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画像機器基準 v1.1:改定スケジュール変更について 
(2008 年 6 月 21 日 EPA メール) 

 
Dear ENERGY STAR Imaging Equipment Partner or Other Interested Stakeholder: 
 
The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the European Commission (EC) 
would like to thank stakeholders for all your thoughtful input and effort during the 
revision process of the ENERGY STAR Imaging Equipment specification.  Based on 
comments from stakeholders, EPA has been working to: (1) modify the existing timeline 
for the Version 1.1 revision process and (2) explore options to obtain a more complete 
understanding of the models currently available in the US market including ENERGY 
STAR qualified imaging equipment. Below are further details on each of these topics. 
  
Anticipated Timeline 
After working closely with its counterparts at the EC and carefully considering 
stakeholder comments, EPA has readjusted the timeline for the Version 1.1 specification 
revision.  Below is the revised, extended timeline under which EPA will be working.  
Please note a stakeholder webinar for the week of August 11 has been tentatively 
scheduled if needed.  Also note that EPA has pushed back the effective date of Version 
1.1 from April 1, 2009 to July 1, 2009.  Version 1.0 requirements will be in effect until 
June 30, 2009 under this revised timeline. 
  
・Stakeholder review of market data due (more details below): July 2  
・EPA to distribute Draft 2: July 16  
・Stakeholder comments due on Draft 2: August 6  
・Stakeholder webinar (if necessary): week of August 11  
・EPA to distribute Final Draft: August 27  
・Stakeholder comments due on Final Draft: September 17  
・EPA to distribute Final Version 1.1 specification: October 1  
・Version 1.1 effective date: July 1, 2009  
  
Assessment of Market Data 
EPA explored many different options with stakeholders and market research firms in 
order to determine the total number of models available for sale in the United States, 
which would be used to determine the market share of ENERGY STAR qualifying 
products in the U.S.  The options explored did not provide the level of detail that was 
necessary for the data analysis. Therefore, upon stakeholders suggestions, EPA 
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gathered individual model information directly from manufacturers Web sites.  
Product information was obtained from manufacturers Web sites (from both partners 
and non-partners) from May 29 to June 19. In the attached file under the MASTER 
worksheet, please find the list of currently available products based on this review of 
Web sites.  Each product is listed in the file as it appears on the manufacturers Web 
site.  When applicable, marking technology, color capability, and monochrome product 
speed was determined and included.  EPA also noted if a model was listed on the 
ENERGY STAR Imaging Equipment Qualified Product List. 
  
EPA is asking stakeholders to carefully review their list of products in the MASTER 
worksheet of the attached file and include EPS information for each of your products in 
Columns I and J (if necessary).  Also, if the information listed for one of your products 
is not accurate, you are encouraged to provide clarifications to EPA in Column K.  You 
are welcome to review and provide feedback on information from product of other 
companies as well.  EPA will consider updating the product information if necessary.  
In addition, if there are products currently sold in the United States that EPA did not 
list in the MASTER worksheet of the attached file, you may input new product 
information into the new products worksheet.  In order for EPA to consider adding new 
products to the current list, please be sure to provide information for all the requested 
fields, and indicate if this model is promoted as currently-available on your Web site.  
Based on the information provided by stakeholders, EPA will make decisions to include 
these added products in the analysis.   
  
EPA is planning to distribute Draft 2, based on updated market data, to stakeholders on 
July 16, 2008.  Therefore it is critical to get the updated information concerning your 
currently-available products as soon as possible, but no later than July 2, 2008.  Please 
submit this review of products to Bijit Kundu, ICF International, at bkundu@icfi.com.  
If partners do not submit their review of the product information to EPA by the deadline 
noted above, EPA will use the information currently listed in attached file to determine 
prevalence of ENERGY STAR qualified products in the US market. 
  
If you have any questions or concerns, please contact Christopher Kent at (202) 
343-9046 or Bijit Kundu at (202) 862-1157 or at the e-mail address noted above. 
 
