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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電圧系統（２０６）へ系統接続ポイント（ＰＣＣ）（２０４）において電力を供給
するための、複数の風力発電装置（２０２）を含むウインドパーク（２００）を制御する
方法であって、以下のステップ、即ち、
－　前記系統接続ポイント（２０４）において３相電流を供給すること、
－　前記系統接続ポイント（２０４）において系統電圧（ＵＮ）を検知すること、
－　事前設定された少なくとも１つの電圧規定値と、前記系統接続ポイント（２０４）に
おいて検知された系統電圧（ＵＮ）とを比較すること、
－　前記系統接続ポイント（２０４）における安定性基準を維持するために、実行された
前記比較に依存し、複数の風力発電装置（２０２）のための複数の規定値を決定すること
、但し、これらの決定された規定値は、有効電力規定値及び／又は無効電力規定値である
こと、
－　これらの決定された規定値を、個々の風力発電装置（２０２）の装置制御ユニット（
２１２）へ提供すること、
－　前記系統接続ポイント（２０４）において共同で供給するために、前記決定された規
定値に依存し、前記風力発電装置（２０２）の各々において電流（ｉ１’、ｉ２’、ｉ３

’）を発生させること
　を含み、但し、
－　前記系統接続ポイント（２０４）において供給された電流（ＩＮ）が検知され又は前
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記系統接続ポイント（２０４）において測定されること、及び、
－　供給された前記電流（ＩＮ）の検知、前記系統接続ポイント（２０４）における系統
電圧（ＵＮ）の検知、事前設定された少なくとも１つの電圧規定値と前記系統接続ポイン
ト（２０４）において検知された系統電圧（ＵＮ）との比較、及び／又は、前記風力発電
装置のための前記規定値の決定は、センタ制御ユニット（２０８）により実行されること
、
－　安定性限界値が予め計算され、当該制御のために保存されること、但し、
－　前記風力発電装置のための前記規定値の決定は、少なくとも１つの可変の安定性基準
に依存して行われ、該安定性基準は、前記系統接続ポイント（２０４）における前記交流
電圧系統（２０６）の系統状態、及び、前記ウインドパーク（２００）により供給された
無効電力及び／又は前記ウインドパーク（２００）により供給された有効電力に依存し、
前記有効電力規定値と前記無効電力規定値は、所定の動作点を定義し、該動作点は、前記
安定性限界値に対して所定の安全間隔をおいて設定され、但し、前記安定性限界値は、有
効電力値と無効電力値の複数の値ペアからなる所定の曲線であること、
－　前記系統接続ポイント（２０４）において短絡流比率（ＳＣＲ）は、４よりも小さい
こと、
－　系統感度が、予め実行された系統分析により記録されて保存されること、目下の動作
点において目下の系統感度が検知されること、そして少なくとも１つの前記風力発電装置
のための前記規定値の制御ないし設定又は変更は、予め記録された系統感度と目下の系統
感度との比較に依存して行われ、但し、該系統感度は、供給された電力の変化に対する前
記系統接続ポイント（２０４）における系統電圧の変化であること、
－　系統感度の前記比較において偏差が所定の限界値（ΔＵｔ）を上回るないし下回る場
合には、供給すべき有効電力のための前記風力発電装置のための前記規定値は減少され、
そして当該制御機構（２２）は、少なくとも、インバータ（１６）と、変圧器（１８）と
、比較ユニット（２３）を有する前記系統接続ポイント（２０４）における測定ユニット
を含んでいること
　を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記風力発電装置のための前記規定値の決定には、対称座標法による正相と逆相への分
解が用いられ、前記風力発電装置のための前記規定値は、正相の値、即ち、
－　各々の風力発電装置（２０２）における正相に関連した各々少なくとも１つの供給す
べき無効電力（Ｑ＋

