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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定システムにおいて、電力グリッドの同期領域内の周波数応答特性、グリッド周波数
に応じて前記グリッド内を流れる電気を決定する方法において、
　前記電力グリッドは、第１グループの１つ又は複数の電力ユニットに接続され、前記電
力ユニットの各々は、前記電力グリッドからの電力を消費および／または前記電力グリッ
ドへの電力を提供するようにアレンジされ、
　前記第１グループの１つ又は複数の電力ユニットによる電力提供および／または電力消
費の変化が、前記電力グリッド内の電力流の変化になり、
　前記電力ユニットの各々への電力流および／または前記電力ユニットの各々からの電力
流は、制御信号のシーケンスに基づいて変調され、
　もって、前記制御信号のシーケンスに従って周波数変調された信号を与えるように前記
グリッド周波数を変調する方法であって、
　前記測定システムにおいて、前記電力グリッド内を流れる電気の周波数に関連した周波
数特性を測定するステップと、
　前記１つ又は複数の電力ユニットの電力特性に関連したデータを記憶するデータベース
にアクセスし、それに基づき、前記電力流変調に関連した特性を決定するステップであっ
て、前記電力特性は、前記１つ又は複数の電力ユニットに対する電力流変化の大きさを含
む、前記ステップと、
　前記測定された周波数特性および前記決定された電力流変調の特性に基づき、前記電力
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グリッドのうち少なくとも１つの領域と関係付けられた周波数応答特性を決定するステッ
プと、
が含まれる、方法。
【請求項２】
　前記周波数応答特性を決定するステップには、前記測定された周波数特性を前記電力流
変調特性に相関させる工程が含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記周波数応答特性を決定するステップには、前記電力流変調特性と前記測定された周
波数特性のレートを決定する工程が含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記電力流変調特性には、前記電力流変調に関連した大きさ特性が含まれる、請求項１
～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記大きさ特性には、電力流の振幅が含まれる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記測定された周波数特性は、
　電力グリッド内を流れる電力の測定された周波数、交流電圧の周波数、交流電流の周波
数；
　周波数の変化レート；
　交流電流又は電圧の周期；
のうち、１つ又は複数に基づいて測定される、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項７】
　前記測定された周波数特性には、前記変調された信号と関係付けられた周波数の時間変
動が含まれる、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記周波数応答特性には、慣性特性が含まれる、請求項１～７のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項９】
　前記慣性特性には、前記周波数変調された信号と関係付けられた立ち下がり時刻および
立ち上がり時刻のうち少なくとも一つが含まれる、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記周波数応答特性には、電力バランスにおいてユニット変更当たりのグリッド周波数
の変動の大きさと関係付けられた特性が含まれる、請求項１～７のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記第１グループの電力ユニットは、分散されたグループの電力ユニットであり、前記
方法は、
　制御パターンに従う前記第１グループの各電力ユニットへの電力流および／または前記
第１グループの各電力ユニットからの電力流を変調するステップを含み、
　集合的に周波数変調された信号を与えるように前記複数の電力ユニットによる電力の提
供および／または消費が調和され、前記集合的に周波数変調された信号は、測定システム
によって検出可能な集合的周波数特性を含む、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記制御パターンを特定する信号を電力ユニットの前記第１グループの各電力ユニット
に送信するステップを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記制御パターンには、繰り返しパターンが含まれる、前記方法には、前記繰り返しパ
ターンに応じて連続して前記第１グループの１つ又は複数の電力ユニットへの電力および
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／または前記第１グループの１つ又は複数の電力ユニットからの電力を制御するステップ
が含まれる、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記制御パターンに従って断続的に前記第１グループの１つ又は複数の電力ユニットへ
の電力および／または前記第１グループの１つ又は複数の電力ユニットからの電力を制御
するステップを含む、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記集合的に変調された信号は、前記グループの電力ユニットを識別する識別子を含み
、前記方法は、
　各々が前記第１グループの１つ又は複数の電力ユニットと関係付けられる、１つ又は複
数の識別子を記憶するデータベースにアクセスするステップと、
　前記集合的に変調された信号に含まれた識別子と前記データベースに記憶された１つ又
は複数の識別子との間の対応関係を決定し、もって、前記第１グループの１つ又は複数の
電力ユニットを識別するステップと、
を含む、請求項１１～１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記データベースに記憶された各識別子が前記電力グリッドの少なくとも１つの領域と
関係付けられ、前記方法には、前記決定された周波数応答特性が前記決定された識別子の
対応関係に基づいて関係付けられる領域を決定するステップが含まれる、請求項１５に記
載の方法。
【請求項１７】
　前記電力グリッドからの電力を消費および／または前記電力グリッドに電力を提供する
ようにアレンジされた第２グループの１つ又は複数の電力ユニットに前記電力グリッドが
接続され、前記方法は、
　決定された周波数応答特性に基づいて、前記第２グループの１つ又は複数の電力ユニッ
トによる電力の消費および／または提供の変化をトリガーするのに使用される１つ又は複
数のパラメータを決定するステップと、
　前記第２グループの電力ユニットにおける受信の為に、前記１つ又は複数のパラメータ
を送信するステップと、
を含む、請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２グループの電力ユニットにおいて前記１つ又は複数のパラメータを受信するス
テップと、
　前記受信されたパラメータに基づいて、トリガー条件を導出するステップと、
　前記グリッド内をローカルに第２グループの電力ユニットに流れる電力の測定された周
波数特性に基づいて、前記トリガー条件が満足されるかを決定するステップと、
　前記トリガー条件が満足されるという決定に応じて、前記第２グループの電力ユニット
への電力流および／または前記第２グループの電力ユニットからの電力流を変更するステ
ップと、
を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記測定システムにおいて、第１の時間周期の間に前記周波数特性と関係付けられた第
１系列の値と、後の第２の時間周期の間に前記周波数特性と関係付けられた第２系列の値
とを定義するステップと、
　前記測定システムにおいて、前記第１系列の値に基づいて第１組の係数を有する第１の
多項式関数と、前記第２系列の値に基づいて第２組の係数を有する第２の多項式関数とを
決定するステップと、
　前記測定システムにおいて、前記第１組の係数および前記第２組の係数の間の差異に基
づいて、前記トリガー条件が満足されるかを決定するステップと、
を含む、請求項１８に記載の方法。
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【請求項２０】
　前記電力グリッドが、前記電力グリッドからの電力を消費および／または前記電力グリ
ッドに電力を提供するようにアレンジされた第２グループの１つまたは複数の電力ユニッ
トに接続される、請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記第２グループの電力ユニットと関係付けられた領域と関係付けられた、決定された
周波数応答特性に基づいて、前記第２グループの１つ又は複数の電力ユニットによる電力
の消費および／または提供の変化をトリガーするのに使用される１つ又は複数のパラメー
タを決定するステップと、
　測定された周波数応答特性に基づいてトリガー条件を導出するステップと、
　前記第２グループの電力ユニットと関係付けられた領域において、前記電力グリッド内
を流れる電気の周波数と関係付けられた周波数特性を測定するステップと、
　前記第２グループの電力ユニットと関係付けられた前記領域内で測定された測定周波数
特性を前記測定システムに通信するステップと、
　前記通信された測定周波数特性に基づいて、前記トリガー条件が満足されるかを決定す
るステップと、
　前記トリガー条件が満足されるという決定に応じて、前記第２グループの電力ユニット
への電力流および／または前記第２グループの電力ユニットからの電力流を変更するよう
に、前記第２グループの電力ユニットに要求を送信するステップと、
を含む、方法。
【請求項２１】
　前記第２グループの電力ユニットは、前記第１グループの電力ユニットと同一である、
請求項１７～２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記電力変調には、有効電力および無効電力のうち少なくとも一つの変調が含まれる、
請求項１～２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　電力グリッドの同期領域内の周波数応答特性を決定する為の測定システムにおいて、
　グリッド周波数に応じて前記グリッド内を電気が流れ、前記電力グリッドが、１つ又は
複数の電力ユニットに接続され、１つ又は複数の電力ユニットの各々は、前記電力グリッ
ドからの電力を消費および／または前記電力グリッドに電力を提供するようにアレンジさ
れ、前記電力ユニットによる電力提供および／または消費は、前記グリッド内の電力流の
変化を生じ、前記電力ユニットの各々への電力流および／または前記電力ユニットの各々
からの電力流は、制御信号のシーケンスに基づいて変調され、もって、周波数変調された
信号を与えるように前記グリッド周波数を変調する、測定システムであって、
　前記電力グリッド内を流れる電気の周波数に関連した周波数特性を測定し、
　前記１つ又は複数の電力ユニットの電力特性に関連したデータを記憶するデータベース
にアクセスし、それに基づいて、前記１つ又は複数の電力ユニットに対する電力流変化の
大きさを含む、前記電力流変調に関連した特性を決定し、
　前記測定された周波数特性および前記決定された電力流変調特性に基づいて、前記電力
グリッドの少なくとも一つの領域と関係付けられた周波数応答特性を決定するようにアレ
ンジされている、測定システム。
【請求項２４】
　電力グリッドの同期型領域に流れる電気の周波数の変化に対する応答を与えるように、
１つ又は複数の関係付けられた電力ユニットと共に使用される電力制御デバイスにおいて
、
　前記電力グリッドは、測定システムに接続され、前記領域内の前記グリッドの周波数応
答特性を決定し、前記決定された周波数応答特性に基づいて１つ又は複数のトリガーパラ
メータを決定するようにアレンジされている、電力制御デバイスであって、
　前記決定された周波数応答特性から導出される１つ又は複数のパラメータを断続的に前
記測定システムから受信し、
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　前記受信された１つ又は複数のパラメータに基づいて、トリガー条件を導出し、
　前記グリッド内を流れる電力の測定された周波数特性に基づいて、前記トリガー条件が
満足されるかを決定し、
　前記トリガー条件が満足されるかという決定に応じて、前記電力ユニットへの電力流お
よび／または前記電力ユニットからの電力流を変更するようにアレンジされている、電力
制御デバイス。
【請求項２５】
　前記受信された１つ又は複数のパラメータのうちの一つには、前記トリガー条件が含ま
れる、請求項２４に記載の電力制御デバイス。
【請求項２６】
　前記周波数応答特性には、慣性特性が含まれる、請求項２４または２５に記載の電力制
御デバイス。
【請求項２７】
　前記周波数応答特性には、電力バランスにおいてユニット変更当たりのグリッド周波数
の変動の大きさに関連した特性が含まれる、請求項２４または２５に記載の電力制御デバ
イス。
【請求項２８】
　第１時間周期の間に前記周波数特性と関係付けられた第１系列の値と、後の第２時間周
期の間に前記周波数特性と関係付けられた第２系列の値とを定義し、
　前記第１系列の値に基づいて第１組の係数を有する第１の多項式関数と、前記第２系列
の値に基づいて第２組の係数を有する第２の多項式関数とを決定し、
　前記第１組の係数および第２組の係数の差異に基づいて、前記トリガー条件が満足され
るかを決定するようにアレンジされる、請求項２４～２７のいずれか一項に記載の電力制
御デバイス。
【請求項２９】
　前記第１の多項式関数および第２の多項式関数は、二次多項式関数である、請求項２８
に記載の電力制御デバイス。
【請求項３０】
　前記トリガー条件は、前記第１組の対応係数と所定量以上に異なる前記第２組の係数の
うち少なくとも一つの係数の値に基づいて、満足される、請求項２８または２９に記載の
電力制御デバイス。
【請求項３１】
　多項式外挿技術および／または円錐外挿技術に従って、前記系列の値を測定するように
アレンジされた請求項２８～３０のいずれか一項に記載の電力制御デバイス。
【請求項３２】
　フェーザ測定に基づいて前記測定された周波数特性を測定するようにアレンジされたフ
ェーザ測定機器類を備える、請求項２４～３１のいずれか一項に記載の電力制御デバイス
。
【請求項３３】
　前記フェーザ測定機器類は、前記電力グリッド内で測定された電圧のベクトルと関係付
けられた位相を、絶対時間基準点を参照して測定する、請求項３２に記載の電力制御デバ
イス。
【請求項３４】
　前記測定された周波数特性は、
　交流電圧の周波数、
　交流電流の周波数、
　前記電力グリッド内を流れる電力の周波数、
　周波数の変化レート、
　交流電流の周期、
のうち、１つ又は複数を含む、請求項２４～３３のいずれか一項に記載の電力制御デバイ
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ス。
【請求項３５】
　電力流が制御可能な時間周期を表示する信号を受信するようにアレンジされる、請求項
２４～３４のいずれか一項に記載の電力制御デバイス。
【請求項３６】
　前記電力変更には、有効電力および無効電力のうち少なくとも一つの変更が含まれる、
請求項２４～３５のいずれか一項に記載の電力制御デバイス。
【請求項３７】
　電力グリッド内の周波数変化に応答する為のシステムであって、前記システムは、請求
項２４～請求項３６のいずれか一項に従う、分散された複数の電力制御デバイスであって
、
　各々が前記電力グリッドに接続された、それぞれの電力ユニットを制御する、分散され
た複数の電力制御デバイスと、
　分散された前記複数の電力制御デバイスの各々に１つ又は複数のトリガーパラメータを
送信する測定システムと、
を備える、システム。
【請求項３８】
　前記測定システムは、
　分散された前記複数の電力制御デバイスから、電力制御デバイスの複数のグループを限
定し、
　前記複数のグループの各々に、異なる、それぞれのトリガー条件を割り当て、
　割り当てられる前記グループに割り当てられたトリガー条件を、電力制御デバイスの各
々に、送信するようにアレンジされる、請求項３７に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記測定システムは、
　前記電力制御デバイスと関係付けられた前記電力ユニットによる電力の提供および／ま
たは消費に関連したプロファイル情報を記憶する電力ユニットデータベースにアクセスし
、
　前記アクセスされたプロファイル情報に基づいて、前記複数のグループを限定するよう
