ECCJ 仮訳

コンピュータ基準 v5.0 第 1 草案に関する 4 月 8 日会議結果について（2008 年 4 月 10 日 EPA メール）
Dear ENERGY STAR Computer Partner or Other Interested Stakeholder:
EPA and the EC wish to thank all those who participated in the April 8th online meeting to discuss the Version
5.0 Draft 1 ENERGY STAR Computer Specification. In follow up, attached is the slide deck presented at that
time along with information related to action items and upcoming events related. Please direct responses to
computers@icfi.com. As always, thank you for your support of ENERGY STAR!
Action Items
• EPA to send out slide deck from Tuesday's online meeting. The slides are attached with this
message and will be posted to the ENERGY STAR website.
•

Stakeholders to contact Evan Haines with interest in a conference call to discuss Thin Clients
by Friday, April 11. This call will be organized as a working session to discuss manufacturer thoughts
on hardware characteristics, OS considerations, power consumption, and other issues as related
uniquely to thin clients. Please reply with your preference of the following times:
o Thursday April 17, 2:30-4PM, Eastern Time
o Monday April 21, 2:30-4PM, Eastern Time
EPA thanks meeting attendees who have already replied.

•

Stakeholders to provide comment on CSCI Internal Power Supply testing sample methodology
by Wednesday April 23. A whitepaper from Intel with this methodology is attached for review.

•

Stakeholders to inform EPA if they would find a May in person meeting to discuss an
upcoming Draft 2 would be valuable; ENERGY STAR to align this meeting with the Server
meeting if possible. An in person meeting is already planned for August once EEPA data is available
to discuss; please see the timeline information in the slide deck.

•

Stakeholders to inform EPA of availability to discuss ENERGY STAR Compliance Testing
topics introduced during the April 8 meeting. Please indicate preference among the following:
o Thursday April 17, 1 -3PM, Eastern Time
o Wednesday April 23, 12-2PM Eastern Time
o Thursday April 24, 1-3PM, Eastern Time

•

Stakeholders to contact Bruce Nordman, Lawrence Berkeley National Laboratory, to engage in
the full network connectivity definition process. Bruce can be reached at BNordman@lbl.gov.

•

EPA to send out primary contact for the SPEC working group involved with Workstation
benchmark development and a list of organizations/individuals within organizations
participating in the Workstation benchmark effort. Information will be forthcoming via email and
the ENERGY STAR website.

•

In May, EPA to provide a draft EEPA data collection form to stakeholders for their comment
before the test effort is rolled out. Information will be forthcoming via email and the ENERGY STAR
website.

Apr8_Webmeeting_ENERGYSTAR_Draft1_final.pdf
ACDCWGWhitePaperDraft_03_.pdf
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＜概要＞
・ 本メールは、今後の取組み事項を説明している。
・ 添付書類は、2008 年４月 8 日会議における EPA の発表資料と、取組み事項に関する資料である。
・ 以下の取組み事項に関する問い合せ・意見・返信は、computers@icfi.com宛にメール送信する。
・ 今後の取組み事項
▪ EPA による会議関係資料の配付およびウェブ掲載。

▪

シンクライアントに関する電話会議を開催する。
－参加希望者は、4 月 11 日までに ICF International の Evan Haines にその旨を連絡すること。
また、4 月 17 日（木）東部標準時 2:30-4:00PM または 4 月 21 日（月）東部標準時 2:30-4:00PM の
どちらが好ましいかを伝えること。
－ハードウェアの特徴、OS の考慮、消費電力、その他シンクライアント特有の案件等について協議。

▪

添付の CSCI（the Climate Savers Computing Initiative）による内部電源装置試験のサンプル方法に
関して、関係者は 4 月 23 日（水）までに意見を提出する。

▪

第 2 草案について協議するために 5 月に（オンラインではない）会議を開催することが有益であるか
を関係者は EPA に連絡する。開催する場合、可能であればサーバー会議と合同開催とする。（オンラ
インではない）コンピュータ関係者会議については、既に EEPA データ収集後の 8 月に開催すること
が予定されている（今後のスケジュールについては、EPA の発表資料を参照すること。）

▪

4 月 8 日会議で示された遵守確認試験の案件に関する協議について、関係者は参加可能な日程を以下か
ら選択し、EPA に連絡する。
－4 月 17 日（木）東部標準時 1:00-3:00PM、－4 月 23 日（水）東部標準時 12:00-2:00PM
－4 月 24 日（木）東部標準時 1:00-3:00PM

▪

「full network connectivity（完全なネットワーク維持）」の定義策定に関し、参加を希望する関係者
は、Lawrence Berkeley National LaboratoryのBruce Nordman（BNordman@lbl.gov）に連絡する。

▪

EPA は、ワークステーション用ベンチマークを策定している SPEC 作業部会の連絡先および、この取
組みに参加している団体とその担当者のリストを配布およびウェブ掲載する。

▪

EPA は、5 月に EEPA データ収集シート案を関係者に配布およびウェブ掲載し、実際のデータ収集を
開始する前に意見を求める。
以上

今後のスケジュール（EPA の 4 月 8 日会議発表資料より）
2008 年

4月

中旬

第 2 草案の配布

5月

上旬

第 2 草案に対する意見提出期限
関係者会議（仮）

下旬
6月
7月
8月

9月

意見に対する EPA の回答
EEPA ツールによるデータ収集開始

上旬
中旬

データ提出期限（4～5 週間の収集期間
後）

上旬

第 3 草案（基準値案付き）の配布

中旬

関係者会議

下旬

第 3 草案に対する意見提出期限

上旬

第 4 草案の配布（基準値案修正）

中旬

第 4 草案に対する意見提出期限

下旬
10 月

2009 年

7月

上旬

最終草案の配布

中旬

最終草案に対する意見提出期限

下旬

確定基準 v5.0 の配布
基準 v5.0 発効