ＷＥＣ）、
－　各々の風力発電装置（２０２）における正相に関連した各々少なくとも１つの出力電
圧又はターミナル電圧（Ｕ＋

ＷＥＣ）、及び／又は、
－　各々の風力発電装置（２０２）における正相に関連した各々少なくとも１つの供給す
べき有効電力、又は最大の供給すべき有効電力（Ｐ＋

ｍａｘＷＥＣ）であること
　を特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記安定性限界値は、特性マップとしてセンタ制御ユニット（２０８）内に保存される
こと
　を特徴とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　供給すべき有効電力（ＰＷＥＣ）と供給すべき無効電力（ＱＷＥＣ）は、制限され、そ
れに対応して前記風力発電装置のための前記規定値が決定され、前記装置制御ユニット（
２１２）へ提供されること
　を特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記系統接続ポイント（２０４）における測定から又は電圧及び／又は電流の検知から
、前記系統接続ポイント（２０４）の特性量が、前記交流電圧系統（２０６）の特性を評
価するために導き出されること
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　を特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　供給すべき無効電力のための前記風力発電装置のための前記規定値の変更及び／又は供
給すべき有効電力のための前記風力発電装置のための前記規定値の変更は、跳躍的に行わ
れ、及び／又は、
　跳躍的な変更又は前記跳躍的な変更に対する前記系統接続ポイント（２０４）での前記
系統（２０６）の電圧のレスポンスを基礎にし、目下の系統感度が決定されること
　を特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　ヒステリシス・レギュレータが前記風力発電装置のための前記規定値の設定のために使
用され、及び／又は、
　前記系統（２０６）内の状態量、又は前記系統接続ポイント（２０４）における系統電
圧が所定の基準を満たす場合、即ち所定の限界値を上回る又は下回る或いは大きさに応じ
て上回る場合か、又は所定の許容帯域を逸脱し、その後、所定のデッドタイムが経過して
前記状態量が引き続き所定の基準を満たしている場合に、前記風力発電装置のための前記
規定値の少なくとも１つの変更が行われること
　を特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記風力発電装置のための前記規定値の設定時には、前記風力発電装置（２０２）の１
つから前記系統接続ポイント（２０４）までの少なくとも１つの供給ラインのインピーダ
ンスが、該供給ライン上の予期すべき電圧降下を考慮するために考慮されること
　を特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　複数の風力発電装置（２０２）を有するウインドパーク（２００）であって、
　請求項１～８のいずれか一項に記載の方法を用いて該ウインドパーク（２００）が制御
され、
　該ウインドパーク（２００）は、センタ制御ユニット（２０８）を含むこと、
　該ウインドパーク（２００）の各風力発電装置（２０２）は、装置制御ユニット（２１
２）を含むこと、
　前記センタ制御ユニット（２０８）は、前記装置制御ユニット（２１２）に対し、供給
すべき無効電力及び／又は供給すべき有効電力のための前記風力発電装置のための規定値
を設定するように設けられており、
　系統接続ポイント（２０６）において短絡流比率（ＳＣＲ）は、４よりも小さいこと
　を特徴とするウインドパーク。
【請求項１０】
　風力から電力を発生させる風力発電装置（２０２）であって、
　該風力発電装置（２０２）は、請求項９に記載のウインドパーク（２００）内で使用す
るために設けられており、該ウインドパーク（２００）のセンタ制御ユニット（２０８）
から前記風力発電装置のための規定値を受信する対応の装置制御ユニット（２１２）を有
すること
　を特徴とする風力発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウインドパークを制御する方法、並びに対応のウインドパークに関する。特
に本発明は、交流電圧系統へ系統接続ポイントにおいて電力を供給するためのウインドパ
ークの制御、並びに対応のウインドパークに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウインドパークは一般的に知られており、これらのウインドパークは、構成上互いに連
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携する複数の風力発電装置（風力エネルギー設備）に関係する。特に１つのウインドパー
クに属する全ての風力発電装置は、共通の系統接続ポイントにおいて交流電力系統へ給電
を行う。通常は各風力発電装置が、供給すべき電流、即ち通常は３相の供給すべき電流を
発生させる。そのために風力発電装置は、給電すべき交流電圧系統内の電圧を、特に電圧
の振幅、周波数、位相について参照する。以下、交流電圧系統は、単に系統とも称するも
のとする。
【０００３】
　それに加え、風力発電装置、特にウインドパークを系統保護のためにも使用することが
近年知られており、また望まれている。即ちこの際、できるだけ多くのエネルギーを系統
へ供給するという目的だけが追求されるのではなく、系統を電気的な意味において保護す
ることが可能であるように給電を行い、場合によりそれどころか供給される電力を減少す
るという目的も追求される。そのようなテーマに従事した初期の特許出願は、下記特許文
献１～５である。下記特許文献６からは、ウインドパークの全出力電力が、接続された給
電系統のオペレータにより外部から減少可能であるという方法が公知である。
【０００４】
　更に下記非特許文献１による論文が参照される。そこでは基本的に系統内の安定性喪失
（Loss of Stability）が、給電のために電力系統へ接続された風力発電装置においても
発生し得るという問題が指摘されている。
【０００５】
　その際にはオペレータがパーセント値を事前設定することが可能であり、そしてこの値
分だけ、各々の風力発電装置は、自身の電力を減少することが可能である。
【０００６】
　そのような試みは、部分的には既に系統の安定化のために設けられている。特にこれら
の解決策は、供給された電力を目下の需要に適合させることを考慮しており、また特にこ
れらの解決策は、系統内の電力の供給過剰又は供給不足を考慮すべきである。
【０００７】
　電力の供給時、即ち有効電力及び無効電力の供給時において上位の必要事項は、エネル
ギーシステムと、風力発電装置及びウインドパークを含めた発電所との安定性の確保であ
る。この際、安定性は、同時にエネルギーシステムの全ての領域における周波数と電圧に
関係する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】WO 02/086315 A1
【特許文献２】WO 02/086314 A1
【特許文献３】WO 01/86143 A1
【特許文献４】WO 99/33165 A1
【特許文献５】WO 02/44560 A1
【特許文献６】WO 03/030329 A1
【特許文献７】DE 10 2009 030 725 A2
【特許文献８】WO 2011/050807 A2
【特許文献９】DE 10 2009 031 017 A1
【特許文献１０】US 2012/0169059 A1（US Application No. 13/381,302）
【特許文献１１】DE 10 2011 084 910 A1
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】”Loss of (Angle) Stability of Wind Power Plants”（Ｖ.ディート
リクス（V. Diedrichs）ら著、この論文は ”10th International Workshop on Large-Sc
ale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Netw
orks for Offshore Wind Farms, オーフス（Aarhus デンマーク）, 25-26. October 2011
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” のために提出され、そこで講演された。）
【非特許文献２】”Power Systems Stability and Control”（Ｐ.クンダー（P. Kundur
）著、マグローヒル）
【非特許文献３】”Loss of (Angle) Stability of Wind Power Plants - The Underesti
mated Phenomenon in Case of Very Low Short Circuit Ratio in 10th International W
orkshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as o
n Transmission Networks for Offshore Wind Farms”（フォルカー・ディートリクス（V
olker Dietrichs）、アルフレード・ベークマン（Alfred Beekmann）、シュテファン・ア
ドロフ（Stephan Adloff）著、オーフス（Aarhus）、26. October 2011）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そのような安定性の喪失は、一般的に「Loss of Stability」とも称され、ＬＯＳと略
することもできる。「Loss of Stability」は、前記の安定性をもはや保証しない物理的
な過程及び状態を表わし、もしもそのような物理的な過程及び状態が既に存在するのであ
れば、これらは基本的に回避され或いはできるだけ迅速に終了されなくてはならない。そ
のような問題の発生は、基本的にまれであるが、それだけに深刻なものとなる。このこと
に関しては、例えば米国で2004年に起こったような系統の複数部分の既知の遮断や、イタ
リアで2004年に起こったような全エネルギーシステムの既知の遮断が挙げられる。
【００１１】
　基本的にこのテーマ分野の安定性に関する技術的な知識は、広く文献化されており、様
々な刊行物に書き記されている。この際、国際的に定評のある基準的学術書としては、上
記非特許文献２が挙げられる。
【００１２】
　エネルギーシステムを有する系統接続ポイントにおける、多くの場合は同期発電機を有
する発電所の運転性能の総合的な評価（判断）としては、所謂短絡流比率が用いられ、該
短絡流比率は「Short Circuit Ratio（短絡比）」を略してＳＣＲとも称される。
【００１３】
　ＳＣＲを用いたそのような総合的な又は絶対的な評価の他、特殊な基準を用いた更なる
評価が行われる。そのような基準は、例えば電圧崩壊（Voltage collaps）の過程のよう
な安定性に関して重要な過程の様々なタイプか、又は角度の安定性、即ち一般的には「an
gle stability」と称される系統内の位相角の安定性を目標にしている。これらの評価は
、特に安定性間隔（Stabilitaetsabstaende）のための測定基準（Metriken）ないし尺度
を提供する。
【００１４】
　短絡流比率ＳＣＲは、接続負荷（Anschlussleistung）に対する短絡容量（Kurzschluss
leistung）の比率である。この際、短絡容量としては、該当の電力系統が、その際に問題
になる発電所が接続されるべき観察対象の系統接続ポイントにおいて、そこで短絡が発生
した場合に提供することのできる電力として理解される。接続負荷は、接続すべき発電所
の接続負荷、即ち特に接続すべき発電機の定格出力である。
【００１５】
　短絡流比率ＳＣＲに対する要求に関し、同期発電機を有する発電所の安全な運転のため
に今までは、ＳＣＲ＞４、しかし実際には多くの場合、ＳＣＲ＞１０の短絡流比率が必要
とされてきた。この際、ドイツを例にとると ＶＤＮ Transmission Code 2007 が参照さ
れる。風力発電装置又はウインドパークの接続のためには、ＳＣＲ＞４～６の短絡流比率
の要求が一般的に普通である。
【００１６】
　対応して必要なＳＣＲの大きさは、一般的に「Point of Common Coupling」（略してＰ
ＣＣ）とも称される与えられた系統接続ポイントにおいて、発電所出力を制限し、或いは
必要な系統強化を決定する。
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【００１７】
　短絡容量は、該当の系統接続ポイントにおける系統特性であり、従って先ず、対応の系
統がそこに既に存在するのであれば、事前設定された大きさの値である。短絡流比率は、
所定の値、即ち特に４～６の範囲内の所定の値を下回るべきではないので、系統接続ポイ
ントに接続すべき発電所又はそこに接続すべきウインドパークの出力は制限されている。
つまり所定の大きさまでの発電所だけを接続することが可能であるか、又はより高い出力
を有する発電所の接続を可能とするために系統をそれに対応して拡張することが必要とな
る。
【００１８】
　ドイツ特許商標庁は、本願の優先権出願において、上記特許文献７、８、上記非特許文
献３を調査した。
【００１９】
　従って本発明の基礎となる課題は、上記の問題点の少なくとも１つに対処することであ
る。特に風力発電装置又はウインドパークが、できるだけ小さい短絡流比率、特にＳＣＲ
＜１.５～２の短絡流比率を有する系統接続ポイントへ接続され、安定して運転されるこ
とを可能にする解決策が提案されるべきである。特にこのことは、フルパワーコンバータ
を用いた電力供給、即ち「Voltage Source Converter」（略してＶＳＣ）とも称される所
謂電圧制御式のインバータを用いた電力供給を伴う風力発電装置又はウインドパークのた
めに達成されるべきである。また少なくとも代替的な解決策も提案されるべきである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明により、請求項１による、複数の風力発電装置を含むウインドパークを制御する
方法が提案される。
　即ち本発明の第１の視点により、交流電圧系統へ系統接続ポイントにおいて電力を供給
するための、複数の風力発電装置を含むウインドパークを制御する方法であって、以下の
ステップ、即ち、
－　前記系統接続ポイントにおいて３相電流を供給すること、
－　前記系統接続ポイントにおいて系統電圧を検知すること、
－　事前設定された少なくとも１つの電圧規定値と、前記系統接続ポイントにおいて検知
された系統電圧とを比較すること、
－　前記系統接続ポイントにおける安定性基準を維持するために、実行された前記比較に
依存し、複数の風力発電装置のための複数の規定値を決定すること、但し、これらの決定
された規定値は、有効電力規定値及び／又は無効電力規定値であること、
－　これらの決定された規定値を、個々の風力発電装置の装置制御ユニットへ提供するこ
と、
－　前記系統接続ポイントにおいて共同で供給するために、前記決定された規定値に依存
し、前記風力発電装置の各々において電流を発生させることを含み、但し、
－　前記系統接続ポイントにおいて供給された電流が検知され又は前記系統接続ポイント
において測定されること、及び、供給された前記電流の検知、前記系統接続ポイントにお
ける系統電圧の検知、事前設定された少なくとも１つの電圧規定値と前記系統接続ポイン
トにおいて検知された系統電圧との比較、及び／又は、前記風力発電装置のための前記規
定値の決定は、センタ制御ユニットにより実行されること、
－　安定性限界値が予め計算され、当該制御のために保存されること、但し、
－　前記風力発電装置のための前記規定値の決定は、少なくとも１つの可変の安定性基準
に依存して行われ、該安定性基準は、前記系統接続ポイントにおける前記交流電圧系統の
系統状態、及び、前記ウインドパークにより供給された無効電力及び／又は前記ウインド
パークにより供給された有効電力に依存し、前記有効電力規定値と前記無効電力規定値は
、所定の動作点を定義し、該動作点は、前記安定性限界値に対して所定の安全間隔をおい
て設定され、但し、前記安定性限界値は、有効電力値と無効電力値の複数の値ペアからな
る所定の曲線であること、
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－　前記系統接続ポイントにおいて短絡流比率は、４よりも小さいこと、
－　系統感度が、予め実行された系統分析により記録されて保存されること、目下の動作
点において目下の系統感度が検知されること、そして少なくとも１つの前記風力発電装置
のための前記規定値の制御ないし設定又は変更は、予め記録された系統感度と目下の系統
感度との比較に依存して行われ、但し、該系統感度は、供給された電力の変化に対する前
記系統接続ポイントにおける系統電圧の変化であること、
－　系統感度の前記比較において偏差が所定の限界値を上回るないし下回る場合には、供
給すべき有効電力のための前記風力発電装置のための前記規定値は減少され、そして当該
制御機構は、少なくとも、インバータと、変圧器と、比較ユニットを有する前記系統接続
ポイントにおける測定ユニットを含んでいることを特徴とする方法が提供される。
　更に本発明の第２の視点により、複数の風力発電装置を有するウインドパークであって
、前記方法を用いて該ウインドパークが制御され、該ウインドパークは、センタ制御ユニ
ットを含むこと、該ウインドパークの各風力発電装置は、装置制御ユニットを含むこと、
前記センタ制御ユニットは、前記装置制御ユニットに対し、供給すべき無効電力及び／又
は供給すべき有効電力のための前記風力発電装置のための規定値を設定するように設けら
れており、系統接続ポイントにおいて短絡流比率は、４よりも小さいことを特徴とするウ
インドパークが提供される。
　更に本発明の第３の視点により、風力から電力を発生させる風力発電装置であって、該
風力発電装置は、前記ウインドパーク内で使用するために設けられており、該ウインドパ
ークのセンタ制御ユニットから前記風力発電装置のための規定値を受信する対応の装置制
御ユニットを有することを特徴とする風力発電装置が提供される。
　尚、本願の特許請求の範囲に付記された図面参照符号は、専ら本発明の理解の容易化の
ためのものであり、図示の形態への限定を意図するものではないことを付言する。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明において、以下の形態が可能である。
（形態１）交流電圧系統へ系統接続ポイントにおいて電力を供給するための、複数の風力
発電装置を含むウインドパークを制御する方法であって、以下のステップ、即ち、
－　前記系統接続ポイントにおいて３相電流を供給すること、
－　前記系統接続ポイントにおいて系統電圧を検知すること、
－　事前設定された少なくとも１つの規定値と、前記系統接続ポイントにおいて検知され
た系統電圧とを比較すること、
－　前記系統接続ポイントにおける安定性基準を維持するために、実行された前記比較に
依存し、複数の風力発電装置のための複数の規定値を決定すること、
－　決定された前記規定値を、個々の風力発電装置の装置制御ユニットへ提供すること、
－　前記系統接続ポイントにおいて共同で供給するために、事前設定された前記規定値に
依存し、風力発電装置の各々において電流を発生させること
　を含むこと。
（形態２）前記方法において、
－　前記系統接続ポイントにおいて供給された電流が検知され、特に前記系統接続ポイン
トにおいて測定されること、
－　供給された前記電流の検知、前記系統接続ポイントにおける系統電圧の検知、事前設
定された少なくとも１つの規定値と前記系統接続ポイントにおいて検知された系統電圧と
の比較、及び／又は前記規定値の決定は、センタ制御ユニットにより実行されること、
－　前記規定値の決定は、少なくとも１つの可変の安定性基準に依存して行われ、該安定
性基準は、特に前記系統接続ポイントにおける前記交流電圧系統の系統状態、及び／又は
、前記ウインドパークにより供給された無効電力及び／又は前記ウインドパークにより供
給された有効電力に依存することが好ましい。
（形態３）前記方法において、前記規定値の決定には、対称座標法による正相と逆相への
分解が用いられ、前記規定値は、正相の値、即ち、
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－　各々の風力発電装置における正相に関連した各々少なくとも１つの供給すべき無効電
力、
－　各々の風力発電装置における正相に関連した各々少なくとも１つの出力電圧又はター
ミナル電圧、及び／又は、
－　各々の風力発電装置における正相に関連した各々少なくとも１つの供給すべき有効電
力、特に最大の供給すべき有効電力であることが好ましい。
（形態４）前記方法において、安定性限界値が予め計算され、開ループ制御のために保存
され、特に特性マップとしてセンタ制御ユニット内に保存されることが好ましい。
（形態５）前記方法において、供給すべき有効電力と供給すべき無効電力は、制限され、
そして対応の規定値が決定され、装置制御装置へ提供されることが好ましい。
（形態６）前記方法において、前記系統供給ポイントにおける測定から、特に電圧及び／
又は電流の検知から、前記系統供給ポイントの特性量が、前記交流電圧系統の特性を評価
するために導き出されることが好ましい。
（形態７）前記方法において、系統感度が、予め実行された系統分析により記録されて保
存されること、目下の動作点において目下の系統感度が検知されること、そして少なくと
も１つの規定値の制御、特に事前設定又は変更は、予め記録された系統感度と目下の系統
感度との比較に依存して行われ、特に前記比較において偏差が所定の限界値を上回るない
し下回る場合には、供給すべき有効電力のための規定値が減少されることが好ましい。
（形態８）前記方法において、供給すべき無効電力のための規定値の変更及び／又は供給
すべき有効電力のための規定値の変更は、跳躍的に行われ、及び／又は、跳躍的な変更又
は前記跳躍的な変更に対する前記系統接続ポイントでの前記系統の電圧のレスポンスを基
礎にし、目下の系統感度が決定されることが好ましい。
（形態９）前記方法において、ヒステリシス・レギュレータが前記規定値の事前設定のた
めに使用され、及び／又は、前記系統内の状態量、特に前記系統接続ポイントにおける系
統電圧が所定の基準を満たす場合、即ち所定の限界値を上回る又は下回る或いは大きさに
応じて（所定量だけ）上回る場合か、又は所定の許容帯域を逸脱し、その後、所定のデッ
ドタイムが経過して前記状態量が引き続き所定の基準を満たしている場合に、前記規定値
の少なくとも１つの変更が行われることが好ましい。
（形態１０）前記方法において、前記規定値の事前設定時には、前記風力発電装置の１つ
から前記系統接続ポイントまでの少なくとも１つの供給ラインのインピーダンスが、該供
給ライン上の予期すべき電圧降下を考慮するために考慮されることが好ましい。
（形態１１）複数の風力発電装置を有するウインドパークであって、形態１～１０のいず
れか１つに記載の方法を用いて該ウインドパークが制御されること。
（形態１２）前記ウインドパークにおいて、該ウインドパークは、センタ制御ユニットを
含むこと、該ウインドパークの各風力発電装置は、装置制御ユニットを含み、前記センタ
制御ユニットは、前記装置制御ユニットに対し、供給すべき無効電力及び／又は供給すべ
き有効電力のための規定値を事前設定するように設けられていることが好ましい。
（形態１３）前記ウインドパークにおいて、前記系統接続ポイントにおいて短絡流比率は
、４よりも小さい、特に２よりも小さい、特に１.５よりも小さいことが好ましい。
（形態１４）風力から電力を発生させる風力発電装置であって、該風力発電装置は、形態
１１～１３のいずれか１つに記載のウインドパーク内で使用するために設けられており、
特に該ウインドパークのセンタ制御ユニットから規定値を受信する対応の装置制御ユニッ
トを有すること。
【００２２】
　本発明においては、複数の風力発電装置を有するウインドパークから出発し、該ウイン
ドパークは、電力を共通の系統接続ポイントＰＣＣにおいて交流電圧系統へ供給する。従
ってウインドパークを制御する本方法は、ウインドパークを用いて電力を供給する方法と
見なすか又はそのように称することも可能である。この際、先ず３相電流が系統接続ポイ
ントにおいて供給される。
【００２３】
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　更に系統電圧が系統接続ポイントにおいて検知される。この検知は、特に測定により行