にアレンジされる、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記測定システムは、
　測定された周波数特性を表す多項式関数を示すデータを受信し、
　前記多項式関数に基づいて、前記測定された周波数特性と関係付けられた将来の期待値
を外挿し、
　前記外挿された将来の期待値に基づいて、グリッド周波数の期待される変更に応答して
期待される電力流要件を決定するようにアレンジされる、請求項３７に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記測定システムは、
　前記電力ユニットによる電力の提供および／または消費に関連したプロファイル情報を
含む電力ユニットデータベースにアクセスし、
　前記期待される電力流要件および前記プロファイル情報に基づいて、前記期待される電
力流要件を満足する為に１つ又は複数のグループの１つ又は複数の電力ユニットを限定す
るようにアレンジされる、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記測定システムは、電力制御デバイスと関係付けられた前記電力ユニットによる電力
の提供および／または消費を制御し、もって、前記領域内の電気エネルギの正味消費を変
えるように、前記限定されたグループの前記電力制御デバイスにおける受信の為に、１つ
又は複数の要求を送信するようにアレンジされる、請求項４１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力グリッド内の周波数応答特性を決定する為の方法および装置に関する。
【０００２】
【背景】
【０００３】
　プロバイダおよび消費者の間の電力送受は、配電網または電力グリッドを経て行われる
。そのような電量グリッドにおいて、電力は、通常、比較的大容量の発電所と比較的小容
量の再生可能なエネルギ源の組合せによって供給される。
【０００４】
　化石燃料燃焼または原子力発電所のような大型発電所内の発電機は、通常、比較的に高
い速度で回転する（よって、スピニング発生という。）比較的に高い質量を有する回転部
品を備える。それらの正常動作の過程で、スピニング発電機は、比較的大容量の運動エネ
ルギを蓄積する。風力タービンや太陽熱発電器のような小さな再生可能エネルギ源は、非
常に小量のエネルギ、まったくゼロのエネルギでさえ蓄積する。
【０００５】
　通常、電力グリッドは、グリッドの同期領域の至る所で均一である公称グリッド周波数
で動作する。たとえば、ＵＫ送電線供給は、名目上、５０Ｈｚで動作する。グリッド管理
者は、通例、所定限度内にグリッド周波数を維持する義務を負わされており、たとえば、
英国送電線供給は、公称５０Ｈｚグリッド周波数の０．４％以内に保たれるべきである。
電気エネルギの発生および消費のバランスが維持されない場合（たとえば、全体量の発生
が高い受領期間の消費を満足できない場合、あるいは、発電機の故障のため、発電機から
の出力が変化する場合）、グリッドの発電機内に蓄積された正味量のエネルギが変わり得
る。これは、スピニング発電機の回転速度の変化およびグリッド内の動作周波数の対応し
た変化になる。そのため、グリッド管理者は、グリッド内の電力の消費および発生の間で
バランスを取る対策として、システム動作周波数を使用する。
【０００６】
　周波数応答特性は、グリッド内の電力の発生および消費の間のバランスの変化に対する
グリッド周波数の応答を評する。そのような周波数応答特性の例は、グリッド「剛性」お
よびグリッド「慣性」を含む。
【０００７】
　グリッド剛性は、所与の電力バランス変化に対するグリッド周波数応答の程度（すなわ
ち、大きさ）を評するグリッドの特性である。比較的高い剛性を備えた同期型電力グリッ
ドは、たとえば、所与の電力バランス変化に対し、比較的小さなグリッド周波数の変化を
示す。剛性があり強いグリッドは、通常、低いグリッドインピーダンスを有し、通常、シ
ステム発電能力が大きなグリッドを代表する。剛性は、一般に、所与のグリッドの静的特
性であるが、実際、たとえば、大きなグリッドにおいて、発生および消費能力が頻繁に変
化し、たとえば、グリッドおよび／または、風、ソーラーのような断続的ソースに新しい
プロバイダが追加または除去されることに留意されたい。これは、実際、グリッド剛性は
実質的にグリッドの動的特性であり得ることを意味する。
【０００８】
　グリッド慣性は、電力グリッド内に蓄積されるエネルギ量の対策であり、グリッドバラ
ンスの変化に応答してグリッドの動作周波数が変化するレートに影響を与える。高い割合
のスピニング発電を有する同期型電力グリッドの区域は、発電機内に回転運動エネルギと
して大量のエネルギを有する（それらの区域は高い慣性を有する）ので、公称グリッド周
波数でグリッドの動作周波数を維持する大きな能力を有する。対照的に、低い割合のスピ
ニング発電を有する同期型電力グリッドの区域は、比較的低量の蓄積エネルギを有する（
それらの区域は低い慣性を有する）ので、公称グリッド周波数でグリッドの動作周波数を
維持する能力は小さい。したがって、高い慣性領域のグリッド内の周波数の変化レートは
、低い慣性領域のグリッド内の周波数の変化レートより小さく、「慣性」は、周波数の変
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化レートを指してもよい。
【０００９】
　グリッド内の周波数応答特性は、消費または発生の突然の変化に対し、どのようにグリ
ッドが応答するかの表示を提供することができるので、周波数応答特性は、どのようにグ
リッド周波数応答特性が電力グリッドにわたって変わるかをグリッド管理者が理解するの
に有用である。従来、グリッド周波数応答特性は、グリッド動作周波数の高精度かつ高解
像度測定をなすフェーザ測定機器類を使用して決定される。そのような機器は高額である
ことから、広く配給することは実用的ではなく、通常、送電グリッド内の限定された中央
ノードにおいて、測定が行われる。これは、測定がグリッド内のローカル変動に対して比
較的鈍感であることを意味する。
【００１０】
　さらに、測定が生み出す大量データのため、測定は、しばしば、オフラインで分析され
る。これは、周波数応答特性の決定に遅れがあることを意味し、これは、ネットワーク管
理者および同等者がタイミング良く周波数応答特性の変化に対応することを難しくする。
【００１１】
　本発明は、従来技術の一部の問題を少なくとも緩和することを目的とする。
【００１２】
【概要】
【００１３】
　第１態様の発明によると、測定システムにおいて、電力グリッドの同期領域内の周波数
応答特性、グリッド周波数に従ってグリッド内を流れる電気を決定する方法が提供され、
電力グリッドは第１グループの１つ又は複数の電力ユニットに接続され、各々の電力ユニ
ットは電力グリッドからの電力を消費および／または電力グリッドに電力を与え、前記第
１グループの１つ又は複数の電力ユニットによる電力提供および／または消費の変化が電
力グリッド内の電力流の変化をもたらし、各電力ユニットへの電力流および／または各電
力ユニットからの電力流が制御信号のシーケンスに基づいて変調され、それによって、グ
リッド周波数を変調し、制御信号のシーケンスに従う周波数変調された信号を与える方法
であって、測定システムにおいて、
【００１４】
　電力グリッド内を流れる電気の周波数に関連した周波数特性を測定するステップと、
【００１５】
　前記１つ又は複数の電力ユニットの電力特性に関連したデータを記録するデータベース
にアクセスし、それに基づいて、前記電力流変調に関連した特性を決定するステップと、
【００１６】
　測定された周波数特性および前記決定された電力流変調特性に基づいて、前記電力グリ
ッドのうち少なくとも１つの領域と関係付けられた周波数応答特性を決定するステップと
、を含む、方法が提供される。
【００１７】
　比較的に単純な必要な周波数特性測定デバイスのため、電力グリッドの同期領域内で既
知の電力特性を用いて既存電力ユニットにより生成された周波数変調された信号の特性を
測定することにより、リアルタイム又はほぼリアルタイムの、グリッド内の多くの地点で
周波数応答特性を決定することを比較的に低コストで可能にする。
【００１８】
　一部の実施形態において、周波数相当特性の決定には、測定された周波数特性を前記電
力流変調特性に相関させることが含まれる。
【００１９】
　一部の実施形態において、周波数応答特性を決定するステップには、測定された周波数
特性を前記電力流変調特性に相関させることが含まれる。
【００２０】
　一部の実施形態において、周波数応答特性を決定するステップには、前記電力流変調特
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性と測定された周波数特性とのレートを決定することが含まれる。
【００２１】
　一部の実施形態において、前記電力流変調特性には、前記電力流変調に関連した大きさ
特性が含まれる。
【００２２】
　一部の実施形態において、前記大きさ特性には、電力流の振幅が含まれる。
【００２３】
　一部の実施形態において、前記測定された周波数特性は、交流電圧の周波数、交流電流
の周波数、電力グリッド内に流れる電力の測定された周波数、周波数の変化レート、交流
電流または電圧の周期のうちの１つ又は複数に基づいて、測定される。
【００２４】
　一部の実施形態において、前記測定された周波数特性には、前記変調された信号と関係
付けられた周波数の時間変動が含まれる。
【００２５】
　一部の実施形態において、前記周波数応答特性には、慣性特性が含まれる。
【００２６】
　一部の実施形態において、前記慣性特性には、前記周波数変調された信号と関係付けら
れた立ち上がりの時刻、立ち下がりの時刻のうち少なくとも一つが含まれる。
【００２７】
　一部の実施例において、前記周波数応答特性には、電力バランスにおいて、ユニット変
更当たりのグリッド周波数における変動の大きさと関連した特性が含まれる。
【００２８】
　一部の実施形態において、第１グループの電力ユニットは、電力ユニットの分散された
グループであり、当該方法は、
【００２９】
　制御パターンに従う第１グループの電力ユニットの各々への電力流および／または第１
グループの電力ユニットの各々からの電力流を変調するステップを含み、複数の電力ユニ
ットによる電力の消費および／または提供が調和され、集合的周波数特性を有する集合的
に周波数変調された信号を与えるが、これは、測定システムによって検出可能である。
【００３０】
　制御パターンに従う複数の電力ユニットの各々への電力流および／または複数の電力ユ
ニットの各々からの電力流を変調するステップは、電力グリッドに接続された電力流の変
調が可能な、１つから全てに至る電力ユニットによる測定システムに対する集合的通信の
方法を可能にする。これは、小量の電力を引き出す電力ユニットを使用するとき有利であ
り、この電力ユニットは、他の信号やグリッドノイズにわたって測定システムによって検
出できる十分に強い周波数変調信号を個別に生成することができないが、調和されたとき
、集合的には、電力グリッド内の所望地点において検出の為に十分に強い周波数変調信号
を生成することができる。そのように、周波数応答特性が決定される多数のローカルが増
えてもよい。
【００３１】
　一部の実施形態において、第１グループの各電力ユニットに対する前記制御パターンを
特定する信号が送られる。
【００３２】
　一部の実施形態において、制御パターンには、繰り返しパターン、その繰り返しパター
ンに連続して従う第１グループの１つ又は複数の電力ユニットへの電力および／またはそ
の繰り返しパターンに連続して従う第１グループの１つ又は複数の電力ユニットからの電
力を含まれる。
【００３３】
　繰り返しパターンを含む制御パターンは、測定システムが電力流の特性を測定する為に
多くの機会を提供する点、たとえば、電力グリッド内の慣性の決定において高精度を可能
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にする測定システムによる連続した同一電力流パターンの平均化の点で有利である。
【００３４】
　一部の実施形態において、第１グループの１つ又は複数の電力ユニットへの電力および
／または第１グループの１つ又は複数の電力ユニットからの電力は、制御パターンに従っ
て断続的に制御される。
【００３５】
　断続的制御は、電力節約のために有利であり、たとえば、必要でないときに電力ユニッ
トをオフにしたままにすることを可能にする。これは、同様に、電力流制御パターンへと
データを符号化するのに有利であり、このため、結果として生じる電力グリッド内の電力
流パターンによる測定システムにデータを通信するのに有利である。
【００３６】
　一部の実施形態において、前記集合的に変調された信号が電力ユニットの前記グループ
を識別する識別子を含む方法であって、
【００３７】
　各々が前記第１グループの１つ又は複数の電力ユニットと関係付けられた１つ又は複数
の識別子を記憶するデータベースにアクセスするステップと、
【００３８】
　集合的に変調された信号に含まれる識別子と、データベース内に記憶されている１つ又
は複数の識別子との対応関係を決定し、前記第１グループの１つ又は複数の電力ユニット
を識別するステップと、を含む、方法が提供される。
【００３９】
　一部の実施形態において、データベースに記憶された各識別子は、電力グリッドの少な
くとも１つの領域と関係付けられ、当該方法には、決定された周波数応答特性が、決定さ
れた識別子対応関係に基づいて関係付けられる領域を決定するステップが含まれる。
【００４０】
　一部の実施形態において、電力グリッドが第２グループの１つ又は複数の電力ユニット
に接続され、電力グリッドからの電力消費および／または電力グリッドへの電力を与える
ようにアレンジされる、方法であって、
【００４１】
　決定された周波数応答特性に基づいて、第２グループの１つ又は複数の電力ユニットに
よる電力の消費および／または第２グループの１つ又は複数の電力ユニットによる電力の
提供の変化をトリガーするのに使用される１つ又は複数のパラメータを決定するステップ
と、
【００４２】
　前記第２グループの電力ユニットにおける受信の為に前記１つ又は複数のパラメータを
送信するステップと、を含む方法が提供される。
【００４３】
　一部の実施形態において、
【００４４】
　前記第２グループの電力ユニットにおいて前記１つ又は複数のパラメータを受信するス
テップと、
【００４５】
　受信されたパラメータに基づいて、トリガー条件を導出するステップと、
【００４６】
　グリッド内をローカルに第２グループの電力ユニットに流れる電力の測定された周波数
特性に基づいて、トリガー条件が満足されるかを決定するステップと、
【００４７】
　トリガー条件が満足されるという決定に応じて、第２グループの電力ユニットへの電力
流および／または前記第２グループの電力ユニットからの電力流を変更するステップと、
を含む、方法が提供される。
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【００４８】
　電力ユニットによる電力の消費および／または提供の変化をトリガーすることは、グリ
ッド周波数でグリッド内のどこかを流れる電力の変化の衝撃を限定するのに有用である。
トリガーするパラメータの導出に周波数応答特性を取り入れることは、周波数応答特性が
、たとえば、電力流の変化に応答するグリッド周波数の変化レートに関連した情報を与え
ることから、都合がよい。そのため、電力ユニットに対してトリガーするパラメータは、
たとえば、ローカルグリッド慣性がたとえば比較的に低い場合には比較的に早い応答、ロ
ーカルグリッド慣性がたとえば比較的に高い場合には比較的に遅い応答を与えるように調
整可能である。これは有利な調整である。なぜなら、たとえば、許容できないグリッド周
波数シフトに導く可能性がある低慣性環境における遅すぎる応答、たとえば、電力ユニッ
トの使用に対して不必要な混乱を引き起こすであろう高慣性環境にとって早すぎる応答の
両方の応答を避けるからである。同様に、たとえば、トリガーパラメータの導出に剛性特
性を取り込むことが有利である。なぜなら、それは、たとえば、所与の同様な電力バラン
ス変化に対し測定された周波数特性変化の同様の大きさの表示を与えるからである。
【００４９】
　一部の実施形態において、
【００５０】
　測定システムにおいて、第１の時間周期の間に周波数特性と関係付けられた第１系列の
値と、後の第２の時間周期の間に周波数特性と関係付けられた第２系列の値とを定義する
ステップと、
【００５１】
　測定システムにおいて、第１系列の値に基づいて第１組の係数を有する第１の多項式関
数と、第２系列の値に基づいて第２組の係数を有する第２の多項式関数とを決定するステ
ップと、
【００５２】
　測定システムにおいて、第１組の係数および第２組の係数の間の差異に基づいて、トリ
ガー条件が満足されるかを決定するステップと、を含む方法が提供される。
【００５３】
　電力グリッドが、電力グリッドからの電力を消費および／または電力グリッドに電力を
提供するようにアレンジされた第２グループの１つまたは複数の電力ユニットに接続され
る方法であって、
