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画像機器バージョン1.1基準：
第1草案に関する５月７日会議後の取り組み事項および今後のスケジュールについて
（２００８年５月９日 EPAメール）
Dear ENERGY STAR Imaging Equipment Partner or Other Interested Stakeholder:
Thank you to all those stakeholders who were able to participate in the online stakeholder meeting on
May 7 to discuss the Draft 1 Version 1.1 ENERGY STAR imaging equipment specification. All the
meeting presentations are now available on the ENERGY STAR Web site at:
http://www.energystar.gov/productdevelopment. Click on the “Revisions to Existing Specifications” link
then “Imaging Equipment”
Meeting Action Items
Based on the discussion at the meeting, the following action items have been identified:
• Reexamine IDC data for use in determining total number of available models. (EPA)
• Prepare to publish TEC data for qualified products by circulating a proposed disclaimer
explaining it is a ranking mechanism. (EPA)
• Suggest to EPA a metric that can be used to convey recovery time information to consumers.
(Industry)
• Re-evaluate specification lines considering additional failures due to changes in EPS specification.
(EPA)
• Explore pass rate of proposed specification lines by speed bin to ensure approximately 25% is
achieved. (EPA)
• Schedule a conference call to discuss further the treatment of DFEs in the IE spec. (EPA)
• Send data to suggest appropriate power level for proposed fax adder. (Industry)
• Consider recovery time issues with different types of scanner lamps. (EPA)
• Suggest for what products and in what form a PSOR adder may still be needed. (Industry)
• Explore auto-notification to manufacturers of products that may be auto-archived in near future.
(EPA)
• Revisit manufactures of products with negative incremental recovery time values to determine if
there is any misunderstanding. (EPA)
• Explore error notification system in OPS if Active0 is greater than Active1. (EPA)
• Prepare responses to all comments received on Draft 1. (EPA)
• Publish ITI, Ricoh, and EC presentations to the ENERGY STAR Web site. (EPA)
• Confirm that Active0 and Active1 times are available on www.energystar.gov for stakeholder
review. (EPA)
• Explore publishing a list of recently-delisted products as a result of V1.1 effective date. (EPA)
• Explore having a new field in OPS so products may have customized fields to determine when a
product is archived. (EPA)
• Confirm that USD notifications will be clearer regarding the applicable product category. (EPA)
Anticipated Timeline
As a reminder, all comments from the meeting and industry action items listed above are due to EPA by
Wednesday, May 14. Below is the anticipated timeline under which EPA will be working for the Version
1.1 specification revision.
z Stakeholder comments due from meeting: May 14, 2008
z Deadline for acquiring alternate market data: May 21, 2008
z Distribute Draft 2: May 28, 2008
z Stakeholder comments due on Draft 2: June 18, 2008
z Distribute Final Draft: June 25, 2008
z Stakeholder comments due on Final Draft: July 16, 2008
z Distribute Final Version 1.1 specification: July 21, 2008
z Version 1.1 effective date: April 1, 2009
DFE Discussion Subgroup
There will be a conference call to discuss how digital front ends (DFEs) will be covered in the Version 1.1
specification next Thursday, May 15, 2008, from 11:00am - 12:00pm Eastern. If you are interested to
participate in the call, please contact Bijit Kundu, ICF International, at bkundu@icfi.com.
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If you have further questions or concerns, please contact Christopher Kent, EPA, at (202) 343-9046 or
Bijit Kundu at (202) 862-1157.
Thank you for your continued support of ENERGY STAR!

＜概要＞

▪ 本メールは、5 月 7 日に開催された ENERGY STAR 画像機器基準バージョン 1.1 の第 1 草案に関するオン
ライン関係者会議後の取組み事項と今後の予定である。

▪ 会議で発表されたプレゼン資料は、ENERGY STAR Web site
（http://www.energystar.gov/productdevelopment）で入手可能である。「現行基準書の改定（Revisions to
Existing Specifications）」をクリックし、「画像機器（Imaging Equipment）」へ進む。

▪ 会議後の取組み事項
•

利用可能なモデル総数の決定に使用するため、IDC データを再検討する。（EPA）

•

TEC データが序列方式であることを説明する注意書案を配布し、適合製品に関する TEC データの公開
に向けて準備する。（EPA）

•

消費者に対する復帰時間情報の通知に使用することができる基準を EPA に提案する。（業界）

•

EPS 基準の変更に伴う追加的な不適合を考慮し、基準線を再評価する。（EPA）

•

約 25％の適合を確保するため、提案されている基準線の適合率を速度範囲（瓶）ごとに調査する。
（EPA）

•

IE 基準における DFE の取り扱いについてさらに協議するため、電話会議を予定する。（EPA）

•

提案されたファクシミリ追加機能に対する適切な電力値を提示するため、データを提出する。（業界）

•

異なる種類のスキャナランプに関わる復帰時間の課題を検討する。（EPA）

•

PSOR 追加機能は、どのような製品に対して、またどのような形式によって、今後も必要であるかを提
示する。（業界）

•

近い将来に自動達成される可能性のある、製品製造事業者に対する自動通知を検討する。（EPA）

•

理解の相違がないかを判断するために、負の追加復帰時間を有する製品の製造事業者を再調査する。
（EPA）

•

アクティブ 0 がアクティブ 1 より大きい場合における OPS のエラー通知システムを検討する。（EPA）

•

第 1 草案に関して受け付けたすべての意見に対して回答を用意する。（EPA）

•

ITI、リコーおよび EC のプレゼン資料を ENERGY STAR ウェブサイトに公開する。（EPA）

•

Active 0 および Active 1 の時間が関係者の検討用に www.energystar.gov で入手可能であることを確認
する。（EPA）

•

V1.1 の発効日を受けて適合製品リストから除外される製品の公開を検討する。（EPA）

•

製品のアーカイブ保存時を決めるための専用欄が設けられるように、OPS における新たな欄の設定を検
討する。（EPA）

•

適用される製品区分に関して USD 通知がより明確になることを確認する。（EPA）

▪ 今後の予定

会議および上記の業界取り組み事項に関するすべての意見は、５月１４日水曜日までにEPAへ提出すること。
下記は、バージョン1.1基準改定に関する今後の予定である。
•

会議に関する関係者意見の提出期限：2008 年 5 月 14 日

•

代替する市場データの入手期限：2008 年 5 月 21 日

•

第 2 草案の配布：2008 年 5 月 28 日

•

第 2 草案 に関する関係者意見の提出期限：2008 年 6 月 18 日

•

最終草案の配布：2008 年 6 月 25 日

•

最終草案に関する関係者意見の提出期限：2008 年 7 月 16 日

•

確定版バージョン 1.1 基準の配布：2008 年 7 月 21 日

•

バージョン 1.1 基準の発効日：2009 年 4 月 1 日
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▪ サブグループによるデジタルフロントエンド（DFE）に関する協議

DFEがバージョン1.1基準においてどのように扱われるのかを協議するために、2008年5月15日東部標準
時11:00am～12:00pmに電話会議を開催する。参加希望者は、ICF Internationalの Bijit Kundu
（bkundu@icfi.com）に連絡すること。

▪ 質問または懸念がある場合は、EPA の

Christopher Kent（(202) 343-9046） あるいは Bijit Kundu（(202)

862-1157）に問い合せること。
以上

