
DBM20 seriesDBM20 series

● 電源に接続するだけで、出力保持時間の延長や瞬低時の出力保持が可能！
　（モジュールに内蔵の電解コンデンサにエネルギーを貯えておき、必要な時にバックアップします）
● 電源の出力へ接続するタイプと一次側へ接続するタイプの２種類を用意

DINレール取付タイプ

オプション
　ブランク ：標準品
　/E     : スプリングクランプ端子

最大出力電流
シリーズ名

●電源の一次側に接続することで、出力保持時間延長や瞬低時バックアップが可能

●電源の出力に接続するだけで、出力保持時間延長や瞬低時バックアップが可能

特 長

用 途

*接続電源が限られます

DBM  20  / □ ZBM  20 – 24 / □

ZBM-AC seriesZBM-AC series
基板型タイプ

オプション
・ブランク　標準品
・/S        絶縁型 24V, 0.2A出力の補助電源内蔵

内蔵コンデンサ容量
シリーズ名

ZBM – AC  162  / □

ZBM20 seriesZBM20 series
基板型タイプ

オプション
　ブランク：標準品
　 /A           : カバー付

出力電圧タイプ
最大出力電流
シリーズ名

環境要因等による入力異常を安心バックアップ

出力保持時間延長モジュール

出力接続タイプ

1次側接続タイプ

詳細はこちら

詳細はこちら

本製品単体では動作いたしません。
電源と組み合わせでご使用ください。

e-hold_2201J
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DBM20 seriesDBM20 series
DINレール取付タイプ

ZBM20 seriesZBM20 series
基板型タイプ

接続方法

接続イメージ図（DBM20）

オプション
ブランク ：標準品
/E     : スプリングクランプ端子

最大出力電流
シリーズ名

● 入力遮断、入力瞬時停止・低下時に出力保持時間を延長！ システムを強力にバックアップ
・DBM20 250ms typ. （20A出力時）
・ZBM20 380ms typ. （20A出力時）

● 端子オプション（DBM）選べる 2タイプ！
・標準品：ヨーロッパ端子　ねじタイプ
・/E       : ヨーロッパ端子　スプリングクランプタイプ

電源の出力側に接続するだけ！ 出力保持時間延長の例 様々な条件で出力電圧を保持！

DBM  20  / □

ZBM  20 – 24　/ □
オプション
ブランク：標準品
　 /A           : カバー付

出力電圧タイプ
最大出力電流
シリーズ名

入力 出力

出力保持時間延長モジュール
ZBM、DBMシリーズ

電源 負荷

保持時間延長モジュールの
入力・出力端子は共通

・AC-DC電源
・DC-DC電源
・非絶縁タイプ
・絶縁タイプ

負荷

保持時間延長
モジュール
*+,-端子共に 2系統用意

電源

入力

DBM20DBM20 DBM20/EDBM20/E
入力/出力端子

信号端子 信号端子

入力/出力端子

ヨーロッパ端子
ネジタイプ

ヨーロッパ端子
スプリングクランプタイプ

詳細は取扱説明書をご参照ください。

対応端子
単線・より線・フェルール端子

並列接続により出力保持時間をさらに延長可能！

電源 :AC-DC電源

電源入力

負荷電圧

電源入力

負荷電圧

電源 :DC-DC電源

電源の出力電圧=負荷電圧が定常状態よりも低下した際に、保持時間
延長モジュールから出力して負荷へ電力をバックアップ供給します。
*バックアップ時の電圧は、定常よりも低下します

出力保持 出力保持

出力保持出力保持

電源入力遮断

電源入力瞬時停止

出力接続タイプ

特 長
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モデル 端子 推奨線径 (AWG)

DBM20

+V,-V,FG 10 - 24
Inhibit, Ready, Buffer, + 16 - 24

DC OK 16 - 24

DBM20/E
+V,-V,FG 10 - 20

Inhibit, Ready, Buffer, +, DC OK 16 - 20

推奨電源を確認する
　DBM20　ZBM20

弊社推奨電源

web220425

https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/pwr-acc/instruction_manual/dbm20_apl2_j.pdf
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/pwr-acc/instruction_manual/zbm20_apl2_j.pdf


