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研究成果の概要（和文）：本研究では、近年新たな制振装置として大きな注目を集める同調回転慣性質量機構を
用いた大質量比TMDをモーターと接続することで、構造物の振動エネルギーを電気エネルギーへと効率的に変換
し大規模エネルギーハーベスティングが可能となる同調回転慣性質量トランスデューサーを提案した。数値シミ
ュレーションと実験を通して、提案装置の有効性を発電装置、制振装置の両方の側面から示した。

研究成果の概要（英文）：This study proposes tuned inertial mass electromagnetic transducers, wherein
rotational inertial mass, spring, and motor are connected in series. Through numerical simulations
and experiments, the effectiveness of the proposed device has been demonstrated in terms of both
vibration reduction and energy harvesting efficiency.
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