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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                2009.11 

 

今 月 の 内 容 

PIPA業務  PIPA公示 

2009年第二期 PIPA研修が大連において開催 

     IT職業教育において個人情報保護課程を組み入れ 

協会通知 一部企業の入会についての通知 

      中国システム及びソフトウェアプロセス改善年会の開催 

     大連市科学技術協会の情報化学術報告会開催について 

業界情報 国家サービスアウトソーシング発展促進の指導意見を公布 

     工信部が個人情報保護業務現場交流会を開催 

     システムインテグレーション分科会理事会業務会議の開催 

資料報告 《大連市ソフトウェアと情報サービス産業発展報告》（日文） 

      《財税政策編集》 

     《日本アウトソーシング市場調査報告》 

     《ソフトウェア交易サイト調査報告》 

     《情報サービス企業経営発展報告》 

双軟認定 2009年大連市第五期軟件製品登録についての公告 

           

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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一部企業の入会に関する通知 
大軟協［2009］009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。 

大連天維科技有限公司 

大連和華科技有限公司 

朶馬科技（大連）有限公司 

大連金港華雲雷電防護工程有限公司 

大連恩机世界設計開発有限公司 

大連恒升偉業網絡科技有限公司 

大連用友軟件有限公司 

大連盛輝盛信貿易有限公司 

大連ソフトウェア産業協会 

 2009年 11月 

 

2009年第二期 PIPA研修が大連において開催 
 国家工業と情報化部“情報サービスアウトソーシング産業個人情報保護

業務現場交流会議”の精神に則り、個人情報保護業務のさらなる促進のた

め、企業の要求に応じ大連ソフトウェア産業協会は 2009年 11月 5日～6

日に 2009 年第二期個人情報保護評価（PIPA）企業研修を開いた。研修を

通して企業の個人情報保護意識を高め、企業のために個人情報保護関連の

人材を育成し、全体の個人情報保護業務の展開に対して積極的な役割を果

たした。 

 

IT職業教育における個人情報研修を実施 
 情報化社会の発展につれて、個人情報保護は既に企業がアウトソーシン

グを展開するにあたって満たすべき条件となっている。企業の個人情報保

護人材の需要に応じるため、大連ソフトウェア産業協会は IT 職業研修教
育において個人情報保護課程を開設することを決めた。 

2009 年 11 月 13 日、大連ソフトウェア産業協会は大建職業教育におい
て個人情報保護研修のモデル業務を開始した。来年度には全市の他研修機

関において個人情報保護研修が全面的に普及され、情報サービス企業の需

要に答えることができることとなるだろう。 
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情報サービスアウトソーシング産業個人情報保護業務現場
交流会が大連において開催 

 2009 年 10 月 21 日、工業と情報化部は大連において“情報サービスア

ウトソーシング産業個人情報保護業務現場交流会”が開催された。今回の

会議は工業と情報化部主催、大連市人民政府実施、大連市で展開されてい

る個人情報保護業務の経験を総括と普及することが会議の意義である。情

報サービスアウトソーシングの発展に良好な政策環境を築くため、全国十

数の省と 30 余都市の情報産業の政府責任者が今回の会議に参加した。工

業と情報化部副部長楊学山が会議に出席し重要な発言をし、遼寧省経済と

情報化委員会副主任孟継民・大連市市長補佐劉岩も会議で挨拶をした。交

流会では大連は工業及び情報化部より“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”の称号を授かり、証書授与式を行った。元大

