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今 月 の 内 容 

 

通知事項  一部企業の入会に関する通知 

“大信化弁発[2007]4 号文書”の転送について 

《情報サービス管理規範》を推進実施することについて 

ソフトウェア企業年次審査開始 

PIPA 公示  広州南天電脳系統有限公司（大連）PIPA 通過について 

業界情報 《情報サービス管理規範》紹介 

第一回“緑のネットゲームを私達と共に”署名活動開始 

協会活動  マレーシア PIKOM 幹部 協会を訪問 

双軟認証  2007 年大連市第七期ソフトウェア製品名簿 
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PIPA 公示 
[PIPA2008 第 1 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広州南天電脳系

統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。 

事業単位名称：広州南天電脳系統有限公司大連分公司 

受理番号：PIPA009(07) 

書類審査通過時期：2007 年 12 月 26 日 

現場審査通過時期：2007 年 12 月 28 日 

公示期間：2008 年 1 月 7より 2008 年 1 月 21 日まで 

担当：曹剣     

電話：83655187 

E-mail：caoj@dsia.org.cn

 

大連ソフトウェア産業協会 PIPA 事務室 

2008 年 1 月 7日 

 

 

一部企業の入会に関する通知 
大軟協[2008]002 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。 

大連新希望信息技術有限公司 

大連輝智信息技術有限公司 

大連海容智能科技有限公司 

大連新大新軟件技術有限公司 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2008 年 1 月 

 

 2

mailto:caoj@dsia.org.cn


 

 

“大信化弁発[2007]4 号文書”の転送に関する通知 
大軟協[2008]001 号 

 

各会員単位: 

 大連市情報産業局の委託を受け、大連ソフトウェア産業協会が組織

編制した《情報サービス管理規範》の中の第一部分《総則》、第三部

分《コンピュータ情報システム運用と保守管理規範》、《コンピュータ

情報システム運営と保守費用基準》、《情報化工程監理費用基準》は大

連市情報化事務室の承認により実施される。今回、“大信化弁発

[2007]4 号”《〈情報サービス管理規範〉の推進実施に関する通知》を

各会員単位に転送する。参照し、実行すること。 

    《規範》の詳細は協会サイト参照：www.dlsia.org.cn。 

 

 

大連ソフトウェア産業協会 

二 00 八年一月四日 

 

 
 

《情報サービス管理規範》の推進実施に関する通知 
大信化弁発[2007]4 号 

 
各区市県人民政府、市直轄の各部門、各関連単位： 

 全市の情報化の構築と情報サービス管理の規範化、標準化を推

進し、わが市の情報化構築が健康的で順序立ち、継続して発展できる

よう保障するため、ここに大連ソフトウェア産業協会が制定した《情

報サービス管理規範》を推進実施する。その内容は《情報サービス管

理規範 第一部 総則》（試行）、《情報サービス管理規範 第三部 コン

ピュータ情報システム運用と保守管理規範》（試行）、《情報サービス

費用基準 コンピュータ情報システム運用と保守類》（試行）、《情報サ

ービス費用基準 情報化工程監督管理類》（試行）を含む。参照して執

行すること。 

 