【００５４】
　前記第２グループの電力ユニットと関係付けられた領域と関係付けられた決定された周
波数応答特性に基づいて、前記第２グループの１つ又は複数の電力ユニットによる電力の
消費および／または提供の変化をトリガーするのに使用される１つ又は複数のパラメータ
を決定するステップと、
【００５５】
　測定された周波数応答特性に基づいてトリガー条件を導出するステップと、
【００５６】
　第２グループの電力ユニットと関係付けられた領域において、電力グリッド内を流れる
電気の周波数と関係付けられた周波数特性を測定するステップと、
【００５７】
　第２グループの電力ユニットと関係付けられた領域内で測定された測定周波数特性を測
定システムに通信するステップと、
【００５８】
　通信された測定周波数特性に基づいて、トリガー条件が満足されるかを決定するステッ
プと、
【００５９】
　トリガー条件が満足されるという決定に応じて、第２グループの電力ユニットへの電力
流および／または第２グループの電力ユニットからの電力流を変更するように、第２グル
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ープの電力ユニットに要求を送信するステップと、を含む方法が提供される。
【００６０】
　上記実施形態は、トリガー条件が満足されるか否かの決定を、たとえば、電力グリッド
の一部または全部の役に立つ中央制御センタで実施可能にする。これは有利である。なぜ
なら、トリガーすることの集中化制御、トリガーすることの集中化オーバーライド、電力
ユニットにおける電力流の集中化制御手段が可能になるので、あらゆるデバイスにおいて
、これらの機能の為に装置を要する従来技術の方法と比較して、トリガー条件の決定の、
より費用効果的な方法が可能になるからである。
【００６１】
　一部の実施形態において、第２グループの電力ユニットは第１グループの電力ユニット
と同一である。
【００６２】
　一部の実施形態において、電力変調には、有効電力および無効電力のうち少なくとも一
つの変調を含まれる。
【００６３】
　本発明の第２態様によると、電力グリッドの同期領域内で周波数応答特性を決定する為
の測定システムにおいて、電力ユニットによる電力提供および／または消費の変化がグリ
ッド内の電力流の変化を生じさせるように、グリッド周波数に応じてグリッド内を電気が
流れ、電力グリッドが、１つ又は複数の電力ユニットのグループに接続され、１つ又は複
数の電力ユニットの各々は、電力グリッドからの電力を消費および／または電力グリッド
に電力を提供するようにアレンジされ、電力ユニットの各々への電力流および／または電
力ユニットの各々からの電力流は、制御信号のシーケンスに基づいて変調され、もって、
周波数変調された信号を与えるようにグリッド周波数を変調する、測定システムであって
、
【００６４】
　前記電力グリッド内を流れる電気の周波数に関連した周波数特性を測定し、
【００６５】
　前記１つ又は複数の電力ユニットの電力特性に関連したデータを記憶するデータベース
にアクセスし、それに基づいて、前記電力流変調に関連した特性を決定し、
【００６６】
　測定された周波数特性および前記決定された電力流変調特性に基づいて、前記電力グリ
ッドの少なくとも一つの領域と関係付けられた周波数応答特性を決定するようにアレンジ
されている、測定システムが提供される。
【００６７】
　一部の実施形態において、本発明の第２の態様は、本発明の第１態様に関する前述した
様々な実施形態と関係付けられた特徴の全てに対応する特徴を含む。
【００６８】
　本発明の第３の態様によると、電力グリッドの同期領域に流れる電気の周波数の変化に
対する応答を与えるように、１つ又は複数の関係付けられた電力ユニットと共に使用され
る電力制御デバイスにおいて、電力グリッドは、測定システムに接続され、領域内のグリ
ッドの周波数応答特性を決定し、測定された周波数応答特性に基づいて１つ又は複数のト
リガーパラメータを決定するようにアレンジされており、電力制御デバイスは、
【００６９】
　決定された周波数応答特性から導出される１つ又は複数のパラメータを断続的に測定シ
ステムから受信し、
【００７０】
　受信された１つ又は複数のパラメータに基づいて、トリガー条件を導出し、
【００７１】
　グリッド内を流れる電力の測定された周波数特性に基づいて、トリガー条件が満足され
るかを決定し、
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【００７２】
　トリガー条件が満足されるかという決定に応じて、電力ユニットへの電力流および／ま
たは電力ユニットからの電力流を変更するようにアレンジされている、電力制御デバイス
が提供される。
【００７３】
　一部の実施形態において、受信された１つ又は複数のパラメータの一つには、前記トリ
ガー条件が含まれる。
【００７４】
　一部の実施形態において、前記周波数応答特性には、慣性特性が含まれる。
【００７５】
　一部の実施形態において、前記周波数応答特性には、電力バランスにおいて、ユニット
変更当たりのグリッド周波数の大きさ変動に関連した特性が含まれる。
【００７６】
　一部の実施形態において、電力制御デバイスは、
【００７７】
　第１時間周期の間に周波数特性と関係付けられた第１系列の値と、後の第２時間周期の
間に周波数特性と関係付けられた第２系列の値とを定義し、
【００７８】
　第１系列の値に基づいて第１組の係数を有する第１の多項式関数、第２系列の値に基づ
いて第２組の係数を有する第２の多項式関数を決定し、
【００７９】
　第１組の係数および第２組の係数の差異に基づいて、トリガー条件が満足されるかを決
定するようにアレンジされる。
【００８０】
　上記実施形態は、周波数が時間の関数として変化する方法にトリガー条件が基礎をおく
ことを可能にする。これは、有利である。なぜなら、電力グリッド周波数の急速復旧を可
能にすることになる、周波数特性の比較的速い変化に対し比較的に早い応答を与えること
ができ、あるいは、電力ユニットに対する不必要な混乱を避ける、周波数特性の比較的に
遅い変化に対し比較的に遅い応答を与えるからである。これも有利である。なぜなら、そ
れは、所与の時間の尺度において生じる周波数特性の揺らぎをフィルタで除去する手段を
与えるが、揺らぎは、ノイズや、トリガーする条件が満足されるかを決定する際に重要で
はない他の揺らぎを表す。
【００８１】
　一部の実施形態において、第１および第２多項式関数は、二次の多項式関数である。
【００８２】
　一部の実施形態において、周波数変化事象は、第１組の対応係数と所定量以上に異なる
第２組の係数のうち少なくとも一つの係数の値に基づいて、識別される。
【００８３】
　一部の実施形態において、電力制御デバイスは、多項式外挿技術および／または円錐外
挿技術に従って、前記系列の値を測定するようにアレンジされる。
【００８４】
　一部の実施形態において、電力制御デバイスは、フェーザ測定に基づいて前記測定され
た周波数特性を測定するようにアレンジされたフェーザ測定機器類を備える。
【００８５】
　一部の実施形態において、フェーザ測定機器類は、電力グリッド内で測定された電圧の
ベクトルと関係付けられた位相を、絶対時間基準点を参照して測定する。
【００８６】
　一部の実施形態において、測定された周波数特性は、交流電圧の周波数、交流電流の周
波数、電力グリッド内を流れる電力の周波数、周波数の変化レート、交流電流の周期のう
ち、１つ又は複数を含む。
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【００８７】
　一部の実施形態において、電力制御デバイスは、電力流が制御可能な時間周期を表示す
る信号を受信するようにアレンジされる。
【００８８】
　一部の実施形態において、電力変調には、有効電力および無効電力のうち少なくとも一
つの変調が含まれる。
【００８９】
　本発明の第４態様によると、電力グリッドの周波数変化に応答する為のシステムが提供
され、そのシステムには、
【００９０】
　電力グリッドに接続されたそれぞれの電力ユニットを各々が制御する、分散された複数
の電力制御デバイスと、
【００９１】
　分散された複数の電力制御デバイスの各々に１つ又は複数のトリガーパラメータを送信
する為の測定システムと、を備える。一部の実施形態において、測定システムは、
【００９２】
　前記分散された複数の電力制御デバイスから複数のグループの電力制御デバイスを限定
し、
【００９３】
　複数のグループの各々に、異なる、それぞれのトリガー条件を割り当て、
【００９４】
　割り当てられるグループに割り当てられたトリガー条件を、電力制御デバイスの各々に
、送信するようにアレンジされる。
【００９５】
　一部の実施形態において、測定システムは、
【００９６】
　電力制御デバイスと関係付けられた電力ユニットによる電力の提供および／または消費
に関連したプロファイル情報を記憶する電力ユニットデータベースにアクセスし、
【００９７】
　アクセスされたプロファイル情報に基づいて、前記複数のグループを限定するようにア
レンジされる。一部の実施形態において、測定システムは、
【００９８】
　測定された周波数特性を表す多項式関数を示すデータを受信し、
【００９９】
　前記多項式関数に基づいて、測定された周波数特性と関係付けられた将来の期待値を外
挿し、
【０１００】
　外挿された将来の期待値に基づいて、周波数変化事象に応答して期待される電力流要件
を決定するようにアレンジされる。
【０１０１】
　上記実施形態において提供される周波数特性の予測は有利である。なぜなら、それは、
満足されるトリガー条件に至る周波数特性の変化に対して効率の良い応答を体系付けるよ
うに、より多くの時間を可能にするからである。この予測も、また有利である。なぜなら
、それは、既に起こった変化を補償するのではなく、近い将来に起こりそうな周波数特性
変化を補償する手段を与えるからであり、これは、周波数特性のトリガー条件を考慮に入
れる。
【０１０２】
　一部の実施形態において、測定システムは、
【０１０３】
　電力ユニットによる電力の提供および／または消費に関連したプロファイル情報が含ま
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れる電力ユニットデータベースにアクセスし、
【０１０４】
　期待される電力流要件および前記プロファイル情報に基づいて、周波数変化事象に応答
する為に１つ又は複数のグループの１つ又は複数の電力ユニットを限定するようにアレン
ジされる。
【０１０５】
　一部の実施形態において、測定システムは、電力制御デバイスと関係付けられた電力ユ
ニットによる電力の提供および／または消費を制御し、もって、前記領域内の電気エネル
ギの正味消費を変えるように、限定されたグループの電力制御デバイスにおける受信の為
に、１つ又は複数の要求を送信するようにアレンジされる。
【０１０６】
　本発明の第５態様によると、グリッド周波数に従って電力グリッド内を電気が流れる場
合、電力グリッド内を流れる電気の周波数変化に対する応答を与えるように１つ又は複数
の関係付けられた電力ユニットを使用する為の電力制御デバイスが提供され、電力制御デ
バイスは、周波数測定デバイスを備え、
【０１０７】
　前記周波数測定デバイスを使用して、電力制御デバイスで前記グリッド周波数の変化を
モニタし、
【０１０８】
　前記モニタリングに少なくとも部分的に基づいてトリガー条件を決定し、
【０１０９】
　グリッド内を流れる電力の、測定された周波数特性に基づいて、トリガー条件が満足さ
れるかを決定し、
【０１１０】
　トリガー条件が満足されるかの決定に応答して、電力ユニットへの電力流および／また
は電力ユニットからの電力流を変更するようにアレンジされている。
【０１１１】
　一部の実施形態において、電力制御デバイスは、閾値を横切る前記測定された周波数特
性に応答して、
【０１１２】
　前記閾値が横切られる前の時刻において測定された周波数特性の分析を実行し、
【０１１３】
　前記分析に基づいて少なくとも部分的に前記トリガー条件を決定するようにアレンジさ
れる。
【０１１４】
　一部の実施形態において、電力制御デバイスは、
【０１１５】
　前記周波数測定デバイスを使用して、前記トリガー条件の導出の後に電力制御デバイス
におけるグリッド周波数の変化をモニタし、
【０１１６】
　後のモニタリングに基づいて、更新されたトリガー条件を導出するようにアレンジされ
る。
【０１１７】
　一部の実施形態において、更新されたトリガー条件の導出は、前記最初のトリガー条件
に部分的に基づく。
【０１１８】
　上記実施形態において、デバイスは、それ自体が導出したトリガー条件に基づいて、電
力流を清書することができる。このデバイスは、たとえば、通信ネットワークにアクセス
しないかもしれない電力グリッドの領域において、あるいは、これらのネットワークを経
た命令が費用効果的でない場合に有利であろう。
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【０１１９】
　本発明の更なる特徴および利点は、添付された図面を参照して、例としてのみ与えられ
た、以下の本発明の好ましい実施形態の説明から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】図１は、本発明が実施されてもよい同期型電力グリッドを示す概略図である。
【図２ａ】図２ａは、周波数変調装置を示す概略図である。
【図２ｂ】図２ｂは、電力グリッドにおいて結果として生じるグリッド周波数変調と変調
される電力生成／消費バランスとの間の関係を示す図である。
【図３】図３は、測定装置を示す概略図である。
【図４ａ】図４ａは、例示的矩形波電力変調信号を示すグラフである。
【図４ｂ】図４ｂは、電力グリッドの低慣性地域における周波数変調信号を示すグラフで
ある。
【図４ｃ】図４ｃは、電力グリッドの中慣性地域における周波数変調信号を示すグラフで
ある。
【図４ｄ】図４ｄは、電力グリッドの高慣性地域における周波数変調信号を示すグラフで
ある。
【図５】図５は、グリッド領域における周波数応答特性を決定する為の実施例の方法およ
び装置を示す概略図である。
【図６ａ】図６ａは、測定された周波数特性の為に定義された一連のインターバルを示す
図である。
【図６ｂ】図６ｂは、測定された周波数特性が多項式関数に適合可能であることを示す図
である。
【図６ｃ】図６ｃは、測定された周波数特異性が多項式関数に適合可能であることを示す
図である。
【図６ｄ】図６ｄは、測定された周波数特異性が多項式関数に適合可能であることを示す
図である。
【図６ｅ】図６ｅは、測定された周波数特異性が多項式関数に適合可能であることを示す
図である。
【図６ｆ】図６ｆは、測定された周波数特異性が多項式関数に適合可能であることを示す
図である。
【図７】図７は、グリッドバランスの突然の変化に応答した３つの例示的地域における周
波数変化を示すグラフである。
【図８】図８は、電力制御装置を示す概略図である。
【詳細な説明】
【０１２１】
　発電所のようなプロバイダから、国内家庭及び店舗のような消費者への電気の供給は、
通常、配電網または電力グリッドを経て行われる。図１は、本発明の実施形態が実装可能
であり、送信グリッド１０２および配電グリッド１０４を備える、例示的電力グリッド１
００を示す。
【０１２２】
　送電グリッド１０２は、発電機１０６に接続されており、発電機１０６は、例えば、原
子力発電所又は火力発電所でもよく、そこから、送電グリッド１０２は、架空電力線など
の電力線にかけられた非常に高い電圧（通常、数１００ｋＶ程度）で、大量の電気エネル
ギを配電グリッド１０４に送る。
【０１２３】
　送電グリッド１０２は、変圧器１０８を経て配電グリッド１０４にリンクされ、変圧器
１０８は、配電グリッド１０４内での配電の為に給電を低い電圧（通常、５０ｋＶ程度）
に変換する。
【０１２４】
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　配電グリッド１０４は変電所１１０を経てローカルネットワークに接続されているが、
変電所１１０は、さらに低い電圧に変換する為に更なる変圧器を備え、ローカルネットワ
ークは、電力グリッド１００に接続された電力消費装置に電力を与える。ローカルネット
ワークは、都市ネットワーク１１２のような家庭消費者のネットワークを含んでもよく、
都市ネットワーク１１２は、数ｋＷ程度の比較的に少量の電力を引き出す個人住宅１１３
内部で家庭電気機器に電力を供給する。個人住宅１１３は、光電装置１１７を使用して、
その住宅における電気機器による消費またはグリッドに電力を提供する為、比較的小量の
電力を与えてもよい。ローカルネットワークは、工場１１４のような産業構内を含んでも
よく、ここでは、産業構内で動作する大型電気機器が、数ｋＷからＭＷ程度の大量の電力
を引き出す。ローカルネットワークは、電力を電力グリッドに与える風力発電所１１６の
ような小さな電力発電機のネットワークを含んでもよい。
【０１２５】
　簡略のため、１つの送電グリッド１０２および一つの配電グリッド１０４だけが図１に
示されているが、実際、通常の送電グリッド１０２は、多数の配電グリッド１０４に電力