● 豊富な機能
　　・ Inhibit機能

モジュール内部の電解コンデンサに蓄えられたエネルギーを放電します。
Inhibit端子のレベルをLowにしてから3～5秒後にモジュール内部電圧が安
全レベルに達します。
＊なお外付けにスイッチを接続する必要がございます。

　　・ Ready信号
モジュール内蔵の電解コンデンサの電圧レベルが一定値以上になると、
High信号を出力します。（Ready Mode）

　　・ Buffer信号
保持時間延長モジュールからバックアップしている期間（Buffer Mode）に
High信号を出力します。

　　・ +（共通電源）
外部電源もしくはモジュールの+Vと接続します。
これにより、上記信号出力が可能となります。

　　・ DC OK
閾値以下でHigh, 閾値以上でLowを出力します。
片側を+（共通電源）またはモジュールの入力（出力）へ接続し、もう片側を-V
端子へ接続します。

　　・ Vin-1モード （DBM20及びZBM20-24のみ）
*スイッチにて簡単に切替が可能です
Fixモード　：モジュール入力（電源出力）電圧によらず
　　　　　　 バックアップ時には一定（22.4VDC）の電圧を出力
VIN-1モード：モジュール入力（電源出力）電圧によって
　　　　　　 バックアップ時の電圧が変動

　　・ 各種LED搭載
各種LEDで動作モードを確認可能です
DBM20 :  Buffer mode（赤色LED点灯）
　　　　　Ready mode（緑色LED点灯）
ZBM20 :  Ready mode（緑色LED点灯）

接続例

各種信号シーケンス

充電時

電源

外部電源または
+Vへ接続

DC OKは非極性なので
接続が逆でも問題あり
ません

負荷+V

+V

-V

+（共通電源） ZBM20
or

DBM20Buffer

ReadyR2

R1

R3

Inhibit
SW

DC  OK

-V
出力

*R1,R2:ソース電流 10mA以下となるよう抵抗を設定ください
*R3:シンク電流 200mA以下となるよう抵抗を設定ください

*+（共通電源）へは 9Vの外部電源を接続して測定した例です

+V 10V/div

Buffer信号　20V/div

Ready信号　20V/div
DC OK　20V/div

放電時

+V 10V/div

Buffer信号　20V/div

Ready信号　20V/div

DC OK　20V/div

5s/div

50ms/div

DBM20DBM20 ZBM20ZBM20

内部電圧が約 60V以下になると消灯します。

Vin-1モード、Fixモード
切替スイッチ

Buffer Mode時に点灯
（赤色）

Ready Mode時に点灯
（緑色）

Vin-1モード、Fixモード
切替スイッチ

（点灯時は緑色）

製品仕様書・外観図
取扱説明書・各種データ

DBM20 〈〈詳細資料はこちら〉〉

ZBM20 〈〈詳細資料はこちら〉〉

製品ラインアップ

ご使用前に取扱説明書を必ずお読
みください。
注意事項を十分に留意の上、製品を
ご使用ください。
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モデル ZBM20 DBM20
モード Fixモード VIN-1モード Fixモード VIN-1モード
型名 ZBM20-12 ZBM20-15 ZBM20-24 DBM20,DBM20/E

入力電圧範囲 11.5〜14.4VDC 14.4〜18.0VDC 23.0〜30.0VDC 24.0〜30.0VDC 23.0〜30.0VDC 24.0〜30.0VDC
出力電圧 11.0VDC 13.8VDC 22.4VDC 23.0〜29.0VDC 22.4VDC 23.0〜29.0VDC

最大出力電流 20A

最大出力電力 220W 276W 448W 580W
*29.0VDC出力時 448W 580W

*29.0VDC出力時

出力保持時間（Typ)
*20A出力時 380ms 380ms 380ms 240ms 250ms 210ms

製品サイズ
（WxHxD） 85.0mmx57.0mmx175.0mm 49.0mmx123.6mmx115.4mm

https://product.tdk.com/ja/products/power/tec_data/ps_zbm.html
https://product.tdk.com/ja/products/power/tec_data/ps_dbm.html