                       二○○七年十二月二十八日 

办大連市信息化 公室 
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《情報サービス管理規範》紹介 
 

 大連ソフトウェア産業協会が組織編集した《情報サービス管理規

範》が、大連市情報化事務室より正式発表され（《情報サービス管理

規範》の推進実施に関する通知）、2008 年 1 月 25 日より実施される。 

 情報技術の不断の発展に伴い、情報システムの開発、運用と保守、

集成、監督管理などに代表される情報サービス業も日増しに成熟し手

着ている。業界の自律的行為を強化し、市場の秩序を規範化するため、

大連市情報産業局の委託を受け《情報サービス管理規範》を編集し、

発布する。これは情報化の構築、情報サービス管理の規範化、標準化、

科学化と専門化を実現し、大連をグロバールソフトウェアとサービス

アウトソーシングを牽引する都市に作り上げるために推進されたも

のである。 

 《情報サービス管理規範》は ISO/IEC20000 に依拠していて、ユー

ザの情報システム企画、研究、実施と運営保守における情報サービス

の範囲、機能、プロセス、環境などに関する実際の要求に基づいたも

のであり、サービスプロバイダの行為を取り決め、そのサービスレベ

ルとサービス能力を評価するものである。IT による管理を通じて、効

率のよい情報サービス管理を実現する。 

 《情報サービス管理規範》の目標は以下のとおり。 

1.情報サービス管理の規範化、標準化、科学化と専門化を徐々に

推進し、情報化アプリケーションサービスを高品質かつ使用可能性の

高いものにできるよう保証する。 

2.情報基礎フレームワーク、情報アプリケーション基礎フレーム

ワーク、情報アプリケーションシステムの信頼性、使用可能性、管理

可能性、安全性と持続可能性の管理を保証する。 

3.業務における需要と IT 機能が整合するようにし、業務発展のた

めの付加価業務を発展させるための情報戦略を制定する。 

4.経済、社会の発展戦略が実施できるように確保し、各項目の業

務の持続的発展を保証する。 

5.継続的に改善することで情報サービスの持続的管理を保証する。 

 《情報サービス管理規範》は大連市情報サービス業の分布規律、需

要と特徴を元に、９つの専門部分に分けられている。各専門領域の連

続性、関連性を保証するために、総則で問題の要点を把握し、情報サ

ービス管理の目的、性質と原則、各専門分野に共通する特徴を定義す

る。 

 ISO/IEC20000 は情報サービスに対して枠組みを提供するもので、

《情報サービス管理規範》は基準を応用するために操作しやすいプラ
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ットフォームを提供するものである。《情報サービス管理規範》の編

集に関与した各専門家はこれに対したゆまぬ努力をし、ユーザに実際

のニーズに近づいたアプリケーションの見本を提供できることを期

待するものである。 

 今回発表された《情報サービス管理規範》には、《情報サービス管

理規範 第一部 総則》（試行）、《情報サービス管理規範 第三部 コン

ピュータ情報システム運用と保守管理規範》（試行）、《情報サービス

費用基準 コンピュータ情報システム運用と保守類》（試行）、《情報サ

ービス費用基準 情報化工程監督管理類》（試行）がある。そのほかの

部分も引き続き発表されることとなる。 

 

ソフトウェア企業年次審査開始 
 

 情報産業部《ソフトウェア企業認定基準及び管理方法》（試行）（信

部聯産[2000]968 号）の文書にもとづき、2007 年度ソフトウェア企業

年次審査が開始される。2006年度の年次審査に合格した企業及び2007

年度に新しく認定を受けたソフトウェア企業は2008年 3月 31日まで

审验に専用の 材料を提出し、2008 年 4 月 10 日までに年次審査申請資

料を提出すること。 

審査内容と手続きの詳細はwww.dlsia.org.cnを参照のこと 

協会連絡担当者：趙金秀 

電話：83638411 

 

 

マレーシア PIKOM 幹部 協会を訪問 
 

 2008 年１月 9日、マレーシアコンピュータとマルチメディア産業協

会（PIKOM）元会長李文国氏率いる一団が大連ソフトウェア産業協会

を訪問した。PIKOM は 2005 年に大連ソフトウェア産業協会と友好協会

の関係を築いた。数年来両協会はお互いの地域の企業提携、業界交流

のための基礎を築くため、積極的に活動してきた。李文国氏の今回の

訪問は以前の協力を回顧するだけでなく、更なる交流のための計画を

制定するものであった。また、大連側に、2008 年 6 月 15 日にクアラ

ルンプールで開催される“第 16 回世界情報技術産業会議（WCIT2008）”

について紹介をした。 
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第一回“緑のネットゲームを私達と共に”署名活動開始 
 

 2007 年 12 月 23 日、大連ソフトウェア産業協会、大連ソフトウェア

産業協会ゲーム分科会共同主催、大連匯衆数字技術発展有限公司の組

織により“緑のネットゲームを私達と共に”大型署名活動及びプレイ

ヤー会見会が大連スイスホテルにて行われた。 

 上海盛大、上海摩力游、北京完美時空、深圳網域、杭州渡口、網易

網絡、大連火蟻など全国各地の 20 あまりのネットワークゲームの会

社が《ゲーム企業のプレイヤーゲーム中毒防止宣言書》を共同で起草

し、かつ読まれた。また、企業署名活動にも参加した。大連晩報、半

島晨報、新商報、計算機報などのメディア及び 400 あまりのネットゲ

ームプレイヤーが共同で今回の会議に出席した。 

 今回の会議はゲーム業界の自律精神を強化するだけでなく、幅広い

ゲーム企業が健康を考えたゲーム製品をより多く開発するための促

進作用となるものである。 

 
 

2007 年大連市第七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150製品に

ついて、2007 年大連市第七期のソフトウェア製品登記を承認する。（第

二部分） 

 