を供給し、一つの送電グリッド１０２は、１つ又は複数の他の送電グリッド１０２と相互
接続されてもよい。
【０１２６】
　電力は、電力グリッド１００を交流（ＡＣ）として流れ、交流（ＡＣ）は、グリッド周
波数（国に依存するが、通常は５０又は６０Ｈｚ）と呼ばれる場合があるシステム周波数
で流れる。電力グリッド１００は、その周波数がグリッドの各地点で実質的に同一になる
ように、同期された周波数で動作する。
【０１２７】
　電力グリッド１００は、一つ以上の直流（ＤＣ）相互接続部１１７を含んでもよく、相
互配線１１７は、電力グリッド１００および他の電力グリッドの間にＤＣ結線を与える。
通常、ＤＣ相互配線１１７は、電力グリッド１００の概して高電圧の送電グリッドに接続
する。ＤＣ相互配線１１７は、様々な電力グリッド間にＤＣ結合を与え、電力グリッド１
００が、所与の、同期された、グリッド周波数で動作する領域を限定するが、グリッド周
波数は、他の電力グリッドのグリッド周波数の変化によって影響されない。例えば、ＵＫ
送電グリッドは、ＤＣ相互配線を経てヨーロッパ大陸の同期型グリッドに接続されている
。
【０１２８】
　電力グリッド１００は、電力グリッド１００の動作周波数を変調するのに使用する為の
一つ以上の装置（ここでは、「周波数変調装置」１１８という）と、グリッドの動作周波
数（ここでは、グリッド周波数という）に関連した特性を測定するようにアレンジされた
測定装置１２０の形式の測定システムをも含む。
【０１２９】
　図２ａを参照して以下に説明されるように、それぞれの周波数変調装置１１８は、（電
力グリッド１００から電力を消費しても、電力グリッド１００に電力を提供してもよい）
電力ユニット１１９またはパワーユニット１１９のグループと関係付けられており、パワ
ーユニット１１９またはパワーユニット１１９のグループへの電力流を変調さらに／また
はパワーユニット１１９またはパワーユニット１１９のグループからの電力流を変調する
ようにアレンジされている。周波数変調装置１１８は、パワーユニット１１９とは別個に
提供されても、さらに／または、パワーユニット１１９に組み込まれてもよい。パワーユ
ニット１１９は、発電機１０６、住宅構内１１３または産業構内１１４内の電気機器およ
び／または風力タービン１１６またはソーラーパネルのような小規模発電機を含んでもよ
い。この点で、パワーユニット１１９が低慣性を有し電力流の有効な変調を可能にするこ
とが有利である。
【０１３０】
　一つ以上の周波数変調デバイス１１８は、配電グリッド１０４内の電力ユニット１１９
に、或いは、電力グリッド１００の他の任意の場所に置かれてもよい。周波数変調デバイ
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ス１１８は、電力ユニット１１９と共に作動し、電力グリッド１００内にコードシーケン
スを送信する。単純化のために、７つの周波数変調デバイス１１８のみが図１に示されて
いるが、実際、電力グリッド１００は、周波数変調デバイス１１８が関係付けられる電力
ユニット１１９の容量に依存して、数百又は数千の、このようなデバイスを備えてもよい
ことが分かる。さらに、単純化のために、１つの測定デバイス１２０だけが図１に示され
ているが、実際、複数の測定デバイス１２０は、同一の同期型電力グリッド１００内で作
動してもよいことが分かる。周波数変調デバイス１１８は、（産業構内の電力ユニットの
ような）大容量電力ユニット１１９と関係付けられる場合、電力グリッド１００内には少
数の周波数変調デバイス１１８だけが存在してもよい。一部の実施形態において、電力グ
リッド１００には一つだけ周波数変調デバイス１１８があってもよい。
【０１３１】
　周波数変調デバイス１１８は、（各々が、例えば、数Ｗから数十ｋＷを提供し、各電力
ユニット１１９による周波数変調に対する寄与は小さいが、組み合わされた周波数変調信
号は、単一の大きな電力ユニット１１９と同一強度を有する）比較的多数の小容量の電力
ユニット１１９の間に分散されてもよい。周波数変調デバイス１１８の分散は、小さな負
荷のスイッチングが、高価な電力スイッチング装置を必要とせずに実行できるという利点
を有し（スイッチングは、例えば、大量生産可能な半導体に基づくスイッチを用いて代わ
りに実行可能である）、小さな負荷のスイッチングは、例えば、供給電圧が制限内にとど
まるように、ローカルグリッド環境に比較的小量の電圧ノイズを導入するにすぎない。
【０１３２】
　通常、電力グリッド１００にわたって周波数変調信号を送信するのに必要な、全体の変
調された負荷は、以下に説明するように、情報を送信する為に使用される特定コーディン
グ方式に依存する。異なるコーティング方式は、測定デバイス１２０において異なる利得
の量になるので、変調の為に必要な電力は、例えば、ＷからＭＷへと、著しい範囲に及ぶ
ことがある。
【０１３３】
　複数の周波数変調デバイス１１８は、各々が、それぞれ関係付けられた電力ユニット１
１９への電力流および／またはそれぞれ関係付けられた電力ユニット１１９からの電力流
を変調する。１つ又は複数の周波数変調デバイスがある場合、１つ又は複数の周波数変調
デバイスの各々は、周波数変調デバイス１１８が電力グリッド１００内の電力流の集合的
変調を生じさせるように、他の周波数変調デバイスの各々と同調し、制御パターンに従っ
て電力流を変調するようにアレンジされてもよい。すなわち、周波数変調デバイス１１８
は、電力グリッド１００内の電力バランスの変調された変化を集合的に生じさせ、電力バ
ランスの変化は、関係付けられた周波数変調デバイスを有する電力ユニット１１９の各々
への変調された電力流／その電力ユニット１１９の各々からの変調された電力流の組み合
わせた効果である。
【０１３４】
　周波数変調デバイス１１８は、関係付けられた電力ユニット１１９への無効電力流を変
調するようにアレンジされ、更に／又は、それらの関係付けられた電力ユニット１１９か
らの無効電力流を変調するようにアレンジされてもよい。例えば、周波数変調デバイス１
１８は、関係付けられた電力ユニット１１９の無効電力寄与を修正する為のインバータを
含んでもよい。電力ユニットの無効電力寄与の修正は、利用可能な無効電力の対応する変
調を伴う電力グリッド１００の効率のローカル変調を引き起こす。同様に、これらは、前
述したようにグリッド周波数の変調を引き起こすグリッドバランスの変調を引き起こす。
【０１３５】
　一定の実施形態において、周波数変調デバイス１１８は、有効電力だけ、あるいは、無
効電力だけ、あるいは、有効電力および無効電力の両方を変調するようにアレンジされて
もよい。
【０１３６】
　図２ａは、周波数変調デバイス１１８の例示的配置を示す。周波数変調デバイス１１８
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は、電力グリッド１００および一つ又は複数の電力ユニット１１９の間にインタフェース
を形成し、電力グリッド１００内で周波数変調信号を伝播するように、一つ又は複数の電
力ユニット１１９と共に動作する。周波数変調デバイス１１８は、入力／出力（Ｉ／Ｏ）
インタフェース２０２、データ記憶装置２０４、プロセッサ２０６、変調器２０８、クロ
ック２１０を備える。
【０１３７】
　周波数変調デバイス１１８は、Ｉ／Ｏインタフェース２０２を経てコントローラからデ
ータを受信するようにアレンジされている。コントローラは、測定デバイス１２０の一部
でもよい。これに対して、コントローラは、電力グリッド１００に直接接続されない場合
があり、その代わり、データはＩ／Ｏインタフェース２０２を経て受信されてもよい。Ｉ
／Ｏインタフェース２０２は、固定または無線通信ネットワークを経て情報を受信するよ
うにアレンジされ、無線通信ネットワークは、移動体通信用グローバルシステム（ＧＳＭ
、ユニバーサル移動体電気通信システム（ＵＭＴＳ）、ロングタームエボリューション（
ＬＴＥ）、固定式無線アクセス（ＩＥＥＥ８０２．１６　ＷｉＭａｘなど）、無線ネット
ワーキング（ＩＥＥＥ８０２．１１　ＷｉＦｉなど）のうちの１つ又は複数を含んでもよ
い。
【０１３８】
　Ｉ／Ｏインタフェース２０２を経て受信された情報は、データ記憶装置２０４に記憶さ
れてもよい。データ記憶装置２０４に記憶された情報は、制御シーケンスの表記を含んで
もよく、制御シーケンス（以下、「コード」という）に従って、グリッド周波数は、周波
数変調デバイス１１８によって変調される。コードは、所定制御パターンに従って、変調
器２０８を制御する為の制御信号を表してもよい。
【０１３９】
　プロセッサ２０６は、データ記憶装置２０４からコードを検索し、変調器２０８を制御
する為の制御信号を生成するようにアレンジされている。プロセッサ２０６は、データ記
憶装置２０４にアクセスし、コードを検索し、そのコードに基づき、制御信号を生成し、
これらの制御信号を変調器２０８に送信し、電力ユニット１１９への電力流／電力ユニッ
ト１１９からの電力流を制御する。制御信号は、電力グリッド１００内を伝播されるべき
信号のビットパターン形式でもよい。コードは、通常、クロック２１０を参照して与えら
れる制御信号の時変パターンを定義する。クロック２１０は、電源グリッド１００に接続
された周波数変調デバイス１１８の各々が他の各々の周波数変調デバイス１１８と同期さ
れるように、他の周波数変調デバイス１１８のクロックと同期させてもよい。これが、各
々の周波数変調デバイス１１８において周波数変調信号が同時に伝播し始めることを可能
にする。クロック２１０の同期は、（Ｉ／Ｏ）インタフェース２０６を経て、或いは、他
の手段によって受信される同期信号に基づき、実行されてもよい。
【０１４０】
　変調器２０８は、プロセッサ２０６によって生成される制御信号に応答して、電力ユニ
ット１１９への電力流／電力ユニット１１９からの電力流を変調するようにアレンジされ
る。変調器２０８は、電力グリッド１００への電力ユニット１１９／電力グリッド１００
からの電力ユニット１１９の接続／切断する為のスイッチ、および／または、電力ユニッ
ト１１９への電力流／電力ユニット１１９からの電力流が変調されることを可能にする電
気または電子手段を備えてもよい。例えば、電力ユニット１１９は、変調中、必ずしも完
全に切断されなくてもよいが、電力消費および／または提供の設定点の間で変調されても
よい。変調器２０８は、電力ユニット１１９（例えば、電気自動車及び／又は他の電気装
置用インバータに基づく充電器、熱起電力発電機用グリッドインバータ、熱電供給（ＣＨ
Ｐ）発電機、または風力発電機）による電力消費／提供を変更する為の減衰器又は何らか
の他の手段でもよい。
【０１４１】
　グリッド電力バランスの変調は、同期電力グリッド内で全体の電力グリッドを通じて同
一であるグリッド周波数の変調を誘発する。
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【０１４２】
　例えば、理論的慣性が小さい電力グリッドを表す図２ｂを考慮すると、電力グリッド１
００は、Ａ点においてバランスがとれている（すなわち、電力に対する全需要が、およそ
、電力グリッド１００内で生成される電力の全量または電力グリッド１００に与えられる
電力の全量に等しい。）。Ｂ点において、グリッド電力バランスは、Ｂ点からＣ点まで過
剰な消費があるようにシフトされている。これにより、Ｂ’点においてグリッド周波数の
対応する低下をもたらし、これがＣ’点まで維持されている。Ｃ点において、グリッド電
力バランスは、Ｄ点において過剰な生成があるようにシフトされ、これがＥ点まで維持さ
れている。これにより、Ｃ’点およびＤ’点の間で、グリッド周波数の対応する上昇をも
たらしており、これがＤ’点からＥ’点まで維持されている。グリッド周波数がグリッド
電力バランスにおける所与の変更に応じて変化する程度は、グリッド剛性によって特徴付
けられ、図２ｂのグラフにおいて直線の傾斜として表記される。すなわち、例えば、図２
ｂにおいて、相対的に剛性のグリッドは、比較的に小さな勾配を備えたラインを有し、比
較的に大きなグリッド電力バランス変化は、比較的に小さなグリッド周波数変化を生じる
にすぎない。グリッド周波数変化およびグリッド電力バランスの変化の間の関係は一般的
に単調であるが、図２ｂに描かれるように直線性から離れて、例えば、同時に幾つかの曲
線を有してもよいことに注意されたい。
【０１４３】
　例えば、Ｄ’点およびＥ’点の間で増加したグリッド周波数の大きさは、変調周波数（
すなわち、電力流が変調される周波数）に依存する。特に、変調周期（変調周波数の逆数
）が、自動訂正の為の特性対応時間および／またはグリッド管理者がグリッド電力バラン
スの変化に対応する為の特性対応時間より短い場合、増加されたグリッド周波数が維持さ
れる場合がある。電力流が比較的素早く変調される実施形態では、自動的に使用される電
力バランス補償機構および／またはグリッド管理者によって使用される電力バランス補償
機構は、その変調を和らげる為に十分に素早く対応できないが、電力流が比較的ゆっくり
と変調される場合には、電力バランス補償機構は、補償機構の反動によって意図された変
調効果を劣化させ始めることができる。
【０１４４】
　通常、グリッド周波数変調の振幅は、μＨｚから数ｍＨｚに至るまでの範囲であり、グ
リッド管理者がグリッド周波数（公称システム周波数）を維持しなければならない取り決
められた限度を越えず、その範囲内では、その変調に応答して何らかの手動または自動の
グリッドバランス対策をグリッド管理者に始めさせることはない。さらに、グリッド周波
数未満のレートでグリッド周波数を変調することによって、電力グリッド１００内の変圧
器１０８，１１０による周波数変調信号の減衰を避ける。
【０１４５】
　変調器２０８は、通常、（各電力グリッドの性質に依存するが）１０Ｈｚまでの変調周
波数で、電力ユニット１１９への電力流／電力ユニット１１９からの電力流を変調するよ
うにアレンジされる。一部の実施形態では、電力ユニット１１９への電力流および／また
は電力ユニット１１９からの電力流は、所定のグリッド周波数の２分の１未満の変調周波
数で変調される。一部の実施形態では、電力流は、所定のグリッド周波数の４分の１未満
の変調周波数で変調される。一部の実施形態では、電力流は、所定のグリッド周波数の１
０分の１未満の変調周波数で変調される。
【０１４６】
　この周波数範囲において、適度に高い負荷の切り替えが可能である。変調器２０８がグ
リッド周波数未満の変調周波数で電力ユニット１１９への電力流／電力ユニット１１９か
らの電力流を変調するという理由で、変調された信号は、変調されないＡＣ電力が抑制さ
れる以上には電力グリッド１００のインフラによって抑制されない。これは、電力配線通
信システムによって要求されるような、変圧器１０８，１１０のようなデバイスの周りの
追加の通信経路を提供する必要性をなくしているが、電力配線通信システムは、ベースシ
ステム（例えば、５０Ｈｚ）周波数に高周波（１００台のＨｚからＭＨｚ）信号をかぶせ
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る。
【０１４７】
　ＡＣ波形のゼロ交差で、電力ユニットへの電力流／電力ユニットからの電力流を変調す
ることが有利であることは留意すべきである。例えば、変調にデバイスへの電力流／デバ
イスからの電力流のオン・オフが含まれる場合、オン・オフ間の移行は、ゼロ交差点で行
われてもよい。これが、電力グリッドに後に配電される不要な高調波成分の生成を最小限
にするので、変調による不要なグリッドノイズを最小限にする。
【０１４８】
　周波数変調デバイス１１８は図２ａに電力ユニット１１９と分離して示されているが、
一部の実施形態において、周波数変調デバイス１１８が電力ユニット１１９に統合されて
もよいことが理解されるであろう。
【０１４９】
　コードが周波数変調デバイス１１８のデータ記憶装置２０４に記憶されるように前述さ
れているが、一部の実施形態において、コードが遠隔で記憶され、必要なときに周波数変
調デバイス１１８によってアクセスされてもよいことが留意されるべきである。例えば、
コードは周波数変調デバイス１１８に送信されてもよく、この場合、コードは周波数変調
デバイス１１８に記憶されなくてもよく、或いは、一時的データ記憶装置にだけ記憶され
てもよい。
【０１５０】
　周波数変調デバイス１１８による電力流の変調は、グリッド周波数の対応する変調を引
き起こすが、これは、所与の同期型電力グリッド１００の全体を通して同一である。
【０１５１】
　以下、図４を参照して説明するように、所与の電力流変調の為の周波数応答は、電力変
調を与える周波数変調デバイスに対してローカルな周波数応答特性に依存する。
【０１５２】
　グリッド周波数は電力グリッド１００の全体を通じて同一であるので、変調された周波
数も電力グリッド１９９の全体を通じて同一であり、そのため、変調されたグリッド周波
数を検出することができる測定デバイス１２０は、それがグリッド１００に接続可能な任
意点で変調された周波数信号を測定することができる。
【０１５３】
　図３は、電力グリッド１００内部に伝播された変調周波数信号を測定するように構成さ
れた例示的測定デバイス１２０を示す図である。測定デバイス１２０は、検出器３０２，
