ECCJ 仮訳

コンピュータ基準 v5.0： 遵守試験プログラムについて

（2008 年 4 月 30 日 EPA メール）

Dear ENERGY STAR ‡ Computer Partner or Other Interested Stakeholder:
During the call on April 24, 2008 regarding the ENERGY STAR Compliance Testing Program, EPA and
Stakeholders identified three action items:
• Distribute the IG Report
• Follow-up with HP regarding the safety-related regulatory compliance accreditation process for labs.
• Develop a draft options paper to document ideas discussed on the call and to solicit comments.
The IG Report: ENERGY STAR Program Can Strengthen Controls Protecting the Integrity of the Label is
available at the following URL:
http://www.epa.gov/oig/reports/2007/20070801-2007-P-00028.pdf
Attached is the draft options paper. This discussion document intends to highlight key proposals and
remaining questions EPA and ENERGY STAR computer partners discussed on the April 24 conference call.
EPA would appreciate stakeholder comment on this document by May 14, 2008. EPA will then distribute a
second version of the document, that reflects stakeholder comments, and follow this distribution with a
conference call where we can discuss the enclosed proposals further.
(See attached file: ENERGY STAR Verification Testing for Computers Options Paper 043008.pdf)
EPA will include any relevant information from HP in the second version of this document.
Please contact Kathleen Vokes, EPA, at vokes.kathleen@epa.gov, or Evan Haines, ICF International, at the
email listed above, with questions. Thank you for your continued support of ENERGY STAR!
ENERGY STAR Verification Testing for Computers Options Paper 043008.pdf

＜概要＞
・ 4 月 24 日の ENERGY STAR 遵守試験プログラムに関する電話会議において、三つの取組事項が確認さ
れた。

－IG報告書を配布する
－試験場に関する安全関連規制遵守認定手続きに関してＨＰと共に引き続き対応する
－電話会議において協議された内容を記録し、意見を求めるために、オプション草案を作成する
・ IG 報告書：ENERGY STAR プログラムはラベルの一貫性の維持管理を強化可能である（The IG Report:

ENERGY STAR Program Can Strengthen Controls Protecting the Integrity of the Label）は、下記ウ
エブサイトから入手可能である。
http://www.epa.gov/oig/reports/2007/20070801-2007-P-00028.pdf
・ 添付書類は、オプション草案であり、4 月 24 日の電話会議における重要提案及び未解決問題を明確にす
ることが意図されている。
・ 本書に関する意見提出期限は、2008 年 5 月 14 日。
・ その後、第 2 案の配布および電話会議が予定されている。
・ EPA は、HP から得られた関係情報を第 2 案に含める予定である。
・ 本メール内容に関する質問等については、EPAのKathleen Vokes（vokes.kathleen@epa.gov）またはICF
Internationalの Evan Haines（ehaines@iefi.com）宛に連絡してほしい。
以上