連市情報産業局江親瑜局長は大連市の個人情報保護業務展開の目的・方

法・経験などの内容を全面報告した。益徳穿梭科技（大連）有限公司は企

業代表として、個人情報保護体系の企業での実施情報を紹介した。工業と

情報化部楊学副部長は大連の個人情報保護業務展開においての成績に対

して高く評価し、大連のこれまでの業務に対して三つの特徴にまとめた。

即ち政府主導、標準先行、協会運用である。会議開催期間、各省及び市の

代表は企業の個人情報保護業務展開状況に対して華信・海輝・億達情報技

術・益徳穿梭四社を見学した。個人情報保護が企業の業務プロセスでの改

善と管理のレベルアップについて現場体験した。 

会議での声： 

 工業と情報化部楊学副部長「現在、国内には 3000 強社のソフトウェア

情報サービス企業があり、これらの企業には三つの特徴がある。一つは

90％の企業はまだソフトウェアアウトソーシング、情報サービスアウトソ

ーシングを主要業務と見ていない；二つ目は技術アウトソーシングが多く、

プロセスアウトソーシングの占める比重が少；三つ目はアウトソーシング

業務プロジェクトの規模が小さい、千万元以上の注文は 1％余に過ぎな

い；業界はまだ発展段階に位置していることを意味している。業界の業態

は発展のプロセスで改善していき、全力を尽くして産業育成する必要があ

り、個人情報保護はその中の一つである。大連の業務経験は主に企業が積

極的に参加し、政府が専用資金で企業の個人情報保護業務を支援すること

から成り立っている。個人情報保護委員会・事務局・および専門的な評価

チームを設置している。大連のこの体系は企業の認可を得て、大連の企業

が個人情報を実施しているだけでなく、北京・西安等のほかの都市の企業

も実施している」 
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 工業と情報化部軟件情報業司郭建兵副司長「個人情報の保護は産業発展

にとって重要な意義を持つ」 

遼寧省経済と情報化委員会孟継民副主任「大連の個人情報保護業務はソ

フトウェア産業の発展を促進し、遼寧省産業発展に対しても促進的な役割

を果たした」 

 北京市経済と情報化委員会兪慈声副主任「工業と情報化部の今回の会議

は必要性があり、時機もちょうど良く、今後の業務展開に対して重要な指

導意義を持ち、大連に学び、全国の個人情報保護モデル都市を目指す」 

 山東省経済と情報化委員会李向東処長「大連の個人情報保護体系は標準

を基礎とし、プロセスも明瞭で、運用もしやすい」 

浙江省経済と情報化委員会張炎龍副処長「大連のやり方は学ぶべきとこ

ろが多い。来年には浙江省公安局・保密局・机要局などの関連部門を大連

考察見学に来る」 

 

国家サービスアウトソーシング発展促進の指導意見を公布 
サービスアウトソーシング産業の発展を支援奨励するため、財政部・国

家発展改革委員会・科技庁・工業と情報化部・商務部・国資委員会・中国

銀行業監督管理委員会（銀監会）・中国証券監督管理委員会・中国保険監

督管理委員会等９つの委員会が共同で『政府と企業のアウトソーシングを

激励し、わが国のサービスアウトソーシング産業の発展の促進させること

に関する指導意見』文書を公布した。 
指導意見は主に以下の 10となる 
一、 サービスアウトソーシング産業発展を積極的に支持し、各レベル

政府部門はサービスアウトソーシング産業発展の得がたい機会を

摑み、政府と企業のアウトソーシングをわが国のサービスアウト

ソーシング産業の促進の重点と見なす。サービスアウトソーシン

グの宣伝度を高め、国内のアウトソーシングモデルの伝統観念を

変え、サービスアウトソーシングを多くの政府部門と企業に認知

させる。 
二、 サービスアウトソーシングモデル都市の模範とリード的役割を積

極的に発揮し、政務情報化建設、電子政務、及び企業情報化建設・

Eコーマスにおいて、政府及び関連部門のリソースを統合し、情報
技術の開発、応用と部分プロセス業務のアウトソーシングを業者

に発注し、内需市場の拡大、国内サービスアウトソーシング産業

発展を育成する。 
三、 合理的配置・資源節約の原則に基づき、政府調達の政策機能の役
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割を発揮し、情報サービスコンサルティング・運営保守・ソフト

