
Vacuum Compatible Piezo Drive Motor VPDM-ACT

A small, high-resolution actuator that can be operated remotely in the 
equipment of a high vacuum chamber . 

W8023

VPDM-ACT-E2104

▶The piezo drive controller (PDM-ID-02) is required to 
operate the motor.                             W8022

▶There is a lead wire coming out of the actuator, which 
can be connected to the terminal of the chamber or the 
lead wire can be pulled out.
The piezo drive actuator comes with a controller-specific 
connection cable (1m) to connect to this lead wire.

 Specification
 Part Number VPDM-13ACT VPDM-13ACTR VPDM-6.5ACT VPDM-6.5ACTR
 JP Yen 100,000 100,000 100,000 100,000
 Tip Shape Flat type R type Flat type R type
 Travel [mm] >13（Max. 18） >13（Max. 18） >6.5（Max. 13） >6.5（Max. 13）
 Minimum travel [nm] <20 <20 <30 <30
 Thrust Force [N] 29.4 29.4 13 13
 (MAX) Speed [mm/min] 1.5 1.5 1.5 1.5
 Weight [kg] 0.05 0.05 0.02 0.02

●Two types of mounting shank diameters, a standard type of 9.5 mm diameter and a small type of 6 
mm diameter, are available.
●A flat actuator tip type (VPDM-**ACT) and a spherical actuator tip type (VPDM-**ACTR) are available.

▶This product is driven by inertia using piezoelectric 
elements, so there is no precision in positioning, etc. 
In addition, the speed and minimum travel may vary 
depending on individual differences and the direction 
of the actuator's feed.

▶If you wish to combine with your own manual stage, 
please contact us for a separate consultation.

▶If you purchase the stage and angled micrometer 
heads together, we assemble them and deliver to 
you. Please contact sales in advance.
Depending on the specifications of the combination, 
additional work or modifications may be required. 
Please contact our sales.

PDM-ID-02
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RMH-13

		品名 ヒンメイ		リモートマイクロメータヘッド

		 Specification

		 Part Number		VPDM-13ACT		VPDM-13ACTR		VPDM-6.5ACT		VPDM-6.5ACTR				Tip Shape		Flat type

		 JP Yen		100,000		100,000		100,000		100,000				Travel		>13nm (Max. 18nm)

		 Tip Shape		Flat type		R type		Flat type		R type				Minimum travel		<20nm

		 Travel [mm]		>13（Max. 18）		>13（Max. 18）		>6.5（Max. 13）		>6.5（Max. 13）				Thrust Force		29.4N

		 Minimum travel [nm]		<20		<20		<30		<30				(MAX) Travel		1.5mm/min

		 Thrust Force [N]		29.4		29.4		13		13				Weight		0.05kg

		 (MAX) Speed [mm/min]		1.5		1.5		1.5		1.5

		 Weight [kg]		0.05		0.05		0.02		0.02



























RMC-102

		品名 ヒンメイ		リモートマイクロメータ用コントローラ ヨウ

		仕様 シヨウ

		品番 ヒンバン		RMC-102

		価格 カカク		¥78,000

		対応規格 タイオウ キカク		欧州RoHS オウシュウ

				CE Mark（2017年3月外部認証予定） ネン ガツ ガイブ ニンショウ ヨテイ

		■主要機能 シュヨウ キノウ

		制御軸数		2軸（独立制御,同時制御） ドクリツ セイギョ ドウジ セイギョ

		内蔵プログラム制御 ナイゾウ セイギョ		-

		フィードバック制御 セイギョ		光学式ロータリーエンコーダ コウガクシキ

		円弧補間制御 エンコ ホカン セイギョ		-

		直線補間制御 チョクセン ホカン セイギョ		-

		座標設定範囲		±99.999mm

		■一般仕様

		電源電圧		DC6V

				1.5A

		付属ACアダプタ フゾク		AC90-240V

				50/60Hz

				12W

		動作温度		5〜40℃

		周囲湿度		20〜80％RH

		保存温度		−20〜60℃（非結露）

		外形寸法		（W）136×（H）58.5×（D）73mm

				（突起部を含まない）

		質量		280g

		■インターフェイス

		USB2.0		USB miniBメスコネクタ

				仮想シリアルポート カソウ

				ボーレート 115,200

				データ長 8ビット

				パリティ なし

				ストップビット 1ビット

				デリミタ CR+LF

				フロー制御 なし

		■性能仕様 セイノウ シヨウ

		移動速度設定		100段階

		最小移動距離 サイショウ		0.001mm

		ジョイスティック

		上下左右 ジョウゲ サユウ		2軸の駆動操作、最小ピッチ送り ジク クドウ ソウサ サイショウ オク

		回転+Shiftボタン カイテン		駆動速度の変更 クドウ ソクド ヘンコウ

		Stopボタン		2軸同時減速停止 ジク ドウジ ゲンソク テイシ

		Stopボタン+Shiftボタン		減速停止(CURSORで軸指定)

		HOMEボタン		機械原点復帰(CURSORで軸指定) キカイ ゲンテン フッキ ジク シテイ

		ZEROボタン		論理原点復帰(CURSORで軸指定) ロンリ ゲンテン フッキ ジク シテイ

		ZEROボタン+Shiftボタン		論理原点設定(CURSORで軸指定) ロンリ ゲンテン セッテイ ジク シテイ

		CURSORボタン		軸指定 ジク シテイ

		■制御コマンド セイギョ

		機械原点復帰		○

		論理原点設定		○

		相対位置駆動設定 セッテイ		○

		絶対位置駆動設定 セッテイ		○

		ジョグ運転		○

		ポジション指定		－

		円弧補間制御		－

		直線補間制御		－

		駆動		○

		減速停止		○

		非常停止		－

		速度設定		○

		モータフリー/ホールド		－

		ポート入力		－

		ポート出力		－





延長ケーブル

		品名 ヒンメイ		リモートマイクロメータ専用延長ケーブル センヨウ エンチョウ

		品番 ヒンバン		RM-CA-2		RM-CA-5

		価格 カカク		¥6,500		¥9,000

		対応規格 タイオウ キカク		欧州RoHS オウシュウ		欧州RoHS オウシュウ

				CE Mark（2017年3月外部認証予定） ネン ガツ ガイブ ニンショウ ヨテイ		CE Mark（2017年3月外部認証予定） ネン ガツ ガイブ ニンショウ ヨテイ



		仕様 シヨウ

		ケーブル長 チョウ		2m		5m







Outgassing Measurement Data

http://www.global-optosigma.com/

Outline Drawing
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VPDM-6.5ACT VPDM-6.5ACTR
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