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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                2009.12 

 

今 月 の 内 容 

業界情報 王岐山副総理大連サービスアウトソーシング産業を考察 

     中国国際サービスアウトソーシング大会西安で開催 

PIPA業務 PIPA公示 

     PIPA事務局が会議開催－日本での個人情報流出事件について 

     国内初のインタネット企業が個人情報保護認証通過 

協会通知 一部企業の入会についての通知 

     “中国ソフトウェアサービス企業信用評価”の申請についての通知 

     “2009星海論道・大連インタネット経済ハイレベルフォーラム”開催通知 

     情報化学術報告会開催についての通知 

協会イベント IT職業教育分科会会員が大連各ソフトウェアパーク見学のイベント 

双軟認定 2009年大連市第六期軟件製品登録についての公告 

     2009年大連市第五・六期ソフトウェア企業名簿の通知 

           

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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王岐山副総理大連サービスアウトソーシング産業を考察 

 中国共産党中央政治局委員・国務院副総理王岐山は 11月 9日・10日に遼寧省

大連サービスアウトソーシング業務を視察した。王岐山は「サービスアウトソ

ーシングは新規の新興産業として、成長保持・構成調整・外需安定・就職促進

特に大学生就職に対して重大な意義を持つ。科学発展観の要求に従い、現実に

立脚し、未来を見据え、サービスアウトソーシングをより良くするために努め

ていくべきである」と強調した。 

 大連は国務院が批准し設立された 20のサービスアウトソーシングモデル都市

の一つで、今年に入ってから、アウトソーシング産業は逆流成長を果たし、1か

ら10月にかけてのサービスアウトソーシング実行金額は前年比158％増加した。

王岐山は大連アセンダスソフトパークと大連華信計算機技術股分有限公司等を

訪れ、企業業務受注・製品研究開発・就職吸収などの状況を詳細に尋ねた。ま

た、「サービスアウトソーシング産業発展の根本は人材・科技・イノベーション

に頼っている。思想解放、開放拡大をし、人材優勢・技術優勢と市場優勢を充

分に結合する必要がある」と王岐山は述べた。大連東軟信息技術学院図書館で

王岐山は自習している学生と親密に語り合い、勉学に刻苦勉励し、自信増強し、

革新へ挑むべきだと学生たちを鼓舞した。 

 サービスアウトソーシング企業座談会において、王岐山は「わが国のサービ

スアウトソーシング産業発展の潜在力は大きいもので、将来性がある。改革革

新の精神を持って新しい状況を理解し、新しい問題を解決し、市場資源配置の

基礎的役割を充分に発揮し、外国貿易の発展方式の転換に努めるべきである。

また、オフショアサービスを積極的に発展すると同時に、体制改革と組織制度

革新を通して、積極的にオフショアサービス市場を育成し、国内外のサービス

アウトソーシング業務の協調発展を促す。雄心を持ち、視野を広め、マネジメ
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ントに力を入れ、ブランド確立、一心一意にサービスアウトソーシング企業を

より大きく強く育てる必要がある。各モデル都市は企画の強化、特徴を際立た

せ、サービスに努め、環境づくりを行い、サービスを強化し、環境建設を行い、

サービスアウトソーシング産業の量的拡大と質的上昇を推進する。（新華社新聞

稿 

 

 

“2009年下半期中国ソフトウェアサービス産業企業信用評価”の申

請に関する通知 

 国務院弁公庁『社会信用体系建設に関する若干意見』（国弁発[2007]17号）と

商務部・国有資産監査管理委員会『第二期業界信用評価モデル単位名簿に関す

る通知』（商信用字[2008]1 号）の精神に則り、及び『中国ソフトウェアサービ

ス産業企業信用評価管理弁法』の関連規定により、商務部市場秩序司と国有資

産監査管理委員会の統一部署の元、工業と情報化部ソフトウェアサービス業司

の業務指導の下、中国ソフトウェア産業協会は 2009年下半期ソフトウェア産業

企業信用評価を実施する。締め切り日は 2009年 12月 31日まで。 

中国ソフトウェア産業協会連絡先 

連絡先：温暉 張然 盛傑 

電話：010－62118505-805/801/806 

ファックス：010-6218579,6218228 

E-mail：wenhui@css.com.cn,zhangran@css.com.cn,shengj@css.com.cn 

（詳細内容は大連ソフトウェア産業協会サイトを参照のこと：

www.dsia.org.cn） 
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一部企業の入会に関する通知 

大軟協［2009］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。 

 

