同期機に
同一のリアクタンス値（設定するＸＤＲ）の変圧器が接続されていることと模擬的に同じ
になるため、電力系統運用時、それぞれ異なる変圧器のリアクタンスを考慮する必要がな
くなり、運用が容易になるという効果がある。
【００１４】
実施の形態３．
上記実施の形態２では、横流抑制分に対応するリアクタンスＸＤＲを変圧器２２のリアク
タンスＸｔから減じているが、横流の要因となるのは、同期機２１の出力電流ＩＧ（有効
電流ＩＰ、無効電流ＩＱ）の中の無効電流ＩＱのみであるため、この実施の形態３では、
電圧設定器２８にて設定する同期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを、以下の式（
９）により演算する。
ＶＧｒｅｆ＝√｛ＶＨｒｅｆ

２－（Ｘｔ・ＩＰ）２｝＋（Ｘｔ－ＸＤＲ）・ＩＱ　　・・
・・（９）
このように、横流の要因にならない有効電流分には変圧器２２のリアクタンスＸｔをその
まま用い、横流の要因となる無効電流分のみ横流抑制の為のリアクタンスＸＤＲを変圧器
２２のリアクタンスＸｔから減じたため、横流を効果的に抑制しつつ、変圧器の高圧側電
圧ＶＨを目標電圧ＶＨｒｅｆに制御する制御性が向上する。
このとき、変圧器の高圧側電圧ＶＨは、図６に示すように、同期機２１の出力電流ＩＧの
無効電流ＩＱが大きくなるほど、目標電圧ＶＨｒｅｆよりも低くなるが、有効電流ＩＰに
はほとんど影響されない。
【００１５】
実施の形態４．
上記実施の形態２では、横流抑制分に対応するリアクタンスＸＤＲを設け、図５に示すよ
うに、変圧器の高圧側電圧ＶＨは、同期機２１の出力電流ＩＧ（有効電流ＩＰ、無効電流
ＩＱ）の各成分が０のとき目標電圧ＶＨｒｅｆに一致し、該各成分が大きくなるほど、目
標電圧ＶＨｒｅｆよりも低くなるものであったが、この実施の形態４では、図７に示すよ
うに、同期機２１の出力電流ＩＧ（有効電流ＩＰ、無効電流ＩＱ）が例えば、定格運転値
等の基準電流値Ｉ０（有効電流ＩＰ０、無効電流ＩＱ０）に一致したときに、変圧器２２
の高圧側電圧ＶＨが、目標電圧ＶＨｒｅｆに一致するように補正する。
この場合、電圧設定器２８にて設定する同期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを、
以下の式（１０）により演算する。
ＶＧｒｅｆ＝√｛ＶＨｒｅｆ

２－［（Ｘｔ－ＸＤＲ）・ＩＰ＋ＸＤＲ・ＩＰ０］２｝＋（
Ｘｔ－ＸＤＲ）・ＩＱ＋ＸＤＲ・ＩＱ０　　・・・・（１０）
【００１６】
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これにより、同期機２１が基準電流値Ｉ０（有効電流値ＩＰ０、無効電流値ＩＱ０）を出
力しているときに、変圧器２２の高圧側電圧ＶＨが目標電圧ＶＨｒｅｆに一致するように
制御できるため、上記実施の形態２の場合よりも精度良く、変圧器２２の高圧側電圧ＶＨ

を目標電圧ＶＨｒｅｆに一致するように制御できる。このため、送電系統に接続される複
数の同期機間で横流が発生するのを抑制しつつ、送電母線の電圧を目標電圧に信頼性良く
維持することができ、送電系統全体の電圧安定性をさらに向上させることができる。
【００１７】
実施の形態５．
上記実施の形態３では、横流抑制分に対応するリアクタンスＸＤＲを横流の要因となる無
効電流分のみに設け、図６に示すように、変圧器の高圧側電圧ＶＨは、同期機２１の出力
電流ＩＧの無効電流ＩＱが０のとき目標電圧ＶＨｒｅｆに一致し、無効電流ＩＱが大きく
なるほど、目標電圧ＶＨｒｅｆよりも低くなるものであったが、この実施の形態５では、
図８に示すように、同期機２１の出力電流ＩＧの無効電流ＩＱが例えば、定格運転値等の
基準の無効電流値ＩＱ０に一致したときに、変圧器２２の高圧側電圧ＶＨが、目標電圧Ｖ