ウェア開発と構築・テスト・データ処理・システムインテグレー

ション・研修・リースなど機密業務の含まれていない業務を業者

に発注することを奨励し、サービス購買分野を広めている。 
四、 アウトソーシング関連規範とサービスベンダの技術標準を作成し、

中央企業と地方企業のアウトソーシングの能力を積極的に導入・

促進する。よく多くのサービスアウトソーシング企業が国内の業

務に参与する機会を作る。 
五、 サービスアウトソーシング企業のサービス認証制度を検討作成し、

業務を引受ける能力の高いサービスアウトソーシング企業を選び、

優先的に政府サービスアウトソーシング業務を請け負うことがで

きる。サービスアウトソーシング企業がより大きく発展すること

を支援し、早期にサービスアウトソーシングのリードカンパニー

を形成する。 
六、 政府職能部門及び大中型企業の ITと関連あるサービス業務を分立

することを積極的に研究し、多様な形式で、専門性のあるサービ

スアウトソーシング業者と統合することで、サービス対象、業務

規模を拡大し、業務レベルを高める。 
七、 既存のソフトウェア及び情報サービスアウトソーシング公共プラ

ットフォームを基礎に、発注情報と受注企業のマッチングプラッ

トフォームを建設･改善していく。発注と受注業務の順調に進むこ

とを促進する。大中型企業とサービスアウトソーシング企業との

架け橋を作り、大中企業とサービスアウトソーシング企業の商談

会を催し、両者間の交流ルートを築き上げる。サービスアウトソ

ーシング企業と大中型企業のアライアンス構築を研究し、支援し

ていく。業務の交流とコミュニケーションを高め、大中企業が段

階的に業務アウトソーシングをすることを激励する。 
八、 地方政府と企業関連者に対する研修を強化、サービスアウトソー

シング業務に詳しい人材と市場状況を把握でできるハイレベルの

マネジメント人材を育成し、政府と企業の発注業務を行なう。 
九、 財政・金融・税収・政府調達などの政策手段を総合的に運用し、

積極的にサービスアウトソーシング産業の発展を促進する。政策

を通して、サービスアウトソーシング企業のブランド宣伝を支援

し、中国サービスアウトソーシングのブランドを作り上げる。 
十、 政府もしくは企業はサービスアウトソーシング業務展開には、国

家法律を遵守し《中華人民共和国保守国家秘密法》の規定に従い、
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秘密保守管理を強化し、サービスアウトソーシングにおける発注、

受注などの法律リスク意識を高め、サービスアウトソーシング業

の規範運営を促進する。 
 
システムインテグレーション分科会理事会業務会議の開催 
 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 11 月

7日に理事会業務会議を開催、十数の分科会理事単位の責任者が会議に参

加した。 

 会議では、一部のシステムインテグレーション企業が《IT 職業技能標

準 システムインテグレーション部分》の企業での応用状況について説明

を行った。応用状況での問題点について討論を交わし、標準編集に対して

相応意見を出した。大連ソフトウェア産業協会は国家政府の公布した政府

と企業のアウトソーシングを激励し、わが国のサービスアウトソーシング

産業の発展の促進させることに関する指導意見』の新政策について理事単

位と共に勉強討論した。最後に分科会の次の段階の業務展開についての計

画と役割分担を行った。 
 

科学技術協会が情報化学術報告会を開催 
大連ソフトウェア産業協会が実施し、“情報化で新型工業化を動かし、

新型製造業と現代装備製造業を発展していく”をメインテーマの学術報告

会は 2009 年大連市科協年会のシリーズイベントの一つである。今回の年
会は科技進歩の促進、学科発展と人材育成をイベントの主旨とし、科学発

展観を徹底的に貫き、全面的に東北旧工業基地の振興と大連市科技･経済

と社会発展の重大問題を討論テーマとする。年会の開催は全市の学会・協

会及び関連部門より積極的な反響があった。 
日時：2009年 12月 18日（金） 
会場：大連市西岡区勝利路 38路華信ビル 310 
連絡先：牟楠 TEL：0411-83655181 
詳細情報は大連ソフトウェア産業協会サイト“重要通知”を参照のこと 
 
中国システム及びソフトウェアプロセス改善年会の開催に

ついて 
 中国ソフトウェア産業協会主催の“CSSPI2009第八回中国システム及び
ソフトウェアプロセス改善年会”は 2009年 11月 19日―21日に北京にて
開催される。 
 “中国システム及びソフトウェアプロセス改善年会”は中国ソフトウェ
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アプロセス改善分野において一番影響力があり、規模最大の国際会議であ

