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Flame retardant
難燃性

IEC : 
UL : 
JIS : 
CSA : 
JCS : 
PSE : 

国際電気標準会議  International Electrotechnical Commission

アンダーライターズ ラボラトリー  Underwriters Laboratories    
日本工業規格  Japan Industrial Standard    
カナディアンスタンダード  Canadian Standard Association

日本電線工業会  Japanese Cable Makers' Association Standard    
電気用品安全法  Denan Law    

■難燃レベル  Flame reatrdant level

IEC

UL

B C DA

IEC60332-3
Category A

IEC60332-3
Category C

EN50265-2-1
（IEC60332-1）

EN50265-2-1
（IEC60332-1）

CSA ̶ FT1 FT4 FT2

JIS C 3005JIS, JCS, PSE ̶ PSE 耐燃性試験
（PSE flame retardant test）

JIS C 3521
JCS 7397

水平燃焼試験
（Horizontal flame test）

IEC60332-2 
Horizontal flame test

(水平燃焼試験)

̶ VW-1 foｒ CT use VW-1

規格
Standard

注意：難燃レベルに対する実力値であり、認証されていない製品も含まれています。
Caution : The products of  Flame retardant level is an ability value.

レベルA Level A 試験概要  Test outline 試験機  Apparatus

ケーブル  Cable

バーナー  burner

対象ケーブル ： 室内に多条垂直布設される電線、ケーブル
試験試料 ： 3.5m
非金属試料体積 ： 7L/m
燃焼量 ： 70,000BTU/h (75,999kJ/h)
燃焼時間 ： 40min
チャンバー内風速 ： 0.386±0.038m/s
判定基準 ： ①ケーブルの炭化長がバーナー下面から
               2.5m未満であること

IEC60332-3
Category A

レベルD Level D 試験概要  Test outline 試験機  Apparatus

ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法　28.難燃
試験試料 ： 300mm×1本
燃焼ガス ： 約37MJ/m3(900kcal/m3)工場用メタンガス
評価 ： 
①水平試験 ： 試料の中央部の下側に30秒以内で燃焼するまで当て、
炎を静かに取り去った後、試料の燃焼の程度を調べる。
②傾斜試験 ： 試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼
するまで当て、炎を静かに取り去った後、試料の燃焼の程度を調べる。

JIS C 3005

レベルB Level B 試験概要  Test outline 試験機  Apparatus

試験試料 ： 2.4m×本数（ケーブル外径による）
燃焼ガス ： LPガス
ガス規定 ： 93MJ
燃焼量 ： 70,000BTU(20kW)
バーナー ： 水平設置
燃焼時間 ： 20min
判定基準 ： ①燃焼部がケーブルトレイの下端より2.2m未満

VW-1 for CT
use

試験試料 ： 2.3m×本数（ケーブル外径による）
燃焼ガス ： LPガス
ガス規定 ： 85MJ
燃焼量 ： 70,000BTU(20kW)
バーナー ： 傾斜20°
燃焼時間 ： 20min
判定基準 ： ①燃焼部がバーナーの下端より1.5m未満

CSA FT4

対象ケーブル ： 室内に多条垂直布設される電線、ケーブル
試験試料 ： 3.5m
非金属試料体積 ： 1.5L/m
燃焼量 ： 70,000BTU/h (75,999kJ/h)
燃焼時間 ： 20min
チャンバー内風速 ： 0.386±0.038m/s
判定基準 ： ①ケーブルの炭化長さがバーナー下面から
               2.5m未満であること

IEC 60332-3
Category C

通信ケーブル用難燃シース燃焼性試験方法
試験試料 ： 2.4m
燃焼ガス ： LPガス(JIS K2240の2種1号)
燃焼時間 ： 20min
評価 ： 
①ケーブルを20分間燃焼後ケーブルの燃焼が自然に
停止したとき 試験を終了する。
②トレイ底部から600mmの高さにあるバーナーを起点
として燃焼長を測定する。

JIS C3521
JCS 7397

レベルC Level C 試験概要  Test outline 試験機  Apparatus

試験試料 ： 610mm×1本
バーナー ： チリルバｰナー
火炎の使用時間 ： 15秒間あて、15秒間休止を5回行う。
判定基準 ： 
①いずれの接炎によっても60秒を超えて有炎燃焼しないこと。
②5回の接炎中又は炎を取り去った後の損傷が25%を越えないこと。
③有炎若しくは、赤熱燃焼物又は有炎落下物により脱脂綿が着火
しないこと。

