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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                2009.10 

 

今 月 の 内 容 

 

大連市が全国個人情報保護モデル都市に任命 

 

協会活動  システムインテグレーション分科会が第三期業務会議開催 

     ソフトウェア及び情報サービス企業税金徴収説明会円満終了 

     企業のための販売プラットフォーム――ソフトウェア交易サイト 

業界情報 日本向けオフショア開発の現状 

      商務部がサービスアウトソーシング情報安全討論会議を開催 

PIPA業務 個人情報保護業務委員会業務会議 

      PIPA公示 

      2009年第二期 PIPA研修募集通知について 

標 準 化 《PHP開発規範》プロジェクト設立論証会の開催 

      《ITSSシステムインテグレーション部分》公布及び運用 

      本協会の四つの標準が省標準作成計画に組み込まれた 

《データ保護規範 フレーム》編成終了 

           

住所：大連市西崗区勝利路 38号華信大厦 520室    郵便：116011 

事務所：83643362，83655207 双軟認証：83638411，83655187 

E-mail:dsia@dsia.org.cn    HP：http://www.dlsia.org.cn 
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大連市が全国個人情報保護モデル都市に任命 
 8 月 27 日、工業部は大連市を全国ソフトウェア及び情報サービス産業

個人情報保護モデル都市に任命し、わが市の個人情報保護業務の取り組み

に対する肯定である。 

 大連ソフトウェア産業協会は 05 年より個人情報保護の業務に取り組ん

できて、省レベル・市レベルの関連標準を作成し、認証制度（PIPA）を実

施してきた。これまでに、数十回の宣伝及び研修を行い、40 あまりの事

業者が PIPA 認証を受け、わが国のサービスアウトソーシング産業が貿易

障壁、国際市場参加のため 情報安全プラットフォームを提供した。 

 

大連市を“情報サービスアウトソーシング産業個人情報保護モデル都市”

への任命同意に関する返信 

大連市人民政府： 

 大連市の《国家個人情報保護モデル都市の申請》（大政[2009]87号）を

受け、研究を経て、下記のごとく返信する 

 国民の個人情報の保護はネットワーク情報安全保障業務の重要な部分

である。個人情報保護制度の確立、個人情報保護業への更なる取り組みは

国民の個人権利、社会と経済発展の促進、調和の取れた社会構成、国際貿

易拡大に必要なことである。個人情報保護業務の推進は外部投資の吸収、

情報サービスアウトソーシング産業の発展、就職ルートの拡大に対して有

利的である。経済の継続的発展、社会安定と国際金融危機の対応に重要な

意義を持つ。 

 実践において、大連市は積極的に探索し、イノベーションし、個人情報

保護地方標準を作成公布した。個人情報保護評価体系の設立、政府引導、

標準先行、協会運営の特色のある業務形式を模索することができた。情報

サービス産業において率先して喜ばしい成績を挙げた。 

 個人情報保護業務の更なる推進を図るため、情報サービスアウトソーシ

ング産業の発展の促進のため、研究を経て、大連市を“情報サービスアウ

トソーシング産業個人情報保護モデル都市”任命することに同意する。引

き続き個人情報保護業務に取り組み、経験を総括し、徐々に関連標準規範

と認証体系を完備させ、対外交流の分野を広めること。さらに有効で完備

された個人情報保護規制を探索し、情報サービスアウトソーシング産業の

成長促進のため、わが国の個人情報保護制度設立推進、地域経済と調和の

取れた社会の社会建設のために貢献すること。 

工業と情報化部弁公庁 

2009年 8月 27日 
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システムインテグレーション第三期業務会議開催 
 9 月 25 日、大連ソフトウェア産業協会システムインテグレーション分

科会は船舶麗湾酒店で第三期業務会議と情報化優秀プロジェクト表彰式

を開いた。 

 大連市情報産業局班喜光副局長及びシステムインテグレーション分科

会の 60余の会議代表が会議に参加した。 

会議は大連ソフトウェア産業協会孫鵬副秘書長より上半期の業務状況

報告を受け、システムインテグレーション分科会郎慶斌会長が上半期の業

務報告が行った。会議参加企業は奥遠公司のデザインした分科会のウェブ

サイトについて意見を述べ合った。会議ではシステムインテグレーション

主催の“2009 年大連市業界情報化建設優秀プロジェクト”の受賞名簿の

公布及び証書とトロフィの授与を行った。班喜光副局長の挨拶では、シス

テムインテグレーション分科会の業務に対して高く評価をし、今後のシス

テムインテグレーション企業の発展に期待を抱くとともに、また、会議参

加者に対して祝日の挨拶を述べた。また、会議参会者は鋭捷網絡有限公司

の業界新技術講座を受講した。 

 