オプション
　ブランク　: 標準品
　/S      　　 : 絶縁型 24V, 0.2A出力の補助電源内蔵

内蔵コンデンサ容量
シリーズ名

● 入力遮断、入力瞬時停止・低下時に出力保持時間を延長！　システムを強力にバックアップ
　　接続先電源出力：290W時　200ms typ

● 安全規格
　・UL/CSA/EN62368-1  　認証
    ・EN62477-1　（OVCIII） 　認証

ZBM – AC  162  / □

接続方法

入力 出力

出力保持時間
延長モジュール
ZBM-ACシリーズ

電源 負荷

ZBM-AC162ZBM-AC162

ZBM-AC seriesZBM-AC series
基板型タイプ

１次側接続タイプ

ZWS300RC-24/BM
ZWS300RC-24/RBM

＊画像は ZBM-AC162/S

電源入力

負荷電圧

電源入力遮断 電源入力瞬時停止

出力保持出力保持

*保持時間延長時の出力電圧は正常動作時と同じです。

ZWS300RC-24/BM or 
ZWS300RC-24/RBM

並列接続により出力保持時間をさらに延長可能！

接続イメージ図

出力保持時間延長の例

対応
電源

ZWS300RC-24/BM or 
/RBMの入力電圧によっ
てZBM-ACの並列接続
可能数が異なります。
詳細は取扱説明書をご参
照ください。

HA-13-IN

並列接続

オプションハーネス
ご用意しています

HA-13-INHA-13-IN

本コネクタは、並列接続の際にご使用いただけます。

特 長

HA-13-INを接続するだけ！
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電源部 保持時間延長モジュール NOTE

ZWS300RC-24/BM
ZBM-AC162 保持時間のみ延長したいケースに最適

ZBM-AC162/S
（補助電源付き）

保持時間の延長及び
Ready信号をご使用いただくケースに最適

ZWS300RC-24/RBM
（リモートON/OFF機能付き）

ZBM-AC162/S
（補助電源付き）

保持時間の延長及びReady信号及び
電源のリモートON/OFFコントロールをご使用いただくケースに最適



2s/div. 100ms/div.

Ready信号

ZBM-AC162
内部コンデンサ電圧

接続先
電源入力電圧

● 機能
　　・Ready信号 (標準装備 )

モジュール内蔵の電解コンデンサの電圧レベルによってHigh, Low を出力します
Low出力  ：モジュール内蔵の電解コンデンサへの充電完了状態（90%以上）
High出力 ：モジュール内蔵の電解コンデンサへの充電中の状態（約 320Vに低下するとHigh）
　　　　　   接続先電源の入力停止後約 100ms後（Po=290W時）

　　・補助電源　（オプション　/S）
絶縁型の 24V, 0.2A出力の電源系統を内蔵しています。
Ready信号用や、電源の ON/OFFコントロール回路の電圧源としてご使用いただけます