2007 年大連市第七期ソフトウェア製品名簿（一） 
 

登記番号 ソフトウェア製品名称 申請単位 

連 DGY-2007-0296 
大連思派電子 UFJ 証券自社情報システム開発

Ver1.0 
大連思派電子有限公司 

連 DGY-2007-0297 给大連思派電子人事 料管理システム開発 Ver1.0 大連思派電子有限公司 

連 DGY-2007-0298 
大連思派電子銀行営業店 CSA 管理システム開発

Ver1.0 
大連思派電子有限公司 

連 DGY-2007-0299 大連思派電子携帯検索システム開発 Ver1.0 大連思派電子有限公司 

連 DGY-2007-0300 大連思派電子新消防システム開発 Ver1.0 大連思派電子有限公司 

連 DGY-2007-0301 大連思派電子新消防システム帳票開発 Ver1.0 大連思派電子有限公司 
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連 DGY-2007-0302 
大連思派電子地下鉄監視測定システム開発

Ver1.0(TAFAS システム開発) 
大連思派電子有限公司 

連 DGY-2007-0303 
大連思派電子通信事業者保守支援システム開発

Ver1.0 
大連思派電子有限公司 

連 DGY-2007-0304 
大連思派電子 UFJ 証券社内システム総合テスト

Ver1.0 
大連思派電子有限公司 

連 DGY-2007-0305 嘉航物流管理システム V1.0 大連嘉杭軟件開発有限公司 

連 DGY-2007-0306 恒智デジタル档案管理システム V3.0 大連恒智科技発展有限公司 

連 DGY-2007-0307 
大連全数道路情報提供システム1.0(道路情報提

供システム) 
大連全数科技有限公司 

連 DGY-2007-0308 
信華軟件新生産管理システム1.0(新生産管理シ

ステム) 
大連信華軟件技術有限公司 

連 DGY-2007-0309 
大 連 信 華 Skype 網 絡 電 話 管 理 シ ス テ ム

1.0(SkypeAPI の開発 ) 
大連信華信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0310 
横河信息薬品工場製造管理ソフトウェアパッケ

ージ V7.0(CIMVisionPharmsV7 パッケージ開発)
横河信息系統(大連)有限公司 

連 DGY-2007-0311 奥文公文処理情報化システム V1.0 大連奥文科技発展有限公司 

連 DGY-2007-0312 智強生産管理システム V1.0 大連智強信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0313 
瀚翔マルチアクセス中央エアコン管理システム

V1.0 
大連瀚翔電子科技有限公司 

連 DGY-2007-0314 創盛工程予算管理システム V1.0 大連創盛科技有限公司 

連 DGY-2007-0315 創盛企業リソース管理システム V1.0 大連創盛科技有限公司 

連 DGY-2007-0316 
楓昇自動車運転手訓練多機能マルチメディアソ

フトウェア V2.0 
大連楓昇科技有限公司 

連 DGY-2007-0317 港隆安全管理情報システム V1.0 大連港隆科技有限公司 

連 DGY-2007-0318 
港隆港口総合業務プラットフォーム管理システ

ム V1.0 
大連港隆科技有限公司 

連 DGY-2007-0319 創明管理会計システム V1.0 大連創明信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0320 泛東不動産協同管理システム V4.0 大連泛東管理軟件有限公司 

連 DGY-2007-0321 
銘達ボイラー研修考課シミュレーションシステ

ム V1.0 
大連銘達科技有限公司 

連 DGY-2007-0322 盈科教育情報化プラットフォーム V2.0 大連盈科世紀技術開発有限公司 

連 DGY-2007-0323 统広衆電子部品管理系 1.0 大連広衆科技諮詢発展有限公司 

連 DGY-2007-0324 员広衆社 情報管管理核算システム 1.0 大連広衆科技諮詢発展有限公司 

連 DGY-2007-0325 
誠志自動車部品生産管理システムV1.01(MAPSシ

ステム英文化システム開発) 
大連誠志信息科技有限公司 

連 DGY-2007-0326 
誠志自動車部品生産管理システムV1.02(MAPSシ

变ステム英文 更 REMOTE 開発) 
大連誠志信息科技有限公司 
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連 DGY-2007-0327 誠志営業管理システム V1.0 大連誠志信息科技有限公司 