われ、この際、実際に引き続き使用される検知された系統電圧の値は、更なる処理、特に
計算による処理にもたらすことが可能である。
【００２４】
　そして検知された系統電圧は、事前設定（プリセット vorgeben）された少なくとも１
つの規定値（目標値 Sollwert）と比較される。本方法は、交流電圧系統への電力の安定
供給に関するものであり、また交流電圧系統は、以下、単に系統とも称するものとする。
それに対応し、当業者にとって、当該比較ができるだけ迅速にできるだけリアルタイムで
且つできるだけ頻繁に、好ましくは連続的に又は準連続的に行われるということは明らか
である。また基本的に５０Ｈｚ又は６０Ｈｚの系統周波数を有する通常の交流電圧系統が
前提とされる。それに対応し、迅速に且つ頻繁に系統接続ポイントにおける系統電圧の検
知も行われなくてはならない。
【００２５】
　また各風力発電装置のために少なくとも１つの規定値が決定される。この規定値は、実
行された比較に依存し、即ち電圧用の規定値と検知された系統電圧との比較に依存して決
定される。この際、その都度の規定値は、系統接続ポイントにおける安定性基準が維持可
能であるように決定される。それに対応し、この規定値は、同様に絶えず新たに決定され
、それに対応し、同様に絶えず新たに実行される比較に依存して設定され、ないしそれに
関連し、変化する状況にも追従される。従って規定値は、絶えず変化し、それにより時間
的に相前後して複数の規定値が存在することになる。それに対応し、本方法は、複数の規
定値の決定にも関するものである。これらの規定値は、場合により最初だけはウインドパ
ーク内の複数の風力発電装置のために同一とすることが可能であるか、又は各風力発電装
置に対して個別に適合させることも可能である。そのような個別の適合は、特に規定値の
種類に依存し、各々の風力発電装置が同じ（同じタイプ）であるか否かに依存する。規定
値の供与は、ウインドパーク内の各々の風力発電装置の場所に関する配置構成にも依存す
ることが可能であり、即ち特に各々の風力発電装置から共通の系統接続ポイントへの電気
接続ラインが、各々の風力発電装置と系統接続ポイントとの間の電気接続に対して著しい
差異をもたらす場合には、そのような配置構成に依存することが可能である。
【００２６】
　それらの規定値は、個々の風力発電装置の装置制御ユニットへ提供ないし伝達される。
従って各風力発電装置が固有のコントロールユニットを有し、該コントロールユニットに
対し、対応の規定値が提供されることが考慮されている。従って風力発電装置ないしその
個別の装置制御ユニットは、センタ箇所から、少なくとも１つの規定値、ないし一連の複
数の規定値を取得し、それから風力発電装置内の後続の具体的な開ループ制御（Steuerun
g）を個別に適合する。特に大きさと位相と周波数に関し、供給すべき３相電流の具体的
な発生、即ち供給すべき個々の相電流の具体的な発生が、各風力発電装置の各装置制御ユ
ニットにより個別に実行される。
【００２７】
　そしてそのように供給のために発生された各風力発電装置の電流は、共同でウインドパ
ークの系統接続ポイントへ伝達され、そこで供給される。特にそれらの電流はそのために
他の風力発電装置の他の電流と線形（linear）に重ね合わされる。この際、各風力発電装
置は、固有の出力チョーク及び／又は出力変圧器をもつことが可能である。
【００２８】
　基本的なこととしてＳＣＲ＞４又はそれどころかＳＣＲ＞６の短絡流比率の事前設定（
プリセット Vorgabe）に関する原因を説明する。短絡流比率が小さい場合には、共通の系
統接続ポイントＰＣＣにおける電圧の感度（Sensitivitaet）が、その都度供給される無
効電力と有効電力に依存してないしそれらのレスポンスとして、強く増加ないし低下する
こと、特に指数関数的に増加ないし低下することを考慮する必要がある。この際、系統接
続ポイントにおける電圧が風力発電装置における内部の閉ループ制御（Regelung）のため
に実際値（実測値 Ist-Wert）として使用されるのであれば、この内部の閉ループ制御に
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は不安定性が発生する可能性がある。更に引き続き電圧閉ループ制御の不安定性が発生す
る可能性がある。同様に安定性喪失の危険性、即ち所謂「Loss of Stability」の危険性
が、「Voltage Collapse」とも称される電圧崩壊のメカニズムに基づき、及び／又は「an
gle stability」とも称される角度安定性に基づきないしそのような角度安定性の喪失に
基づいて存在する。
【００２９】
　従って提案される解決策は、特に、共通の接続ポイントにおける電圧を実際値として使
用する場合において風力発電装置内部の閉ループ制御における不安定性を防止することを
意図する。
【００３０】
　同様に風力発電装置又はウインドパークの無効電力を操作量（調整量 Stellgroesse）
として利用する電圧閉ループ制御の不安定性が防止されるべきである。
【００３１】
　最終的には、システム、即ち特に給電を行うウインドパークが、極端に安定性限界値（
所謂ＬＯＳ限界値 Stabilitaetsgrenze）に近づくことも回避されるべきである。
【００３２】
　好ましくは、系統接続ポイントにおいて供給された電流も検知され、特にそこで測定さ
れること、ないし系統接続ポイントにおける直接的な測定か又は系統接続ポイントの直後
における測定から、供給された電流が決定されることが提案される。それにより閉ループ
制御は、基礎として、実際に供給された電流を有する。従って１つの規定電流（目標電流
 Sollstrom）ないし複数の規定電流と実際に供給された電流との間の起こり得るずれ（偏
差）が考慮される。同様にその都度の電流と電圧が大きさと位相に関して分かっているの
であれば、実際に供給された電力、特に供給された無効電力も供給された有効電力も検知
することが可能である。系統における測定時には、系統のレスポンス（応答性）も検知さ
れ、考慮される。系統のこのレスポンスは、実際に供給された出力、即ち実際に供給され
た電流に応答するものであり、従ってそこでは測定により系統のレスポンスも、実際に供
給された電気量に割り当てることが可能である。
【００３３】
　それに加え又は選択的に、供給された電流の検知、系統接続ポイントにおける系統電圧
の検知、事前設定された少なくとも１つの規定値と系統接続ポイントにおいて検知された
系統電圧との比較、及び／又は規定値の決定は、センタ制御ユニットにより実行される。
従ってそれらの感知可能データを検知し、測定し、及び／又は計算する、複数の風力発電
装置用の１つのユニット、特にウインドパークの全ての風力発電装置用の１つのユニット
が設けられている。それにより、そのようなセンタ制御ユニットは時間的に安定した規定
値を事前設定することができるので、個々の風力発電装置ないしそれらの閉ループ制御が
相反して動作してしまうことも防止される。それに対応し、僅かな閉ループ制御変動は、
即座に目立つことはなく、及び／又は同じ系統接続ポイントに接続されている他の風力発
電装置に対して連鎖反応をもたらす可能性はないか又はいずれにせよ単に極めて小さなも
のである。特に例えば第１風力発電装置が系統接続ポイントにおける電圧変化をもたらし
且つ第２風力発電装置がこの検知された電圧変化に基づき例えば制御技術的に反対制御を
行い、このことが再び電圧変化のような影響をもたらしてしまい、この電圧変化が再び第
１風力発電装置を反対制御へと動かし、それにより連鎖反応が始まってしまうような事態
が生じうるという影響は回避される。
【００３４】
　特にここでは自身の規定値をセンタ制御ユニットから取得する個々の風力発電装置の装
置制御ユニットは、個別に風力発電装置を制御し、特にこれらの装置制御ユニットは、そ
の都度供給すべき３相電流の発生を個別に制御する。従ってこの発生は、具体的な風力発
電装置に適合されており、それに対応し、これらの装置制御ユニットの開ループ制御は個
別化されている。参照（Referenzierung）に関し、即ち特に周波数と位相の検知に関し、
各風力発電装置の各装置制御ユニットは、個々に測定を行うことが可能であり、ないしセ
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ンタで記録された系統接続ポイントにおける測定値又は検知値を個別に考慮することが可
能である。しかし個々の装置制御ユニットにおける、測定値のこの直接的な考慮は、特に
この参照に限られる。特に供給すべき有効電力の高さと供給すべき無効電力の高さは、個
々の各装置制御ユニットにより固定又は決定されるのではなく、このセンタ制御ユニット
により事前設定される。
【００３５】
　簡単に表現すると、センタ制御ユニットは、静止極（ruhender Pol）を構成し、また安
定性に関して重要な規定値についてセンタでの共通の事前設定の可能性を構成し、それに
対し、個別の装置制御ユニットは、各風力発電装置において特に供給すべき具体的な電流
を事前設定するために、個々の各風力発電装置に機能的に適合されている。
【００３６】
　個々の装置制御ユニットの個別の且つ機能的な適合は、好ましくは風力発電装置の運転
開ループ制御に介入することが可能であり、例えば風力発電装置のロータブレードの位置
調節により、風力から得られた出力の減少を制御することが可能である。この一般的にピ
ッチングと呼ばれるロータブレードの位置調節は、風力発電装置、特にその装置制御ユニ
ットにより個別に行われる。しかしそのような出力の減少を実行するための事前設定ない
し起動は、特にセンタ制御ユニットから出される。
【００３７】
　説明した役割ないし説明した役割分配を伴う、センタ制御ユニットと個別の装置制御ユ
ニットとの間のそのような分担（割り当て）により、特に実際値として系統接続ポイント
の電圧を使用する場合の風力発電装置内部の閉ループ制御の不安定性を、それが参照する
ことだけに限らず利用されるのであれば、回避することが可能である。同様に風力発電装
置又はウインドパークの無効電力を操作量として使用する電圧閉ループ制御の不安定性が
防止される。
【００３８】
　それに加え又は選択的に、規定値の決定は、少なくとも１つの可変の安定性基準に依存
して行われ、この際、安定性基準は、特に系統接続ポイントにおける交流電圧系統の系統
状態に依存する。安定性基準は、例えば系統電圧の振幅か、又は系統電圧の振幅の変化又
は変化速度か、又は系統電圧の周波数又は周波数の変化に依存することが可能である。そ
のようなものとして安定性基準は、実際電圧の規定電圧からのずれ（偏差）とすることが
可能であり、それ自体、電圧に依存することが可能である。
【００３９】
　ここで単純で明快な例を述べるため、安定性基準は、電圧周波数が正確に規定値に対応
する場合、例えば１０％の過電圧による最大許容電圧偏差であるとする。しかし周波数が
少なくとも僅かに規定周波数を超える場合か、又は系統内の周波数が増加する場合には、
許容される前記過電圧は、１０％から５％に低下するであろう。従ってこの例において安
定性基準は、電圧に依存して検査され、即ち電圧の高さの検査により検査され、同時に周
波数に依存して適合され、即ち明快に述べた例では５％と１０％の間で過電圧が変化され
るであろう。
【００４０】
　この際、系統側又はウインドパーク側で系統接続ポイントにおける電圧を考慮すること
が顧慮される。また風力発電装置のターミナルにおける電圧も、考慮対象となることが可
能である。
【００４１】
　そしてこの安定性基準に依存し、複数の風力発電装置のための少なくとも１つの規定値
が変更される。特にそれに対応し、無効電力のための規定値、又は有効電力のための規定
値、又はそれら両方のための規定値を変更することが可能である。
【００４２】
　安定性基準としては、追加的に又は選択的に例えばウインドパークにより供給された無
効電力及び／又はウインドパークにより供給された有効電力を基礎とすることが可能であ
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る。この際、特に安定性基準は、事前設定（プリセット）が供給すべき有効電力又は供給
すべき無効電力のための値として又は範囲として存在し且つこの事前設定の維持が対応し
て検査されるものとして見ることができる。特に供給される有効電力は、供給可能な有効
電力がとにかく現地での風力に依存するので、限られてのみ影響可能である。提案された
安定性基準においては、無効電力に対する有効電力の比率も重要であると言える。例えば
有効電力への無効電力の所定の適合は、有意義であり、基礎とすることができる。
【００４３】
　好ましくは、規定値の決定には、対称座標法による正相（正相分）と逆相（逆相分）へ
の分解が基礎とされ、そして規定値は、正相の値、即ち各々の風力発電装置における正相
に関連した各々少なくとも１つの供給すべき無効電力と、それに加え又は選択的に、各々
の風力発電装置における正相に関連した各々少なくとも１つの出力電圧又はターミナル電
圧と、それに加え又は選択的に、各々の風力発電装置における正相に関連した各々少なく
とも１つの供給すべき有効電力、特に最大の供給すべき有効電力である。
【００４４】
　供給すべき無効電力及び／又は供給すべき有効電力の事前設定を介し、系統を保護する
ないし系統安定性に影響を及ぼす重要な値（Groesse）を事前設定することが可能である
。対応の無効電力により、特に交流電圧系統内の長い供給ライン又は長いラインにおける
電圧降下を排除又は減少することが可能である。
【００４５】
　短絡流比率が極めて小さいことに基づく差し迫った不安定性、即ちまた比較的大きな接
続負荷に基づく差し迫った不安定性には、供給される有効電力の減少を用いて対処するこ
とが可能である。最大の供給すべき有効電力の事前設定は、特に現地での風力が供給すべ
き有効電力を少なくとも持続的に制限し、従ってそのような限界値を超過する具体的な有
効電力規定値が実現不可能であるが故にも、考慮されている。
【００４６】
　しかしまた供給すべき有効電力と供給すべき無効電力が組み合わされ且つ互いに適合さ
れた事前設定は、特に有効電力と無効電力により決定される動作点（Arbeitspunkt）も供
給時にはウインドパークの安定性にとって重要であるため、有利である。
【００４７】
　対称座標法を基礎とすることにより、非対称３相系を考慮することも可能である。理想
的な場合、即ち３相系が対称であるときは、逆相の成分は０である。
【００４８】
　一実施形態により、安定性限界値（Stabilitaetsgrenze）が予め計算され、開ループ制
御のために保存され、特にセンタ制御ユニット内に特性マップとして保存されることが提
案される。そのような安定性限界値は、例えば特性マップか、又はグラフとして記述され
て複数の無効電力・有効電力・値ペアから構成される特性曲線とすることが可能である。
それに対応し、無効電力と有効電力のための規定値は、無効電力と有効電力から定義され
ている動作点がこの安定性限界値の常に一方の側、即ち安定側にあるように事前設定され
る。
【００４９】
　そのような安定性限界値は、特に系統供給ポイントに関する接続された系統の特性であ
る。それに対応し、好ましくは、そのような安定性限界値を検出するために、接続された
交流電圧系統を測定するか又は他の方法で識別することが提案される。そのような安定性
限界値が検出されて保存されていると、それに対応し、安定した動作点を簡単に及び／又
は信頼性をもって設定又は監視することが可能である。そしてウインドパークの開ループ
制御、即ち系統接続ポイントにおける給電の開ループ制御は、特に系統接続ポイントにお
いて突然検知される動的な過程に基づき差し迫る安定性喪失を検知することを必要として
いないか又は必要とすることは極めて少ない。むしろ、対抗措置が講じられない場合、ど
こでそして場合によりいつ安定性喪失が発生するであろうかについて、予め既に認識する
ことが可能である。この際、場合による唐突な対抗措置ないし過激な対抗措置は、動作点
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が確実に設定（調節）されるのであれば回避される。好ましくはそのような動作点は、供
給された有効電力と供給された無効電力により定義することが可能であり、好ましくは、
供給すべき有効電力と供給すべき無効電力はそれに対応して制限され、及び／又はそれに
対応する動作点が設定される。好ましくはそのような動作点は、動作点と安定性限界値と
の間の安全間隔が設定され且つ維持されるように設定ないし制限される。
【００５０】
　更なる一実施形態により、系統供給ポイント（系統接続ポイントのこと）における測定
から、系統供給ポイントの特性量（Kenngroesse）ないし系統供給ポイントに関する交流
電圧系統の特性量が導出ないし比較され（abgleichen）、そのことから交流電圧系統の特
性が評価される。この際、特に系統供給ポイントにおいて検知された電圧及び／又は系統
供給ポイントにおいて検知された電流が使用される。この際、特性量は、供給量に対する
系統の感度とすることが可能である。そのような感度は、供給された電力の変化に関する
、系統接続ポイントにおける電圧の変化である。特にそのような感度は、供給された有効
電力の変化に依存する電圧の変化と、供給された無効電力の変化に依存する電圧の変化と
の合計から計算することが可能である。換言すると、ここでは一方の有効電力による電圧
の偏導関数（偏微分）と他方の無効電力による電圧の偏導関数（偏微分）とから感度が計
算される。系統感度とも称することができ且つ系統接続ポイントに関係するこの感度から
、場合により、差し迫る安定性喪失又は少なくとも系統の安定性の衰弱化を認識すること
ができる。それに加え又は選択的に、それからウインドパークの動作点ないし風力発電装
置の動作点の品質と特に安定性を評価することも提案される。それに基づき、場合により
制御介入を行うことが可能である。
【００５１】
　好ましくは、系統感度は、予め実行された系統分析により記録されて保存されること、
それに加え、目下の動作点における系統感度が検知されることが提案される。そして少な
くとも１つの規定値の制御、事前設定、及び／又は変更は、予め記録された系統感度と目
下の系統感度との比較に依存して行われる。特にこの比較において偏差（ずれ）が所定の
限界値を超過する場合には、供給すべき有効電力のための規定値が減少される。系統感度
は、変化に対する系統のレスポンス（応答性）、特に給電の変化に対する系統のレスポン
スである。この際、特に供給された有効電力の変化に対するレスポンスとしての系統感度
と、供給された無効電力の変化に対するレスポンスとしての系統感度が考慮される。これ
らの両方の系統感度は、統合することも可能であり又は統合して観察することも可能であ
る。そのような系統感度は、１つの系統特性であり、従って予め記録して保存することが
可能である。この系統感度は、早期に不安定性を認識し且つ回避することを支援できる。
特に高い系統感度は、系統が極めて強く応答することを意味し、即ち系統が既に小さい変
化に対して極めて敏感に応答することを意味する。このことに対し、一実施形態により提
案される閉ループ制御を適合することが可能である。
【００５２】
　それに加え、系統内の条件を変更することも可能であり、ないし周辺条件が系統感度に
対して影響をもつことも可能であることを顧慮しなくてはならない。目下で記録された系
統感度を、対応の予め決定された系統感度と比較することにより、系統が予め検出された
ときのようにまだ挙動するか否か、又はずれた挙動を考慮しなければならないかを認識す
ることが可能である。後者の場合には、閉ループ制御の事前設定ないし開ループ制御の事
前設定が場合によりもはや十分ではなく、少なくとももはや最適な状態で系統に適合され
ていないので、注意を払う必要がある。この場合、供給される有効電力の減少を最初の保
護措置とすることが可能である。特にそれにより安定性限界値までの動作点の間隔を増加
させることが可能である。
【００５３】
　更なる一実施形態により、供給すべき無効電力のための規定値の変更、及び／又は供給
すべき有効電力のための規定値の変更が、跳躍的にないし１つのステップで又は複数のス
テップで行われることが提案される。それにより一方では、対応して強い影響を有する強
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い変更が達成される。それに加え、ステップ（段差的 stufenweise）による変更は、変更
がめったに行われなくて済むということ、特に供給すべき有効電力及び／又は供給すべき
無効電力を絶えず変更せずに済むということももたらしてくれる。好ましくは、そのよう
な跳躍的な又はステップ的な変更は、所定の時間遅延をもって行われる。
【００５４】
　更に一実施形態により、そのような跳躍的な変更に対する、系統接続ポイントにおける
系統の電圧のレスポンスを基礎にし、目下の系統感度を決定することが提案される。この
際、系統感度の決定は、差分形成により、即ち跳躍的な変更の前の一時点と、跳躍的な変
更の後の一時点とにおいて、電圧も、跳躍的に変更された有効電力ないし無効電力も検知
され、これらの両方の差分が対比されることにより行うことが可能である。
【００５５】
　更に一実施形態により、ヒステリシス・レギュレータが供給すべき規定値の事前設定の
ために使用されることが提案される。ヒステリシス・レギュレータとしては、レギュレー
タであって、その出力、即ちここでは規定値の事前設定のような操作量が、対応の入力量
と直接的でかつ一義的な関係にはなく、以前の値にも依存するというレギュレータとして
理解される。例えば、ここでは単に一般的な例としての説明であるが、電圧がレギュレー
タの入力を構成し、無効電力がレギュレータの出力を構成する場合、電圧をその規定値以
上に増加することは、例えば無効電力の増加をもたらすことになる。電圧が再びその規定
値に戻るか又は少なくともその領域に戻る場合、しかしながら無効電力は、少なくとも一
時的に、その値を維持することになる。また提案されたヒステリシス・レギュレータは、
時間遅延を含むことも可能であり、この際、前記の例を今一度具体化のために取り上げる
が、電圧増加が先ずレギュレータのレスポンスをもたらすのではなく、ある程度の時間経
過の後に初めてそのレスポンスがもたらされる。この時間経過の前に電圧増加がもはや存
在しないのであれば、レギュレータの出力においてレスポンスは行われない。特にヒステ
リシス・レギュレータは、非線形のレギュレータである。純粋に念のため、とにかく伝達
特性が振幅に依存するレギュレータが、非線形レギュレータであることを指摘しておく。
【００５６】
　それに加え又は選択的に、ウインドパークを制御する本方法は、系統内の状態量（Zust
andsgroesse）が所定の基準を満たす場合で、その後、所定のデッドタイムが経過して所
定の基準が依然として満たされている場合に、規定値のうちの少なくとも１つの規定値の
変更が行われることにより特徴付けられていることが提案される。この際、特に系統接続
ポイントにおける系統電圧に関するものであり、所定の基準を満たすということは、ここ
では、所定の限界値を上回ること、ないしその所定の限界値を下回ることか又は他の所定
の限界値を下回ること、ないし大きさに応じた上回りとすることが可能である。また基準
として、重要な値、特に系統電圧が、所定の許容帯域を逸脱することも考慮に値する。
【００５７】
　好ましくは、規定値の事前設定時には、風力発電装置から系統接続ポイントまでの少な
くとも１つの供給ラインのインピーダンスが、該供給ライン上の予期すべき電圧降下を考
慮するために考慮されることが提案される。この際、特に系統接続ポイントまでのライン
のインピーダンスも、この系統接続ポイントがウインドパーク自体からも遠く離れている
場合には考慮することが可能である。正にそのような場合には、風力発電装置から系統接
続ポイントまでのこのインピーダンスがウインドパーク内の多くの風力発電装置に対して
類似しているとされ、簡略的には同一であると想定することが可能である。そして風力発
電装置の規定値、即ち特に供給すべき無効電力と有効電力のための規定値、従って結果と
して供給すべき電流のための規定値には、好ましくは風力発電装置における仮想電圧（vi
rtuelle Spannung）が基礎とされる。この際、好ましくは出力電圧が仮想電圧として基礎
とされ、該仮想電圧では、系統接続ポイントまでの供給ラインの実効インピーダンスに起
因する電圧降下分が生じているとすることができ、ないし予期することができる。
【００５８】
　以下に説明する潮流計算は、エネルギー供給系統の静的な運転状態の分析のために使用
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ンス）による該当の系統の図（本願の図９）が基礎を構成する。
【００５９】