Ｈｒｅｆに一致するように補正する。
この場合、電圧設定器２８にて設定する同期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを、
以下の式（１１）により演算する。
ＶＧｒｅｆ＝√｛ＶＨｒｅｆ

２－（Ｘｔ・ＩＰ）２｝＋（Ｘｔ－ＸＤＲ）・ＩＱ＋ＸＤＲ

・ＩＱ０　　・・・・（１１）
【００１８】
これにより、同期機２１が基準の無効電流値ＩＱ０を出力しているときに、変圧器２２の
高圧側電圧ＶＨが目標電圧ＶＨｒｅｆに一致するように制御でき、上記実施の形態３の場
合よりも精度良く、変圧器２２の高圧側電圧ＶＨを目標電圧ＶＨｒｅｆに一致するように
制御できる。このため、送電系統に接続される複数の同期機間で横流が発生するのを抑制
しつつ、送電母線の電圧を目標電圧に信頼性良く維持することができ、送電系統全体の電
圧安定性をさらに向上させることができる。
【００１９】
実施の形態６．
上記実施の形態４、５では、基準の有効電流値ＩＰ０、無効電流値ＩＱ０の時に、変圧器
２２の高圧側電圧ＶＨが目標電圧ＶＨｒｅｆに一致するようにしたが、同期機２１の運転
状態により有効電流ＩＰが、また目標電圧ＶＨｒｅｆを変化させることで、無効電流ＩＱ

が変化する。このため、この実施の形態では、同期機２１の運転状態、および変圧器２２
の高圧側の目標電圧ＶＨｒｅｆに応じて、基準の有効電流値ＩＰ０、基準の無効電流値Ｉ

Ｑ０を設定する。図９に示すように、例えば、変圧器高圧側の目標電圧ＶＨｒｅｆ０のと
き、基準電流値Ｉ０（有効電流ＩＰ０、無効電流ＩＱ０）と設定し、変圧器高圧側の目標
電圧ＶＨｒｅｆ１のとき、基準電流値Ｉ１（有効電流ＩＰ１、無効電流ＩＱ１）と設定す
る。これにより、変圧器高圧側の目標電圧ＶＨｒｅｆが変更されても、変圧器２２の高圧
側電圧ＶＨをその変更された目標電圧設定値ＶＨｒｅｆに制御することが出来る。
これにより、送電母線の電圧を目標電圧に維持する制御の信頼性がさらに向上し、より大
きな電力系統電圧の維持および電圧安定度の向上効果が得られる。
【００２０】
実施の形態７．
上記実施の形態１～６では、電圧設定器２８での演算において、変圧器２２のリアクタン
スに横流抑制分だけ減じた値を用いたが、この実施の形態では、有効電流ＩＰの変化に拘
わらず無効電流ＩＱの変化によってのみ変圧器の高圧側電圧ＶＨが変化するように、同期
機２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを設定する。
ここでは、変圧器の高圧側電圧ＶＨの目標電圧ＶＨｒｅｆに対する無効電流ＩＱに係る垂
下率ＸＤを所定の値に設定して、変圧器高圧側電圧ＶＨを以下の式（１２）で表し、
ＶＨ＝ＶＨｒｅｆ－ＸＤ・ＩＱ　　・・・・（１２）
この式（１２）と、同期機出力端子電圧ＶＧおよび有効電流ＩＰ、無効電流ＩＱで変圧器
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高圧側電圧ＶＨを表した上記式（５）とから、電圧設定器２８にて設定する同期機２１の
出力端子目標電圧ＶＧｒｅｆを、以下の式（１３）により演算する。
ＶＧｒｅｆ＝√｛（ＶＨｒｅｆ－ＸＤ・ＩＱ）２－（Ｘｔ・ＩＰ）２｝＋Ｘｔ・ＩＱ　　
・・・・（１３）
【００２１】
なお、垂下率ＸＤは、同期機および送電系統の条件等により経験的に設定され、例えば、
同期機２１の容量に基づき数％の値に設定する。
このとき、同期機２１の出力電流ＩＧの無効電流ＩＱが大きくなるほど、変圧器の高圧側
電圧ＶＨは、目標電圧ＶＨｒｅｆよりも低くなるものであるが、垂下率ＸＤは数％の値で
あるため、変圧器２２の高圧側電圧ＶＨは、目標電圧ＶＨｒｅｆにほぼ制御されていると
して問題ない。
【００２２】
この実施の形態では、有効電流ＩＰの変化に係わらず無効電流ＩＱの変化によってのみ変
圧器の高圧側電圧ＶＨが変化するように、同期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを
設定したため、通常運転時の負荷変化、即ち有効電力の変化では変圧器高圧側電圧ＶＨが
変化せず、同期機の信頼性の高い制御運転が容易に行えると共に、送電系統に接続される
複数の同期機間で横流が発生するのを効果的に抑制でき、同期機２１が過負荷となるのが
防止できる。また、同期機出力端子電圧ＶＧと有効電流ＩＰ、無効電流ＩＱとで変圧器高
圧側電圧ＶＨを表した上記式（５）を用いた式（１３）により同期機出力端子の目標電圧
ＶＧｒｅｆを演算したため、上記実施の形態１と同様に、変圧器２２における位相角変化
に応じた変圧器２２での電圧降下を補償して送電母線の電圧を信頼性良く維持することが
できる。
【００２３】
実施の形態８．
上記実施の形態１～７では、電圧設定器２８にて、同期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧ

