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日本神奈川県知事主催の投資環境説明会の通知 

 

日時：2008 年 10 月 29 日(水曜日)14:15－15:00 

場所：大連軟件園八号ビル、1 階多功能庁 (数码広場の隣八号楼) 

主題：魅力にあふれた神奈川の投資環境 

主催単位：神奈川県政府 (松沢知事本人出席) 

     神奈川県大連事務所 

支持単位：大連ソフトウエア産業協会 

     大連軟件園有限公司 

参加人数：60 人(大連市内における中資ソフトウエア開発企業)応募の順

序による。 

参加費用：無料 

応募締め切り：10 月 17 日 

連絡先及び連絡人：神奈川県大連事務所 叢峰 

    TEL：8761－3401 携帯電話：38-4094－5150 

    E-mail：cong-kanagawa@live.jp

 
 

IT スキル標準プロジェクト起動 

 

 9 月 12 日、大連ソフトウエア産業協会は IT スキル標準（ITSS IT Skill 

Standards）業務会議を開いた。大連市情報産業局副局長靳国衛、班喜光

副局長、ソフト及び情報サービス管理処処長湯玉傑が会議に参加。 
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 IT 産業において一番肝心な要素は人材である。どのように人材を識別、

評価、教育、管理するかが IT 産業において重要なテーマとなった。そこ

で、科学的な IT スキル標準を設立し、人材発展戦略を策定することは、

ソフトウエアサービス産業発展の、ソフトウエア産業全体の競争力を高

めるための必然的な道である。ITSS は経済のグローバル化と IT 産業の

発展に伴い成長してきていて、これを策定することは IT 産業が発展した

という一つの重要な証明と要素となる。大連ソフトウエア産業協会は

2006 年から《情報技術技能標準》（ITSS）、《情報技術技能標準 1 部:概要

篇》及び《ソフトウエア開発エンジニア篇》を制定してきた。 

 会議では新しく ITSS 業務委員会を調整し、グループ分けをした。ITSS

の枠組みに関しての説明を聞き、次の業務計画について検討をした。 

 

 

中国ソフトウエア交易ネット掲載の 

ソフトウエア製品募集に関する通知 
 

 より多くの中小規模のソフトウエア企業を助け、全国において販売ル

ートを設立し、製品の販売範囲を拡大するため、大連ソフトウエア産業

協会は全国の他の省、市のソフトウエア産業協会と連盟し共同で“中国

ソフトウエア交易サイト”を設立した。会員企業は自社で開発したソフ

トウエア製品を中国ソフトウエア交易サイトに掲載し、ネットワーク、

各地協会、市場活動などを通じて、幾多なる方式で会員企業の製品を全

国内で幅広く宣伝及び普及させる。サイトは企業が迅速に販売市場を広
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め、地域をまたがる市場販売ルート形成のもっとも低コストな方法とな

ることだろう。 

一、 中国ソフトウエアネットに加入するソフトウエア製品の

満たすべき条件： 

1、 協会の会員であること； 

2、 ソフトウエア製品には詳細な販売政策があること。当政

策はサイトの推薦した“中国ソフトウエア交易ネットルートパ

ートナー”企業に対して一定の優遇を与えること； 

3、 ソフトウエア製品はソフトウエア製品認定を受けなけれ

ばならない。 

4、 製品の入庫費用を支払う 

二、 ソフトウエア企業にとってのメリット： 

1、 サイトを通して迅速に全国市場販売のルートを設立する

ことが出来る； 

2、 サイトの各地で開催するイベントに参加することが出来

る； 

3、 サイトを通して製品販売の指導と支持を受けることが出

来る。 

連絡人：牟楠 

連絡電話：0411－83638411 E-mail：mun@dsia.org.cn

 

連絡先：大連市西崗区勝利路 38 号華信大厦 520 室 
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JIPDEC と大連ソフトウエア産業協会による 

個人情報保護連絡会議 

 