　　図９
【００６０】
　古典的な系統分析において系統は、「オームの法則」により、ｎノードのための関係性
を記述する、行列表現の以下の線形方程式系を用いて決定される。
【００６１】

【００６２】
　又は簡潔に、以下のように表わされる：

【００６３】
　この際、ｎ系統ノードの各々における電圧が探される（→電圧維持）。
【００６４】
　しかし系統内の電流は既知ではないが（計画された）供給ないし受入は既知であるので
、電流は、電力により表現される。
【００６５】
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【００６６】
　今や電力に関する系統方程式の記述により、非線形方程式系が得られる。
【００６７】

【００６８】
　この非線形方程式系は、数値的に（多くの場合はニュートン法を用いて）解かれる。方
程式系の数値的な解の枠内においてこの方程式系は、線形化されなくてはならない。線形
化は、未知数による行列要素の偏微分（偏導関数化 partielle Ableitungen）により行わ
れ、即ちここでは更にノード電圧の振幅（Ｕ２～Ｕｎ）と角度（δ２～δｎ）による行列
要素の偏微分により行われる。
【００６９】
　偏微分係数（偏導関数）を有する行列は、ヤコビ行列と呼ばれる。この行列は、方程式
系を解くために反転可能、即ち正則（regulaer）でなくてはならない。
【００７０】

　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤコビ行列
【００７１】
　以下、添付の図面に関連し、例示した実施形態に基づき、本発明を詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】風力発電装置を斜視図として示す図である。
【図２】系統に接続された風力発電装置を模式的に示す図であり、該風力発電装置は「Vo
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ltage Control System」又は略してＶＣＳとも称される電圧制御システムを基礎としてい
る。
【図３】交流電圧系統への風力発電装置の電圧制御式の給電の回路装置を模式的に示す図
である。
【図４】共通の系統接続ポイントを介して系統へ接続された２つの風力発電装置を模式的
に示す図である。
【図５】系統へ接続された風力発電装置の感度に影響を及ぼすことの可能な影響量を示す
図である。
【図６】供給された無効電力と供給された有効電力とに依存し、電圧経過として系統接続
ポイントにおける系統の特性を評価したグラフを示す図である。
【図７】供給され且つ規格化された無効電力と有効電力に依存し、有効電力の変化に起因
する電圧変化としての感度を示す図である。
【図８】規格化された無効電力と有効電力に依存し、無効電力の変化に起因する電圧変化
としての感度を示す図である。
【図９】一般化された系統図を示す図である。
【図１０】センタ制御ユニットを含めたウインドパークのための閉ループ制御構成と、例
として装置制御ユニットとを模式的に示す図である。
【図１１】図１０にも示されたセンタ制御ユニットの構成を模式的に示す図である。
【図１２】図１１のセンタ制御ユニット内に含まれる下位制御ブロックを模式的に示す図
である。
【図１３】図１０にも示された装置制御ユニットを模式的に示す図である。
【実施例】
【００７３】
　以下、類似するが同一でない要素にも同一の符号をつけることができ、また模式的に又
は象徴的に図示されているだけで詳細について異なることのある要素にも同じ符号をつけ
ることができるものとするが、それらの詳細は、以下の説明にとって重要なものではない
と言える。
【００７４】
　図１は、タワー１０２とナセル１０４とを備えた風力発電装置（風力エネルギー設備）
１００を示している。ナセル１０４には、３つのロータブレード１０８とスピナ１１０と
を備えたロータ１０６が配設されている。ロータ１０６は、運転時には風力により回転運
動を行い、それによりナセル１０４内の発電機を駆動する。
【００７５】
　図２は、系統接続ポイント２を介して電力系統（給電系統）４へ接続されている風力発
電装置１を模式的に示している。電力系統４は、以下、簡単に系統４又はネットワーク４
とも称するものとし、これらの用語は、同義語と見なされるべきである。
【００７６】
　風力発電装置１は、風力により駆動され且つそれにより電気エネルギーを発生させる発
電機６を有する。発電機６は、一実施形態において各々星型に配線された２つの３相系を
有する電気励磁式の多相同期発電機６として構成されており、このことは、図２の発電機
６内の２つの星印により記載されている。そのようにして発生された交流、即ち本例では
６相交流は、整流器８を用いて整流され、直流として、複数の個別ラインを含むことので
きる対応の直流ライン１０を介し、ナセル１２からタワー１４を下ってインバータ（逆変
換器）１６に伝達される。インバータ１６は、その直流から交流を発生させ、即ち図示の
例では系統４へ供給するための３相交流を発生させる。この際、インバータ１６により発
生された交流電圧は、更に変圧器（トランス）１８を用いて昇圧され、それから系統接続
ポイント２において系統４へ供給される。図示された変圧器１８は、星型・三角結線を使
用し、即ち一次側では星型結線を使用し、二次側では三角結線を使用し、このことは、一
実施形態の一例としてのみ図示されている。系統４への給電は、有効電力Ｐの供給の他に
無効電力Ｑの供給も含むことができ、このことは、作用矢印２０により記載されている。
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具体的な給電のためにインバータ１６は、対応の制御ユニット２２により駆動制御され、
この際、制御ユニット２２は、構造的にインバータ１６と統合することも可能である。全
体として図２は、基本的な作用構造を示しており、個々の要素の具体的な配置構成は、図
示のものとは異なって選択することも可能である。例えば変圧器１８は、タワー１４の外
部に設けることも可能である。
【００７７】
　制御ユニット２２は、インバータ１６を、特に系統４への給電の仕方（態様）が制御さ
れるように駆動制御する。この際、供給すべき電流を、系統４内の状況、特に系統４内の
電圧の周波数、位相、振幅に適合させる役割が担われる。更に制御ユニット２２は、目下
で系統４へ供給されている電力のうち有効電力Ｐの部分と無効電力Ｑの部分を制御するた
めに設けられている。この際、系統４内の測定、特に系統接続ポイント２における測定が
行われ、それに対応して評価が行われる。中でも特に電圧の目下（実際）の実効値の形式
の系統４内の目下（実際）の電圧も測定され、電圧のための事前設定値（予設定値 Vorga
bewert）、即ち事前設定値ＶＳＥＴと比較される。
【００７８】
　それに対応し、図示のシステム、特に制御ユニット２２を有するインバータ１６は、ド
イツ語用語でも「Voltage Control System」（略してＶＣＳ）と称される電圧制御システ
ムを表わしている。
【００７９】
　風力発電装置の発電機６の制御（開ループ制御）のために、ナセル１２の領域には出力
制御ブロック２４と出力評価ブロック２６が設けられている。出力制御ブロック２４は、
特に励磁機能を制御し、即ち図示の実施例における外部励磁式の同期発電機の励磁電流を
制御する。出力評価ブロック２６は、整流器８に提供された出力を評価し、該出力を、整
流器８から直流ライン１０を介してインバータ１６に送られた出力と比較する。この評価
の結果は、更に出力制御ブロック２４へ提供される。
【００８０】
　図２は、適切なインテリジェント給電のために図示のシステムが、風力発電装置を給電
時にできるだけ安定して運転するため、特に安定性限界値の近くで運転するために、電圧
制御システムを備えるべきであろうことも示している。
【００８１】
　図３は、所謂「弱い系統４」への風力接続装置１’の接続形態を示している。この際、
弱い系統（ウイークグリッド）としては、高いインピーダンスを有する系統として理解さ
れる。このことは、図３において、直列インピーダンス５’により示されている。またそ
のような直列インピーダンス５’は、所定のテスト構造内に設けられたものであり、該テ
スト構造は、図３の構成に対応しており、また該テスト構造を用い、弱い系統４’におけ
る風力発電装置１’の特性（挙動）が調査されたものである。
【００８２】
　図３の構成は、発電機６’から始まり、該発電機６’は、風力により駆動され、同期発
電機として設けられている。発電機６’により発生された電力は、整流器８’において整
流され、それからインバータ１６’の入力側において、中間回路コンデンサ２８’を備え
た直流電圧中間回路に供給される。図示の構成は、図面の簡素化のため、直流電圧ライン
１０’をインバータ１６’の入力側の直流電圧中間回路と同じにしている。実際、入力側
の直流ラインは、中間回路と電気的に同一とすることができるか、又はここでは詳細には
説明されないが入力側において更に昇圧チョッパを設けることもできる。また既に図２に
おいて整流器８とインバータ１６について説明したように、整流器８’とインバータ１６
’を空間的に互いに別々に設けることも可能である。
【００８３】
　また励磁制御装置２４’が設けられており、該励磁制御装置２４’は、中間回路コンデ
ンサ２８’により代表される直流電圧中間回路のエネルギーから給電可能である。この励
磁制御装置２４’は、外部励磁式の発電機６’の励磁電流を制御し、基本的に図２の出力
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制御ブロック２４に対応する。
【００８４】
　インバータ１６’は、有効電力Ｐ及び／又は無効電力Ｑを供給することが可能である。
この際、図３では、インバータ１６’の出力部における電圧が風力発電装置の電圧ＶＷＥ

