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一部企業の入会に関する通知 
大軟協[2008]010 号 

 

各会員企業： 

 《大連ソフトウェア産業協会定款》第十八条の規定に基づき、大連ソフトウ

ェ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ェア産業協会会

員企業とする。 

 

大連傑瑞科技有限公司         天健網 

大連航運在線信息技術有限公司     大連金碼爾科技発展有限公司 

大連京橋科技有限公司         大連麦客信息技術有限公司 

英晋（大連）商務諮問有限公司     大連賽波凱爾科技有限公司 

大連信維科技有限公司         大連天眼網絡有限公司 

焦点平面設計（大連）有限公司     大連強大科技有限公司 

大連安特電力自控技術有限公司     大連恒晨科技有限公司 

大連利達智通信息技術有限公司     大連亜訊信息技術有限公司 

大連雷象数字伝媒有限公司       大連中天時代科技有限公司 

大連斯馬特科技発展有限公司      大連高盛人力資源有限公司 

大連佳禾海網科技有限公司       大連斉星石化油品資訊中心 

大連世紀通網文化伝播有限公司     大連金港華雲雷電防護工程有限公司 

大連清道夫中央空調専業就保潔公司   大連億創世天地科技発展有限公司 

大連冠豪科技有限公司         大連淘車網絡科技有限公司 

大連派爾通信工程有限公司       大連新創世天成技有限公司 

錦程物流網絡技術有限公司       大連海和伝媒有限公司 

大連在線網絡有限公司         捷傑（大連）信息技術有限公司 

 

                       大連ソフトウェア産業協会 

                        2008 年 12 月 

 

杭州ソフトウェア産業協会 PIPA 提携の商談 
 

 12 月 1 日、杭州市情報化弁公室及び杭州市ソフトウェア産業協会関連責任者

が大連を訪れ、大連ソフトウェア産業協会と杭州市における PIPA 業務展開に関

しての協力協議を行った。大連ソフトウェア産業協会孫鵬副秘書長により PIPA

業務の進展状況を説明した後、杭州市から PIPA 業務について大連ソフトウェア

産業協会と協議書を交わしたいとの希望があった。協議内容は、地方業界標準

策定への協力・関連する研修の提供・事業者認証業務などが含まれている。 
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PIPA 公示 
[PIPA2008 第 15 号] 

 

 《大連ソフトウェア情報サービス産業個人情報保護管理方法》に基づき、大

連ソフトウェア産業協会個人情報保護評価機構は積水（大連）住宅技術有限公

司が提出した PIPA の申請に対して評価を行い、審査に通過したことを、ここに

公示します。この事業単位の個人情報保護に関して意見、質問などをお持ちの

方は、公示期間内に PIPA 事務室までご連絡ください。 

事業単位名称：積水（大連）住宅技術有限公司 

受理番号：PIPA015（08） 

資料審査通過時期：2008 年 11 月 12 日 

現場審査通過時期：2008 年 12 月 12 日 

公司期限：2008 年 12 月 13 日より 2008 年 12 月 27 日 

 

PIPA 公示 
[PIPA2008 第 16 号] 

 

 《大連ソフトウェア情報サービス産業個人情報保護管理方法》に基づき、大

連ソフトウェア産業協会個人情報保護評価機構は多奥科技（大連）有限公司が

提出した PIPA の申請に対して評価を行い、審査に通過したことを、ここに公示

します。この事業単位の個人情報保護に関して意見、質問などをお持ちの方は、

公示期間内に PIPA 事務室までご連絡ください。 

事業単位名称：多奥科技（大連）有限公司 

受理番号：PIPA016（08） 

資料審査通過時期：2008 年 12 月 10 日 

現場審査通過時期：2008 年 12 月 16 日 

公示期限：2008 年 12 月 17 日より 2008 年 12 月 31 日 

 

個人情報保護業務委員会年度業務会議 
 

 12 月 9 日、大連ソフトウェア産業協会個人情報保護業務委員会が年度会議を

行った。会議では、積水（大連）住宅技術有限公司、多奥科技（大連）有限公

司の 2社を審査した。 

 PIPA 事務局は作業委員に 2008 年個人情報保護業務の展開状況及び 2009 年業

務計画を報告した。作業委員は 2008 年における個人情報保護業務の成績に対し

満足し、これからの業務計画について討論をした。 
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 2009 年個人情報保護業務は主に次の業務を達成する予定である。市政府の《大

連市ソフトウェア及び情報サービス個人情報保護管理方法》の公布へ積極的に

取り組む；全国個人情報保護試験都市申請への取り組み；関連部門に協力して

全国個人情報保護業界規範の策定を行う；個人情報保護評価（PIPA）業務は他

業種・他地域へ展開していく等。 

 

