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PIPA 公示 

[PIPA2008 第 13 号] 

 

 《大連ソフトウェア情報サービス業における個人情報保護管理法》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恩梯梯通信設備（上

海）有限公司大連分公司が提出した 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、質問等をお持ちの方は、公示期間内に PIPA 事務室までご連絡ください。 

事業者単位名称：恩梯梯通信設備（上海）有限公司大連分公司 

受理番号：PIPA007(08) 

書類審査通過時期：2008 年 6 月 18 日 

現場審査通過時期：2008 年 7 月 16 日 

公示期間：2008 年 7 月 21 日より 2008 年 8 月 4日まで 

 

連絡先：曹剣    電話：83655187 

e-mail： pipa@dsia.org.cn

 

大連ソフトウェア産業協会 PIPA 事務室 

             2008 年 7 月 21 日 

 

 

企業入会の承認に関する通知 
大軟協[2008]005 号 

 

各会員単位：         

 《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

会会員単位と認定する： 

 

大連昱輝科技発展有限公司 

大連鋭成佳業科技有限公司 

大連華育輝煌科技発展有限公司培訓学校 

阿波羅信息技術（大連）有限公司 

大連東日信科技有限公司 

大連格致職業培訓学校（清華 IT 学習認証中心） 

班德西（大連）軟件有限公司 

大連ソフトウェア産業協会 

2008 年 8 月 
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中国—EU 個人情報保護トップ討論会開催 
 

 2008 年 7 月 18 日《中国－EU 情報社会プロジェクト“個人情報保護大連ト

ップ討論会”》がフラマホテルにて開催された。 

 《中国－EU 情報社会プロジェクト》は中国と EU の協力プロジェクトであ

り、プロジェクトの主な目標は中国の情報化業務の政策と実施戦略に基づい

て、中国とヨーロッパの交流と協力を強めるものである。プロジェクトは商

務部が取り決めを交わし、工信部が執行を担当し、四年の歳月を費やした。

今回の課題は個人情報保護に関連する内容である。大連市信息産業局靳国衛

副局長と工業と情報化部代表の劉博氏が会議に参加し、講話をした。大連ソ

フトウェア産業協会個人情報保護業務委員会の構成員及び関連人員 30 名あ

まりが会議に参加した。 

 EU の専門家 Thomas Hart 博士と Graham Sutton 教授は中国の専門家斉愛民

教授とそれぞれ会議で“EU のデータ保護法の立法と実践”、“個人データ保

護に関する EU の経験と方法”、“中国にて個人情報保護法を制定する核心的

問題”という報告を行った。大連ソフトウェア産業協会代表も、“ソフトウ

ェアと情報サービス業における個人情報保護の実践と意義”と題して発表を

し、会の代表と個人情報保護に関する問題について、討論を行った。今回の

討論会はわが市が展開する個人情報保護業務に積極的な推進作用をもたらす

ものと考えられる。 

 

 

第五期 PIPA 研修募集通知 
 

 多くの企業の要求に応えるべく、大連ソフトウェア産業協会は 8 月下旬に

第五期 PIPA 研修を開催する。主な内容は以下のとおり： 

1、《ソフトウェアと情報サービス業個人情報保護規範》DB21/T 1522-2007 

の理解と単位の個人情報保護管理体系の構築（半日）； 

2、個人情報保護基本規定の構築と関連文書の作成（一日）； 

3、個人情報リスク分析と制御（一日）； 

4、個人情報保護技術物理安全管理施策（半日）； 

参加者：単位幹部、個人情報保護責任者及び関連人員； 

費用：会員企業：800 元/人，非会員企業：1000 元/人； 

 参加希望の起業は下記の申込書に記入の上、8月 12 日までに E-メール

の形式にて大連ソフトウェア産業協会 PIPA 事務室まで送付のこと。具体的な

研修時期と場所は、後日通知する。 
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申 込 書 

--------------------------------------------------------- 
単位名称： 
参加者：      職位：      電話：      E-mail： 
参加者：      職位：      電話：     E-mail： 
--------------------------------------------------------- 