データ記憶装置３０４、プロセッサ３０６、入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース３０８、ク
ロック３１０を備える。
【０１５４】
　検出器３０２は、十分な精度でグリッド周波数に関連した特性を検出または測定できる
、どのようなデバイスでもよい。
【０１５５】
　一部の実施形態において、グリッド周波数に関連する期間がグリッド周波数の特性対策
として使用されている。例えば、電圧が０Ｖを横切る時刻の期間である半周期の測定値は
、グリッド周波数に関連した特性として使用されてもよい。
【０１５６】
　一部の実施形態において、瞬間的グリッド周波数が完全な半周期（又は全周期）を完了
する時間の逆数に対応する瞬間的グリッド周波数が決定されてもよい。周波数データは、
既知の所望範囲の信号周波数の以外の周波数成分を除去するようにデジタル的にフィルタ
処理され、均一化されてもよい。例えば、グリッド周波数に対応した周波数成分および／
またはノイズに関連した周波数成分が除去されてもよい。
【０１５７】
　ある実施形態において、検出器３０２は、グリッド周波数より高い周波数で電圧をサン
プリングするようにアレンジされた電圧検出器と、サンプリングされた電圧をデジタル電
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圧信号に変換するようにアレンジされたアナログ－デジタル変換器とを備えてもよい。例
えば、電圧検出器は、周期毎に１０００回の電圧をサンプリングするようにアレンジされ
てもよい。その後、デジタル信号は、電圧が０Ｖを横切る時刻を高精度で（μｓからｍｓ
の範囲内で）決定するように処理されてもよい。
【０１５８】
　他の実施形態において、検出器３０２は、グリッド周波数より高い周波数で電流をサン
プリングするようにアレンジされた電流検出器と、サンプリングされた電流をデジタル電
流信号に変換するようにアレンジされたアナログデジタル変換器とを備えてもよく、その
後、デジタル電流信号は、電流が０Ｖを横切る時刻、又は、電流波形と関係付けられた他
の特性を高精度で（例えば、μｓからｍｓの範囲内で）決定するように処理されてもよい
。
【０１５９】
　更に他の実施形態において、検出器３０２は、電圧検出器および電流検出器の両方を備
えてもよい。電圧及び電流の両方が０Ｖを横切る時刻を測定することによって、測定デバ
イス１２０は電圧および電流の相対位相の変化を決定することができるので、測定デバイ
ス１２０がグリッド内の無効電力の変化を補償することができる。これは、同様に、より
高精度の周波数（又は、周波数に関連した特性）測定を可能にする。
【０１６０】
　前述したように、グリッド周波数を測定することに加えて或いは代えて、検出器３０２
は、電圧および／または電流の測定値に基づき、グリッド内に流れる電力流の周波数変化
のレートを測定してもよい。
【０１６１】
　図４ａ－図４ｄに関連して後述されるように、データ記憶装置３０４は、一つ又は複数
の周波数変調デバイス１１８によって使用された電力変調パターン（例えば、そのパター
ンは矩形波形パターンを表示してもよい）を表示するデータを記憶してもよい。プロセッ
サ３０６は、記憶されたデータパターンフォーマットを使用し、記憶されたデータパター
ンフォーマットを測定された周波数信号に相関させることによって、測定周波数信号から
の変調された周波数信号の抽出を助けてもよい。測定デバイス１２０は、デジタル周波数
変調信号における高い状態および低い状態の間の移行を識別するように、測定された周波
数信号を既知の変調パターンに相関させるようにアレンジされた相関器を含んでもよい。
（前述されるように、最大で数ｍＨｚである）変調された信号の振幅が（通常、１０～２
００ｍＨｚの範囲内にある）グリッド周波数内のノイズのレベル未満であるときでも、こ
れが、測定された周波数から、変調された信号を抽出することを可能にする。一つの同期
型グリッドから他の同期型グリッド、時間にわたって所与の同期型グリッド内で、これら
の通常の値は著しく変わる。
【０１６２】
　データ記憶装置３０４は、一つ又は複数の電力ユニット１１９、または、一つ又は複数
のグループの電力ユニット１１９（或いは、それらと関係付けられた周波数変調デバイス
１１８）に関連した識別データを記憶してもよい。そのような識別データ（以下、識別子
）は、後述するように、周波数変調信号のソースを識別するように使用されてもよい。識
別子は、前述した「コード」に対応してもよく、換言すると、電力ユニット１１９（また
は、それらの関係付けられた周波数変調デバイス）のグループは、それらが生成する周波
数変調パターンによって識別されてもよい。
【０１６３】
　データ記憶装置３０４は、電力ユニットの一つ以上の電力特性に関連したデータを記憶
し、それらの電力消費および／または提供は、周波数変調デバイス１１８、このデータお
よび識別子の間の関係付けによって変調される。データ記憶装置３０４は、周波数変調デ
バイス１１８が置かれる（国、群、市、郵便番号のような）グリッドの領域、このデータ
および前述した識別子の間の関係付けを表示する記憶データを記憶してもよい。
【０１６４】
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　データ記憶装置３０４は、電力グリッド内を伝播されてきた、測定および抽出された周
波数変調信号データを記憶する為に使用されてもよい。
【０１６５】
　プロセッサ３０６は、電力グリッド１００内を流れる電気の周波数特性に関連したデー
タを処理できる、任意のプロセッサでもよい。プロセッサは、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、デジタル信号プロセッ
サ（ＤＳＰ）、汎用プログラマブルプロセッサのうちの１つ又は複数を含んでもよいが、
これらに限定されるものではない。
【０１６６】
　プロセッサ３０６は、測定された周波数特性に関連したデータを処理するように構成さ
れ、電力グリッド１００の同期領域内で周波数応答特性を決定する。特に、プロセッサ３
０６は、電力消費および／または提供が周波数変調デバイス１１８によって変調される１
つ又は複数の電力ユニット１１９の電力特性に関連したデータを検索する為にデータ記憶
装置３０４にアクセスするように、さらに、１つ又は複数の電力ユニット１１９の電力流
の変調に関連した特性を決定するように構成される。測定された周波数特性および決定さ
れた電力流特性に基づき、プロセッサは、電力グリッド１００の少なくとも一つの領域と
関係付けられた周波数応答特性を決定する。
【０１６７】
　図４ａは、周波数変調デバイス１１８によって与えられた例示的電力変調の信号図を示
し、図４ｂ、図４ｃ、図４ｄは、低量、中量、高量の慣性を有する同期型電力グリッドの
地域の為の周波数変調の対応した信号図を示す。特に、図４ａは、一定周期およびデュー
ティサイクル５０％の矩形波電力変調信号を示す。
【０１６８】
　図４ｂ、図４ｃ、図４ｄの各々において、点線は、電力流における変動の波形を表し、
実線は、対応した周波数の変動を示す。図４ｂ、図４ｃ、図４ｄの各々に対する電力グリ
ッドは同一の剛性を有するが、同一の剛性とは、電力バランスにおける所与の変化に応答
する周波数の変化の程度や所与の十分な時間が同一であることを意味する点に注意された
い。しかしながら、これらのグラフに表記された電力グリッドは、変化する慣性を有し、
これが、所与の電力流の変動に対して周波数応答の変化する形式の根拠である。
【０１６９】
　図４ｂは、比較的低い慣性を有する電力グリッドの地域において、電力変調から生じる
周波数変動を示す。周波数変調された信号は、電力変調された信号に密接に対応する。
【０１７０】
　図４ｃは、中位の量の慣性を有する電力グリッドの地域において、電力変調から生じる
周波数変動を示す。周波数変調された信号は、電力変調された信号と比べると修正されて
いるので、図４ｂより電力変調された信号とあまり密接には対応していない。特に、周波
数が変化するレートは、図４ｂに示されたものより遅いので、周波数変調された信号は、
遅れたように見え、図４ａの入力電力変調された信号に関して円滑化される。
【０１７１】
　図４ｄは、比較的高い慣性を有する電力グリッドの地域において、電力変調から生じる
周波数変動を示す。周波数変調された信号は、電力変調された信号と比べると、かなり修
正されている。示された特定の実施例において、遅延及び円滑の程度は、電力変調された
信号のタイムフレームにおいて、周波数変調された信号は、電力変調が次に切り替わる前
に最大値に達しない。
【０１７２】
　そのため、識別された電力ユニット１１９（又は、そのグループ）から生じる周波数変
調された信号の形式に関するパラメータを決定することにより、これを（データ記憶装置
３０４にアクセスすることによって識別されるように）信号を生成する電力流変調の既知
の特性と比較することにより、測定デバイス１２０は、電力デバイス１１９（又はそのグ
ループ）が置かれるグリッドの領域内の慣性を決定することができる。さらに、既知の電
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力変調された信号に応答する周波数変化の程度の分析は、同様に、測定デバイスがグリッ
ド剛性を決定することを可能にする。
【０１７３】
　前述した測定方法を使用することによって、グリッドシステム管理者（又は、他の関係
者）は、全体の同期型電力グリッド１００および／またはローカルな地域領域の同期型電
力グリッドを示す周波数応答特性を決定することができる。そのため、グリッドシステム
管理者は、電力グリッド１００の様々な地域で周波数応答特性にアクセスでき、これらの
特性に基づき、グリッドバランスの将来の変化に対して計画を立てることができる。さら
に、決定された周波数応答特性は、後述するように、グリッド周波数の変化に対し善後策
を与えるために、電力グリッド１００内の電力ユニットの自動または半自動制御用測定デ
バイスによって使用可能である。
【０１７４】
　前述した周波数応答特性測定値は、地理的に隣接した領域において、周波数応答特性の
将来の変化を予測する為に使用されてもよく、地理的に隣接した領域は、測定された周波
数応答特性と、利用可能な追加の情報を利用し、追加の情報は、例えば、（再生可能な発
電源は、例えば、比較的低い慣性を有する傾向がある点に基づいて）その時点の予測され
た気象情報および／または再生可能な発電源から非再生可能な発電源の混合のような関係
領域における発電特性を含む。
【０１７５】
　前に参照された周波数応答特性は、電力流変調に関する相対的周波数応答に基づく、例
えばグリッドの慣性または剛性の相対的表示でもよい。そのような表示は、それらの絶対
的定量値を必然的に決定することなく、グリッドの慣性や剛性に関する定性的情報を与え
てもよい。周波数応答特性の表示は、相互相関または他の相関処理を使用して、例えば、
測定された周波数特性を電力流変調の大きさの特性と相関させることによって決定しても
よい。あるいは、剛性の表示は、大きさの特性と測定された周波数特性とのレートを決定
することによって、決定されてもよい。
【０１７６】
　代替え又は追加で、周波数応答特性には、慣性および／または剛性の絶対的数値が含ま
れてもよい。
【０１７７】
　実施例として、慣性特性は、周波数特性の時間変化を分析することによって、電力グリ
ッド内の電力流の既知の変調から生じるインパルスから生じるグリッド周波数のインパル
ス応答を分析することによって、決定されてもよい。時間の関数としてグリッド周波数の
応答性は、例えば、特性時定数を用いて指数関数によって適合されてもよい。電力流イン
パルスが電力流の増加に対応する場合、時定数は「立ち上がり時間」に対応し、電力流イ
ンパルスが電力流の減少に対応する場合、時定数は「立ち下がり時間」に対応する。慣性
に関する特性は、その後、この立ち上がり時間または立ち下がり時間に比例するように定
義され、立ち上がり及び／又は立ち下がり時間が長くなるほど、より大きな慣性を備えた
電力グリッドの地域を表示させてもよい。
【０１７８】
　更なる実施例において、剛性の特性は、電力バランス変化の既知の大きさに応答する周
波数特性変化の大きさを分析することによって決定されてもよい。これには、たとえば、
Hz/Wの単位で剛性特性に対して（この実施例では）立ち上がりを与える、それを引き起こ
した電力流のインパルスの既知の大きさに対して（たとえば、Hzの単位で）グリッド周波
数のインパルス応答の測定された大きさのレートの決定が含まれ得る。
【０１７９】
　前に参照された１つ又は複数の電力ユニット１１９によって与えられた電力流変調に関
する大きさの特性は、例えば、１つの電力ユニット１１９およびその対応した周波数変調
ユニット１１９によって与えられた電力変調の振幅であり、或いは、より詳細に後述され
るように、２つ以上の周波数変調デバイス１１８およびその関係付けられた１つ又は複数
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の周波数変調デバイス１１８が周波数変調信号を与える為に使用される場合、大きさの特
性は、変調された全ての電力ユニット１１９の変調の合計された振幅でもよい。
【０１８０】
　一部の実施形態において、電力ユニット１１９の、配電されたグループのようなグルー
プの電力流は、単一の制御パターンに応じて、それらの対応する周波数変調デバイス１１
８によって、調和された方法で変調されてもよい。このように、グループの電力ユニット
１１９による電力の消費および／または提供が調和され、測定デバイス１２０によって測
定可能／検出可能な集合的に測定された周波数特性を有する集合的に周波数変調された信
号を与える。前述したように、これが、高価な電力切り替え装置を必要とすることなく、
小さな負荷の切り替えが実行され（その代わり、切り替えは半導体ベースのスイッチで実
行され、これは、量産可能である。）、ローカルなグリッド環境に比較的に小量の電圧ノ
イズを導入するにすぎない。
【０１８１】
　当該グループの各構成員から結果として生じる周波数変調された信号が他のグループか
らの構成員と建設的に結合するため、コードの使用は同期、すなわち、各グループ構成員
が同調して（例えば、実質的に同時に）当該コードを当該グループの他の構成員と共に作
動させてもよい。これは数多くの方法で達成されるが、例えば、各周波数変調デバイス１
各周波数変調デバイス１１８のクロック２１０は、同期可能であり、デバイス１１８は所
定時刻で当該コードを作動させる。
【０１８２】
　グループのデバイスからの周波数変調された信号を調整することによって、測定デバイ
ス１２０によって、より容易に検出可能な大きさの信号を生成することが可能である。
【０１８３】
　グループの電力ユニット１１９（および／または、それらの対応した周波数変調デバイ
ス１１８）は、電力グリッド１００内の特定の場所あるいは特定領域または地域内の電力
ユニット１１９が集合的に変調されて同時に集合的に周波数変調された信号を伝播するよ
うに、それらの場所に基づきグループ分けされてもよい。この方法でグループ化される電
力ユニット１１９（または、それらの関係する周波数変調デバイス１１８）は、測定デバ
イス１２０が、電力グリッド１００内の場所あるいは特定の領域または地域に対し、ロー
カルな周波数応答特性を決定することを可能にする。
【０１８４】
　前述されたように、所与のグループによって伝播される周波数変調される信号を、グリ
ッド周波数内のバックグランド変動から、さらに／または、他のグループからの周波数変
調された信号から区別し得るため、測定デバイス１２０は、データ記憶装置３０４に、複
数のコード（以下、識別子）を記憶してもよく、各々は、１つ又は複数の周波数変調デバ
イス１１８と関係付けられ、周波数変調デバイス１１８は、それらの各識別子に関連した
情報を、電力グリッド１００内で伝播された周波数変調された信号に含む。
【０１８５】
　各周波数変調デバイス１１８は、所与のグループ内で、その周波数変調デバイス１１８
と関係付けられた識別子を表示するデータが与えられてもよく、制御信号を生成してもよ
く、それらの制御信号に応じて、そのグループ内の電力ユニット１１９の各々が変調され
るが，それらは、そのグループに割り当てられた識別子に対応するか識別子を含む。この
ように、周波数変調デバイス１１８は、電力グリッド１００内を伝播される周波数変調さ
れた信号に識別子を含む。グループの電力ユニットを識別するため、測定デバイス１２０
は、当該グループの電力ユニット１１９（又は、それらの関係付けられた周波数変調デバ
イス１１８）と関係付けられた１つ又は複数の識別子を記憶するデータベース（例えば、
測定デバイス１２０のデータ記憶装置３０４）にアクセスし、測定された集合的に周波数
変調された信号に含まれる識別子と、データベースに記憶された１つ又は複数の識別子と
の間の対応関係を決定してもよい。例えば、測定システムデバイス１２０は、（識別子を
含む）周波数変調された信号を、その記憶された識別子と相関させ、この識別を実行して
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もよい。
【０１８６】