《情報サービス管理規範》システム集成部分の編成完了 
 

 大連ソフトウェア産業協会が編成した《情報サービス管理規範》（試行）総則

と運営維持の部分は大連市信息化弁公室により 2007 年 12 月 28 日に“《情報サ

ービス管理規範》の普及及び実施についての通知”で正式に公布し、2008 年 1
月 25 日より実施した。実施して以来、業界及び社会により広範囲で応用され、

好評を得ている。 
 編成委員会の絶えぬ努力を経て、《情報サービス管理規範 第二部分 コンピ

ュータ情報システムインテグレーション管理規範》（試行）及び《情報サービス

管理規範 コンピュータ情報システムインテグレーション類》（試行）、の編成

を終え、近いうちに正式に公布実施する。 
 《情報サービス管理規範 第二部分 コンピュータ情報システムインテグレ

ーション管理規範》（試行）は主にコンピュータ情報システムインテグレーショ

ンサービスの提供、コンピュータ情報システムインテグレーションサービス管

理の範囲・目的・性質・原則について規定している。《情報サービス管理規範 コ

ンピュータ情報システムインテグレーション類》（試行）は情報サービス費用管

理の原則と根拠について規定した。当標準はコンピュータ情報システム集成サ

ービスを提供する各類組織に適用される。 
 本規範の実施により、業界の自律行為を強化し、市場秩序を整え、システム

インテグレーションサービス管理の規範化・標準化・科学化・専門化を実現で

き、わが市のシステムインテグレーションサービス業の健全で秩序ある、持続

発展を保障するものとなる。 
 
大連ソフトウェア産業協会インターネット情報サービス分

科会設立大会 
 

 12 月 18 日、インターネット情報サービス分科会の設立大会が行われた。この

会の開催により、大連市 51 社のインターネット企業が参加する大連ソフトウェ

ア産業協会インターネット情報サービス分科会が正式に設立したこととなる。

会議では、全会員により分科会定款・組織機関名簿・2009 年度業務計画などの
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決議があり、大連市のすべてのインターネット企業に個人情報保護普及の提議

書を出した。大連市情報産業局班喜光副局長は設立大会の演説で、分科会の設

立を高く評価し、今後の業務の重点に対して具体的な要求を出した。インター

ネット情報サービス分科会は大連ソフトウェア産業協会の二次分科会で、全会

員は大連市インターネット情報サービスに従事している企業である。 
 

日本インターネット企業が大連ソフトウェア産業協会を訪
問 

  

 11 月 20 日、日本ネット企業ミネルヴァホールディングス株式会社総経理中島

浩一行 7 人が大連ソフトウェア産業協会を訪れ、協会会員のインターネット業

務に従事している 6 社とインターネット業務の協力について交流を行った。交

流において双方企業は各自の企業の主要業務及び運営モデルを紹介し、今現在

インターネット産業における最新トピック、新しい応用技術について交流を交

わした。ミネルヴァホールディングス株式会社は現在中国本部の拠点選びをし、

大連は重点視察都市の中の一つである。 

 

大連ソフトウェア産業協会 DTP 分科会結成 
 

 IT 技術の発展により、DTP 業の電子メディア面での技術の応用は、大きな発

展の余地を持っている。ネットワーク広告・サイト・アニメーション制作等の

方面での技術応用は DTP 技術の支持なくしてならない。ここ数年、大連市の DTP

企業発展の速度は速く、業務も絶えず拡大し、企業数も増加しつつ、わが市の

IT 及びサービスアウトソーシング産業の重要部分になっている。業界のより良

い発展のため、大連ソフトウェア産業協会DTP分科会の設立の批准を決定した。 

 DTP 分科会成立大会は 12 月 19 日に大連市情報産業局 309 会議室で開催。会議

では、分科会の会長・副会長・秘書長・副秘書長を選出し、分科会の規約と業

界自律公約を決定し、会議参加企業は分科会の業務及び業界発展情勢に対して

熱烈な討論をした。大連市情報産業局班副局長が会議に参加し、分科会の設立

に対して祝賀の意を示し、大連ソフトウェア産業協会のほかの分科会よりもお

祝いの手紙が届いた。 

 

福建省情報産業庁・人事庁と本協会交流展開 
 

 11 月 27 日福建省情報産業庁及び人事庁関連責任者がわが協会を訪れ、国際間

における人材交流協力について交流を行った。大連ソフトウェア産業協会は近
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年取り組んできた“シルバープロジェクト”、つまり日本で退職したエンジニア