連絡先：王開紅     電話：83638411    E-mail：wangkh@dsia.org.cn 

 

 

高新園区の人才に関する新政策の発布 

 

 ソフトウェアとサービスアウトソーシング業の人材業務をさらに強化し、

グローバルソフトウェアとサービスアウトソーシングの新たなリーダー都市

の先駆けとして構築をし、ソフトウェアとサービスアウトソーシングの“中

国Ｎｏ１、世界でＮｏ１”を争える主力となり、世界でもトップレベルのソ

フトウェアとサービスアウトソーシング基地の建設を加速させるため、大連

高新技術産業園区管理委員会は《大連高新技術産業園区のソフトウェアとサ

ービスアウトソーシング業の人材業務をさらに強化する若干の規定》を特別

に制定した。2008 年 7 月 10 日に発布され、実施される。 

 本規定は全部で五章、二十条あり、大連高新区に登記してあり、納税をし

ているフトウェアとサービスアウトソーシング業に従事している企業及びソ

フトウェアとサービスアウトソーシング人材育成研修機構、企業に人材を送

り込む高等学校及び人材資源サービスを提供する仲介機構に適用される。 

 高新区ソフトウェアとサービスアウトソーシング業人才発展専用基金を設

立し、かつ《大連高新区ソフトウェアとサービスアウトソーシング業人才発

展専門基金管理方法》を発布した。専門基金は主に区内のソフトウェアとサ

ービスアウトソーシング業の発展のための政策支持に使われ、人材育成、呼

び込みと就業の安定を作り上げるため、指導と模範の作用として使われる。 

詳細は協会Ｗｅｂサイトを参照 

http://www.dlsia.org.cn/NewsDetail.asp?Id=768

 

 

日系企業分科会座談会 
 

 7 月 22 日、大連ソフトウェア産業協会日系企業分科会の座談会を開催

した。会の代表は真剣に《中華人民共和国工会法》を学習し，大連市人民政

厅府弁公 が発表した《大連市障害者就業保障金徴収管理法》（大政弁発
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[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。 

 会議ではさらに、市政府と高新園区が最近発表した新しい支持政策につい

ても研究をした。 

 

 

《個人情報苦情処理規定》発表及び実施 
 

 個人情報保護評価（以下 PIPA と称する）体系を完全にし、ＰＩＰＡ取得企

業への個人情報に関する苦情を正しく処理し、ＰＩＰＡの品質と公衆のＰＩ

ＰＡに対する信頼を確保するため、個人情報保護業務委員会は《ソフトウェ

アと情報サービス業個人情報保護規範》——遼寧省地方業界基準（DB21/T 

1522-2700）、《大連ソフトウェアと情報サービス業個人情報保護規範》に基

づき、《個人情報の苦情処理》を制定し、8月 1日に正式発布、実施をした。 

詳細はPIPAのＷｅｂサイトを参照のこと  http://www.pipa.gov.cn/

 
 
大連市政府、ソフトウェアとサービスアウトソーシング産業 

に関する新政策発表 
 

 2008 年 6 月 23 日，大連市委員会、市政府は《ソフトウェアとサービスア

ウトソーシング産業の発展を加速させることに関する意見》を発表した。意

見は、全部で九つの大きな部分に分かれている： 

一．ソフトウェアとサービスアウトソーシング産業の発展を加速させること

の重要な意義； 

 各級の党委員会、政府に対して、さらに思想を解放させ、見方を変換させ、

ソフトウェアとサービスアウトソーシング産業が全市の経済社会発展におけ

る重要な作用を担うよう促進し、ソフトウェアとサービスアウトソーシング

産業発展に向けて積極的な開拓、着実な進歩、力強い突破、全力の推進が行

えるようにし、努力により“中国第一、世界第一”の木曜にまい進できるよ

う要求する。 

二．ソフトウェアとサービスアウトソーシング産業の発展に対する全体的な

要求と主要な目標； 

 我が市のソフトウェアとサービスアウトソーシングの発展に関する主要な
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目標は：2013 年までに、全市のソフトウェアとサービスアウトソーシング産