ソフトウェア及び情報サービス企業税金徴収説明会円満終
了 

大連ソフトウェア産業協会主催、高新技術創業服務センター、創業園分

科会、大連建元税務師事務所実施のソフトウェア及び情報サービス企業税

金徴収説明会は円満に終了した。200人余の企業参加者が説明会議に参加

した。建元税務事務所の諮問専門家はソフトウェア及び情報サービス企業

に関連のある個人と企業所得税政策・流通税及び最新公布の優遇税金徴収

政策について説明を行った。今回の会議内容は企業の要求に適し、多くの

企業は会議参加に積極的に応じた。主催側は会議終了後、関連資料をサイ

トで掲載し、短期間内のダウンロード数は 200以上に及んだ。会議参加者

は今後も企業の必要性に適した会議を開催してほしいとの要望があった。 

 

企業のための販売プラットフォーム――ソフトウェア交易
サイト 

企業が順調に金融危機を乗り越えるため、大連ソフトウェア産業協会発

起、全国十数の省レベル、市レベルの協会が参与支援しているソフトウェ

ア交易サイトプロジェクトは順調に運営してきた。数ヶ月間の運営を通し

て、サイトで公布されたソフトウェア製品数は 700余。近日、サイト会員

企業に対しての調査によると、95％の企業はインタネットを主な製品宣伝
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手段としている。ソフトウェア交易サイトはこれらの企業のために良好な

製品宣伝プラットフォームを提供していると回答している。75％の企業は、

今のウェブサイトのサービスに対して満足であると答えている。業界の発

展に順応するため、ソフトウェア交易サイトは第二回のバージョン変更実

施中で、SAAS 形式で運営する予定。調査によれば 42％のサイト会員企業

は SAAS形式での製品販売に同意をしている。今年末までには 1000の製品

がサイト上で展示、販売し、サイトの SAAS 形式のサービスを受けること

ができる。 

 

 

日本向けオフショア開発の現状 
 日本情報処理推進機構（IPA）は日本・インド・中国等の IT 企業と IT

ユーザ企業に対してオフショア市場調査を行った。調査によれば、日本の

オフショア市場規模は 1000 億円、去年と比べ増加している。しかし、オ

フショア開発の市場規模は日本情報サービス産業市場の 0.6％占めている

だけで、今後オフショアの規模は拡大の可能性がある。 

  オフショア開発相手先国として企業が回答した国は、中国が第１位で

あり、その金額規模は全体の 60％を占める。２位はインドで、全体の

21.5％を占める。オフショア開発の実績のある企業は、全体の 28％。間

接発注分を含めるとオフショア開発の実績のある企業は全体の 36％を占

める。77％の 1001 名以上の企業はオフショア開発の実績を持ち、企業の

規模が大きいほどオフショアの実績が多いことがわかる。日本企業のオフ

ショア開発利用の目的は昨年度と同様、「開発コストの削減」、「国内で付

属している人材の確保」である。「ビジネスのグローバル化への対応」、「海

外市場の開拓」に対する回答が増加し、グローバル展開への意識が高まっ

ていることがわかる。 

日本業務を請け負っている国は主に、中国・インド・ベトナムである。

中国の請け負っている業務は詳細設計、プログラミング、単体テスト、結

合テストの割合が高い。昨年と比べると詳細設計、結合テストの割合が増

した。日本の IT ユーザ企業はコストの面では中国に満足をしているが、

品質面での満足度は比較的低い。オフショアにおいて、中国は品質を高め

ることで、より多くのオフショア業務を引受けることを確保することがで

きる。 

インドは要件定義、基本設計、技術研究開発、総合テストなど上流皇帝

や高度な技術が必要な業務の発注の割合が他国と比べて高い。日本の IT

ユーザ企業はコスト面ではインドに対する満足度が低い。ベトナムは高度
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技術者が不足しているため、請け負う業務はプログラミング、単体テスト