を招き入れ、大連での仕事をしてもらうというプロジェクトの進展業況を福建

の方々に詳細に紹介をした。福建省信産庁・人事庁の関連責任者も海外より人

材導入の考え方と方法を紹介し、海外の人材を導入することはソフトウェア及

び情報サービス産業の中高レベル人材を補うよいルートであると双方とも認識

し、双方は更なる交流協力を開催するつもりでいる。 

 

大連（日本）ソフトウェアパーク開園式 
 

 2008 年 12 月 3 日午前、大連（日本）ソフトウェアパークの開園式が東京住友

ビルで行われた。国家商務部服務貿易司長単慶江が式に参加し、挨拶をした。

大連市常委・副市長である戴玉林が団体を率いて開園式に参加した。 

 大連（日本）ソフトウェアパークは中国初の海外ソフトウェアパークで、中

国ソフトウェアとサービスアウトソーシング産業の発展ではマイルストーンと

なる重要な成果を収めた。日本との提携は大連市ソフトウェアとサービスアウ

トソーシング産業の特徴と優位点であり、大連ソフトウェアとサービスアウト

ソーシング産業が短期間内で凄まじい発展を遂げた重要な要素でもある。わが

市企業の対日業務が拡大するにつれて、政府の支持を通じてこれらの企業のた

めに日本で発展するプラットフォームを建設することが必要となった。したが

って、大連市政府は大連ソフトウェアとサービスアウトソーシングが“海外へ

行く”ための第一歩を日本に決め、大連（日本）ソフトウェアパークというプ

ラットフォームを通じて、中日の協力と交流がより緊密で便利になることを希

望している。大連（日本）ソフトウェアパークの設立が、両国の IT 業界協力の

成功案件となり、日本で業務展開を希望する大連企業にサービスの場を提供で

き、大連の対日ソフトウェアとサービスアウトソーシングの規模と優勢はさら

に拡大することになる。 

 

08 年度大連市第五期ソフトウェア製品登録承認についての
通知 

各関連事業単位： 

 国務院《ソフトウェア及び IC産業発展の奨励に関する若干の政策》（国

発[2000]18 号）の精神を徹底して貫徹すべく、情報産業部《ソフトウェア

製品管理方法》（信部第 5 号令）の関連規定に基づき、申請した事業者の

製品がソフトウェア製品登記基準に符合したものにつき、2008 年大連市

第五期のソフトウェア製品登記（59 製品）を承認する。 
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番号 登録番号 軟件製品名 申請単位 

18 連 DGY-2008-0164 
PSDCD-PC用 BD駆動システム開

発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

19 連 DGY-2008-0165 
PSDCD-DVD/BD Player FE ソリ

ューション 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

20 連 DGY-2008-0166 

PSDCD-DVD/BD Player FE ソリ

ューション開発（外部委託））

1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

21 連 DGY-2008-0167 
PSDCD-DVD/BD Player 用 BE ソ

リューション開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

22 連 DGY-2008-0168 
PSDCD-DVD/BD Player ソフト

ウェア開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

23 連 DGY-2008-0169 
PSDCD-デジタルカメラ用シス

テム開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

24 連 DGY-2008-0170 

PSDCD-中国で乙向けデジタル

家電製品のアクセス点検及び

関連作業 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

25 連 DGY-2008-0171 

PSDCD-デジタル家電製品との

アクセス点検に関連するソフ

トウェア開発 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

26 連 DGY-2008-0172 PSDCD-検証診断開発 1.0 
松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

27 連 DGY-2008-0173 
PSDCD-ネットワーク対応 AVFW

モジュール開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

28 連 DGY-2008-0174 
PSDCD-Uniphier-AudioPF 音響

機器向けモジュール開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

29 連 DGY-2008-0175 
PSDCD-AV ファイル再生制御プ

ラグイン開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

30 連 DGY-2008-0176 PSDCD-BD/DTV 検証開発 1.0 
松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

31 連 DGY-2008-0177 
PSDCD-中国 STB ミドルウェア

移植開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

32 連 DGY-2008-0178 PSDCD-OCAP－STB 開発 1.0 
松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

33 連 DGY-2008-0179 PSDCD-MHP 向け DTV 開発 1.0 
松下電器軟件開発（大連）

有限公司 
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34 連 DGY-2008-0180 
PSDCD-HD-PLC ソフトウェア開