值業の增加 が地区の総生産に占める割合が１０％以上になるようにする。わ

が市の重要な支柱産業の一つとなる。サービスアウトソーシング全体の規模

をさらに拡大し、日本向けソフトウェア輸出、物流、デジタル制御技術ソフ

トウェア研究開発などの強みを保持し、世界の先進水準に到達できるよう努

力する。一万人以上の規模の企業が 5 社前後の、国内で最大のソフトウェア

とサービスアウトソーシング企業集団と受託能力があり、産業の総合成熟度

と競争力で“中国一”を実現する。2018 年には、産業規模と総合力が全世界

の先進都市の水準に到達するようにし、アメリカのシリコンバレー、インド

のバンガロール、アイルランドのダブリンと並ぶグローバルソフトウェアと

サービスアウトソーシング産業発展の集中区となる。 

三．ソフトウェアとサービスアウトソーシング産業発展に対する投入と支持

の度合いを適切に強める。 

 今後、市の財政でソフトウェアとサービスアウトソーシング産業に使用す

る資金を毎年一定量増加するつもりである。各区市県と先導区も毎年ソフト

ウェアとサービスアウトソーシング産業の発展に用いることが出来る専用資

金を設定し、かつ毎年金額を増加させていく。 

四．ソフトウェアとサービスアウトソーシング産業園区の建設を加速させる。 

 旅順南路のソフトウェア産業地帯を中心にソフトウェアとサービスアウト

ソーシング産業園区の建設を重点的に強化し、産業集中により効果をあげる。 

五．ソフトウェアとサービスアウトソーシング産業の構造を最適化させる。 

 ソフトウェアとサービスアウトソーシング企業が、自主創造が出来るよう

激励し、自主知的財産権を持つ技術と製品を研究開発する。 

六．ソフトウェアとサービスアウトソーシング人才の育成と引入れに関する

業務を全力で行う。 

 市の財政はソフトウェア人材専用資金を設立する。ソフトウェアとサービ

スアウトソーシング人才の育成と引入れに用いられる。 

七．良好なソフトウェアとサービスアウトソーシング産業の発展をするため

の信用環境を構築する。 

八．ソフトウェアとサービスアウトソーシング企業の成長を助けるよう尽力。 

 企業がソフトウェアとサービスアウトソーシング産業の発展を加速させ、

グローバルソフトウェアとサービスアウトソーシングのリーダー都市となる

ための主体的な役割を十分に発揮する。 

九．積極的にソフトウェアとサービスアウトソーシング産業総合サービス体

系と促進体制を築き上げる。 

 産業発展を促進するため、協力する。 

詳細は協会 Web サイト参照のこと； 

http://www.dlsia.org.cn/NewsDetail.asp?Id=774
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2008 年大連市第二期ソフトウェア製品登録に関する通知 
 

各関連事業単位： 

 国務院の《ソフトウェア産業と 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、申請事業単位の製品が

ソフトウェア製品登録基準に符合したもの 35 製品について、2008 年大連市

第一期のソフトウェア製品登記を承認する。 

 