　測定デバイス１２０が、異なるグループからの又は異なる特定領域からの周波数変調さ
れた信号を区別することを可能にするため、識別子が直交または擬似直交しており、直交
または擬似直交した周波数変調された信号が生じることが有用であり、すなわち、所与の
グループに相関された、それぞれのパターンが、他のグループに相関されたパターンと相
関されないか、非常に弱く相関されるにすぎない。さらに、異なるグループまたは異なる
領域のグリッドと関係付けられたコードは、直交または擬似直交してもよい。
【０１８７】
　制御パターンは、製造又は据付け時に各周波数変調デバイス１１８にプログラムされて
もよい。代替え又は追加で、制御パターンは、電力ユニットの周波数変調デバイス１１８
に、通信ネットワークを経て測定デバイス１２０によって与えられてもよい。例えば、制
御パターンは、周波数変調デバイス１１８のデータ記憶装置２０４に記憶された既存の制
御パターンに対する更新として与えられてもよい。
【０１８８】
　制御パターンは、繰り返しパターンを含んでもよく、その繰り返しパターンに応じて、
周波数変調デバイス１１８は、連続して、電力ユニット１１９に流れる電力および／また
は電力ユニット１１９から流れる電力を制御する。あるいは、周波数変調デバイス１１８
は、断続的に、制御パターンに従って、電力ユニットに流れる電力および／または電力ユ
ニットから流れる電力を制御してもよい。
【０１８９】
　周波数変調された、グループの周波数変調デバイスまたは周波数変調デバイス１１８の
各々によって伝播された信号は、時間の違いに基づいて（時間で直交または擬似直交であ
るかを）区分されてもよい。グループの周波数変調デバイス１１８の各々は、ランダムな
開始時刻に、測定デバイス１２９によって測定可能な電力グリッド内で、周波数変調され
た信号を伝播し始めてもよい。例えば、異なる地理的領域に置かれた周波数変調デバイス
１１８は、特定時刻または特定時間フレーム内に、周波数変調された信号を伝播するよう
にアレンジまたは要求されてもよい。周波数変調デバイス１１８の各々が同時に周波数変
調された信号を伝播することを防止するため、分散された周波数変調デバイス１１８が、
それぞれ、他の周波数変調デバイス１１８のそれぞれに対して十分に異なる変調開始時刻
を有するように、測定デバイス１２０がアレンジされてもよい。例えば、周波数変調デバ
イス１１８は、それらが周波数変調された信号を伝播する要求を受ける時刻に、ランダム
な時間遅延を加えるようにアレンジされてもよい。これは、十分に隔てられた時間（すな
わち、信号を伝播するのに要する期間より長く隔てられた時間）に周波数変調デバイス１
１８の各々による周波数変調された信号が測定デバイス１２０によって測定される可能性
を高めるので、測定デバイス１２０は、異なる周波数変調デバイス１１８によって伝播さ
れる複数の信号を区別することができる。
【０１９０】
　各周波数変調デバイス１１８は、周波数変調デバイス１１８に対して固有の情報に基づ
いてランダム時間遅延を決定してもよい。例えば、ランダム時間遅延は、周波数変調デバ
イス１１８の連続番号に基づいて決定されてもよい。これは、同一の時間遅延を使用する
２つ以上の周波数変調デバイス１１８の可能性を減少させるので、異なる周波数変調デバ
イス１１８によって伝播される信号の測定デバイス１２０における分離を容易にする。
【０１９１】
　所与の時刻におけるグリッドの所与の領域の周波数応答特性（例えば、慣性または剛性
）を決定する為の実例方法は、図５を参照して提示されている。
【０１９２】
　図５は、変調デバイス１１８を経て同期型電力グリッド５０４の一部に接続された電力
ユニット１１９を示す。変調デバイス１１８は、図２ａに示されたものと同一でもよいが
、図５には、明確にするために、データ記憶装置２０４および変調器２０８の構成要素だ
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けが示されている。変調デバイス１１８のデータ記憶装置２０４は、その中に、グループ
の電力ユニット１１９と共に使用されるために割り当てられたコード５０２を記憶してお
り、このコード５０２が変調器２０８に送信され、電力変調された信号を生成し、これが
、変調デバイスがグリッドに接続する地点５０６で、グリッドの残りの電力流に加えられ
る。
【０１９３】
　前述したように、この電力変調は、対応する周波数変調に立ち上がりを与える。これら
の変調信号は、グリッド５０８の測定領域を通って伝播する。距離や如何なるフィルタリ
ングに伴う減衰にもかかわらず、これらの信号は、理論的に、全体の同期型グリッドにわ
たって伝播する。
【０１９４】
　測定領域５０８と関係付けられた周波数応答特性は、例えば、図４ｃおよび参照符合５
１０によって示されるように、周波数変調された信号の修正部に立ち上がりを与える。
【０１９５】
　修正周波数変調された５１０は、測定デバイス１２０によって測定され、処理される。
測定デバイス１２０は、図３に提示されたものと同一でもよいが、図５には、検出器３０
２、アナログデジタルコンバータ５１２、データ記憶装置３０４，相関器５１４から成る
ように示されている。（相関器５１４は、専用デバイスでなくてもよく、図３に示される
プロセッサ３０６の一部（例えば、ソフトウェア又はファームウェア）として実施されて
もよい。）
【０１９６】
　検出器３０２は、周波数変調された信号を検出し、それを、アナログデジタルコンバー
タを経て相関器５１４に送る。
【０１９７】
　前述したように、変調された信号は、電力ユニットを識別する識別子を含む。測定デバ
イス１２０は、識別子を記憶するデータ記憶装置３０４にアクセスし、変調された信号５
１０およびデータ記憶装置３０４に記憶された１つ又は複数の識別子間の対応関係を決定
するので、電力ユニットを識別する。電力ユニットを識別する際、測定デバイス１２０は
、データ記憶装置３０４にアクセスし、関係付けられる電力流特性を確立するが、これが
、検出された周波数変調された信号５１０を生成するために使用される。
【０１９８】
　前述された電力流特性は、例えば、以下のものを含んでもよい。
【０１９９】
・ユニットの消費および／または提供能力、
【０２００】
・個々のユニットに対する電力流変化の大きさ、
【０２０１】
・グループのユニットの電力流変化の全体の大きさ、
【０２０２】
・ユニットの消費および／提供能力の分数としての電力変調の大きさ、
【０２０３】
・物理的、電気的なユニット等級および／または地理的属性の詳細、
【０２０４】
・ユニットが電力のプロバイダまたは消費者であるかの表示、
【０２０５】
・変調に使用される各電力流レベルの時間的持続
【０２０６】
・変調中の異なるレベルの電力消費および／または提供の間の切り替えと関係付けられた
立ち上がり及び／又は立ち下がり時間
【０２０７】
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・ユニットの電力流変調に使用された変調の正確な形、
【０２０８】
・変調された電力に対する無効電力寄与（例えば、力率を変える能力）
【０２０９】
　データ記憶装置３０４に記憶された識別子および関係付けられた電力流特性は、例えば
、制御パターン、ユーザインタフェース、通信インタフェース、工場設定、他の手段によ
って、設定され、更新される。形式、グループ分けおよび／またはユニットの電力流特性
を測定デバイス１２０に通信する代替え手段も、例えば、ユーザインタフェース、通信イ
ンタフェース、工場設定によるものでもよい。
【０２１０】
　前述した電力ユニットの識別、電力流特性の確立の結果、測定デバイス１２０は、送信
された電力変調された信号のコピーを作成する。
【０２１１】
　デジタル化された検出周波数変調信号および送信された電力変調信号のコピーは、相関
器５１４に送られる。
【０２１２】
　相関器５１４は、その後、２つの信号を相関させ、所与の電力流変調に対して検出され
た周波数変調信号において、グリッド５０８の測定領域の影響を描く関数ｈ（ｔ）のパラ
メータを適合させる（すなわち、ｈ（ｔ）は、グリッドの測定領域のインパルス応答を描
く）。
【０２１３】
　ｈ（ｔ）をパラメータ化する適合パラメータは、例えば、ｈmax（ｈ（ｔ）の最大値）
を含み、これは、所与の電力バランス変化に対するグリッド周波数変化の大きさを特徴付
け、このように、グリッドの測定領域の剛性を特徴付ける。パラメータｈmaxは、グリッ
ド剛性の絶対的な大きさでもよく、例えば、Ｈｚ／Ｗの単位のものとされる。
【０２１４】
　ｈ（ｔ）の適合パラメータは、例えば、ｔfall（ｈmax後に生じるｔ値においてｈ（ｔ
）に適合された指数関数型崩壊関数の特性時定数）を含んでもよい。このｔfallは、電力
流バランスのインパルスの後のグリッド周波数変化の遅れを特徴付け、このように、グリ
ッドの測定領域の慣性の特徴である。このｔfallは、必要に応じて代数で操作されて標準
化され、例えば、ｋｇｍ2の単位で、ローカルグリッド慣性の絶対的な大きさを与える。
【０２１５】
　そのため、前述した例示的実施例における測定デバイス１２０によるインパルス応答関
数ｈ（ｔ）のパラメータの適合は、例えば、所与の時間におけるグリッドの所与の領域に
対し、慣性および剛性を含む、様々な周波数応答特性の同時決定を与える。前に示された
実施例は、本発明の態様の実施形態の非限定的実施例であることに留意されたい。例えば
、上記実施例における一定のステップは、提示された順番で必ず行われなくてもよく、同
時に生じてもよい。
【０２１６】
　前に参照された電力は、有効電力および／または無効電力でもよい。有効電力の変調は
、（交番）電圧および電流の間の位相差がゼロに近いままになるように、混じりけなく抵
抗性負荷を使用する変調から生じることになる。この場合、変調の大きさは有効電力流の
変動に関する。無効電力の変動の場合、変調の大きさは、無効寄与の大きさを参照しても
よいが、無効寄与は、例えば、電圧および電流の間の位相差、または、力率を変化させる
ことによって変えられる。代替え又は追加で、有効電力変調および無効電力変調を使用す
る変調が使用されることになる。
【０２１７】
　たとえば、グリッド管理にとって、頻繁に更新されるグリッド剛性特性が有用である。
なぜなら、グリッド剛性の著しい変化は、絶対的な見地、相対的な見地、および／または
国または地域（例えば、配電ネットワーク）的な見地において、グリッド容量に著しい変
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化があったことを示し、これがグリッド管理者に変化の識別および訂正へのステップを取
るように警告することが可能であり、また、グリッド管理者が作りたいグリッド剛性に対
する意図された変化の実際の結果を効率良くモニタすることも可能になるからである。
【０２１８】
　従来、（取り決められた限度内でグリッド周波数を制御するための）グリッドバランス
の変化に応答する措置は、例えば、ローカルに配電された測定デバイスによって測定され
るように、閾値に達するグリッド周波数によってトリガーされる。例えば、ＵＫにおいて
、グリッド周波数の減少に応答する為の従来のトリガーポイントは、４９．８Ｈｚである
。図７を参照して以下に説明するように、そのような従来のトリガーポイントに達し、こ
れによってグリッド周波数の変化に応答し始めるのに要する時間は、通常、数秒程度であ
る。
【０２１９】
　本発明の態様によると、そのようなグリッドバランスの変化に応答するのに要する時間
を減少させるため、一部の実施形態において、ローカルに測定された周波数特性が分析さ
れ、グリッド周波数の著しい変化の早期識別を可能にすることになる。この分析は、以下
に説明されるように、例えば、ローカルデバイス内の計器から集められたデータに基づき
、測定デバイスにおいて実行されることになる。分析は、多項式外挿関数および／または
円錐外挿関数のような数学的関数を測定された（例えば、時間インターバルにわたる連続
した時間で測定された）周波数特性の系列の値に適合させることによって実行されること
になる。これは、「スライドインターバル」アプローチを使用して関数を、第１インター
バルにおよぶ測定周波数特性の第１系列の値に適合することを含んでもよい。このインタ
ーバルは、その後、第２の、後の時間インターバルに及ぶ測定周波数特性の第２系列の値
に関数を適合させるように移動される。この数学的関数は、関数の形式を定義するパラメ
ータ又は係数を関係付けている。そのため、各時間インターバルに対し、関係付けられた
係数が決定され、一つの時間インターバルに対する係数が、他の時間インターバルに対す
る係数と比較され、適合された数学的関数の形に変化があるかを決定する。測定された周
波数特性の変化を識別する、そのような方法は、変化が、単純な閾値の比較を用いて検出
される別の方法よりも、通常、早く検出される点で都合がよい。
【０２２０】
　さらに、異なる重み付けが、異なる時間インターバルで測定された周波数特性の為に与
えられるので、例えば、最も最近の時間インターバルで最大の重み付けが測定値に与えら
れる。適合された関数の係数を決定する際、それが、測定された周波数特性のあやしい成
分の影響を減少することができる点で、この重み付け手順はフィルタとして作用する。
【０２２１】
　測定された周波数特性の値を適合することによって、検出または予測された変化に対応
するのに利用される必要がある電力グリッド１００におけるリソース量の予測を同様に可
能にする周波数特性の将来値の外挿も可能になる。
【０２２２】
　さらに、固定された閾値との比較を行うことより、適合された数学的関数の係数を分析
することによって、比較的に小さな周波数レベル変化に基づき、異なるローカルな周波数
応答特性を有する領域において、測定された周波数特性に対する著しい変化を予想するこ
とが可能である。
【０２２３】
　例えば、電力ユニット１１９において、ローカルで測定される時の時間ｔに伴う周波数
の変動を示す図６ａから図６ｆに示されるような特別な実施例において、測定された周波
数特性の値は、二次多項式関数を用いて適合される。二次多項式関数の関数形式は、２＋
ｂｔ＋ｃであり、関数形式を定義するパラメータは、係数ａ、ｂ、ｃである。多項式関数
は、毎回のインターバルに対する周波数特性測定に連続して適合されるが、適合させる目
的のため、各々の連続した時間インターバル内の一貫した地点に「ｔ＝０」が連続して再
定義される。この例示的な実施において、グリッド周波数の変化は、ａ、ｂ、ｃの値の変
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化を決定することによって識別可能である。
【０２２４】
　図６ａは、１～１０まで分類された１０の時間インターバルの期間にわたって、測定さ
れた周波数特性を示す。１０の時間インターバルの過程にわたって、周波数特性の変化が
あることが分かる。特に、周波数特性は、時間インターバル１，２，３の間は安定してお
り、その後、時間インターバル４で数値が減少し始める。周波数特性が変化するレートは
、インターバル６における最大の変化のレートまで僅かに増加し、その後、変化のレート
は、インターバル１０まで減少している。
【０２２５】
　図６ｂから図６ｆは、図６ａに示された、測定された周波数特性への二次多項式関数の
適合を示す。
【０２２６】
　時間インターバル２（図６ｂ）の間、周波数特性は安定しており、適合された多孔性関
数は、傾斜がゼロに近い線形関数に減少される。
【０２２７】
　時間インターバル４（図６ｃ）の間、周波数特性は減少し始める。このインターバルに
おいて、点線曲線で表示されているように、逆放物線を描く多項式関数に周波数特性測定
値は最も良く適合されることになる。この逆放物線は、おそらく、例えば係数「ａ」の負
の値によって特徴付けられるであろう。時間インターバル５（図６ｄ）の間、周波数特性
の変化のレート（減少のレート）は増える。そのため、例えば、インターバル５（図６ｄ
）の周波数特性測定値は、インターバルにわたって、より急な傾斜で鋭い逆放物線を描く
多項式で最も良く適合されることになる。この急な傾斜は、例えば、係数「ｂ」の大きさ
の増加によって特徴付けられる可能性がある。
【０２２８】
　時間インターバル６（図６ｅ）の間、周波数特性は更に、しかし実質的に単調な方式で
減少するので、線形関数で最も良く適合されることになる。線形関数は、係数ａ＝０を有
するが、これが、周波数特性の概念上の関数形式で変曲点をマークする。
【０２２９】
　時間インターバル８（図６ｆ）の間、周波数特性は、変曲点を過ぎ、周波数特性の変化
のレートは減少する。したがって、周波数特性測定値は、非逆放物線（non-inverted par
abola）で最も良く適合することになる。この非逆放物線は、例えば、係数「ａ」の正の
値によって特徴付けられることになる。例えば、一つの時間インターバルに対する測定さ
れた周波数特性値に適合された多項式関数の係数を、後の時間インターバルと比較するこ
とによって、（係数がゼロでない値を有することを検出することによって）周波数特性の
減少（又は、実際は増加）の開始、（係数の大きさの変化を検出することによって）周波
数特性の変化のレート、（１つ又は複数の係数の符合の変化を検出することによって）周