連 DGY-2007-0328 誠志申請書承認機能開発 V1.0 大連誠志信息科技有限公司 

連 DGY-2007-0329 誠志週業務報告機能開発 V1.0 大連誠志信息科技有限公司 

連 DGY-2007-0330 
誠志自動車部品生産管理システム v1.03（MAPS

变システム英文 更 REMOTE 開発） 
大連誠志信息科技有限公司 

連 DGY-2007-0331 誠志宿舎購買管理システム V1.0 大連誠志信息科技有限公司 

連 DGZ-2007-0332 新致 SEF07B エミュレータ開発システム V1.0 大連新致軟件有限公司 

連 DGZ-2007-0333 新致残置 NEIE システム V1.0 大連新致軟件有限公司 

連 DGY-2007-0334 新致モバイル情報表示システム V1.0 大連新致軟件有限公司 

連 DGY-2007-0335 
新致自動車部品内部管理システム V1.0(I PACK 

RPG) 
大連新致軟件有限公司 

連 DGY-2007-0336 新致購買 WEB システム V1.0 大連新致軟件有限公司 

連 DGY-2007-0337 海輝タイヤ管理システム追加 V1.0 海輝軟件(大連)有限公司 

連 DGY-2007-0338 海輝福栄鋼材システム二次開発 V1.0 海輝軟件(大連)有限公司 

連 DGY-2007-0339 新希望財務通ソフトウェア V1.0 大連新希望信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0340 唯知百貨店ギフトカードシステム開発 V1.0 大連唯知計算機系統有限公司 

連 DGY-2007-0341 英特思テレビ直売管理システム 5.0 大連英特思信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0342 
微龍ショートカットインターフェース使用ツー

ル V1.0 
大連微龍軟件有限公司 

連 DGY-2007-0343 微龍文書部ラグ印生成ツール V1.0 大連微龍軟件有限公司 

連 DGY-2007-0344 
科友障害管理システム3.0(障害管理システム

3.0) 
科友軟件(大連)有限公司 

連 DGY-2007-0345 
羅盤座幅広プレゼンテーションソフトウェア

V1.0 
大連羅盤座軟件科技有限公司 

連 DGY-2007-0346 新思住民情報システム V4.0 大連新思軟件技術有限公司 

連 DGY-2007-0347 飛創大連商品取引所互換取引システム 1.0 大連飛創信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0348 
飛創大連商品取引所受渡期受渡プロジェクト

1.0 
大連飛創信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0349 飛創大連商品取引所作業日誌システム 1.0 大連飛創信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0350 飛創大連商品取引所資産管理システム 1.0 大連飛創信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0351 
飛創統計分析及び倉庫サービスシステムアップ

デートソフトウェア 1.0 
大連飛創信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0352 DJB-HOST 老朽化システム V1.0 大連必捷必信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0353 DJB-HOT 構造システム Ver1.0 大連必捷必信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0354 DJB-新購買システム V1.0 大連必捷必信息技術有限公司 

連 DGY-2007-0355 華夏吉斯現場編集管理 V1.0 大連華夏吉斯科技有限公司 

連 DGY-2007-0356 華夏吉斯不動産 WEB 版製作システム V1.0 大連華夏吉斯科技有限公司 
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連 DGY-2007-0357 華夏吉斯企業業務プロセス分析システム V1.0 大連華夏吉斯科技有限公司 

連 DGY-2007-0358 变古野船用プロジェクト仕様 更 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0359 
古野医療プロジェクトプリンタドライバ追加作

業 1.1 
大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0360 古野船用プロジェクト 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0361 古野医療プロジェクト高速化対応 1.1 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0362 古野医療プロジェクト 5-7 月作業 1.1 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0363 古野船用プロジェクト構築 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0364 古野医療プロジェクト検査 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0365 古野海図プロジェクト修改 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0366 古野船用プロジェクトテストツール 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0367 别古野船用プロジェクト底質判 画像表示 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0368 
古野医療プロジェクト生化学自動分析装置保守

1.1 
大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0369 古野医療プロジェクト日本語対応 1.1 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0370 古野医療プロジェクト対応 1.1 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0371 古野無線アクセスポイント評価-07002 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0372 古野船用プロジェクトドライバ開発 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0373 古野船用プロジェクト簡易計量魚探 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0374 古野船用プロジェクト 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0375 古野海図プロジェクト仕様追加 6.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0376 古野船用プロジェクト仕様追加 1.0  大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0377 
古野医療プロジェクトデータ管理ソフトウェア

検査機能 1.0 
大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0378 古野船用プロジェクトレーダシステム設計 1.0 大連古野軟件有限公司 

連 DGY-2007-0379 古野海図プロジェクトデータ編集 1.0 大連古野軟件有限公司 

 

 

 9


