Example of Sheilding effectiveness(Electric field)
KEC Method

SHNJ / SHNF(AR)
SHNF / OTF / MTF

Attenuatiom(dB)

SHX(2) / MTX(B) /
MTX(G) / ZTZX(2)
SHX(4) / ZTZX(4)
MTS(B) / MTS(G)

Measurement limit

Frequency(MHz)

KEC法

KEC…（社）関西電子工業振興センター
Kansai Electronic Industry Development Center

KEC Method

図のように測定試料をセルで挟み込み、電磁波を発生させ、試料を通過する
電解を他方で受信し、通過による減衰を測定する方法です。

Pulse

KEC Method is a method of measuring attenuation, by setting up a sample
inside a cell (as illustrated in the picture), generating an electric pulse, allowing
it to pass through the sample, and measuring the resulting signal from many
directions.

Antenna

Sample

シールドチューブのアース線の設置方法 Granding method for shield tube installation
■ アルミ箔タイプの場合

AL foil type

アース用編組線を必要な長さだけ残し
余分なシート部を切り落とします。
Cut extra length of sheet material to
get the desired length of the braided
grounding wire.

■ メッシュ/ 導電布タイプの場合

Mesh type / Conductive fabric type

アース用に付加遮 材（メッシュ or 導電布）を
利用する方法です。＝必要な長さだけ
材を残し余分なシート部を切り落とします。

The Shielding material, mesh or conductive fabric, in side of
the tube could be used for grounding. Cut extra length of sheet
material to get the desired lenght of the shielding material.

アース用編組線を露出させます。
Expose the grounding wire.

付加遮 材（メッシュ or 導電布）を露出させます。
Expose the shielding material,mesh or conductive
fabric.

アース用編組線に端子を付けて
グランドに落とします。

露出した
材（メッシュ or 導電布）に
アースクランプを付けてグランドに落とします。
Apply an earth clamp over the shielding
material and connect to ground.

Put a terminal on the grounding
wire and connect to ground.
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Example of Sheilding effectiveness(Electric field)
KEC Method

SLBJ/SLBH
SLBF/OLBF/MLBF

Attenuatiom(dB)

SPHX(2) / MLＢX /
MLＧＸ / ZTZX(2)
SPHX(4) / ZTZX(4)
MLBS/MLGS

Measurement limit

Frequency(MHz)

KEC法

KEC…（社）関西電子工業振興センター
Kansai Electronic Industry Development Center

KEC Method

図のように測定試料をセルで挟み込み、電磁波を発生させ、試料を通過する
電解を他方で受信し、通過による減衰を測定する方法です。

Pulse

KEC Method is a method of measuring attenuation, by setting up a sample
inside a cell (as illustrated in the picture), generating an electric pulse, allowing
it to pass through the sample, and measuring the resulting signal from many
directions.

Antenna

Sample

シールドチューブのアース線の設置方法 Granding method for shield tubing installation
■ アルミ箔タイプの場合

AL foil type

アース用編組線を必要な長さだけ残し
余分なシート部を切り落とします。
Cut extra length of sheet material to
get the desired length of the braided
grounding wire.

Mesh type / Conductive fabric type

アース用に付加遮蔽材（メッシュ or 導電布）を
利用する方法です。＝必要な長さだけ付加遮蔽
材を残し余分なシート部を切り落とします。

The Shielding material, mesh or conductive fabric, in side of
the tube could be used for grounding. Cut extra length of sheet
material to get the desired lenght of the shielding material.

アース用編組線を露出させます。
Expose the grounding wire.

付加遮蔽材（メッシュ or 導電布）を露出させます。
Expose the shielding material,mesh or conductive
fabric.

アース用編組線に端子を付けて
グランドに落とします。

露出した付加遮蔽材（メッシュ or 導電布）に
アースクランプを付けてグランドに落とします。
Apply an earth clamp over the shielding
material and connect to ground.

Put a terminal on the grounding
wire and connect to ground.
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■ メッシュ/ 導電布タイプの場合