Ｃとして記載されている。供給のためにこの電圧ＶＷＥＣは、変圧器１８’を介して昇圧
され、系統接続ポイント２’において系統４’へ供給される。この際、系統４’は、別の
系統変圧器３０’も有する。系統変圧器３０’の後に始まる実際の系統は、符号４”で特
徴付けられている。系統接続ポイント２’における電圧は、系統電圧ＶＧＲＩＤとして記
入されている。
【００８５】
　弱い系統４’の具体化のために系統接続ポイント２’の前に直列インピーダンス５’が
記入されている。この直列インピーダンス５’は、このテスト構造ないし具体構造におい
てのみ設けられており、系統インピーダンスを意味する。従って変圧器１８’の直ぐ横に
記入されたポイントを系統接続ポイント２”と見なすことも可能である。これらの両方の
系統接続ポイント２’と２”の間の区別は、直列インピーダンス５’をこのように使用す
ることによってのみ得られ、つまり実際の系統において存在することはない。
【００８６】
　図４は、２つの風力発電装置１が電力系統４へ接続されている別の具体的な模式図を示
している。この際、風力発電装置１の各々は、基本的に図２に関して説明されたように構
成されており、即ち発電機６と整流器８と直流ライン１０を備え、この直流ライン１０は
、実際には少なくとも２つの個々のライン、即ち正電流と負電流のためのラインを有し、
このことは、対応して図２の直流ライン１０にも該当する。更に風力発電装置１は、イン
バータ１６と変圧器１８を有する。そして両方の風力発電装置１の各々から、接続ライン
３２が１つのないし上記の風力発電装置側の系統接続ポイント２’へと延びている。従っ
て２つの風力発電装置よりも遥かに多くの風力発電装置を備えたウインドパークを代表し
ているとも言える、例示されたこれらの両方の風力発電装置１は、発生されたそれらの電
力を共同でこの風力発電装置側の系統接続ポイント２’において供給する。そして供給さ
れる有効電力Ｐと、存在する場合の供給される無効電力Ｑとは、系統側の接続ポイント２
”に提供され、電力系統４へ供給される。
【００８７】
　風力発電装置側の系統接続ポイント２’と系統側の接続ポイント２”との間の接続部は
、無視することはできず、それに対応し、風力発電装置側の系統接続ポイント２’では風
力発電装置側の電圧ＶＷＰが生じ、それに対し、系統側の接続ポイント２”では系統側の
電圧ＶＧＲＩＤが生じる。
【００８８】
　制御（開ループ制御）のためには風力発電装置側の電圧ＶＷＰが検知され、評価ブロッ
ク３４において評価される。この評価は、先ず測定ブロック３６を用いて測定値が記録さ
れるように行われる。これらの測定結果は、中でもＳＶＣＳブロックと称することもでき
る安定性制御ブロック３８に提供され、この際、ＳＶＣＳとは、英語の用語「Stability 
Voltage Control System」の略語から得られたものである。安定性制御ブロック３８は、
供給すべき無効電力ＱＳＥＴのための事前設定値（プリセット値）を計算する。この設定
すべき無効電力は、対応の事前設定値として両方の風力発電装置１へ提供され、またそれ
に対応し、全ての風力発電装置へ１つの値として提供されるであろう。この事前設定値は
、特に風力発電装置１が同じサイズを有し、同じ風力にさらされている場合には、絶対値
として提供することが可能である。しかし例えば該当の風力発電装置の定格出力のような
各々の風力発電装置の特性に関係する事前設定値として、例えばパーセント値として出力
することも可能である。
【００８９】
　また測定ブロック３６は、値を更に観測ブロック４０へ提供し、該観測ブロック４０は
、検出された測定値から、例えば供給された有効電力又は供給された無効電力のような更
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なる状態を検出し、その結果を更にシステムモデルブロック４２へ転送する。観測ブロッ
ク４０は、場合により電力需要に関する情報を検出又は導出することも可能である。
【００９０】
　そしてシステムモデルブロック４２のシステムモデルは、最大で供給すべき有効電力Ｐ

ｍａｘを決定し、風力発電装置１に提供するために使用される。この最大で供給すべき有
効電力Ｐｍａｘも、絶対値として又は相対値として出力することが可能である。また評価
ブロック３４の具体的な説明が当該構成を明確に示すべきであることを指摘しておく。基
本的に評価ブロック３４が物質的に独自の機器として形成されている必要はない。
【００９１】
　そして事前設定された無効電力ＱＳＥＴと最大の有効電力Ｐｍａｘは、各風力発電装置
１のＦＡＣＴＳ制御ブロック４４に提供される。「ＦＡＣＴＳ」との表記は、ドイツ語用
語でも普通に用いられるものであり「Flexible AC Transmission System」の略語である
。そしてＦＡＣＴＳ制御ブロック４４は、事前設定値を更新し、それに対応してインバー
タ１６を駆動制御し、この際、そのためには風力発電装置からの状態の測定値を同時に考
慮することも可能である。
【００９２】
　特に、しかしそれだけではないが、安定性に関して重要な、系統４への安定供給のため
の事前設定は、評価ブロック３４により実現することが可能である。特に供給すべきエネ
ルギー量ないし電力レベル並びに安定性に関して有利である動作点（Arbeitspunkt）を事
前設定することが可能である。この際、特に安定性予備力を有する動作点を事前設定する
ことが可能である。この際、安定性制御ブロック３８が、無効電力ＱＳＥＴの対応の事前
設定により、供給すべき無効電力に関する安定性予備力を達成することが可能である。
【００９３】
　図５は、系統へ接続された風力発電装置の感度とそれに関する影響量とを示している。
系統の特性（挙動）即ち系統接続ポイントにおける特性を表わすものとして、図５の系統
ブロック５０が記載されている。系統ブロック５０は、系統が電圧変化により影響事象に
対して応答可能であることを示している。この際、影響事象として、有効電力の変化ΔＰ
と無効電力の変化ΔＱが示されている。有効電力ブロック５２が電力変化の影響を考慮し
、無効電力ブロック５４が無効電力の変化の影響を考慮する。有効電力ブロック５２は、
有効電力による電圧の偏導関数（ないし偏微分 partielle Ableitung）を示し、それに対
応し、無効電力ブロック５４は、無効電力による電圧の偏導関数を示している。これは、
系統特性、即ち系統感度のその都度の動特性（ダイナミックス）、つまり有効電力と無効
電力の変化に対するレスポンス（応答性）を対応の偏導関数を介して考慮するという可能
性であり、その結果は、加算ブロック５６において合算される。従って加算ブロック５６
と共に系統ブロック５０は、２つの量に対する、即ち有効電力と無効電力に対する、系統
接続ポイントにおける系統の電圧の依存性を考慮する。この際、この依存性は、両方の偏
導関数を介して考慮される。
【００９４】
　有効電力の変化は、特に風力発電装置ブロック５８に作用する風速の変化ΔＶＷから得
られる。この風力発電装置ブロック５８は、有効電力の変化ΔＰに対する風速の変化ΔＶ
Ｗの変化の影響を明確にし、またこの際、風力発電装置の制御（開ループ制御）が考慮さ
れる必要もあり、このブロック５８を用いて考慮される。
【００９５】
　無効電力の変化ΔＱは、確かに風力発電装置にも依存し、少なくとも風力発電装置の制
御（開ループ制御）にも依存するが、実質的に風速に依存しない他の関連事象に従う。そ
れらの変化が制御ブロック６０により示されている。この際、この制御ブロック６０は、
説明のために無効電力事前設定ブロック６２とＦＡＣＴＳブロック６４とに分割されてい
る。制御ブロック６０及びそれに伴い無効電力事前設定ブロック６２は、先ず、事前設定
された電圧偏差ΔＶＳＥＴを差し引いて、電圧偏差ΔＶに依存し、つまり系統接続ポイン
トにおける電圧偏差ΔＶに依存する。結果として得られるこの電圧偏差から出発し、無効
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電力事前設定ブロック６２は、供給すべき無効電力を決定し、ないし電圧変化に依存し、
供給すべき無効電力の事前設定される変化を決定する。この内容は、ＦＡＣＴＳブロック
６４に提供され、該ＦＡＣＴＳブロック６４は、それに対応し、無効電力の供給の実行、
ないし無効電力の供給の変化の実行を実現する。
【００９６】
　風力発電装置ブロック５８と制御ブロック６０は、各々の入力量の伝達関数として理解
することもでき、ないし無効電力事前設定ブロック６２とＦＡＣＴＳブロック６４は、各
々、制御ブロック６０内で相互関連された個々の伝達関数として理解することができる。
【００９７】
　図６は、一実施形態として、供給された無効電力Ｑと供給された有効電力Ｐに依存し、
系統接続ポイントにおける電圧の依存性を示している。無効電力Ｑは、調査された系統接
続ポイントにおける系統の短絡容量ＳＳＣに対して規格化され、横座標に記入されている
。有効電力Ｐは、同様に同じ系統接続ポイントの短絡容量ＳＳＣに対して規格化され、縦
座標に記入されている。電圧ＶＰＣＣは、定格電圧ＶＮに対して規格化された系統接続ポ
イントにおける電圧である。系統接続ポイントにおけるこの規格化された電圧が、様々な
値のために各々、規格化された無効電力Ｑと規格化された有効電力Ｐとに依存する曲線と
して記入されている。それに対応し、１の値を示す曲線ないし特性曲線は、無効電力及び
有効電力のためのどの値において定格電圧が生じるかを表わす特性曲線である。
【００９８】
　例えば、定格電圧は、短絡容量ＳＳＣに関し、１０％の無効電力Ｑと５０％の有効電力
Ｐが供給される場合に生じる。
【００９９】
　図６のグラフは、高インピーダンスを有する系統の系統接続ポイントの特性、とにかく
この系統接続ポイントに関する特性を示している。
【０１００】
　通常、例示の系統の図示された系統接続ポイントのためには、ほぼ標準運転領域２００
内の供給が行われるであろう。つまり短絡容量ＳＳＣのほぼ５％の無効電力Ｑを供給し、
短絡容量ＳＳＣのほぼ１０％の有効電力Ｐを有する供給が行われるであろう。供給される
有効電力Ｐが、発電機の定格出力ないし接続負荷に対応する、或いは系統接続ポイントに
接続された複数の発電機の合計の定格出力ないし接続負荷に対応するという理想的な想定
のもと、短絡容量ＳＳＣの１０％の供給とは、接続負荷ＰＧＥＮが短絡容量ＳＳＣの１０
％の値をとることと同じ意味であろう。つまりほぼ１０の短絡流比率ＳＣＲ＝ＳＳＣ／Ｐ