ｒｅｆを、変圧器２２での電圧降下を補償するように設定したが、図１０に示すように、
同期機２１から変圧器２２および送電母線２５までの間には抵抗Ｒ３３が存在するもので
、同期機２１から送電母線２５までの間の送電線長が長い場合などは、この抵抗Ｒ３３を
考慮する必要がある。
この実施の形態では、電圧設定器２８にて設定する目標電圧ＶＧｒｅｆを、変圧器２２で
のリアクタンス分電圧降下を補償するだけでなく、同期機２１の出力電流ＩＧの有効電流
ＩＰと抵抗Ｒ３３とによる電圧降下も補償するように設定する。これにより、送電母線の
電圧を目標電圧に維持する制御の信頼性がさらに向上し、より大きな電力系統電圧の維持
および電圧安定度の向上効果が得られる。
【００２４】
実施の形態９．
上記実施の形態１～８では、変圧器２２のリアクタンスＸｔは固定としたが、図１１に示
すように、タップ切換制御機能を備えた変圧器２２Ａを用いても良い。この場合、変圧器
２２Ａのタップ切換制御時に変化するタップ比に応じて、電圧設定器２８にて、同期機２
１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを設定する。タップ切換制御は、変圧器２２Ａ高圧側
巻線のタップ位置を切り換えるもので、この場合、タップ比ｎのとき、高圧側巻線が定格
巻線数に対し１／ｎとなる。
タップ比ｎのとき、上記実施の形態１の式（６）で示した同期機２１の出力端子電圧ＶＧ

は、
ＶＧ＝√｛（ＶＨ／ｎ）２－（ｎ・Ｘｔ・ＩＰ）２｝＋ｎ・Ｘｔ・ＩＱ　　・・・・（１
４）
となり、式（７）で示した同期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆは、
ＶＧｒｅｆ＝√｛（ＶＨｒｅｆ／ｎ）２－（ｎ・Ｘｔ・ＩＰ)２｝＋ｎ・Ｘｔ・ＩＱ　　
・・・・（１５）
となる。
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このように、同期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆは、有効電流ＩＰ、無効電流Ｉ

Ｑと、変圧器高圧側の目標電圧ＶＨｒｅｆと、変圧器２２Ａのタップ比ｎおよびリアクタ
ンスＸｔとを用いて、上記式（１５）により演算して設定される。このため、変圧器２２
Ａのタップ位置によらず、変圧器の高圧側電圧ＶＨ、即ち送電母線の電圧を目標電圧ＶＨ