 9 月 15 日から 18 日まで、日本情報処理開発協会（JIPDEC）個人情報

推進センター主任関本貢及び西田聖道氏が大連を訪れ、9 月 16 日に大連

市情報産業局靳国衛副局長、大連市ソフトウエア産業協会孫鵬副秘書長

と日本 P-MARK、大連 PIPA 相互認証後の関連事項について協議を行っ

た。 

 今回 JIPDEC 専門家は 6 月 19 日の P-MARK と大連 PIPA 相互認証後以

来の初の訪問である。双方は PIPA と P-MARK 相互認証後の個人情報審

査員教育、相互認証マークの使用と管理などの業務進展について話し合

った。副局長は双方の業務に対して高い評価を示し、同時にこれから双

方の業務においての希望と要求を述べた。さらに PIPA 業務は品質問題

に注意を払うべきだと述べ、規範に準じた評価を行う必要があり、特に

中日双方の体系はすでに相互認証をしているので、自分たちの業務の品

質をさらに強く、要求すべきであると述べた。双方は PIPA と P－MARK

相互認証後の品質をさらによいものにし、維持していくこと、提出され

た問題に対して迅速かつ効果的に対処するために、相互監督を行うこと

を決めた。 

 
 

2008 年大連市情報産業の各専用資金 
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 大連市情報産業の発展を支持するため、大連市は産業発展専用基金を

設立した。大連市情報産業局からの情報によると、全部で 160 の企業が

2008 年度大連市ソフトウエア産業、デジタル製品製造業及び IC 設計産

業化発展専用資金を獲得し、33 のプロジェクトが 2008 年度大連市情報

化建設専用資金、47 校の教員と部分の学校が大連市 2008 年度 IT 優秀教

師個人及び単位奨励資金、26 の企業が“百網便民プロジェクト”専用資

金を獲得した。 

各専用資金の詳細情報は下記のアドレスを参照： 

http://www.dlbii.gov.cn/wsbg/tz.asp

http://www.dlsia.org.cn/NewsDetail.asp?Id=928
 
 

無錫市濱湖区ソフトウエア及びサービスアウトソーシン

グ産業（大連）投資説明会が開催された 
 

 9 月 11 日午後、無錫市濱湖区ソフトウエア及びサービスアウトソーシ

ング産業（大連）投資説明会が大連ケンピンスキーホテルにおいて開か

れた。この投資説明会は大連 IT 及びサービスアウトソーシング業界の注

目を浴び、華信、海輝、東軟、ソフトウェアパーク、オラクルなど 50

数名の大連業界の高レベル企業が一席に集まった。 

 濱湖区指導者は会議において濱湖区の基本状況、サービスアウトソー

シング産業の発展現状、発展の優勢及び発展前景を詳しく紹介し、同時

にソフトウエアサービスアウトソーシング投資関連の優遇政策にも触

れた。大連ソフトウエア産業協会責任者が会議に参加した企業代表に対
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して大連ソフトウエア産業発展の趨勢と現状を紹介した。今回のソフト

ウエア及びサービスアウトソーシングをテーマとする会議は会議参加

者より大きな反響を受けた。 

 

 

財政部、商務部が《2008 年度国際サービスアウトソーシン

グ発展を支持する資金の管理業務ついて》を公布 
  

 わが国のサービスアウトソーシング産業の発展を加速させ、サービス

アウトソーシング企業のさらに発展するよう支持し、国際サービスアウ

トソーシング業務を積極的に受託、貿易量を増加させるため、財政部、

商務部は専用資金を設立した。わが国のサービスアウトソーシング基地

都市共通プラットフォーム建設、企業の発展、サービスアウトソーシン

グ人材設定教育のコスト圧縮を重点的に支持するもので、財務部、商務

部は《208 年度国際サービスアウトソーシング業務発展を支持する資金

管理業務について》を発布した。 

詳細は協会のサイトを参照のこと： 

http://www.dlsia.org.cn/NewsDetail.asp?ID=902

 
 

ソフトウエア情報サービス交易会日本分会 中日ソフト

ウエア産業協力発展を促進する 
 

 2008 年 9 月 20 日、中華人民共和国商務部、日本国経済産業省主催、
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大連市情報産業局、大連市中国国際ソフトウエア及び情報サービス交易

