
大連ソフトウェア産業会報 
 

大連ソフトウェア産業協会事務室編集                2008 .9 

 

 

今 月 の 内 容 

 

協会通知  一部企業の入会承認に関する通知 

     中国交易会（日本）海外分会の開催について 

     第十二回中日情報サービス産業懇談会について 

PIPA 業務  第五期 PIPA 研修班を終了 

          PIPA－P－MARK 相互認証使用管理規定 

協会活動  2008 中国オープンソースオープンソースソフトウエア競技イ
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          珠海市ソフトウエア産業協会大連へ視察 

     ＳＩ分会第三期業務会議 

     東北ソフトウエア及び信息サービス業連盟業務会議開催 

業界情報  大連ソフトウエア産業協会と成都武侯区工業投資有限会社協
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一部企業の入会承認に関する通知 

大軟協[2008]007 号 
各会員単位： 

『大連ソフトウエア産業協会定款』第十八条の規定に基づき、大連ソフト

ウエア産業協会理事会の討論を経て、下記の企業を大連ソフトウエア産業

協会会員単位と認定する： 

 

大連美琳信息技術服務有限公司 

遼寧華府弁護士事務所 

大連科森特科技発展有限公司 

大連軟件園瑞安発展有限公司 

海和信息技術(大連)有限公司 

積水(大連)住宅技術有限公司 

                   大連ソフトウエア産業協会

2008 年 9 月 

 

 

中日ソフト及び情報サービスフォーラム――中国ソフトウ

エア交易会（日本）海外分会について 

 中日両国のソフトウエア分野での交流と協力を深めるため、そして中国

ソフトウエア企業の日本市場での発展を助けるため、2008 年 9 月 29 日に

中国商務部は日本東京において中国ソフトウエア交易会日本分会を開催

し、同時に行われるイベントにも参加する。商務部部長助理王超が自ら団

体を率いて、各単位・企業をお迎えする。 

 

：中日ソフトウエア及び情報サービス交易会 

 日時：2008 年 9 月 29 日９：30―17：00 

 場所：日本 ホテルニューオータニ(東京) 

主催：中華人民共和国 商務部 

   日本国 経済産業省 

後援：大連市情報産業局 

   大連市中国国際ソフトウエアと情報サービス交易センター 



   日本貿易振興機構 

 

詳細は協会のＷｅｂサイトを参照のこと  ： 

http://www.dlsia.org.cn/NewsDetail.asp?ID=822

 

 

 

第 12 回中日情報サービス産業懇親会について 
 

 中国ソフトウエア産業協会（CSIA）と日本国情報サービス産業協会

（JISA）の協定により、協議を経て 2008 年 9 月 22 日南京にて第十二回中

日情報サービス産業懇親会を開催する。今回の会議は主に中日 IT 協力を

Win-Win に展開していき、それと同時に第四回中国(南京)ソフトウェア博

覧会の他のイベントとあわせ、中日ソフトウエアアウトソーシング協力を

強調させることをテーマとする。 

 JISA は日本唯一の全国レベルのソフトウエア産業協会で、1995 年に

CSIA と協定を結び、毎年一回ずつ中日懇親会を開催し、ともに両国ソフ

トウエア産業協会を協力を促進していくことを約束した。今では、日本へ

のソフトウエア輸出は中国ソフトウエア輸出の半分以上を占め、中日情報

サービス懇親会はすでに中日ソフトウエアアウトソーシングを展開する

ための重要なプラットフォームとなった。 

 今回の懇親会の予定規模は 300 人、日本側の企業代表は 100 人。参加企

業と日本企業のよりよい交流のため、中国側が従来の方法に従い参加起業

名簿と企業案内を印刷する。参会企業は企業案内を搭載するかどうかを決

めることができる。 

 今回は 2008 年 9 月 22 日～23 日の二日間の予定で、南京にて懇親会が

開催される。各ソフトウエア産業企業が日本ソフトウエア産業協会との交

流の機会を重視し、積極的に参加することを希望する。 

詳細は下記の Web サイトを参照のこと 

http://www.dlsia.org.cn/NewsDetail.asp?ID=783

 

 

 

“2008 中国オープンソースオープンソースソフトウエア

http://www.dlsia.org.cn/NewsDetail.asp?ID=822
http://www.dlsia.org.cn/NewsDetail.asp?ID=783