　　・各種 LED搭載

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
注意事項を十分に留意の上、製品をご使用ください。

製品仕様書・外観図・取扱説明書・各種データ

接続用電源 〈〈詳細資料はこちら〉〉

ZBM-AC 〈〈詳細資料はこちら〉〉

システムの
信号電送
トリガ用に！

モジュール内蔵の電解コンデンサの電圧が放電され、
一定値（約60V以下）になると、消灯します。
（点灯時は赤色）

/Sのみ搭載
補助電源出力時に点灯（緑色）

ZBM-AC162ZBM-AC162
ZBM-AC162ZBM-AC162

リモートON/OFFコントロール回路接続例 Ready信号回路接続例

ZWS300RC-24/RBM
負荷 負荷ZWS300RC-24/

BM or /RBM
-V

+V

-V

+V

+RS
-RS

+STB
-STB

-R
+R

-STB
+STB

+ - + -

+ -+ -

スイッチ

シンク電流 1mA以下となるよう
抵抗値を設定ください

1.5kΩ

別途電源をご用意する必要はありません

製品ラインアップ

e-hold_2201J

モデル ZBM-AC162 ZBM-AC162/S

出力保持時間 (Typ.)
* 接続電源出力 290W 時 200ms 200ms

補助電源 無し 24V 0.2A
製品サイズ (W x H x D) 54.0mm x 42.0mm x 170.0mm

https://product.tdk.com/ja/search/power/switching-power/ac-dc-converter/list#part_no=ZWS300RC-24%2FBM%0AZWS300RC-24%2FRBM&_l=20&_p=1&_c=part_no-part_no&_d=0
https://product.tdk.com/ja/products/power/tec_data/ps_pcb_zws_rc.html


仕様等、技術的なお問い合わせ 受付時間 平日9:00～12:00、13:10～17:00（弊社指定の休日を除く）

0120-507039 　 FAX:0120-178090

〒103-6128 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
日本橋髙島屋三井ビルディング

■お問い合わせ・ご用命は当社までどうぞ
※1. このカタログの内容は改良のために予告なく仕様・デザインを変更することがあります

のでご了承ください。製品のご使用前には、各製品のカタログ・取扱説明書を必ず
お読みください。正確には、納入仕様書をご請求いただき、内容をご確認ください。

※2. 掲載されている社名、製品名、サービスマーク等は、日本およびその他の国における
TDK株式会社、TDKラムダ株式会社またはその子会社の商標または登録商標です。
なお、本文中では、一部を除き、®とTMは明記しておりません。

※3. TDKコーポレートマークはTDK株式会社の商標または登録商標です。

https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/

カタログご使用上のご注意事項
ここでは弊社製電源関連製品（以下「製品」と言います）のカタログのご使用に際し、ご注意いただきたい内容を記載しています。
製品のご検討の際は、下記を必ずお読みいただき、製品をご使用くださいますようお願いいたします。

１．本カタログの記載内容は、製品の改良等のために予告なく変更する場合がございます。ご使用に際しては最新の情報をご
確認ください。

２．弊社製品は、通常の産業用途の組み込み電源としての使用を想定して設計、製造された製品であり、ハイセイフティ用途（極めて高
い信頼性および安全性が必要とされ、仮に信頼性および安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用
途）への使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様が弊社製品をハイセイフティ用途にご使用になる場合は、当
該ハイセイフティ用途に必要なフェールセーフ設計（保護回路・保護装置を設けたシステム、冗長回路を設けて単一故障では不安定
とならないシステム）等の安全上の配慮を十分に行って下さい。また、お客様が弊社製品をハイセイフティ用途にご使用されたこと
により発生する、お客様または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は責任を負いかねます。

３．製品を使用する機器、周辺回路の設計に際しては、本カタログまたは製品取扱説明書の「製品ご使用上の注意事項」をお読みいただ
き、最大定格、動作電源電圧、動作温度など、製品仕様の範囲内でお使いください。仕様範囲を超えての使用など、本カタログに記
載する製品の不適切な使用に起因する製品の運用結果につきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

４．本カタログに記載された動作概要は、製品の動作や使用方法を説明するための例です。したがって、製品をご使用になる場合には、
外部の諸条件を十分考慮のうえ、適切な回路・実装設計を行ってください。また、製品を使用することにより発生するEMI や機構等
の間接的な不具合については、弊社はその責任を負いかねますので、ご了承ください。

５．本カタログに掲載された技術情報は製品の代表的動作・応用を説明するためのものであり、その使用に際しての弊社及び第三者の知
的財産権その他の権利に対する保証または許諾を行うものではありません。また弊社製品を使用したことにより、第三者との知的財
産権等に関わる問題が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますので、ご了承ください。

６．本カタログに掲載されている製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物・役務の輸出に際して、同法に基づく輸
出許可・承認が必要な場合があります。

７．本カタログの記載内容について、弊社の許可なく転載・複写することを禁止します。

８．本カタログに関してご不明な点がございましたら弊社販売窓口までご連絡いただきますようお願い致します。

９．e-holdはTDKラムダ株式会社の登録商標です。
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