ｒｅｆに信頼性良く維持することができ、送電系統全体の電圧安定性を向上させることが
できる。
【００２５】
なお、この実施の形態では、タップ切換制御機能を備えた変圧器２２Ａを上記実施の形態
１での制御に適用したが、上記実施の形態２～９による制御についても同様に適用できる
。
【００２６】
実施の形態１０．
上記実施の形態９では、タップ比ｎとしたが、実際の変圧器では、電圧変換に関する電圧
比ｎｇと、リアクタンス変化に関するリアクタンス比ｎｒは必ずしも一致していない。
このため、この実施の形態では、上記式（１５）のタップ比ｎに電圧比ｎｇとリアクタン
ス比ｎｒとをそれぞれ適用し、
ＶＧｒｅｆ＝√｛（ＶＨｒｅｆ／ｎｇ）２－（ｎｒ・Ｘｔ・ＩＰ)２｝＋ｎｒ・Ｘｔ・Ｉ

Ｑ　　・・・・（１６）
で表される目標電圧ＶＧｒｅｆを用いる。
このように、変圧器２２Ａのタップ切換制御時に変化するタップ比に応じた電圧比ｎｇと
リアクタンス比ｎｒとを用いて、同期機２１の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを設定する
。このため、変圧器２２Ａのタップ位置によらず、変圧器の高圧側電圧ＶＨ、即ち送電母
線の電圧を目標電圧ＶＨｒｅｆに維持するように、さらに精度良く制御でき、送電系統全
体の電圧安定性を向上させることができる。
【００２７】
【発明の効果】
　以上のようにこの発明に係る励磁制御装置は、送電系統に変圧器を介して接続された同
期機の出力端子電圧を検出する電圧検出手段と、上記同期機が出力する出力電流を検出す
る電流検出手段と、上記同期機の出力端子の目標電圧ＶＧｒｅｆを設定する電圧設定手段
とを備え、上記電圧設定手段は、上記電流検出手段により検出された出力電流と上記電圧
検出手段により検出された出力端子電圧とから出力電流の有効電流ＩＰおよび無効電流Ｉ

Ｑをそれぞれ演算し、この有効電流ＩＰ、無効電流ＩＱと、予め設定された上記変圧器高
圧側の目標電圧ＶＨｒｅｆと、該変圧器のリアクタンスＸｔとから、上記同期機の出力端
子の目標電圧ＶＧｒｅｆを、ＶＧｒｅｆ＝√｛ＶＨｒｅｆ

２－（Ｘｔ・ＩＰ）２｝＋Ｘｔ

・ＩＱで示す演算式を用いて演算して設定する。そして、設定された目標電圧ＶＧｒｅｆ

と上記電圧検出手段により検出された出力端子電圧との偏差に基づいて上記同期機の励磁
系を制御するため、変圧器の高圧側電圧を高圧側目標電圧に信頼性良く維持することがで
き、送電系統全体の電圧安定性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１による励磁制御装置を示す構成図である。
【図２】　この発明の実施の形態１による励磁制御装置の動作を示すフローチャートであ
る。
【図３】　この発明の実施の形態１による電力系統の構成図である。
【図４】　この発明の実施の形態２による電力系統の構成図である。
【図５】　この発明の実施の形態２による変圧器の高圧側電圧と目標電圧との関係を示す
図である。
【図６】　この発明の実施の形態３による変圧器の高圧側電圧と目標電圧との関係を示す
図である。
【図７】　この発明の実施の形態４による変圧器の高圧側電圧と目標電圧との関係を示す
図である。
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【図８】　この発明の実施の形態５による変圧器の高圧側電圧と目標電圧との関係を示す
図である。
【図９】　この発明の実施の形態６による変圧器の高圧側電圧と目標電圧との関係を示す
図である。
【図１０】　この発明の実施の形態８による励磁制御装置を示す構成図である。
【図１１】　この発明の実施の形態９による励磁制御装置を示す構成図である。
【符号の説明】
２１　同期機、２２，２２Ａ　変圧器、２４　送電線、２５　送電母線、
２６　ＰＴ（電圧検出手段）、２７　ＣＴ（電流検出手段）、
２８　電圧設定器、２９　減算器、３０　ＡＶＲ、３１　励磁機、
３２　界磁巻線、３３　抵抗。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】
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【図１０】

【図１１】
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