センターが後援し、日本貿易振興機構、日本情報サービスサービス産業

協会中日ソフトウエア及び情報サービス情報協会が協力した中国ソフ

トウエア交易会日本分会が日本ホテルニューオータニ（東京）で開催。

中国商務部部長補佐王超、日本経済産業省情報政策局局長近藤賢二、中

国商務部の各幹部、大連市副市長戴玉林、大連市情報産業局局長江親瑜、

副局長国衛及び日本経済産業省、日本貿易振興機構企業代表と、中国の

十数か所の都市から来た 100 あまりのソフトウェア及び情報サービス企

業の代表と、300 あまりの日本ソフトウエア企業代表が会議に参加した。

今回のフォーラムは中国ソフトウエア交易会第一期の海外分会―アイ

ルランド中国国際ソフトウエアフォーラムが円満に開催されたことを

受けて行われた中国ソフトウエア交易会国際輸出の試みである。 

 フォーラムは“中日ソフトウエア交流と協力、win-win の実現”をテ

ーマとし、中日双方の講演者が各自ソフトウエア産業の発展現状を詳細

に紹介をした。また、両国がソフトウエア領域においての協力を進めて

いくことについて更なる検討と交流を行った。 

 中国ソフトウエア交易会は 6 年の運営を通じて、すでに国際上で一定

の影響力を有している。日本海外分会の開催によってより幅広い国際市

場に立つことができ、影響力と開拓能力を高めることができる。さらに、

中日双方ソフトウエア産業の意思疎通と交流協力を増進させ、中国ソフ

トウエア企業の競争実力強化を助ける。 
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大連ソフトウエア産業協会事務室変更(調整)につい 

 

業務上の都合により、協会 518 室は 520 に移動した。各部門の連絡 

式は以下の通り： 

部門 責任者 電話 E-mail MSN 

常務副秘書長 孫鵬 83655207 sunpeng@dsia.org.cn sunpeng@dsia.org.cn 

事務室 尹宏 83643362 yinh@dsia.org.cn zhu_lanlan_77@163.com 

双軟認定事務室 趙金秀 83638411 zhaojx@dsia.org.cn zhao-jinxiu@hotmail.com 

PIPA 事務室 曹剣 83655187 caoj@dsia.org.cn caoj@dsia.org.cn 

教育培訓部 王開紅 83655181 wangkh@dsia.org.cn wangqiusha@msn.com 

問い合わせ部 牟楠 83655181 mun@dsia.org.cn mu_nan1115@hotmail.com 

国際協力部 常偉 83655181 changw@dsia.org.cn ku_ai_lewei87@hotmail.com

ネット情報部 潘晓敏 83655181 panxm@dsia.org.cn xiaominpan@live.cn 

ここに通知する。2008 年 10 月 10 日 

 

 

2008 年大連市第三期ソフトウエア製品登録に関する

通知 

 

各関連事業単位： 

国務院《ソフトウエア産業と IC 産業発展のための若干の政策につい

て》（国発[2000]18 号）文書の精神を徹底するため、情報産業部《ソフト

ウエア製品管理方法》(信部第 5 号令)の関連規定に基づき、申請事業単

位の製品がソフトウエア製品登録基準に符合したもの 31 製品について、

2008 年大連市第三期のソフトウエア製品登記を承認する。 
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2008 年大连市第三批软件产品名单 

番号 登録番号 軟件製品名称 申請単位 

1 連 DGY-2008-0053 
大連金山反テロ行動ネット版

ゲームソフト V1.0  

大連金山互動娯楽科技有

限公司 

2 連 DGY-2008-0054 智強文書管理システム V1.0 
大連智強信息技術有限公

司 

3 連 DGY-2008-0055 
傑作電子金券データ処理シス

テム V1.0  

大連傑作商務諮詢有限公

司 

4 連 DGY-2008-0056 

傑作 Maimato 入力システム

(マインマートデータ処理シ

ステム)V1.0    

大連傑作商務諮詢有限公

司 

5 連 DGY-2008-0057 

傑作 Saimonz 入力システム

(サイモンズデータ処理シス

テム) 

大連傑作商務諮詢有限公

司 

6 連 DGY-2008-0058 
唯知京阪百貨店顧客管理シス

テム V1.0 

大連唯知計算機系統有限

公司 

7 連 DGY-2008-0059 
唯知 JR 東海高島屋ビル店舗

管理システム開発 V1.0 

大連唯知計算機系統有限

公司 

8 連 DGY-2008-0060 
唯知デパート供貨事務管理シ

ステム開発(2)V2.0 

大連唯知計算機系統有限

公司 

9 連 DGY-2008-0061 

広衆ネットセキュリティリス

ク評価システム1.1(ネットセ

キュリテイ、リスク評価シス

テム) 