ＧＥＮが得られることになる。これは、図示の標準運転領域２００のほぼ中心点に対応す
る。図６では、状況判断のため、他の短絡流比率ＳＣＲも短い線分として記入されており
、即ち１０、６、４、２、１.５というＳＣＲのための値を表わすものである。
【０１０１】
　しかし本発明により、遥かに多くの有効電力Ｐを供給すること、即ち短絡容量ＳＳＣの
６０～７０％の範囲内の有効電力Ｐを供給することが提案される。この際、それに対応し
、系統接続ポイントにおける電圧を定格電圧の１００～１１０％の範囲内に保つために、
短絡容量ＳＳＣに関して２０～３０％の無効電力Ｑの供給を考慮することができる。この
際、念のため、系統接続ポイントにおける定格電圧の１１０％の供給が、需要家において
１１０％の増加電圧が測定可能であることを意味するのではないということを指摘してお
く。一方では、通常は系統接続ポイントと最初の重要な需要家との間において無視すべき
ではない系統部分が更にあり、他方では、系統内には、例えば特定の限界内で補償を行う
ことのできるステップ変圧器（タップ付変圧器）を設けることも可能である。しかし需要
家と発電所と様々な他の周囲条件とを含めた系統に極めて固有のものとして依存する引き
続く措置については、本出願の枠内では立ち入らないものとする。必要な措置は、当業者
にとって基本的に周知である。
【０１０２】
　この提案された領域は、図６では、高められた運転領域２１０として記入されている。
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この高められた運転領域においては、ほぼ１.５の短絡流比率ＳＣＲが存在する。そのよ
うな短絡流比率をもって、特記すべき発電所が系統へ接続されたことは、今までにない。
【０１０３】
　図６のグラフは、観察された系統接続ポイントに関し、基礎となる系統の系統分析の結
果である。そのために、冒頭で説明したように、系統内の重要な要素の分析が行われ、各
々、ヤコビ行列を解くことにより算出が行われた。それにより図６のグラフが得られ、従
って簡単に表現すると、右方向に向かう特性曲線、即ち供給される無効電力Ｑがより高い
特性曲線は、系統接続ポイントにおける増加電圧も表わしている。無効電力Ｑの減少に伴
い、即ち左方向に向かい、系統接続ポイントにおける電圧は減少する。この際、無効電力
Ｑは、任意に減少することはなく、無効電力Ｑが（既に負で）小さすぎる場合には、それ
に対応する有効電力Ｐに応じ、ヤコビ行列が非正則（特異 singulaer）になる、即ち数学
的な意味において解くことができなくなる。非正則のヤコビ行列とは、不安定な状態が存
在することを意味する。それに対応し、図６のグラフの左縁に記入されている安定性限界
値（Stabilitaetsgrenze）２０２が得られる。安定性限界値２０２より左側に位置する領
域、即ち各々より高い有効電力Ｐ及び／又はより低い無効電力Ｑを有する領域は、不安定
な領域２０４である。純粋に念のため、安定性限界値２０２は、系統接続ポイントにおけ
る電圧値の一本の特性曲線と一致するのではなく、むしろ特性曲線群を横断するように見
受けられる。しかし実際に特性曲線群を横断することはなく、それは、安定性限界値２０
２を超える側には値がなく、従って特性曲線群も存在しないからである。
【０１０４】
　今や有利な運転領域、即ち高められた運転領域２１０は、先ず標準運転領域２００より
も、安定性限界値２０２までより短い間隔を有する。しかしこの際、図６が表わしている
ような系統特性に関し、具体的な考察と分析が今まで行われてこなかったことに注目すべ
きである。特に図６では安定性限界値２０２として記入されている安定性限界値までの間
隔は、知られていなかったか、又は少なくとも図６の図示の品質性（クオリティ）と図示
の定量性（クオンティティ）では知られていなかった。むしろ大規模発電所の設置では、
短絡流比率の基準に関心が向けられ、短絡流比率をできるだけ大きく、好ましくは１０を
超えるように又はそれどころか１０を遥かに超えるように選択がなされていた。風力発電
装置のような小規模発電所は、今まで通常は、容易にその他の風力発電装置の接続を処理
することのできる強い系統へ接続されていた。その結果、望まれようと望まれまいと、高
い短絡流比率ＳＣＲを有する接続が行われていた。
【０１０５】
　提案された解決策は、先ず、特に図６（及び好ましくは更に後続段落で説明する図７、
８）に図示されている関係性が定量的に記録されることにより、設けられている系統接続
ポイントに関して系統を正確に分析する。特にそのような分析は、様々なポイントのため
のヤコビ行列の反復作成と解のもと行われる。そしてそのような系統分析を基礎とし、安
定性限界値２０２により安定性限界値を固定することが可能であり、また高められた運転
領域２１０により所望の運転領域を選択することも可能である。
【０１０６】
　追加として、風力発電装置の制御（閉ループ制御）が、特に図２又は図４にも図示され
ているような閉制御ループの意味において実行されることが提案される。図２において制
御ループは、実質的にインバータ１６と、変圧器１８と、系統接続ポイント２における測
定値を考慮し且つ作用矢印２０に従って供給される有効電力Ｐと無効電力Ｑを設定するた
めにインバータ１６を制御する制御ユニット２２とから構成される。閉ループ制御は、確
かに発電機６の領域において風力発電装置の開ループ制御に影響を及ぼすが、インバータ
１６と変圧器１８と制御ユニット２２とから構成される前記制御ループは、ともかく機械
的な要素を伴わないで処理され、極めて迅速に応答することが可能である。そのために系
統接続ポイント、即ち図２の系統接続ポイント２における系統特性の情報（Kenntnis）を
同時に考慮すること、特に制御ユニット２２において同時に考慮することが可能である。
従って迅速な閉ループ制御が実行可能であり、該閉ループ制御は、この際、系統接続ポイ
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ントにおける系統の特性（挙動）、特に安定性限界値を認識している。それにより風力発
電装置又はウインドパーク（場合により他の発電所も）を、図６の高められた運転領域２
１０のような所望の運転領域において運転し、この際、高い安定性と安全性を保証するこ
とが可能である。
【０１０７】
　図７と図８は、無効電力Ｑと有効電力Ｐに依存する電圧感度を示している。つまりこれ
らの図７と図８は、横座標と縦座標において同じ値を使用し、即ち横座標においては規格
化された無効電力が示され、縦座標においては規格化された有効電力が示されている。
【０１０８】
　図示された電圧感度は、図７では、有効電力の変化を用いた電圧の変化であり、図８で
は、無効電力を用いた電圧の変化である。他の表現を使うと、図７では、有効電力による
系統接続ポイントにおける電圧の偏導関数が図示され、図８では、無効電力による電圧の
偏導関数が図示されている。従って図７は、図５の有効電力ブロック５２の特性を示して
おり、図８は、図５の無効電力ブロック５４の特性を示しており、この際、両方の場合に
おいて図面は、従ってその都度の目下で供給される無効電力Ｑと供給される有効電力Ｐに
より決定される運転点に依存して図示されている。各々の特性曲線の値は、例として各々
の定格出力が２ＭＷの２つの風力発電装置が接続されるべきである、短絡容量ＳＳＣ＝３
.７３ＭＶＡを有する系統接続ポイントに関するものである。従ってこのテスト装置を用
い、１よりも幾らか小さい短絡流比率の場合のテストを実行することができるであろう。
しかしテストの実行のために、テストウインドファームのその都度の目下の出力が基礎と
して使用され、目標ウインドファームの接続負荷として、即ち（仮定で）検査すべきウイ
ンドファームの接続負荷として固定されたものである。
【０１０９】
　本実施形態に関し、即ち一例のシステム構成に関し、各々、有効電力Ｐの変化に関する
規格化された電圧の変化がＭＷで記載され、また無効電力Ｑの変化がＭＶＡｒで記載され
ている。更に図７と図８では、所望の即ち高められた運転領域２１０が記入されている。
従って図７による有効電力変化に関する電圧感度は、ほぼマイナス０.２からマイナス０.
４の値をとる。図８による無効電力の変化に関する高められた運転領域２１０内の電圧感
度は、ほぼ０.３から０.５の値をとる。従って具体的な系統接続ポイントに接続すべき風
力発電装置の設計のためには、例えば図７に示されているように有効電力の変化に関する
この電圧感度、及び／又は例えば図８に示されているように無効電力の変化に関するこの
電圧感度を取り入れて、開ループ制御において考慮することが提案される。特にこれらの
値は、開ループ制御においても、また好ましくは開ループ制御の設計においても考慮され
るべきである。好ましくはコントローラゲイン（Reglerverstaerkung）は、感度、特に電
圧感度に依存して選択される。
【０１１０】
　特にこれらの値を、模式的には図２に示された要素であるインバータ１６と変圧器１８
と制御ユニット２２により実現される閉制御回路において考慮することが提案される。こ
の際、変圧器１８はさほど重要ではないが、変圧器１８は多くの場合設けられており、既
に系統接続ポイント２において対応の高電圧を供給可能とするために必要であろう。特に
電圧感度に関する情報は、制御ユニット２２において考慮される。従ってこれらの値を認
識することにより、具体的な系統接続ポイントのためのカスタマイズされた開ループ制御
ないし閉ループ制御を設計し且つ実行することが可能である。従って１０やそれよりも高
い短絡流比率の今までの大きな値を小さくし、短絡流比率のために例えば１.５のような
小さな値を設け、それにより図６～図８において具体化のために記入されている高められ
た運転領域２１０内で風力発電装置を運転することが可能である。
【０１１１】
　従って本発明は、特に風力発電装置や最終的にはウインドパークも、もはや系統容量が
十分であるという想定のもとで系統並行運転の古い原理に従って接続するのではなく、む
しろ目標を定めて接続ポイントを評価し、これらの情報を既に前段階で考慮し、それから
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カスタマイズされた風力発電装置又は風力発電装置パークをそこで接続することを提案す
る。この際、好ましくは、開ループ制御ないし閉ループ制御も、選択すべき運転領域も、
特に供給すべき無効電力Ｑ及び供給すべき有効電力Ｐに関してカスタマイズされ、当業者
により今まで実行されていたところよりも安定性限界値の近くに配置される。この際、目
標を定めて風力発電装置の利点が使用され、即ち変化に対し、特に系統の状態の変化に対
し、迅速に且つ目標を定めて応答可能であるという利点が使用される。従ってとにかく系
統への風力発電装置の接続のためには、系統の過度の過大化（過大設計）、特に具体的な
系統接続ポイントの過度の過大化が回避される。開ループ制御ないし閉ループ制御が極め
て正確に系統接続ポイントの特性ないし系統接続ポイントに関する系統の特性を認識し、
系統内の状態を観測する場合には、同様に安定性が保たれるか又はむしろ改善することが
可能である。
【０１１２】
　純粋に念のため、閉ループ制御ないし閉ループ制御装置（Regelung）とは、基本的にフ
ィードバックを有する閉制御回路として理解され、また開ループ制御ないし開ループ制御
装置（Steuerung）とは、開制御回路を意味し、即ちフィードバックを伴わない状況であ
る。同様に開制御方法を実行する開制御ブロックは、閉制御ループ内で使用することが可
能である。このことは、図２の例においては、制御ユニット２２が、線形及び／又は跳躍
的でもなく及び／又は複数の量に関係し得る所定の制御関数又は伝達関数を有するという
点に関し、開ループ制御装置であることを意味する。しかしこの制御ユニット２２は、図
２に図示されており且つ実質的に、制御ユニット２２の他、インバータ１６と、変圧器１
８と、最終的に比較ユニット２３を有する系統接続ポイント２における測定ユニットとを
含んだ閉制御回路において使用される。つまり制御ユニット２２は、インバータを制御し
、そのために閉制御回路に組み込まれており、従って閉ループ制御装置の一部である。
【０１１３】
　図１０は、ウインドパーク２００を模式的に示しており、該ウインドパーク２００は、
この例では３つの風力発電装置２０２を有し、これらの風力発電装置２０２は、象徴的に
ＷＥＣ（Wind Energy Converter）で特徴付けられている。各風力発電装置２０２には、
更なる制御技術的な要素が割り当てられており、このことは、鎖線の四角形の枠により特
徴付けられている。このような鎖線の四角形の枠は、各風力発電装置２０２のために示唆
されており、それに対し、割り当てられた要素は、１つの風力発電装置２０２、即ち図１
０では一番上に図示された風力発電装置２０２においてのみ記載されている。割り当てら
れた要素のうち大多数の要素は、風力発電装置内で局所的に、例えば風力発電装置のタワ
ー内に配置することも可能である。
【０１１４】
　図１０～図１３の閉ループ制御構成ないし開ループ制御構成が図２及び図４と関連した
上述の構成と異なる場合には、図２及び図４の上述の構成は、補足の説明として有益であ
り、また一般的な説明として有意義であると言える。
【０１１５】
　この際、ウインドパーク２００は、ＰＣＣとも称される系統接続ポイント２０４を介し
、交流電圧系統（電力系統）２０６へ接続されている。交流電圧系統２０６及びそれに対
応して系統接続ポイント２０４も、３相で実施されているが、図１０においては、図面の
見やすさのため、強調されては描かれていない。
【０１１６】
　系統接続ポイント２０４のところないしその後方において、３つの電圧Ｕ１、Ｕ２、Ｕ