である。日本の IT ユーザ企業はベトナムのコストに対しては比較的満足

しているが、ここ数年、ベトナムの企業は技術レベルと品質が低下してい

ることによって、評価を落ちている。 

言語の壁、コミュニケーションの困難さ、文化・商習慣の差異、人件費

の上昇は依然としてオフショア開発に差し掛かっている課題である。これ

らの課題はオフショア開発の発展及びオフショア開発相手国の選択に影

響しかねない。技術者確保の面においては中国、ベトナムは高度人材育成

を強化すべきである。また、中国にとって、情報セキュリティーと知的財

産保護も解決すべき重要な課題となっている。 

業務別にみると「システム・ソフトウェア開発業務」、「IT 関連保守・

運営サービス」「データセンター運営業務」「ヘルプデスク業務」「データ

入力業務」の業務の中で、今後、日本 IT ユーザ企業が主に発注する予定

のある業務は「システム・ソフトウェア開発業務」である。今後 IT アウ

トソーシングを行う予定のある業務は以上の五つの業務を合わせても全

体の 1 割弱である。9 割以上の業務はまだオフショアに出す予定がない。

今後増加する業務に対応できるため、中国はオフショア業務を引受けるに

当たって、技術力と品質確保をさらに強化する必要がある。 

 

 

商務部がサービスアウトソーシング情報安全討論会議を開
催 

9月 9日、商務部はアモイで“中国サービスアウトソーシング情報安全

討論会”を開催した。商務部・工信部・OECD 役員・情報サービスモデル

都市の関連責任者及び著名なサービスアウトソーシング企業など 200 余

が会議に参加した。 

 工信部軟件服務司趙小凡司長が発言をし、大連市が工信部から“情報サ

ービスアウトソーシング産業個人情報保護モデル都市”に批准されたこと

を発表した。これから大連がモデル都市としての業務への取り組みに期待

を寄せていると話した。また、工信部主催で大連ソフトウェア産業協会が

主となって編成している“データ（情報）保護標準”についても紹介をし

た。 
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《PHP開発規範》プロジェクト設立論証会の開催 
 PHPはすでにインタネットサイト上で流行している開発言語である。全

世界で 2000 万を超えるウェブサイトが使用している。開発のプロセスに

おいて相応規範が無いため、PHPコードしようの多様多彩現象が起きてい

る。ソフトウェアプロジェクトの二次開発と保守業務に大きな不便をもた

らしている。業界内では統一した PHP開発規範を必要とし、PHP製品開発

品質を高めるため、開発周期の短縮、開発コストと開発人員の研修コスト

の削減を整えることができる。業界内においての PHP標準の空白を埋める

ため、大連ソフトウェア産業協会は《PHP開発規範》専門家プロジェクト

論証会を開催した。会議専門家は標準の開発目的、意義、構成などについ

て討論した。会議では大連普華陽科技有限公司が協会の標準化業務の関連

手順に従い《PHP開発規範》起草を担う。 

 

《ITSSシステムインテグレーション部分》公布及び試運用 
ITSS（情報技術技能標準）は近年、アメリカ・日本等の国が実行してい

る標準である。日本情報サービス産業は ITSS を企業が市場参与の重要資

質となり、各国との ITSS の相互認証を高く位置づけている。わが国のア

ウトソーシング産業のオフショア業務に対して大きな影響を及ぼすこと

になる。 

 大連ソフトウェア産業協会は関連者と認識者を集め、3年余の努力を経

て、2009年 4月 10日に大連市《IT職業技能標準 第一部 総則》、また

《ITSS システムインテグレーション部分》を公布し、システムインテグ

レーション企業において運用中。わが国の ITSS の進度に積極的な促進役

割を果たす。 

 

本協会の四つの標準が省標準作成計画に組み込まれた 
遼寧省質量技術監督局の最新公布された（遼質監標[2009]248号）によ

ると、大連ソフトウェア産業協会の四つの標準が遼寧省 2009 年地方標準

の作成計画に組まれた。《IT職業技能標準（ITSS）第一部：総則》、《信息

服務管理規範 第二部分：計算機信息系統運営と維持管理規範》、《情報サ

ービス管理規範 第三部分：計算機情報系統運営と維持管理規範》 

 以上の標準は本協会が 2006 年より作成及び公布実施した情報サービス

業管理方面の標準である。一定期間の運営を通して予期の効果をあげたこ

とができた。現時点、協会は標準化業務委員会を集めて標準を整えている

ところで、一日も早く省レベル専門家委員会の審査に通ることを期待して

いる。 
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《データ保護規範 フレーム》編成終了 
 工信部情報技術服務標準業務グループサービスアウトサービスグルー