波数特性の転換点又は変曲点のような適合された関数の形式の著しい変化を検出すること
が可能である。
【０２３０】
　さらに、どのように時間インターバル間で多項式関数の係数が変化するかを決定するこ
とによって、周波数特性が変化しそうな量を外挿することが可能である。通常、周波数特
性の全体の減少（又は増加）の正確な推定は、周波数特性が転換点（図６ｅ）に近づくと
き行うことができ、これは、通常、約５００ｍｓの周波数特性の減少開始後の時間に対応
し、これは、閾値（例えば、数秒程度）に達するのに要する時間よりも著しく短い時間フ
レームである。
【０２３１】
　決定された地域慣性特性は、グリッド周波数の変化に応答する一部の応答をトリガーす
るのに同様に使用されてもよいパラメータを決定するのに使用されてもよい。例えば、グ
リッド周波数の変化に応答して、測定デバイス１２０から信号を送り、電力消費および／
または提供動作を変更するようにグループの電力ユニット１１９を制御することが望まし
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い場合がある。
【０２３２】
　（例えば、発電能力の突然の喪失または電力消費の突然の増加のため）グリッド周波数
の突然の低下がある場合、動作を停止するようにグループ内で電力を消費する電力ユニッ
ト１１９を制御および／または動作を開始して電力グリッド１００内の正味電力消費を減
少させ、それによって、電力消費および発電のバランスを公称レベルに復旧させるように
電力提供の電力ユニットを制御する信号を送ることが望ましい場合がある。
【０２３３】
　しかしながら、（例えば、発電源の再接続または電力消費の突然の減少のため）グリッ
ド周波数の突然の上昇がある場合、動作を開始するようにグループ内で電力を消費する電
力ユニット１１９を制御および／または動作を停止して電力グリッド１００内の正味電力
消費を増加させ、それによって、電力消費および発電のバランスを公称レベルに復旧させ
るように電力提供の電力ユニットを制御する信号を送ることが望ましい場合がある。
【０２３４】
　電力消費および／または提供がグリッド周波数の変化に対する応答として変化する、こ
れらの電力ユニット１１９は、電力消費および／または提供が周波数応答特性測定システ
ムの一部として変調される同一の電力ユニットである必要がないことに留意されたい。確
かに、電力消費および／または提供がグリッド周波数の変化に対する応答として変化する
電力ユニットは、それらの電力消費および／または提供の動作変化が、その公称レベルに
グリッド周波数を復旧させる際、より実質的なインパクトを有するように、電力消費およ
び／または提供が測定システムの一部として変調されるべきものより多く集められた電力
が利用できるように選択されるであろう。
【０２３５】
　測定デバイスは、復旧措置が講じられるとき、電力グリッド１００の領域と関係付けら
れた測定周波数特性に基づいて、グリッド周波数の状態に関連したトリガーする条件を導
出してもよい。トリガーする条件は、測定された周波数特性自身のレベルでもよく、図６
を参照して説明されたように、例えば、測定周波数特性に適用された適合関数に関連する
パラメータまたはこれらのパラメータに対する変化のような１つ又は複数のパラメータに
基づいてもよい。
【０２３６】
　図７は、電力バランスの突然のシフトに対する電力グリッド１００の例示的周波数応答
を示すプロットである。図７に示された特定のデータは、電力グリッドに隣接する連絡管
における突然の切断に関する。図７のグラフは、グリッドの一つの３地域で検出された周
波数応答、すなわち、領域Ａ，領域Ｂ，領域Ｃを示す。これらの地域の各々は、異なる混
合の電力発電を有するので、異なる量のグリッド慣性を有する。
【０２３７】
　仮定のトリガーポイントである４９．８Ｈｚは、グリッド内の周波数変化に応答して措
置が講じられる周波数を表すが、これは、図７に示されている。グリッドバランスの突然
の変化に続き、トリガーポイントに達するのに要する時間は、数秒程度の時間であること
が分かる。描かれた特定結合点の場合、従来のトリガーポイントに達するのに要する時間
は３秒である。
【０２３８】
　比較的に高い比率のスピニング発電のため比較的に高い慣性を有する領域Ａにおいて、
周波数は、グリッドバランスの同一変化であるが、非常に減少したレートの変化で応答す
る。
【０２３９】
　領域Ｂでは、領域Ａにおける比率のスピニング発電より大きい比率のスピニング発電が
存在するため、グリッドバランスの突然の変化に対する応答は、即時であるが、非常にス
ムーズである。
【０２４０】
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　領域Ｃには、比較的に低い比率の、いわゆる「スピニング」発電が存在するが、これは
、従来の大規模発電所による発電であり、これらの発電所は、関係付けられたタービンで
比較的大量の機械的エネルギを貯蔵する。結果的に、グリッドバランスの突然の変化に対
する応答は、即時かつ急速である
【０２４１】
　そのため、グリッドバランスの突然の変化に対する同期型電力グリッドの初期の周波数
応答の特質は、ローカルグリッド慣性に依存して地域的に変化することが分かる。したが
って、異なる地域に適用されるトリガー条件は、応答の一貫したトリガーを可能にするた
め、異なっている必要がある。例えば、比較的に高い慣性を備えた領域では、比較的に小
さな周波数の慣性変化は、次の比較的に大きな周波数の変化を示すが、比較的に低い慣性
を備えた領域では、同一の次の周波数の変化は、比較的に大きな周波数の変化によって表
示されることになる。したがって、前述したようにグリッドの異なる領域に対して決定さ
れた慣性値、および／または、例えば、グリッド剛性のような他の周波数応答特性に基づ
き、測定デバイス１２０は、図６ａ～図６ｆに関連した前述された多項式の係数に関連し
た異なる条件を決定してもよく、これに基づき、対応グループの１つ又は複数の電力ユニ
ットの電力提供および／または電力消費の復旧の変更が、後述されるように実行される。
慣性特性は、周波数特性応答の時間依存性の予測を可能にするので、これは、特に有用な
周波数応答特性であり、このため、有用なトリガー条件も慣性特性に基づき単独で導出さ
れることになる点に留意されたい。剛性特性は、測定された周波数特性が所定の有望な或
いは一般的な電力バランス変化を変更し得る範囲の予測を通知することができるので、こ
れもトリガー条件を通知する為に有用な周波数応答特性であることに留意されたい。
【０２４２】
　図７に関する特定実施例および領域Ｃにおけるグリッド周波数の応答の特定の場合、例
えば、５００ｍｓで０．０８Ｈｚの周波数の初期減少の後、まだ、適合された多項式の「
ａ」の係数が負であったなら、トリガー条件は満足されるであろう。負の「ａ」係数は、
周波数の減少が、屈曲ポイントに達しなかったことを示し、このため、より早いレートで
減少し続ける可能性があり、これは、領域Ｃにおいて高い慣性のグリッドと結合されると
き、トリガー条件を満足するのに著しく十分な周波数変化事象を示す。
【０２４３】
　一部の実施形態において、周波数特性のローカル測定は、グループの電力ユニット１１
９内の１つ又は複数の電力ユニット１１９と関係付けられた（フェーザのような）測定機
器によって行われてもよく、本願で参照されたグループの電力ユニットは、変調された周
波数信号を生成させるものとして前に参照されたものと同一グループであるか、異なるグ
ループの電力ユニット１１９でもよい。この場合、各測定機器は、測定された周波数特性
を測定デバイス１２０に通信する為に通信インタフェースを含んでもよい。測定デバイス
１２０は、その後、測定機器から受信された、測定された周波数特性が、決定されたトリ
ガー条件を満足するかを決定し、トリガー条件が満足されるという決定に応じて、測定機
器１２０は、グループ内の１つ又は複数の電力ユニット１１９に要求を送り、それらの電
力の消費または提供を変更してもよい。
【０２４４】
　あるいは、測定デバイス１２０は、グループの電力ユニット１１９での受領の為にパラ
メータを送信してもよいが、パラメータは、測定周波数特性に適用される適合関数に関し
、決定された周波数応答特性に基づいて決定される。その後、パラメータは、グループの
電力ユニット１１９で受信され、トリガー条件を導出する為に使用されてもよい。トリガ
ー条件が満足されるかは、グループの電力ユニット１１９で、当該グループにローカルで
測定された周波数特性に基づいて決定可能である。トリガー条件が満足されるという決定
に応じて、当該グループ内の電力ユニット１１９への電力流および／または当該グループ
内の電力ユニット１１９からの電力流が変更されてもよい。
【０２４５】
　電力ユニット１１９への電力流および／または電力ユニット１１９からの電力流を変更
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するため、電力ユニット１１９が、関係付けられた電力制御デバイスを有してもよい。電
力制御デバイス８００の例示的配置は、図８に示されている。電力流制御デバイス８００
は、図２を参照して前述された周波数変調デバイス１１８と同一または類似の方法で、関
係付けられた電力ユニット１１９と協働する。周波数変調デバイス１１８と同様に、電力
制御デバイス８００は、電力ユニット１１９に対して外付けでもよく、電力ユニット１１
９に統合されてもよい。一部の実施例において、電力制御デバイスおよび周波数変調デバ
イス１１８の機能は、単一デバイスによって実行されてもよい。
【０２４６】
　電力制御デバイス８００は、電力グリッド１００および１つ又は複数の電力ユニット１
１９の間のインタフェースを形成し、電力グリッド１００への電力流および／または電力
グリッド１００からの電力流を変更するように１つ又は複数の電力ユニット１１９と共に
動作する。電力制御デバイス８００は、検出器８０２、データ記憶装置８０４，入力／出
力装置（Ｉ／Ｏ）インタフェース８０６、プロセッサ８０８、スイッチ８１０を備える。
【０２４７】
　検出器８０２は、十分な精度でグリッド周波数に関する特性を検出または測定できる、
どんなデバイスでもよい。
【０２４８】
　一部の実施形態において、グリッド周波数に関する期間はグリッド周波数の特性対策と
して使用される。例えば、半サイクルは、電圧が０Ｖを横切る時刻の間の期間であるが、
グリッド周波数に関する特性として使用されてもよい。
【０２４９】
　一部の実施形態において、半サイクル（又は、１サイクル）を完了するのに要する時間
の逆数に対応する、実際の瞬間的なグリッド周波数が、決定されてもよい。周波数データ
は、既知の所望範囲の信号周波数の外側の周波数成分を除去する為に、等化され、デジタ
ル的にフィルタ処理されてもよい。例えば、グリッド周波数に対応する周波数成分および
／またはノイズに関する周波数成分は、除去されてもよい。
【０２５０】
　一実施形態において、検出器８０２は、グリッド周波数より高い周波数でサンプリング
するようにアレンジされた電圧検出器と、サンプリングされた電圧をデジタル電圧信号に
変換するようにアレンジされたアナログデジタル変換器とを備えてもよい。たとえば、電
圧検出器は、１周期当たり１０００回電圧をサンプリングようにアレンジされてもよい。
デジタル電圧信号は、その後、電圧が０Ｖを横切る時刻を高精度で（μｓからｍｓの範囲
内で）決定するように処理されてもよい。
【０２５１】
　他の実施形態において、検出器８０２は、グリッド周波数より高い周波数で電流のサン
プリングするようにアレンジされた電流検出器と、サンプリングされた電流をデジタル電
流信号に変換するようにアレンジされたアナログデジタル変換器とを備え、デジタル電流
信号は、その後、電流が０Ｖを横切る時刻を高精度で（μｓからｍｓの範囲内で）決定す
るように処理される。
【０２５２】
　また更なる実施形態において、検出器８０２は、電圧検出器および電流検出器の両方を
備えてもよい。電圧および電流の両方が０Ｖを横切る時刻を測定することによって、検出
器８０２が、電圧および電流の相対的な位相の変化を決定することを可能にするので、検
出器８０２がグリッド内の無効電力の変化を補償することを可能にする。これは、同様に
、より高精度の周波数（又は、周波数に関する特性）測定を可能にする。
【０２５３】
　グリッド周波数の測定に追加または代用で、検出器８０２は、電圧および／または電流
の測定値に基づき、グリッド内を流れる電流の周波数の変化のレートを測定してもよい。
【０２５４】
　検出器８０２は、フェーザ測定に基づき、前記周波数特性を測定する為にアレンジされ
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たフェーザ測定機器類を含んでもよく、ここで、電力グリッド内で測定された電圧のベク
トルと関係付けられた位相が、絶対時間基準点を参照して測定される。
【０２５５】
　電力制御デバイス８００のＩ／Ｏインタフェース８０６は、電力制御デバイスおよび測
定デバイス１２０の間の通信を可能にする。電力制御デバイス８００は、前述したように
、電力グリッド１００の周波数応答特性から導出された１つ又は複数のパラメータを断続
的に受信する。特に、電力制御デバイス８００は、一定領域または場所に特有の周波数応
答特性に基づいて導出されるパラメータを受信するが、ここには、電力制御デバイスが、
受信されたパラメータに基づきトリガー条件を導出することができるように配置され、こ
れは、それが動作する領域または場所に特有である。トリガー条件は、受信された１つ又
は複数のパラメータ自身でもよく、受信された１つ又は複数のパラメータから導出される
他の条件でもよい。
【０２５６】
　トリガー条件および／または受信されたパラメータに関するデータは、データ記憶装置
８０４に記憶されてもよい。同様に、電力グリッド１００内を流れる電力の測定された周
波数特性は、データ記憶装置８０４に記憶されてもよい。
【０２５７】
　データ記憶装置８０４は、電力制御デバイス８００、電力制御デバイスが関係付けられ
る一つ又は複数の電力ユニット１１９、一つ又は複数の電力ユニット１１９が属するグル
ープに関する識別データを記憶させてもよい。識別データは電力制御デバイス８００のデ
ータ記憶装置８０４に記憶されるように前述したが、一部の実施形態では、コードが、例
えば、測定デバイスから電力制御デバイス８００に送信されてもよく、この場合、これら
のコードは電力制御デバイス８００に記憶されなくてもよく、一時的にデータ記憶装置に
記憶されるにすぎないことに留意されたい。電力制御デバイス８００に記憶される識別子
は、電力制御デバイス８００の製造または据付け地点で規定されるか、Ｉ／Ｏインタフェ
ース８０６を経て電力制御デバイス８００に通信されてもよい。
【０２５８】
　プロセッサ８０８は、トリガー条件に関するデータにアクセスするため、データ記憶装
置８０４にアクセスし、（データ記憶装置８０４からもアクセスされてもよい）測定され
た周波数特性に基づき、トリガー条件が満足されるかを決定する。
【０２５９】
　トリガー条件が満足されるという決定に応答して、プロセッサ８０８は、制御信号をス
イッチ８１０に送信し、電力ユニット１１９への電力の流れを制御する。
【０２６０】
　スイッチ８１０は、単純なリレーデバイスでもよく、これが、プロセッサ８０８からの
制御信号に応答して、電力供給のスイッチをオン、オフにする。代替え又は代用で、スイ
ッチ８１０は、電力ユニット１１９に流れる有効または無効電力または電力ユニット１１
９から流れる有効または無効電力を減衰させるのに使用される減衰器または位相インバー
タなどを備えてもよい。そのため、スイッチ８１０の措置は、電力ユニット１１９に流れ
る電力または電力ユニット１１９から流れる電力に対して変化を与え、これが、グリッド
バランスに対応した効果を有し、したがって、グリッド周波数に対応した効果を有する。
その効果の振幅は、電力ユニット１１９の電力消費に依存する。正味グリッドバランスの
組み合わされた変化が、取り決められた限度内にグリッド周波数を維持する（又は、復元
する）のに十分であるように電力制御デバイスを調和させるため、グループの１つ又は複
数の電力制御デバイスは、各々が、トリガー条件を満足する決定に応答し、その結果、各
々が、それぞれの電力ユニット１１９又は複数の電力ユニット１１９への電力流又は電力
ユニット１１９又は複数の電力ユニット１１９からの電力流を変えてもよい。
【０２６１】
　トリガー条件が満足されるという決定に続き、ユニット１１９への電力流の減衰のスケ
ジューリング、所要時間、範囲を決定するデータ記憶装置内に記憶された異なる規則があ



(35) JP 6566525 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

ってもよい。これらの規則は、例えば、周波数特性が、公称グリッド周波数を中心とする
所定範囲外である限り、電力流の減衰が維持されるという、測定された周波数特性におけ
る条件を含んでもよい。減衰の範囲や所要時間は、例えば、周波数特性変化の激しさ（se
verity）を示す特性に基づいてもよい。例えば、スケジューリングを定義する規則（減衰