発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

35 連 DGY-2008-0181 
PSDCD-中国 STB 向けソフトウ

ェア開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

36 連 DGY-2008-0182 
PSDCD-移动通信プラットフォ

ーム開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

37 連 DGY-2008-0183 
PSDCD-松下 AV プレイヤー開発

1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

38 連 DGY-2008-0184 
PSDCD-DTV ブラウザ機能開発

1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

39 連 DGY-2008-0185 
PSDCD-共同庫モジュール開発

1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

40 連 DGY-2008-0186 
PSDCD-データディレクトリ/SD

ミドルウェア開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

41 連 DGY-2008-0187 
PSDCD-デジタル放送受信機の

システム検証技術の開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

42 連 DGY-2008-0188 

PSDCD-中国 CATV 及び中国デジ

タル放送受信機のシステム検

証技術の開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

43 連 DGY-2008-0189 
PSDCD-中国数字 CATV－STB シ

ステム検証技術の開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

44 連 DGY-2008-0190 
PSDCD-地域制御システム（AMS）

開発作業 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

45 連 DGY-2008-0191 
PSDCD-EMIT 新製品開発作業

1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

46 連 DGY-2008-0192 
PSDCD-情報化技術の研究開発

1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

47 連 DGY-2008-0193 

PSDCD-PC-DVD 用 ,Camera 用

SLSI の機能テスト環境開発及

び機能テスト 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

48 連 DGY-2008-0194 

PSDCD-Processor core,movie

用 SLSI,Mobile phone 用 SLSI

テスト、テスト環境開発 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

49 連 DGY-2008-0195 

PSDCD- ト ヨ タ 07RSE 項 目

（9-WGA 電動スイッチ RSE（海

外））1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 
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50 連 DGY-2008-0196 
PSDCD-08RSE プロジェクト（簡

易 RSE（海外））1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

51 連 DGY-2008-0197 

PSDCD-マツダ広島地区向けITS

実証実験用載器開発（08 年）

1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

52 連 DGY-2008-0198 
PSDCD-（S）日産 08IT 制御開発

（08 年）1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

53 連 DGY-2008-0199 

PSDCD-DCAG BR212.207CD 音響

プロジェクト CD（07（08年用））

1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

54 連 DGY-2008-0200 PSDCD-BENZ221/216（MY09）1.0
松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

55 連 DGY-2008-0201 
PSDCD-BR204（MY09）グローバ

ル音響 1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

56 連 DGY-2008-0202 

PSDCD-08 年度 ITS 実証試験用

DSRC 連協ナビ開発（仮設版）

1.0 

松下電器軟件開発（大連）

有限公司 

57 連 DGY-2008-0203 博倫徳日報管理システム V1.0 大連博倫徳電子有限公司

58 連 DGY-2008-0204 
博倫徳クーラー販売ネットシ

ステム V1.0 
大連博倫徳電子有限公司

59 連 DGY-2008-0205 
創盛通用会計管理システム

V1.0 
大連創盛科技有限公司  

60 連 DGY-2008-0206 
創盛通用販売管理システム

V1.0 
大連創盛科技有限公司 

61 連 DGY-2008-0207 
JHB 電除塵人机交互（HMI）軟

件 V1.0 

大連嘉禾工業控制技術有

限公司 

62 連 DGY-2008-0208 
JHB 電除塵上位監控（IPC）軟

件 V1.0 

大連嘉禾工業控制技術有

限公司 

63 連 DGY-2008-0209 JHB 電除塵控制軟件 V1.0 
大連嘉禾工業控制技術有

限公司 

64 连 DGY-2008-0210 奥文造紙包装産業 ERPV2.0 
大連奥文科技発展有限公

司 

65 连 DGY-2008-0211 
奥文 OA 協同オフィス情報化シ

ステム V2.0 

大連奥文科技発展有限公

司 

66 连 DGY-2008-0212 
DXC-伝票入力システム 1.0（伝

票入力システム） 

大連信華信息技術有限公

司 
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67 连 DGY-2008-0213 
DDT-図面入力進捗管理システ

ム1.0 
大連全数科技有限公司 

68 连 DGY-2008-0214 
DXS-遠程オンライン入力シス

テム1.0 

大连信华软件技术有限公

司  

69 连 DGY-2008-0215 
普楽克斯 TAP システム開発

V1.0 

大連普楽克斯軟件有限公

司 

70 连 DGY-2008-0216 
普楽克斯 TOS システム開発

V1.0  

大連普楽克斯軟件有限公

司 

71 连 DGY-2008-0217 
普楽克斯 WEB 固定資産管理

V1.0  

大連普楽克斯軟件有限公

司 

72 连 DGY-2008-0218 
華易達情報データ化管理分析

システム 1.0.0 
大連易華達科技有限公司

73 连 DGY-2008-0219 畢特科基金資産システム V1.0 大連畢特科信息有限公司

74 连 DGY-2008-0220 畢特科基金資産維持 V1.0 大連畢特科信息有限公司

75 连 DGY-2008-0221 
畢特科賃借仲介サービス管理

システム V1.0 
大連畢特科信息有限公司

76 连 DGY-2008-0222 東軟金融機械案件 V1.0 
大連東軟金融信息技術有

限公司 
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