プは 9 月 7 日～11 日に大連で詰め込め会議を行った。会議はグループ長

の東軟集団を司会を取り、大連ソフトウェア産業協会などのグループメン

バーが会議に参加した。各グループは割り当てられた内容・計画に従い規

範を編成する。 

 大連ソフトウェア産業が主になって編成している《データ保護規範》は

既に編成終了した。大連ソフトウェア産業協会標準化専門家編成の《信息

技術服務外包データ保護規範 総体フレームワーク》及び《信息技術服務

アウトソーシングデータ保護 個人情報保護》は 9 月 30 終了し、既に業

務グループに提出討論した。 

 

2009年第二期 PIPA研修募集通知 
各関連企業： 

 企業の個人情報保護規定制度の作成を助けるため、企業の要求に応じて、

大連ソフトウェア産業協会は 2009年 10月に 2009年第二期企業 PIPA研修

を開く。研修の具体的次官と会場は応募数により、追って通知する。 

 研修内容：《ソフトウェア及び情報サービス産業個人情報保護規範》要

求事項及び企業個人情報保護規定制度設立；PIPA 体系基本規定設立及び

資料編準備；個人情報リスク分析；個人情報保護技術物理安全管理処置。 

参加者：企業責任者及び個人情報保護関連責任者、参加者数の制限なし。 

研修に参加する意向のある方はサイト上の申込書をご記入の上 10月 10日

までに PIPA弁公室培訓部のメールアドレスまで送り願います。 

研修責任者：王開紅 連絡先：83655181 

メール：wangkk@dsia.org.cn(dlwkh@126.com) 

 

個人情報保護業務委員会業務会議 
2009年 9月 27日午後、大連ソフトウェア産業協会個人情報保護業務員

会が会議を開いた。工作委員会は審査チームリーダから数碼林（大連）軟

件有限公司；大連東永軟件有限公司；大連億藍徳信息技術有限公司；新速

百管理諮詢（大連）有限公司；上海欧計斯軟件有限公司；北京九五太維資

訊有限公司；大連百易軟件有限公司；大連三創技術開発有限公司；大連必

捷必信息技術有限公司（更新）9社の個人情報保護業務の運用状況及び現

場審査状況に関するまとめ報告を受けた。審査内容について質疑応答を行

った後、認証証書の付与について同意した。 
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PIPA公示 
 《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以下の事業者が提出

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。 

 

 

[PIPA2009 第 13号] 

事業単位名称：大連東永軟件有限公司 

受理番号：PIPA20（09） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2009年 08月 31日 

現場審査通過時期：2009 年 09月 09日 

公示期限：2009年 09月 17日から 2009年 10月 1日まで 

 

 

[PIPA2009 第 14号] 

事業単位名称：新速百管理諮詢（大連）有限公司 

受理番号：PIPA14（09） 

審査員長：郎慶斌 

資料審査通過時期：2009年 09月 03日 

現場審査通過時期：2009 年 09月 18日 

公示期限：2009年 09月 18日から 2009年 10月 02日まで 

 

 

[PIPA2009 第 14号] 

事業単位名称：上海欧計斯軟件有限公司 

受理番号：PIPA19（09） 

審査員長：呂蕾蕾 

資料審査通過時期：2009年 09月 07日 

現場審査通過時期：2009 年 09月 18日 

公示期限：2009年 09月 21日から 2009年 10月 06日まで 
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[PIPA2009 第 17号] 

事業単位名称：北京九五太維資訊有限公司 

受理番号：PIPA11（09） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2009年 08月 22日 

現場審査通過時期：2009 年 09月 23日 

公示期限：2009年 09月 22日から 2009年 10月 07日まで 

 

[PIPA2009 第 18号] 

事業単位名称：大連百易軟件有限公司 

受理番号：PIPA18（09） 

審査員長：孫毅 

資料審査通過時期：2009年 08月 31日 

現場審査通過時期：2009 年 09月 23日 

公示期限：2009年 09月 24日から 2009年 10月 08日まで 

 

 

[PIPA2009 第 18号] 

事業単位名称：大連三創立技術開発有限公司 

受理番号：PIPA07（09） 

審査員長：孫毅 

資料審査通過時期：2009年 07月 24日 

現場審査通過時期：2009 年 09月 23日 

公示期限：2009年 09月 24日から 2009年 10月 08日まで 
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