が認可されて行われる回数に関するもの）があってもよい。これらの規則は、トリガー条
件が満足されたとき、或いは、他のときにプロセッサ８０８がアクセルするデータ記憶装
置８０４に記憶されてもよい。データ記憶装置８０４に保持された、これらの規則は、時
々、Ｉ／Ｏインタフェース８０６および通信ネットワークを経て更新されてもよい。代替
え又は代用で、これらの規則は、デバイスの製造又は据付け地点で規定されてもよい。
【０２６２】
　電力ユニット１１９に対して分離されたデバイスとして、電力制御デバイス８００が図
８に示されているが、一部の場合、電力制御デバイスは電力ユニット１１９に統合されて
もよい。さらに、スイッチ８１０は、電力ユニット１１９の外に配置されているが、その
代わり、当該ユニット内に据え付けられ、デバイスの内部からの電力供給を制御するよう
にアレンジされてもよく、この後者の場合は、電力ユニット１１９が場所から場所に移動
する場合（例えば、電力ユニットが自家用電気自動車または他のデバイス内の電力ユニッ
トである場合）に有利である。
【０２６３】
　電力制御デバイス８００は、測定されたデータを処理するようにアレンジされてもよい
。例えば、プロセッサは、図６ａ－図６ｆを参照して説明されたように、測定された周波
数特性にそれが適合するようにデータ記憶装置８０４に記憶されたコンピュータプログラ
ムを実施してもよい。
【０２６４】
　図３を参照して前述された測定デバイス１２０は、分散された複数の電力制御デバイス
８００と組み合わされて使用され、グリッド周波数の変化に応答するようにシステムを形
成してもよい。そのようなシステムにおいて、測定デバイス１２０は、電力グリッド１０
０の各領域と関係付けられた周波数応答特性を決定し、各領域の為のトリガー条件を決定
し、電力制御デバイスの各々に領域特定のトリガー条件を送信する。
【０２６５】
　電力制御デバイス８００は、各々が、ローカル周波数特性を測定し、ローカル周波数特
性を表す多項式関数を示すデータを測定デバイス１２０に送信してもよい。測定デバイス
１２０は、その後、多項式関数に基づき、周波数特性と関係付けられた将来の期待値を外
挿し、例えば、グリッド周波数の期待される変化に応答する為に、期待される電力流要件
を決定してもよい。
【０２６６】
　幾つかの実施において、測定デバイス１２０は、周波数特性自身を受信し、測定された
周波数特性を適合する多項式関数を決定してもよいことが分かる。さらに、幾つかの実施
において、電力制御デバイス１１９が将来の期待値の外挿および／または期待される電力
流要件の決定を実行してもよく、この情報を測定デバイス１２０に送信してもよいことが
分かる。
【０２６７】
　測定デバイス１２０は、電力グリッド１００に接続された電力ユニット１１９の電力消
費および／または提供特性に関するプロファイル情報を記憶するデータベースにアクセス
してもよい。測定デバイス１２０は、プロファイル情報を使用し、プロファイル情報およ
び期待される電力流の要件に基づき、グループの電力ユニット１１９が、電力流要件を満
足できる正味電力消費および／または提供能力を有するように、１つ又は複数のグループ
の電力ユニット１１９を限定してもよく、それに従って、限定された１つ又は複数のグル
ープに信号を送信してもよい。
【０２６８】
　測定デバイス１２０は、例えば、電力制御デバイス８００と関係付けられた電力ユニッ
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ト１１９によって電力の消費および／または提供を制御するように、限定されたグループ
の電力制御デバイス８００に要求または命令を送信してもよい。このように、当該システ
ムは、電力グリッド１００内の各領域における電気エネルギの正味消費を、これらの領域
における周波数の変化に応じて、増減することができる。
【０２６９】
　更なる例示的実施形態において、グリッド周波数の変化に対して動的応答を与える為の
システムが提供される。当該システムは、前述された測定デバイス１２０のような測定デ
バイスを備え、この測定デバイスは、前述された電力ユニットデータ記憶装置３０４のよ
うなデータベースにアクセスするようにアレンジされ、電力ユニットデータ記憶装置３０
４は、例えば、電力ユニット１１９および／またはそれらの場所またはグリッドの場所に
よって電力の提供および／または消費に関するプロファイル情報を備える。
【０２７０】
　測定デバイス１２０は、その後、プロファイル情報に基づき、電力制御デバイス１１８
と関係付けられた電力ユニット１１９の１つ又は複数のグループを限定するようにアレン
ジされる。例えば、各々が同様の等級の電力ユニットの同様の数を備えた所与のグリッド
領域の為に限定された３つのグループがあり得る。当該システムは、その後、異なるグル
ープの各々に対して異なるトリガー条件を割り当て、割り当てられたトリガー条件をその
グループに送信するようにアレンジされる。
【０２７１】
　前述したように、トリガー条件は、例えば、ローカルグリッド慣性および剛性と関係付
けられたような周波数応答特性の測定値から導出することができるであろう。
【０２７２】
　トリガー条件は、１つ又は複数のグループが、同時に、又は、ほとんど同時に満足され
る、それらのトリガー条件を有するように設定され、所与の周波数の特性変化の事象に釣
り合う応答を与えてもよい。実施例において、３つのグループの電力ユニットに対するト
リガー条件は、低い、中間、高いトリガー感度に対応するように設定可能である。これに
よって、少数の周波数特性応答変化の事象のみに対しては、高感度のトリガー条件を備え
たグループだけが、満足されたトリガー条件を有することになるので、関連付けられたユ
ニットへの電力流の変化および関連付けられたユニットからの電力流の変化を受ける。中
間の激しさの周波数特性変化事象に対しては、高感度トリガー条件を備えたグループおよ
び中間感度トリガー条件を備えたグループの両方が、満足したトリガー条件を有すること
になるので、それらの関連付けられた電力ユニットへの電力流およびそれらの関連付けら
れた電力ユニットからの電力流を変更する。激しい周波数特性の周波数変化事象に対して
は、低感度トリガー条件を備えたグループを含む、３つのグループの全てが、満足された
トリガー条件を有することになるので、それらの関連付けられた電力ユニットへの電力流
およびそれらの関連付けられた電力ユニットからの電力流を変更する。異なるグループの
トリガー条件の満足性は、同時またはほとんど同時でもよく、互いに時間でオフセットさ
れてもよい。
【０２７３】
　あるいは、周波数特性変更事象の間、その周波数特性変更事象に釣り合う応答を与える
ためにグループが後にトリガーされるように、異なるグループをトリガーする条件が設定
されてもよい。例えば、周波数特性変更事象が十分に、第１のグループをトリガーするこ
とによって与えられる初期応答によって修正されない場合、更なるグループがトリガーさ
れて修正に向かって強化された応答を可能にするように、トリガーする条件が設定されて
もよい。さらなるグループは、例えば、所定限度の応答まで、或いは、周波数特性が正常
値に修正されるまで、更にトリガーされてもよい。
【０２７４】
　グループの電力ユニットは、必ずしも、同様の数または等級でなくてもよい。各グルー
プの電力等級が、例えば、所望の動的応答を達成するために定義されてもよい。例えば、
高い電力流等級のユニットを含む、限定されたグループは、高感度事象によって満足され
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るトリガー条件を割り当てられてもよい。また、例えば、各グループ内の電力ユニットの
数、あるいは、グループの数は、異なる形式の動的応答に備えるように変更されてもよい
。
【０２７５】
　そのように、電力制御デバイスに接続された所与の領域内のグループの電力ユニットは
、周波数変化事象に対し、設計された動的修正応答を与え、割り当てられたトリガー条件
の初期通信の後、それを自律的に行ってもよい。それは、事象に釣り合う周波数変化事象
に対して、修正応答を与え、このために、必要以上に、ユニットへの電力流／ユニットか
らの電力流の変更を避けることから、好都合である。
【０２７６】
　上記実施形態は、本発明の例示的実施例として理解されるべきである。本発明の更なる
実施形態が予想される。例えば、前述において、トリガー条件は、測定デバイス１２０に
おいて導出され、或いは、定義されるが、一部の実施形態においては、電力制御デバイス
自身がローカル周波数応答特性の測定または決定が可能であり、これらの測定された特性
に基づき、適したトリガー条件を導出してもよいことが理解される。電力制御デバイス８
００は、周波数特性を測定し、その周波数特性がトリガー条件を満足するかを決定し、そ
れが満足する事象において、電力制御デバイス８００は、その関係付けられた電力ユニッ
トまたは複数の電力ユニット１１９へ流れる有効および／または無効電力、その関係付け
られた電力ユニットまたは複数の電力ユニット１１９から流れる有効および／または無効
電力を変更してもよい。
【０２７７】
　更なる実施形態において、自律的電力制御デバイス８００は、それが置かれるグリッド
領域の為の適したトリガー条件を「学習」し、検出器８０２において、電力グリッド１０
０内を流れる電力の周波数特性を測定し、トリガーする条件を、測定された周波数特性が
満足するかを決定し、トリガー条件が満足されるという決定に応答して、スイッチ８１０
を使用して、一定量の時間に対し、１つ又は複数の関連付けられた電力ユニット１１９へ
の電力流および／または１つ又は複数の関連付けられた電力ユニット１１９からの電力流
を変更する。
【０２７８】
　電力流が変更されるべきである時間量は、他の実施形態で検討されたように、例えば、
工場設定でもよく、ユーザインタフェース、或いは、その正常値の所定限度内に戻るグリ
ッド周波数に依存して、設定可能である。
【０２７９】
　トリガー条件が満足されたかを決定するため、先の実施形態で説明された任意の方法が
使用されてもよく、例えば、多項式関数のパラメータをモニタすることにより、周波数特
性の連続測定に適合させてもよい。
【０２８０】
　より簡単に、測定された周波数応答特性が一定量の時間内で一定の範囲に変更された場
合にトリガー条件は満足されると設定してもよい。
【０２８１】
　初期の「枠を越える」場合にトリガーする条件は、例えば、工場設定でもよく、或いは
、ユーザインタフェースによって設定されてもよい。最初の場合、何もトリガー条件がな
くてもよい。
【０２８２】
　自律的電力制御デバイス１１８は、測定された周波数特性の閾値条件の満足時点あたり
の時刻で、測定される測定周波数特性を分析するようにアレンジされる。この閾値の条件
は、測定された周波数特性が公称値付近に設定された範囲外にあるときに満足されるよう
に設定されてもよい。分析時間も、例えば、閾値の条件が満足される時刻の一方の側で数
秒に設定されてもよい。分析は、例えば、閾値条件の満足あたりの設定時間窓に対し測定
された周波数特性に、多項式または指数関数を適合することを含んでもよい。他の分析が
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、例えば、測定された周波数特性変化の全範囲、測定された周波数特性が２つの実質的に
安定した値の間で変化する合計時間、および／または、２つの実質的に安定した値の間で
、測定された周波数特性の変化の平均レートに関する特性を決定可能である。
【０２８３】
　いずれの場合でも、自律性電力制御デバイス８００は、閾値条件の満足時点あたりの周
波数特性の変化を特徴付ける前記分析から１つ又は複数のパラメータを導出するようにア
レンジされている。
【０２８４】
　自律性電力制御デバイス８００は、その後、前記分析から導出されたパラメータに基づ
き、トリガー条件を導出するようにアレンジされる。例えば、測定された周波数特性が比
較的に短時間で比較的に大きな量を変えたことを分析が決定してもよい。（これは、例え
ば、比較的に低い慣性および比較的低い剛性によって特徴付けられたグリッドの領域にお
ける場合かもしれない。）そのため、トリガー条件は、所与の時間間隔にわたる比較的に
小さな変化に対応する測定された周波数特性の変化によって満足されるように設定されて
もよい。
【０２８５】
　自律性制御デバイス８００は、その分析によって導出されたトリガー条件で、電力制御
デバイス８００で先に使用された任意の既存トリガー条件を更新するようにアレンジされ
る。当該デバイスで先に設定されたトリガー条件がない場合、導出されたトリガー条件が
初期トリガー条件を定義してもよい。更新されたトリガー条件は、以前に決定されたトリ
ガー条件、および／または、これら以前に決定されたトリガー条件と関連付けられた統計
値に基づき、部分的に基づいてもよい。これは、トリガー条件の疑似決定の労力を減らす
のに役立つかもしれない。例えば、新しいトリガー条件が、デバイスによって決定された
全てのトリガー条件の平均から形成されてもよい。この平均は、例えば、最近決定された
トリガー条件のセットだけ、例えば、最後の１０個を含み、トリガー条件が、グリッドが
ローカルであるグリッド領域のグリッド特性の変化に簡単に適合してもよい。
【０２８６】
　前述された学習アルゴリズムは、単に実施例として考えられるべきである。前述された
アルゴリズムのような比較的に単純なアルゴリズムは、それらが比較的に小さな計算資源
を要する点で好都合であろう。しかしながら、例えば、より複雑なアルゴリズムが予想さ
れる。特に、従来技術水準である自己組織化マップ（例えば、コホネンＳＯＭ）および他
のニューラルネットワークおよび／または人工知能アルゴリズムが使用されてもよい。
【０２８７】
　自律性電力制御デバイス８００は、測定された周波数特性のあらゆる連続した変化を分
析すること、導出すること、更新することを繰り返すようにアレンジされ、その周波数特
性が、満足される閾値条件に結びつく。そのため、自律性電力制御デバイス８００は、周
波数特性変更事象の性質を独自分析することによって、グリッドが配備されるグリッドの
領域の為に最も適した効率的なトリガー条件を「学習」する。
【０２８８】
　学習の反復毎に使用される閾値条件は、トリガー条件にリンクされてもよく、例えば、
更新されたトリガー条件は、先行するトリガー条件より感度が高く、そのとき、閾値条件
も、正常値付近の周波数特性の狭い範囲に対応するように更新されてもよい。
【０２８９】
　自律性電力制御デバイス８００は、トリガー条件を定義することなく、一定回数だけ閾
値の満足付近の時刻に、測定された周波数特性を分析するようにアレンジされてもよい。
これは、デバイスにトリガー条件を実装する前に当該デバイスが置かれる領域に適したト
リガー条件を導出する為に使用されるパラメータを当該デバイスが学習することを可能に
するであろう。これは、所与のグリッド領域における自律性電力制御デバイスの早期段階
の配備において、誤ったトリガー条件満足を避けることになる。
【０２９０】
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　電力制御デバイス８００の前述した実施形態は、自律性独立型デバイスであり、通信手
段を必要とせず、そのため、その動作は比較的に費用効果がよく、実施が容易であること
から、好都合である。
【０２９１】
　前述において詳細に説明された様々な実施形態において、単一測定デバイス１２０の形
式の測定システムが参照されている。しかしながら、一部の実施形態において、分散され
た測定システムが使用されてもよいことに留意されたい。この分散された測定システムは
、分散された方法で配置される、例えば、図３で参照された測定デバイスの構成要素、す
なわち、データ記憶装置３０４，クロック３１０、Ｉ／Ｏインタフェース３０８，プロセ
ッサ３０６，検出器３０２の組合せを備える。測定システムは、１つ又は複数の中心に集
められた制御ユニットを含んでもよい。これらの制御ユニットは、例えば、測定デバイス
によって考えられた測定、又は、本願で説明された任意の他のデバイスの処理を中心に集
める為に、さらに／または、前述された特性、パラメータ及び／又は条件の、前述された
任意のデバイスからの受信、および、前述された特性、パラメータ及び／又は条件の、前
述された任意のデバイスへの送信を実行する為に使用されてもよい。中心に集められた制
御ユニットは、前述された様々なデバイスで別の方法で実施されるデータ記憶装置の機能
を実行してもよい。測定システムは、図３を参照して説明された例示的実施形態に類似し
た非分散型デバイスの形式をとってもよい。
　任意の実施形態に関連して説明された任意の特徴は単独で使用されてもよく、或いは、
説明された他の特徴と組み合わされて使用されてもよく、任意の他の実施形態、あるいは
、他の任意の実施形態の任意の組合せの１つ又は複数の特徴と組み合わされて使用されて
もよいことに留意されたい。さらに、先に説明されなかった均等物および変形例も、以下
に添付される請求の範囲で規定される発明の範囲を逸脱することなく使用可能である。

【図１】 【図２ａ】
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