競技イベント―オープンソースオープンソースソフトウエ

ア創造と企業応用大会”大連講演 

 8 月 5 日午後、“2008 中国オープンソースオープンソースソフトウエア

競技イベント―オープンソースオープンソースソフトウエア創造と企業

応用大会”大連講演は大連ソフトウエアパーク八号館多目的ホールにて行

われた。 

 大連ソフトウェア産業協会副秘書長孫鵬、共創ソフトウェア連盟副秘書

長楊春燕、大連ソフトウェアパーク大連基地総経理趙波、Sun 公司総監

Amiram Hayardeny、インテル総監楊継、Sun 公司曹瑋祺先生、北京中科紅

旗講師淮晋阳、Huihoo オープンソースコミュニティオープンソース共同

創立者程勇先生がそれぞれ発言をした。70 数人の方が会議に参加した。 

 今回の競技大会は国家科術部と元国家信息産業部の歴年の協力のもと

二年に一回開催され、今回は三回目の開会である。科術部たいまつセンタ

ー、高技術研究発展センター共同で企画。オープンソースソフトウェア応

用の推進を目的とし、優秀なオープンソースソフトウエアを選抜すること

を通して、ソフトウェアパークの企業を主要な参加対象とし、一連の活動

を通して、オープンソース技術の広範な応用を促進し、新たなプロジェク

トを創造することにしている。 

 今回大連ソフトウエアパークでのイベントは“オープンソース行動日”

をテーマとし、技術交流活動として、系統的にオープンソースの理念、応

用、前景を紹介した。今回の活動を通して、オープンソース技術開発の技

巧について深く解説し、最新技術の展示、応用などを行った。 

 

 

珠海ソフトウエア産業協会大連へ考察 

 8 月 6 日珠海ソフトウエア産業協会秘書長(団長) 詹美、珠海市情報産

業局、珠海市ソフトウエア産業協会、北京師範大学珠海分校商学院、北京

師範大学珠海分校珠三角経済社会発展研究センター、華南理工大学工商管

理学院、北京師範大学珠海分校情報プロジェクト、ソフトウエア学院など

の責任者及び学者計 12 名が大連ソフトウエア産業協会を訪問した。大連

ソフトウエア産業協会副秘書長が応対をし、双方はソフトウエア産業協会

の現状と発展ついて交流をした。 

 



大連ソフトウェア産業協会と成都武侯区工業投資有限
会社協力覚書に署名 

 
 8 月 14 日，成都市武侯区政府と大連ソフトウェア産業協会が共同で企

業交流会を行った。会は成都代表団により、20 数億元の投資により建設

される“西部智谷”のプロジェクトが重点的に紹介された。建設された後

は区域の総本部、技術開発、サービスアウトソーシング、IT ソフトウェ

アアニメーション及び中小企業基地が一体となった総合工業園区になる

という。大連ソフトウェア産業協会副秘書長孫鵬は会議に参加した企業の

代表に対して大連ソフトウェア産業発展の新趨勢、トピックを照会した。

更なる両地域の産業交流を促進するため、大連ソフトウェア産業協会、大

連市情報産業局と成都武候区人民政府はそれぞれ協力覚書に署名をし、大

連市情報産業局靳国衛副局長、大連ソフトウェア及び情報産業企業の代表

50 数名が交流活動に参加した。 

 成都人民政府が主催する成都国際コンピュータフェアが 9月 26 日から

30 日まで行われるとのことで、大連市の関連企業が積極的に参加するこ

とを希望しているという。 

 詳細は下記のサイトを参照のこと 

東北ソフトウェア及び情報サービス連盟業務会議の開催 

 

 8 月 29 日、東北ソフトウェア及び情報サービス連盟は 2008 年度第二次

業務会議を開いた。黒龍江省、吉林省、遼寧省及び鞍山、大連ソフトウェ

ア産業協会の責任者が会議に参加した。会議は黒龍江省ソフトウェア産業

協会が発起、司会した。 

 各協会は各地でのソフトウェ￥ア及び情報サービス業の発展状況及び

協会の状況を報告した。主に年末に開かれる“情報及び工業化融合“の検

討会の策定について討論をした。 

 大連ソフトウェア産業協会はソフトウェア販売プラットフォームの共

同設立について各協会に提起した。中小企業の企業商品販売通路問題を解

決するためである。各協会の責任者も積極的な支持と参加を示した。 

 

創業園分会特定テーマサロンを開催 



 