Imaging Equipment Total Products to Partners.xls 
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＜全文和訳＞ 
ENERGY STAR 画像機器パートナーまたは他の関係者各位 

 
EPA と欧州委員会（EC）は、ENERGY STAR 画像機器基準の改定作業において、関係者

が貴重な意見を提出し労力を注いだことに対して感謝をしたい。関係者からの意見に基づ

き、EPA は、以下の内容に取り組んできた。（1）バージョン 1.1 改定作業の現行スケジュ

ールの修正。（2）ENERGY STAR 適合画像機器を含め、米国市場で現在入手可能なモデル

を完全に把握する方法の検討。以下は、上記項目に関する詳細である。 
 
今後の予定 

EPA は、EC と密接に作業を行い、関係者の意見を慎重に検討してバージョン 1.1 基準の策

定スケジュールを変更した。以下のとおり修正延長した今後の予定のもと、EPA は作業に

取り組む。8 月 11 日の週の関係者用オンラインセミナーは、必要に応じて、暫定的に予定

されていることに注意すること。また、EPA は、バージョン 1.1 の発効日を 2009 年 4 月 1
日から 2009 年 7 月 1 日に延期したことにも注意すること。バージョン 1.0 要件は、新スケ

ジュールのもと、2009 年 6 月 30 日まで有効となる。 
 
・関係者による市場データ検討期限（詳細は以下に記載）:  7 月 2 日 
・EPA 第 2 草案配布:  7 月 16 日  
・第 2 草案に関する関係者意見提出期限:  8 月 6 日  
・関係者オンラインセミナー（必要な場合）:  8 月 11 日の週 
・EPA 最終草案配布:  8 月 27 日 
・最終草案に対する関係者意見提出期限:  9 月 17 日 
・EPA による確定バージョン 1.1 基準配布:  10 月 1 日 
・バージョン 1.1 発効日:  2009 年 7 月 1 日 
 
市場データの評価 

EPA は関係者および市場調査会社と、米国における ENERGY STAR 適合製品の市場占有

率の判断に使用する、米国で入手可能なモデル総数を算出するための多様な方法を検討し

たが、データ分析に必要なレベルの詳細情報を提供するものではなかった。そのため、EPA
は関係者の意見に基づき、製造事業者の Web サイトから直接、個々のモデル情報を収集し

た。製品情報は、5 月 29 日から 6 月 19 日にかけて、製造事業者(パートナーおよび非パー

トナー)の Web サイトから入手した。添付ファイルの MASTER ワークシートには、上述の

Web サイト調査に基づく、現在入手可能な製品リストが記載されている。製品は、製造事

業者の Web サイト上に掲載されているとおりに記されている。該当する場合には、マーキ

ング技術、カラー能力、およびモノクロ製品速度が判断され、含まれている。また、EPA
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は、そのモデルが ENERGY STAR 画像機器適合製品リスト（Imaging Equipment 
Qualified Product List）に記載されているかについても示している。 
 
EPA は、関係者に対し、添付ファイルのMASTER ワークシート上の自社製品リストを慎重

に確認して、I列および（必要ならば）J列に各製品に関するEPS情報を記入することを求める。

また、 自社製品について記載されている情報が正確ではない場合、K列にEPAに対する説

明の記入を奨励する。他社製品の情報に関する確認および意見も歓迎する。EPAは必要で

あれば、製品情報の更新を検討する。加えて、現在米国で販売されている製品で、添付フ

ァイルのMASTER ワークシートに記されていないものがあれば、新製品ワークシートに新

製品情報を入力してよい。EPAが現在のリストへの新製品追加を検討できるようにするた

めに、要求された記入欄の全てに情報を入力し、自社Webサイト上で現在入手可能なモデル

として販売されているかを記載すること。 関係者が提供した情報に基づき、EPAはこれら

の追加製品を分析対象に含めるかを決定する。 
 
EPA は、2008 年 7 月 16 日に最新市場データに基づいた第 2 草案を関係者に配布する予定

である。よって、現在入手可能な製品に関する最新情報を、2008 年 7 月 2 日までに入手す

る こ と が 重 要 で あ る 。 こ の 製 品 の 確 認 は  ICF International の Bijit Kundu
（bkundu@icfi.com）に提出すること。上記提出期限までに提出がない場合、 EPA は添付フ

ァイルに現在記載されている情報を使用して、米国市場におけるENERGY STAR適合製品の普及

状況を判断する。 

 
質問や懸念がある場合には、Christopher Kent (電話(202) 343-9046 )または Bijit Kundu 
(電話(202) 862-1157 または上記のメールアドレス)に連絡すること。 
 

以上 
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