2008 年大連市第二期ソフトウェア製品名簿 
 

番号 登録番号 ソフトウェア製品名称 申請企業 

1 連 DGY-2008-0082 

ALSI- 尔阿 卑斯電気グループ向

けグローバル共通化業務のシ

ステム開発’2008 -5 

尔阿 卑斯系統集成（大

連）有限公司 

2 連 DGY-2008-0083 
OKI-カラーLED プリンタメイン

フレームソフト開発 1.0 

日冲信息（大連）有限

公司 

3 連 DGY-2008-0084 
OKI-カラーページ式プリンタ

メインフレームソフト開発 1.0

日冲信息（大連）有限

公司 

4 連 DGY-2008-0085 

OKI-カラーページ式プリンタ/

多機能プリンタ基層ソフト機

能バージョンアップ 1.0 

日冲信息（大連）有限

公司 

5 連 DGY-2008-0086 
PSDCD-システムソリューショ

ン開発環境の開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

6 連 DGY-2008-0087 
PSDCD-PC-DVD に使用する RV10

システムの開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

7 連 DGY-2008-0088 
PSDCD-CHPAVC 公司等お客様向

け DVD-P FE のソフト開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

8 連 DGY-2008-0089 
PSDCD-CHPAVC 公司等お客様向

け DVD-P BE のソフト開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

9 連 DGY-2008-0090 
PSDCD-BD RECORDER ソフトの開

発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

10 連 DGY-2008-0091 PSDCD-WMDRM ソフトの開発 1.0 
松下電器軟件開発（大

連）有限公司 
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11 連 DGY-2008-0092 

PSDCD-デジタル家電総合開発

プラットフォームで使用する

デバイスドライバの開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

12 連 DGY-2008-0093 

PSDCD-デジタル家電総合開発

プラットフォームで使用する

テストツールの開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

13 連 DGY-2008-0094 
PSDCD-カメラ用デバイスドラ

イバの開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

14 連 DGY-2008-0095 

PSDCD- シ ス テ ム LSI 開 発

（PC-DVD，Camera 用 SLSI 設計）

1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

15 連 DGY-2008-0096 
PSDCD-PC-DVD 用 SLSI の機能検

証環境開発及び機能検証 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

16 連 DGY-2008-0097 
PSDCD-Camera 用 SLSI の機能検

証環境開発及び機能検証 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

17 連 DGY-2008-0098 

PSDCD-Processor core,movie 用

SLSI,Mobile phone 用 SLSI 

AV-DVD 用 SLSI 検証機能の機能

開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

18 連 DGY-2008-0099 
PSDCD-システム LSI ソリューシ

ョン開発環境の開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

19 連 DGY-2008-0100 

PSDCD-DVD 家庭レコーダ図形Ｕ

Ｉツール及び VRM  FW の開発

1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

20 連 DGY-2008-0101 

PSDCD-携帯電話用総合開発プ

ラットフォームソフトの開発

1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

21 連 DGY-2008-0102 
PSDCD-システム LSI 開発（PCDVD

と CAMERA 関連領域の開発）1.0

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

22 連 DGY-2008-0103 
PSDCD-OCAP 及び OCAP 拡張ミド

ルウェアテストの開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

23 連 DGY-2008-0104 
PSDCD-デジタル家電接続関連

の検証技術開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 
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24 連 DGY-2008-0105 
PSDCD-電子帳票システムの開

発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

25 連 DGY-2008-0106 
PSDCD-AVFW 用ソフトウェアモ

ジュール開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

26 連 DGY-2008-0107 
PSDCD-BD-J/中国 MHP 向け Java

ソフト開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

27 連 DGY-2008-0108 
PSDCD-移動 PF 向け開発環境の

開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

28 連 DGY-2008-0109 
PSDCD-HD-PLCSDK シミュレータ

開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

29 連 DGY-2008-0110 
PSDCD-デジタル家電向け IP 接

続技術の開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

30 連 DGY-2008-0111 
PSDCD-OCAP 用テスト環境の開

発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

31 連 DGY-2008-0112 
PSDCD-VML データフローのソフ

トモジュール開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

32 連 DGY-2008-0113 

PSDCD-OpenType フォント対応

のコンバータ／シミュレータ

開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

33 連 DGY-2008-0114 
PSDCD-AV ミドルウェア向けソ

フトモジュール開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

34 連 DGY-2008-0115 
PSDCD-AV 機器向け Java ソフト

開発 1.0 

松下電器軟件開発（大

連）有限公司 

35 連 DGY-2008-0116 PSDCD-PLC 対応機器開発 1.0 
松下電器軟件開発（大

連）有限公司 
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