 8 月 7 月、大連ソフトウエア産業協会創業園分会は七賢嶺産業化基地西

海岸コーヒーホールにて“マクロ経済下で中小企はどのように生存発展し

ていくか”をサロンテーマとして開催された。大連市高新園創業センター

副主任劉作勃、部長王樹良、大連ソフトウエア産業協会副秘書長孫鵬がサ

ロンに参加し講話をした。大連ソフトウエア産業協会の構成員及び各ソフ

トウエア企業の取締役/総経理 30 名あまりの方々が参加した。 

 今回のサロンでは主に二つの主題を掲げた。一、ソフトウエア業界の新

政策の解析；会議参加者達は≪中華人民共和国工会法≫を熱心に学習し、

大連市人民政府事務所発行の≪大連市障害者就職保障金徴収管理方法≫

(大政弁発[2008]103 号)、及び大連市地方税務局、大連市総工会が発表し

た≪大連市工会経費(工会準備金)徴収管理方法≫(大地税函[2008]113号)

文書の精神を学習、研究した。地税局が代理徴収の主体となることによっ

て発生する問題と疑義について討論をした。会議に参加した企業は秘書処

が関連する問題と疑義について整理をし、関連部門に反映をすることで、

関連する解釈と説明を得られるよう希望した。二、新労働法に対応する案

件について討論をし、遼寧法大事務所孫平が司会をした。 

 会議の参加者はお互いの交流を通じてソフトウェア企業の経営に冠す

る問題を総括、解析をし、生存の道を研究した。また、ソフトウェア産業

の発展に関する問題についても討論し、いかに今回の経済の“冷え込み”

を乗り切るかについて相談した。 

 

ソフトウエア産業協会第五期 PIPA 研修開催 

 

 多くの企業の要求にこたえ、企業の個人情報保護制度の設立に協力する

ため、大連ソフトウエア及び情報サービス個人情報保護業務展開を促進す

るため、大連ソフトウエア産業協会は 2008 年 8 月 25 日より 8 月 27 日ま

で、第五期個人情報保護評価（PIPA）企業研修を開催し、15 の企業 30 あ

まりの人が研修に参加した。 

 今回の研究は以前の経験を踏まえ、多くの企業の意見を聞き、元の研修

内容を基とし、大きく改善を行った。《ソフトウエア及び情報サービス業

個人情報保護規範》の説明と企業の個人情報保護制度設立のほか、個人情

報制度設立中に遭遇する問題点と技術性の高い部分についても特定テー

マとして研修した。主に、基本規定、個人情報リスク分析と制御、技術物

理安全管理措置などの関連内容を増加し、研修中にテストと研修効果アン



ケートも追加した。テストと研修効果アンケート結果から見て、参加者た

ちも満足し、研修を通して個人情報保護制度成立のプロセスと要求に対し

ても比較的よく理解してもらえた。 

 

 

SI 分科会第三期度業務会議の開催 

 

 大連ソフトウエア産業協会SI分科会は8月 29日情報産業局310室で第

三期度業務会議を開催した。 

 大連市情報産業局副局長靳国衛、SI 分科会会員代表 60 あまりが会議に

参加した。会議は SI 分会会長の郎慶斌が司会をした。 

 協会の推薦により“大連市情報技術普及応用優秀成果賞”を受賞した企

業のリストを公布し、トロフィを授与した。副局長靳国衛は SI 分科会の

設立以来の業務に対して高い評価を示した。まもなく公布する産業発展を

支持する優遇政策、特に、SI 企業に対応する部分に対して詳細に説明し

た。会議参加者を奮起にさせた。 

最後に杭州華三通信技術有限公司よりネット製品の最新技術に対する

講座を行った。 

 

2008 年上期システム総合資質承認広告 

 

各関連単位： 

 《国務院の明確に保留する必要のある行政審査認可プログラム設定許可

に対する決定》(国務院 421 号令)の徹底施行のため、情報産業局部《計算

機情報システム総合資質管理方法（試行）》の関連規定に基づき、《計算

機情報システム総合地質レベル評定条件(改定版)》(信部規[2003]440 号)

に適する単位に対して 2008 年計算機情報システム総合企業地質の認定を

許可する。 

単位 名称 

資質

レベ

ル

証書番号 認可日時 
初証書授与

取り日時
所在 

大連江申計算機網絡科技有限公司 三級 Z3210220080002 2008-3-14 2008-3-14 大連

大連港隆科技有限公司 三級 Z3210220080003 2008-3-14 2008-3-14 大連



大連港通信工程有限公司 三級 Z3210220080075 2008-5-14 2008-5-14 大連

大連博翔科技発展有限公司 三級 Z3210220080076 2008-5-14 2008-5-14 大連

大連口岸物流科技有限公司 三級 Z3210220080077 2008-5-14 2008-5-14 大連

大連拓思科技有限公司 三級 Z3210220080368 2008-8-15 2008-8-15 大連

大連連達科技有限公司 三級 Z3210220080369 2008-8-15 2008-8-15 大連

大連創盛科技有限公司 三級 Z4210220080370 2008-8-15 2008-8-15 大連

 