３を含む系統電圧ＵＮが測定される。更に系統接続ポイント２０４のところないしその直
後において、個々の電流成分ｉ１、ｉ２、ｉ３を含む供給された電流ＩＮが検知される。
系統電圧ＵＮと供給された電流ＩＮのためのこれらの測定される値は、連続的に検知され
、センタ制御ユニット２０８へ入力される。センタ制御ユニット２０８は、全ウインドパ
ーク２００のための中央の制御ユニットとして設けられている。更にセンタ制御ユニット
２０８は、幾つかの事前設定値（プリセット値）、即ち全ての風力発電装置のターミナル
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電圧の規定値として使用されるべきであり且つ風力発電装置と系統接続ポイントとの間の
ラインにおいて予期される電圧降下を考慮した、正相の電圧のための規定値Ｕ＋

ＷＥＣｓ

ｏｌｌをその事前設定入力部２１０において取得する。選択的にそのような値を風力発電
装置２０２の各々のためにそこで入力することも可能である。更に制御パラメータ（Regl
erparameter）、即ち差電圧ΔＵｔ並びに第１タイマ時間ｔＡと第２タイマ時間ｔＢ、及
び無効電力増分ΔＱ＋

ＷＥＣが事前設定される。更に実効インピーダンスＺＰＣＣ－ＷＥ

Ｃと、更に２つの特性マップが事前設定される。実効インピーダンスＺＰＣＣ－ＷＥＣは
、風力発電装置２０２と系統接続ポイント２０４との間の供給ラインのインピーダンスを
表わす。この値は、各々の風力発電装置２０２と系統接続ポイント２０４との間の各接続
ラインのために共通して事前設定することが可能であるか、又は特にウインドパーク内で
のずれが大きい場合には個々の各風力発電装置のために事前設定するこが可能である。
【０１１７】
　このインピーダンスは、対応のライン上の電圧降下の補償のために用いられ、このこと
は、所謂ライン・ドロップ・コンペンセーションと称することもできるが、ウインドパー
ク内の個々の風力発電装置の並列接続が十分であるため、仮想上でのみ可能である。この
考慮は、特に平均して有効な考慮の意味において行われる。この理由から、好ましくは全
ウインドパークのために唯一のインピーダンスだけを考慮することが提案される。
【０１１８】
　そしてセンタ制御ユニット２０８は、風力発電装置２０２へ３つの規定値を出力し、即
ち、正相の供給すべき無効電力Ｑ＋

ＷＥＣと、風力発電装置の出力部において設定される
べき正相の電圧Ｕ＋

ＷＥＣと、正相の供給すべき有効電力のための最大値Ｐ＋
ｍａｘＷＥ

Ｃである。
【０１１９】
　これらの３つの規定値は、基本的に各風力発電装置２０２のために事前設定され、この
ことは、図１０において示唆されているだけである。
【０１２０】
　そしてこれらの事前設定値は、装置制御ユニット２１２へ入力され、この際、事前設定
された最大有効電力を基礎にし、更に正相のコサイン電流成分Ｉ＋Ｃ

ＷＥＣが計算される
。この成分は、例えば次式を用いて計算することができる：
【０１２１】

【０１２２】
　それに対応し、因みに風力発電装置の正相の電流のサイン成分Ｉ＋Ｓ

ＷＥＣは、以下の
式を用いて計算される：
【０１２３】

【０１２４】
　装置制御ユニット２１２については、更に後続段落で図１３に関連して詳細に説明され
る。装置制御ユニット２１２は、その後、設定すべき電流ｉ１’、ｉ２’、ｉ３’のため
の規定値を出力する。これらの電流は、パルス幅変調の実行のために制御ブロック２１４
に提供され、該制御ブロック２１４は、図１０ではＰＷＭとしても特徴付けられている。
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そしてＰＷＭ２１４は、インバータ２１６を駆動制御し、該インバータ２１６は、その入
力エネルギーを中間回路２１８から取得する。従ってインバータ２１６は、電圧を基礎に
して作動し、当業者の間では「Voltage Source Control」（ＶＳＣ）とも称される。
【０１２５】
　結果として、インバータ２１６は、正相の電流Ｉ＋

ＷＥＣを出力し、該電流は、変圧器
２２０とウインドパーク内部の供給ライン２２２を介し、共通の系統接続ポイント２０４
に提供される。系統接続ポイント２０４は、他の風力発電装置２０２を接続するための他
の接続部２２４を模式的に示している。
【０１２６】
　特に装置制御ユニット２１２による風力発電装置の内部制御（内部開ループ制御）のた
めに、風力発電装置ないしインバータ２１６の出力部２２６において３つの電圧Ｕ１’、
Ｕ２’、Ｕ３’が検知され、図１０ではＳＯ１として特徴付けられている状態観測器２２
８に入力される。これらの入力から状態観測器２２８は、装置制御ユニット２１２に入力
される位相角φＵを算出する。状態観測器２２８の機能方式は、上記特許文献９に詳細が
記載されている。特に状態観測器２２８は、そこでは図４において記載されている。そこ
では電圧Ｕ１、Ｕ２、Ｕ３が入力量として記載されており、位相角φ１、φ２、φ３が出
力量として記載されている。従って上記特許文献９の内容は、本願の内容でもあるとすべ
きである。とにかく上記特許文献９の図４による状態観測器についての説明は、本願の一
部であるとすべきである。上記特許文献９には、対応して上記特許文献１０も存在する。
【０１２７】
　それに対応し、センタ制御ユニット２０８は、ウインドパークの系統接続ポイント２０
４においてウインドパークの電圧と全電流を測定する。
【０１２８】
　センタ制御ユニット２０８の構成は、図１１に図示されている。この際、系統接続ポイ
ント２０４において測定された電圧Ｕ１、Ｕ２、Ｕ３と、そこで測定された電流ｉ１、ｉ

２、ｉ３とがセンタ制御ユニット２０８のための入力測定量である。これらの電圧と電流
は、瞬時値であり、図１１ではユニット１.１として特徴付けられている計算ブロック２
３０へ入力される。
【０１２９】
　計算ブロック２３０は、系統接続ポイント２０４において例えば５ＫＨｚのサンプリン
グレートで測定されて入力された電流と電圧から、供給された有効電力Ｐと供給された無
効電力Ｑ、並びに電流Ｉと正相の電圧Ｕ＋

ＰＣＣを計算する。正相と逆相への対称座標法
による３相系の分解、ここでは３相電圧の分解は、基本的に既知である。この計算ブロッ
ク２３０内の計算は、例えば、上記特許文献１１において図３の関連で説明されている。
【０１３０】
　図１１ではユニット１.２として特徴付けられている評価ブロック２３２は、系統接続
ポイント２０４において測定された値から、ないしそれから導き出された値から、風力発
電装置のターミナルにおいて予期すべき電圧、即ち風力発電装置のターミナル、特にイン
バータ２１６の出力部２２６における正相電圧Ｕ＋

ＷＥＣを計算ないし評価（査定）する
。そのために、系統接続ポイントにおける正相の電圧Ｕ＋

ＰＣＣと、電流Ｉと、位相角φ
＝ａｒｃｔａｎ（Ｑ／Ｐ）が使用される。更に系統接続ポイントと風力発電装置との間の
実効インピーダンスＺＰＣＣ－ＷＥＣが必要とされ、該実効インピーダンスは、予め検出
され、ここではセンタ制御ユニット２０８へ入力され、即ち評価ブロック２３２へ入力さ
れる。この際、基本的に風力発電装置と系統接続ポイントとの間の接続ライン上の電圧降
下の考慮が行われる。この電圧降下は、考慮ないし補償される。そのように検知ないし計
算された風力発電装置における正相の電圧Ｕ＋

ＷＥＣは、等価性のための評価内容、即ち
出発点とされる仮想電圧のための評価内容である。
【０１３１】
　図１１ではユニット１.３として特徴付けられている制御ブロック（閉制御ブロック）
２３４は、センタ制御ユニット２０８の重要な要素を構成する。この制御ブロック２３４
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は、更に図１２との関連で詳細に説明される。どの場合にも制御ブロック２３４は、入力
量として、風力発電装置の正相電圧Ｕ＋

ＷＥＣと、幾つかの制御パラメータ（Reglerpara
meter）、即ちΔＱ＋

ＷＥＣ、ΔＵｔ、ｔＡ、ｔＢと、風力発電装置の電圧規定値Ｕ＋
Ｗ

ＥＣｓｏｌｌとを取得する。
【０１３２】
　制御ブロック２３４は、風力発電装置の正相の電圧Ｕ＋

ＷＥＣを出力し、即ちこの値を
基本的に転送し、風力発電装置により供給すべき正相の無効電力Ｑ＋

ＷＥＣのための規定
値を出力する。更に制御ブロック２３４は、タイマ２を出力し、該タイマ２は、感度ブロ
ック２３６により必要とされ、該感度ブロック２３６に提供される。感度ブロック２３６
は、図１１ではユニット１.４として特徴付けられている。
【０１３３】
　感度ブロック２３６は、系統接続ポイントにおける測定を基礎にして計算ブロック２３
０で計算された値から、系統感度を決定する。この計算は、以下の式を用いて行われる：
【０１３４】

【０１３５】
　この計算において基礎とされる差分は、異なる複数の時点に属する値であり、それに対
応し、特にタイマ２が値０をもつ時点と、タイマ２がその最大値をもつ時点とにより、タ
イマ２の値の時間的な間隔をもって得られる計算値が基礎とされ、このことは、以下の式
により記述される：
【０１３６】

【０１３７】
　この際、タイマ２＝０との値は、タイマ２がセットないしスタートされた直前に記録な
いし決定された値を表わす。
【０１３８】
　それに対応し、感度ブロック２３６は、有効電力変化ないし無効電力変化に関する系統
感度、即ち∂ＵＰＣＣ／∂Ｐ及び∂ＵＰＣＣ／∂Ｑを出力する。
【０１３９】
　最後に特性マップブロック２３８が設けられており、該特性マップブロック２３８は、
図１１ではユニット１.５として特徴付けられている。
【０１４０】
　この特性マップブロック２３８は、有効電力と無効電力と系統感度を入力信号として取
得する。更にそこには特性マップが、予め実行された系統分析の結果として入力されて記
憶される。つまり特性マップブロック２３８内には、系統感度∂ＵＰＣＣ／∂Ｐ及び∂Ｕ

ＰＣＣ／∂Ｑが、予め記録されて特性マップに記憶された値として、即ち２つの特性マッ
プ内のものとして、そして、供給された有効電力の目下の値と供給された無効電力の目下
の値とから得られる目下の動作点のための目下の値として存在する。この際、各々につき
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両方の系統感度が比較され、即ち各々につき予め記憶されたものと目下で記録されたもの
とが比較され、即ち系統分析の∂ＵＰＣＣ／∂Ｐが目下の動作点の∂ＵＰＣＣ／∂Ｐと比
較され、また系統分析の∂ＵＰＣＣ／∂Ｑが目下の動作点の∂ＵＰＣＣ／∂Ｑと比較され
る。
【０１４１】
　この際、好ましくは、安定性限界値も保存され、安定性限界値から目下の動作点までの
間隔が検知される。目下の動作点が安定性限界値までの所定の間隔を下回る場合、及び／
又は、予期される感度、即ち予め記録されて特性マップに保存された系統感度が、目下で
確認された系統感度に対して目立ったずれ（偏差）をもつ場合には、最大で供給すべき有
効電力ＰｍａｘＷＥＣの低下が行われる。それに対応し、この値は、特性マップブロック
２３８において出力される。
【０１４２】
　制御ブロック２３４（ユニット１.３）は、図１２において模式的なフローチャートの
意味においてもその詳細が記載されている。ステップＳ１において風力発電装置の正相電
圧Ｕ＋

ＷＥＣがそのための規定値、即ちＵ＋
ＷＥＣｓｏｌｌと比較される。風力発電装置

における正相の電圧Ｕ＋
ＷＥＣは、評価ブロック２３２により、系統接続ポイントにおい

て測定された電圧と実行インピーダンスの考慮とから決定された仮想電圧である。この際
、このステップＳ１において、先ずこの仮想電圧Ｕ＋

ＷＥＣが許容帯域２４０内にあるか
否かが検査される。この際、許容帯域２４０とは、その限界が事前設定された差電圧ΔＵ

ｔ分だけ電圧規定値Ｕ＋
ＷＥＣｓｏｌｌの上方ないし下方に位置する帯域のことである。

【０１４３】
　例えば、電圧が時点ｔ１において許容帯域を超過したとき、第１タイマ１がスタートさ
れる。
【０１４４】
　そして電圧が許容帯域２４０内へ戻る時点ｔ２までに経過する時間が測定される。同様
のことが、ステップＳ１のグラフで示唆されているように、電圧が許容帯域２４０から下
方に逸脱する場合にも行われる。
【０１４５】
　論理的なステップＳ２では、タイマ１の特性（挙動）が記載されている。この際、ステ
ップＳ１、Ｓ２、並びに更に後続段落で説明されるステップも、基本的に同時に進行し、
またいつでも進行することが可能である。従ってこれらのステップＳ１、Ｓ２は、各々、
制御ブロック２３４の部分機能又は部分手順ないし機能性を表わす。
【０１４６】
　ステップＳ２では、タイマ１が値ｔＡを上回るまでカウントアップすることが記載され
ている。タイマ１が値ｔＡを上回るこの場合には、タイマ１は０にセットされ、ステップ
Ｓ２に記載されている増加ループ（インクリメントループ Hochlaufschleife）が新たに
開始される。タイマ１が値ｔＡを上回る前に電圧が許容帯域内に戻る場合には、タイマ１
は０にリセットされ、電圧が許容帯域２４０から新たに逸脱するまで、そこに留まる。こ
の際は何も更に開始されることはない。
【０１４７】
　しかしタイマ１が値ｔＡを上回った場合には、事前設定された無効電力が跳躍的にない
し１つのステップ分だけ変更され、このことがステップＳ３に記載されている。従って差
分Ｕ＋