大連広衆科技諮詢発展有

限公司 

10 連 DGY-2008-0062 
賽奥林克安全情報享受管理シ

ステム V1.0  

大連賽奥林克信息系統有

限公司 

11 連 DGY-2008-0063 
網太 NETAI 安全応用システム

V1.0 

大連網太信息技術有限公

司 

12 連 DGY-2008-0064 
博論徳保険販売ネット代理店

システム V1.0 
大連博論徳電子有限公司 
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13 連 DGY-2008-0065 
泛東サーバ室集成システム

V2.0 

大連泛東管理軟件有限公

司 

14 連 DGY-2008-0066 
海輝株券デジタルシステム

V1.0 
海輝軟件(大連)有限公司 

15 連 DGY-2008-0067 
大連愛克京急スーパー管理シ

ステム 

大連愛克信息技術開発有

限公司 

16 連 DGY-2008-0068 華鞍文書交換システム V1.0 
大連華鞍自動化系統有限

公司 

17 連 DGY-2008-0069 華鞍会議支援システム V1.0 
大連華鞍自動化系統有限

公司 

18 連 DGY-2008-0070 
達明 LED モニター制御システ

ムソフト V1.0 
大連達明科技有限公司 

19 連 DGY-2008-0071 
毅信印刷販売ネットシステム

V1.0 
大連毅信軟件有限公司 

20 連 DGY-2008-0072 
健思軟件AccessloGoシステム

1.0（AccessloGoシステム） 
健思軟件(大連)有限公司 

21 連 DGY-2008-0073 

健思軟件旅行サービスシステ

ム段階２更新(Trave １Scope 

Phase2 更新) 

健思軟件(大連)有限公司 

22 連 DGY-2008-0074 
東方之星教師専門発展管理シ

ステム V1.1  

大連東方之星信息技術有

限公司 

23 連 DGY-2008-0075 
東北之星数字化教学と学習環

境支システム V1.0 

大連東方之星信息技術有

限公司 

24 連 DGY-2008-0076 
東方之星学校業務評価応用シ

ステム v1.1 

大連東方之星信息技術有

限公司 

25 連 DGY-2008-0077 
東方之星交流と成長システム

V1.１ 

大連東方之星信息技術有

限公司 
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26 連 DGY-2008-0078 
東方之星人事評価応用システ

ム V1.1 

大連東方之星信息技術有

限公司 

27 連 DGY-2008-0079 
東方之星オンライン調査シス

テム V1.0 

大連東方之星信息技術有

限公司 

28 連 DGY-2008-0080 
東方之星任務管理モジュール

システム V1.1 

大連東方之星信息技術有

限公司 

29 連 DGY-2008-0081 

信卓奥瑞 FBD 新小売業モジュ

ール開発 1.0（FBD New Retail 

Template開発） 

大連奥瑞信息技術(大連)

有限公司 

30 連 DGY-2008-0117 

広衆TOPPERS/FI4OS  カーネ

ル移植 1.0(TOPPERS/FI4力―

ネル移植) 

大連広衆科技諮詢発展有

限公司 

31 連 DGY-2008-0118 
思訊インタネット相互評定シ

ステムV2.0  
大連思訊科技有限公司 

 
 

2008 年大連市第四期ソフトウエア企業名簿の公告に

関する通知 

 

各関連単位： 

  国務院《ソフトウエア製品と集積回路の発展を奨励する事に関する

若干の政策》(国発[2000]18 号)の文献精神を徹底するため、《ソフトウエ

ア企業認定標準及び管理方法(試行)》(信部聯産[2000]968 号)関連規定に

基づき、大連普楽克斯軟件有限公司など 2 社の企業がソフトウエア企業

認定基準に適合したため、ソフトウエア企業に認定する。認定を受けた

企業は政務部門の承認を受けることで、税収の優遇政策を受けることこ

とができる。 
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2008 年第四期ソフトウエア企業認定名簿 

  認定番号 企業名称 法人 

1 連 R-2008-0012 大連普楽克軟件有限公司 鄒化氷 

2 連 R-2008-0013 大連盈科世紀技術開発有限公司 王毅 
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