VW-1

試験試料 ： 610mm×1本
バーナー ： チリルバｰナー
燃焼時間 ： 15秒間あて、15秒間休止を5回行う。
判定基準 ： 
①5回の接炎後、60秒を越えて有炎燃焼しないこと。
②炎を取り去った後、クラフト紙の標識の損傷が25%を超えないこと。

FT1

試験試料 ： 600mm×1本
バーナー ： IEC60695-2-4/1に適合する、1kWのガスバーナー。
火炎の使用時間：試料の直径による。（例：直径≦25mmの時、60秒）
判定基準 ： 
①燃焼後の上部固定部から上端燃焼部が50mm以上のこと。
②燃焼後の上部固定部から下端燃焼部が540mm以内のこと。

ケーブル  Cable

ケーブル  Cable

ケーブル  Cable

ケーブル  Cable

バーナー  burner

７０°

４５°

６０°

Cables of object  : Vertically-mounted bunched wires or cables.
Sample : 3.5m
Nonmetal sample volume : 7L/m
Quantity of combustion : 70,000BTU/h(75,999kJ/h)
Flame application time : 40min
The wind velocity in the chamber : 0.386±0.038m/s
Judgement standard : 
①The length of the cable damage 
from the bottom edge of the burner = under 2.5m

Sample : 2.4m×number(Depend on the cable diameter) 
Gas : LP Gas
Gas rule : 93MJ
Quantity of combustion : 70,000BTU(20kW) 
Burner : Horizontal setting
Flame application time : 20min
Judgement standard : 
①The length of the cable damage from 
the bottom edge of the cable tray = under 2.2m 

Sample : 2.3m×number(Depend on the cable diameter)
Gas : LP Gas
Gas rule : 85MJ 
Quantity of combustion : 70,000BTU(20kW) 
Burner : Slant 20°
Flame application time : 20min 
Judgement standard : ①The length of the cable damage from 
the bottom edge of the burner = under 1.5m

Cables of object : Vertically-mounted bunched wires or cables.
Sample : 3.5 m
Nonmetal sample volume : 1.5L/m
Quantity of combustion : 70,000BTU/h(75,999kJ/h))
Flame application time : 20min
The wind velocity in the chamber : 0.386±0.038m/s
Judgement standard : 
①The length of the cable damage from the bottom edge of 
the burner = under 2.5m

Flame test method for flame retardant sheath of communication cables.
Sample : 2.4m
Gas : LP Gas (JIS K2240 2-1) 
Flame application time : 20min 
Evaluation : 
①After combusting a cable 20 min,the test is finished when 
the combustion of the cable stopped naturally. 
②The damage length is measured, a burner is the starting point. 
The burner's height is 600mm from the tray bottom. 

Test methods for rubber or plastic insulated wires and 
cables.
Sample : 300mm×1  
Gas : About 37MJ/m3(900kcal/m3),
Methane(Factory use) 
Evaluation :  
①Horizontal flame test : The bottom of the central part 
of the sample is exposed to flame till combustion, 
less than 30 sec.
Examine degree of the damage after removing the flame.
②Slant flame test : After 20mm parts from the bottom 
edge of the sample is exposed to flame till combustion,
less than 30 sec.
Examine degree of the damage after removing the flame.

Sample : 610mm×1
Flame application time : 15 sec combustion and 
15 sec stop → 5 times
Judgement standard :
①In all flame test, combustion time is not over 60 sec.
②The damage does not exceed 25% during the flame 
test or after removing the flame.
③Cotton do not catch fire by the flame or flaming.

Sample : 610mm×1
Flame application time : 15 sec combustion and 
15 sec stop → 5 times
Judgement standard :
①After five flame tests, combustion time is not over 
60 sec.
②The indicator flag's damage does not exceed 25% 
after removing the flame.

Sample : 600mm×1
Burner : Conform to the IEC 60695-2-4/1, 
gas burner of 1kW
Flame application time : Depend on the sample diameter
(ex. Diameter≦25mm, 60 sec)
Judgement standard :
①The length of cable damage = more than 50mm
②The length of downward limit of cable damage = 
less than 540mm
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