り、専門性、先進性、規模の大きさで著名である。 
 
                                  
大連ソフトウェア産業協会 2010 年度の置きカレンダーの作成が完了い

たしました。12月 1日より協会弁公室（勝利路 38号信息ビル 520室）ま
で受け取りください。数量限定ですので、お早めにお取り願います。 
協会弁公室お問い合わせ：83643362 
                                  

 

資料と報告 
会員方の参考資料として、大連ソフトウェア産業協会は産業発展関連の

資料及び報告書まとめ及び編集した。 

 

《大連市ソフトウェア及び情報サービス産業発展報告》（日本語版） 

 大連市情報産業局と大連ソフトウェア産業協会編集の 2009 年“大連市

ソフトウェア及び情報サービス産業発展報告”日本語版が正式公布された。

当報告は五つの部分からなり、中国ソフトウェア及び情報サービス産業発

展状況；大連ソフトウェア産業及び情報サービス産業発展状況；大連ソフ

トウェア及び情報サービス産業発展環境；大連市情報産業三年倍増計画；

2008 年大連ソフトウェア及び情報サービス業重大情報。日本語版は日本

貿易振興機構（JETRO）大連事務所が翻訳した。12月 1日より協会までお

取りください。 

《財税政策集》 

 会員企業の要望に応じ、大連ソフトウェア産業協会と建元事務所が共同

で《財税政策集》編集した。ここ数年の財税関連の政策をまとめたもので

ある。12月 1日より協会までお取りください。 

 

《日本アウトソーシング市場調査報告》 

対日アウトソーシング企業が日本アウトソーシング市場をより良く理

解・開拓できるよう、大連ソフトウェア産業協会国際合作部が《日本アウ

トソーシング市場調査報告》を翻訳まとめをした。報告では日本アウトソ

ーシング市場の現状；アウトソーシング対象国；アウトソーシング人材供

給及びアウトソーシングにおいての課題などについて詳細に分析されて

いる。 

 報告に関する詳細内容は協会サイトを参照のこと： 
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《ソフトウェア交易サイト調査報告》 

 ソフトウェア交易サイト（www.chinasoftware.org）は大連ソフトウェ

ア産業協会が主になって、全国十数の省レベル・市レベルソフトウェア産

業協会が参加市、中小ソフトウェア企業焦点販売展示を支援するプラット

フォームとして、3ヶ月の運営を経て、迅速な発展を遂げている。サイト

利用会員のサイトに対する意見や提案をより多くくみ上げるため、協会は

アンケートを行い、《報告》を編集した。 

 報告に関する詳細内容は協会サイトを参照のこと： 

 

《情報サービス企業経営発展報告》 

 協会のインターネット情報サービス企業及びその他運営されているサ

イトの経営発展状況をより直観的に反映させるため、協会のコンサルティ

ングサービス部は現有のインターネット分科会会員に対してアンケート

を行い、データを元に《2009 大連ソフトウェア産業協会インターネット

情報サービス企業経営発展報告》を編集した。 

 報告に関する詳細内容は協会サイトを参照のこと： 

 
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 20号] 

事業単位名称：大連利達智通信息技術有限公司 

受理番号：PIPA23（09） 

審査員長：曹剣 

資料審査通過時期：2009年 10月 09日 

現場審査通過時期：2009 年 10月 21日 

公示期限：2009年 10月 22日から 2009年 11月 05日まで 

 

[PIPA2009 第 21号] 

事業単位名称：簡柏特（大連）有限公司 

受理番号：PIPA26（09） 

審査員長：曹剣 
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資料審査通過時期：2009年 10月 13日 

現場審査通過時期：2009 年 10月 28日 

公示期限：2009年 10月 29日から 2009年 11月 12日まで 

 

[PIPA2009 第 22号] 

事業単位名称：簡柏特（長春）有限公司 

受理番号：PIPA26（09） 

審査員長：曹剣 

資料審査通過時期：2009年 10月 13日 

現場審査通過時期：2009 年 10月 28日 

公示期限：2009年 10月 29日から 2009年 11月 12日まで 
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