ＷＥＣ－Ｕ＋
ＷＥＣｓｏｌｌが値ΔＵｔを上回るか又は値－ΔＵｔを下回る場合に

、正相の無効電力差ΔＱ＋
ＷＥＣが事前設定される。それに対応し、正相の差無効電力値

ΔＱ＋
ＷＥＣ又はそれに対応する負の値－ΔＱ＋

ＷＥＣがセットされる。そして風力発電
装置のための正相の事前設定された無効電力値Ｑ＋

ＷＥＣは、その以前の値を基礎にして
この差値分だけ変更され、即ち許容帯域２４０の電圧が上方に逸脱した場合には１つのス
テップ分だけ増加されるか、又は許容帯域２４０の電圧が下方に逸脱した場合には１つの
ステップ分だけ減少される。ステップＳ４内の方程式がこのことを示している。従って値
ΔＱ＋

ＷＥＣは、そのステップの高さである。
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【０１４８】
　１つのステップ分の風力発電装置の無効電力の変更と共に、更にタイマ２がスタートさ
れる。このことが、ステップＳ５により、風力発電装置の正相の無効電力Ｑ＋

ＷＥＣがス
テップΔＱ＋

ＷＥＣ分だけ増加された例として示されている。同様のことが対応して減少
の場合にも当てはまる。タイマ２は、１つのステップ分の無効電力のこの増加がある限り
、ループにおいて増加する。この際、タイマ２が比較値ｔＢを上回る場合には、感度ブロ
ック２３６において更に使用可能とするために、このタイマ２が出力される。タイマ２の
ためのループは、ステップＳ６において示されている。
【０１４９】
　無効電力が新たに変更されるであろう以前には、タイマ２の終了が必ず待たれることが
提案される。つまりこの時間内において無効電力は、１つのステップ分で減少されること
もない。
【０１５０】
　制御ブロック２３４は、中でも電圧規定値Ｕ＋

ＷＥＣｓｏｌｌを出力し、Ｕ＋
ＷＥＣｓ

ｏｌｌは、その後、複数の風力発電装置において各々Ｕ＋
ＷＥＣとして使用される。

【０１５１】
　また場合により変更された設定すべき風力発電装置の正相の無効電力Ｑ＋

ＷＥＣが、図
１０に示されているように、全体としてセンタ制御ユニット２０８により出力されて各々
の装置制御ユニット２１２へ提供されるためにも、出力される。
【０１５２】
　従って制御ブロック２３４は、特殊なヒステリシス・デットタイム・レギュレータを示
し、該レギュレータのためには、複数の値、即ちΔＵｔ、ｔＡ、ｔＢ、ΔＱ＋

ＷＥＣがパ
ラメータを表わしている。この際、タイマは、タイマ１が値ｔＡに達する場合にのみ、無
効電力増加又は無効電力減少のための１つのステップの活性化が実行されるという意味と
作用をもつ。電圧が先に許容帯域２４０内へ戻ると、許容帯域２４０の逸脱は、閉ループ
制御の継続を伴わないままである。しかしタイマ１が値ｔＡに達すると、１つのステップ
分の無効電力の増加又は減少が活性化され、タイマ２がスタートされる。そしてタイマ２
が値ｔＢに達するまで必ず待機が行われる。
【０１５３】
　制御ブロック２３４に記載されているこのヒステリシス・レギュレータの目的は、装置
制御ユニット２１２との組み合わせにおいて、実際値として系統接続ポイントの電圧を使
用した場合における風力発電装置内部の閉ループ制御の非安定性を防止することである。
更に風力発電装置又はウインドパークの無効電力を操作量として利用する電圧閉ループ制
御の不安定性が防止されるべきである。
【０１５４】
　制御ブロック２３４ないしユニット１.３は、計算機能を実現し、該計算機能は、セン
タ制御ユニット２０８（中央のユニット１）とは異なる箇所において使用することも可能
であり、即ち個々の風力発電装置の装置制御ユニット２１２内においてである。この際、
他の入力データ、特に測定データに起因し、他の内容のメッセージ、即ちそれに対応して
他の結果が生じることになる。
【０１５５】
　ウインドパーク内で複数個設けられている装置制御ユニット２１２は、特に図１３で詳
細に記載されている幾つかの計算を実行する。この装置制御ユニット２１２には、風力発
電装置の設定すべき正相電流のコサイン成分Ｉ＋Ｃ

ＷＥＣが入力される。更に風力発電装
置の正相の電圧ないし仮想電圧Ｕ＋

ＷＥＣと、風力発電装置の正相の設定すべき無効電圧
Ｑ＋

ＷＥＣとが入力される。これらの両方の値は、各々、１次の遅延要素２４２ないし２
４４を介して導かれ、その後、サイン成分ブロック２４６に提供される。そしてサイン成
分ブロック２４６では、風力発電装置の正相の設定すべき電流のサイン成分Ｉ＋Ｓ

ＷＥＣ

が、そこに記載された式、即ち以下の式により計算される：
【０１５６】
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【０１５７】
　そして設定すべき電流のコサイン成分とサイン成分から、全電流ブロック２４８におい
て、正相の設定すべき電流の電流振幅Ｉ＋

ＷＥＣと、その角度φ＋
ＩＷＥＣが、全電流ブ

ロック２４８において記載されているように、即ち以下の方程式により計算される：
【０１５８】

【０１５９】
　引き続く個別電流ブロック２５０では、最終的に３つの個々の設定すべき相電流ｉ１’
、ｉ２’、ｉ３’が、そこに記載された方程式を用いて計算され、装置制御ユニット２１
２の結果として出力され、図１０によるＰＷＭブロック２１４に提供される。それに対応
し、これらの電流は、以下の方程式を用いて計算される：
【０１６０】

【０１６１】
　従って最終的に電流成分は、個別に各風力発電装置２０２のために装置制御ユニット２
１２により決定され、即ちセンタ制御ユニット２０８により中央で事前設定された値を基
礎にして決定される。図示の例では、とにかく角度φ＋

Ｕは、具体的な風力発電装置の出
力部における具体的な測定に依存し、従ってとにかく風力発電装置のために個別化されて
いる。
【０１６２】
　因みにコサイン部分Ｉ＋Ｃ

ＷＥＣは、風力発電装置の出力閉ループ制御から得られる。
従って１次の遅延要素２４２ないし２４４は、フィルタを意味する。これらのフィルタは
、パラメトリックに制御ブロック２３４に適合されている。
【０１６３】
　従って風力発電装置閉ループ制御は、出力を、従って場合により詳細として電流Ｉ＋Ｃ

ＷＥＣを値Ｐ＋
ｍａｘＷＥＣへ制限する。

【符号の説明】
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【０１６４】
　　１、１’　　　　風力発電装置
　　２、２’、２”　系統接続ポイント
　　４、４’、４”　電力系統（系統、ネットワーク）
　　５’　　　　　　直列インピーダンス
　　６、６’　　　　発電機
　　８、８’　　　　整流器
　１０、１０’　　　直流ライン、直流電圧ライン
　１２　　　　　　　ナセル
　１４　　　　　　　タワー
　１６、１６’　　　インバータ
　１８、１８’　　　変圧器
　２０　　　　　　　給電方向を示す作用矢印
　２２　　　　　　　制御ユニット
　２４、２４’　　　出力制御ブロック、励磁制御装置
　２６　　　　　　　出力評価ブロック
　２８’　　　　　　中間回路コンデンサ
　３０’　　　　　　系統変圧器
　３２　　　　　　　接続ライン
　３４　　　　　　　評価ブロック
　３６　　　　　　　測定ブロック
　３８　　　　　　　安定性制御ブロック（ＳＶＣＳ）
　４０　　　　　　　観測ブロック
　４２　　　　　　　システムモデルブロック
　４４　　　　　　　ＦＡＣＴＳ制御ブロック
　５０　　　　　　　系統ブロック
　５２　　　　　　　有効電力ブロック
　５４　　　　　　　無効電力ブロック
　５６　　　　　　　加算ブロック
　５８　　　　　　　風力発電装置ブロック
　６０　　　　　　　制御ブロック
　６２　　　　　　　無効電力事前設定ブロック
　６４　　　　　　　ＦＡＣＴＳブロック

１００　　　　　　　風力発電装置
１０２　　　　　　　タワー
１０４　　　　　　　ナセル
１０６　　　　　　　ロータ
１０８　　　　　　　ロータブレード
１１０　　　　　　　スピナ

（図６～８）
２００　　　　　　　標準運転領域
２０２　　　　　　　安定性限界値
２０４　　　　　　　不安定な領域
２１０　　　　　　　高められた運転領域

（図１０）
２００　　　　　　　ウインドパーク
２０２　　　　　　　風力発電装置（ＷＥＣ）
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２０４　　　　　　　系統接続ポイント（ＰＣＣ）
２０６　　　　　　　交流電圧系統（電力系統）
２０８　　　　　　　センタ制御ユニット
２１０　　　　　　　事前設定入力部
２１２　　　　　　　装置制御ユニット
２１４　　　　　　　制御ブロック（ＰＷＭ）
２１６　　　　　　　インバータ
２１８　　　　　　　中間回路
２２０　　　　　　　変圧器
２２２　　　　　　　供給ライン
２２４　　　　　　　他の風力発電装置のための接続部
２２６　　　　　　　インバータの出力部
２２８　　　　　　　状態観測器（ＳＯ１）

２３０　　　　　　　計算ブロック（ユニット１.１）
２３２　　　　　　　評価ブロック（ユニット１.２）
２３４　　　　　　　制御ブロック（ユニット１.３）
２３６　　　　　　　感度ブロック（ユニット１.４）
２３８　　　　　　　特性マップブロック（ユニット１.５）
２４０　　　　　　　許容帯域
２４２　　　　　　　１次の遅延要素
２４４　　　　　　　１次の遅延要素
２４６　　　　　　　サイン成分ブロック
２４８　　　　　　　全電流ブロック
２５０　　　　　　　個別電流ブロック

ＶＳＣ　　　　　　　電圧制御システム
ＶＳＥＴ　　　　　　電圧の事前設定値
ＶＷＥＣ　　　　　　風力発電装置の電圧
ＶＧＲＩＤ　　　　　系統電圧、系統側の電圧
ＶＷＰ　　　　　　　風力発電装置側の電圧

ＱＳＥＴ　　　　　　供給すべき無効電力
Ｐｍａｘ　　　　　　最大で供給すべき有効電力

ΔＰ　　　　　　　　有効電力の変化
ΔＱ　　　　　　　　無効電力の変化
ΔＶＷ　　　　　　　風速の変化
ΔＶＳＥＴ　　　　　事前設定された電圧偏差
ΔＶ　　　　　　　　電圧偏差

ＳＳＣ　　　　　　　系統接続ポイントの短絡容量
ＶＰＣＣ　　　　　　系統接続ポイントの電圧（定格電圧に対して規格化されたもの）
ＰＧＥＮ　　　　　　接続負荷
ＳＣＲ　　　　　　　短絡流比率

ＵＮ　　　　　　　　系統電圧（Ｕ１、Ｕ２、Ｕ３）
ＩＮ　　　　　　　　供給された電流（ｉ１、ｉ２、ｉ３）
Ｕ＋

ＷＥＣｓｏｌｌ　正相の電圧のための規定値
ΔＵｔ　　　　　　　差電圧
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ｔＡ　　　　　　　　第１タイマ時間
ｔＢ　　　　　　　　第２タイマ時間
ΔＱ＋

ＷＥＣ　　　　無効電力増分
ＺＰＣＣ－ＷＥＣ　　実効インピーダンス

Ｑ＋
ＷＥＣ　　　　　正相の供給すべき無効電力

Ｕ＋
ＷＥＣ　　　　　正相の電圧

Ｐ＋
ｍａｘＷＥＣ　　正相の供給すべき有効電力のための最大値

Ｉ＋Ｃ
ＷＥＣ　　　　正相の電流のコサイン電流成分

Ｉ＋Ｓ
ＷＥＣ　　　　正相の電流のサイン電流成分

Ｉ＋
ＷＥＣ　　　　　正相の電流

φ＋
ＩＷＥＣ　　　　正相の電流の角度

φＵ　　　　　　　　位相角
ｉ１’、ｉ２’、ｉ３’　　設定すべき電流
Ｕ１’、Ｕ２’、Ｕ３’　　インバータの出力部の電圧

Ｐ　　　　　　　　　供給された有効電力
Ｑ　　　　　　　　　供給された無効電力
Ｉ　　　　　　　　　電流
φ　　　　　　　　　位相角
Ｕ＋

ＰＣＣ　　　　　正相の電圧

【図１】 【図２】



(34) JP 6181177 B2 2017.8.16

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(35) JP 6181177 B2 2017.8.16

【図７】 【図８】

【図９】
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