新速佰管理諮詢（大連）有限公司 

大連同順科技有限公司 

大連易健電子商務有限公司 

大連思為拓科技有限公司 

大連易家聯科技有限公司 

大連力天科技有限公司 

大連陽一科技有限公司 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2009年 12月 

 

 

PIPA事務局緊急開会開催―日本での個人情報流出事件について 

 11月 18日、大連ソフトウェア産業協会 PIPA事務局はアリコジャパン顧客個

人情報流出事件について緊急会議を開き、討論を行った。 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 5

11月 11日、外資系保険会社アリコジャパンが記者会見を開き、顧客情報流出

について発表思した。毎日新聞・産経新聞などのメディアの報道によると、記

者会見時点で流出した個人情報は 32,359件、32,359件のうちカードの不正使用

の試みが行われたのは、累計 5,122 件。アリコは流出元をシステム開発を委託

した中国の企業の社員と特定、アリコジャパンは法的手段をとり更なる調査を

実行すると示している。 

 PIPA事務局では今回の事件について以下の行動を取ることにした。 

PIPA 事務局から個人情報保護評価実施事業者向けに当事件を通報する。当事

件を認識・重視してもらい、内部管理の強化し、類似事件発生の防止に努める

よう通報する。 

個人情報保護業務委員会国際合作部は日本情報処理開発協会と連絡を取り、

双方で意見などを交換する。 

大連ソフトウェア産業協会 PIPA事務室・国際合作部は引き続き関連情報の収

集と進展に注目していく。 

 

 

“2009星海論道・大連インタネット経済ハイレベルフォーラム”開

催通知 

 大連ソフトウェア産業協会インタネット情報サービス分科会・五甲万京信息

産業集団が主催する“2009 年星論道・大連インタネット経済ハイレベルフォー

ラム”では大連市インタネットの精英が一堂に会し、インタネット業界におけ

る課題及び未来の発展趨勢を共同討論を行う。今回のフォーラムのメインテー

マは“大連インタネット経済前景と融合性社会価値”、また“信念で戦う”こと
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を主旨とし、“融合が価値を生む ネットワークで生活を変える”をメインとし、

“心を開放し、世界を開放する”をスローガンとする。現時点の経済情勢とイ

ンタネット産業特徴を融合し、インタネットと伝統産業の融合などの注目トピ

ックについて深く討論する。 

連絡先：牟 楠                電話番号：0411-83655181 

ファックス：0411-83643362           E-mail:mun@dsia.org.cn 

日時：2009年 12月 19日（土）13:30～17:30 

会場：大連星海中龍園 3号・五甲万京信息科技産業園 3階 

（詳細内容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：

www.dsia.org.cn） 

 

 

情報化学術報告会開催についての通知 

大連ソフトウェア産業協会実施の“情報化で新型工業化を引導し、新型製造

業と現代装置製造業を発展させる”ことを主題とする学術報告会は 2009大連市

科学技術協会シリーズイベントの一つである。今年の年会は科技進歩促進・学

科発展と人材育成をイベントの主旨とし、科学発展観の徹底的実行、全面的に

東北旧工業基地の振興と大連市科技、経済と社会発展における重大問題の討論

を主題とする。各会員単位は積極的に申し込み、参加してください。 

大連ソフトウェア産業協会連絡先 

連絡先：牟 楠                 電話番号：0411-83655181 

ファックス：0411-83643362            E-mail:mun@dsia.org.cn 

日時：2009年 12月 18日（金）13:00～15:30 

会場：大連市西崗区勝利路 38号華信ビル 310 
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（詳細内容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：

www.dsia.org.cn） 

                                     

大連ソフトウェア産業協会《税務政策集》及び 2010年度のカレンダーの作成

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 

                                  

 

 

IT職業教育分科会会員が大連各ソフトウェアパークを見学 

 11 月 25 日、IT 職業教育分科会主催の大連各ソフトウェアパーク見学が円満

に終了した。理工大学・海事大学・通才学校・計算機中専（専門学校）及び IT

研修学校など 30余の会員単位、延べ 100人余の参加者が参加した。イベントの

初めに、大連ソフトウェアパークの情報技術研修センターで IT職業教育分科会

業務会議が開かれた。協会常務副秘書長孫鵬から協会標準化及び個人情報保護

業務の関連状況が行われ、大連恒通大学郎慶斌より IT職業技能標準の内容が詳

細に紹介され、大連女子中専毛軍副校長より日本語データ入力標準の関連内容

の紹介が行われた。会議後、各学校の代表は大連ソフトウェアパーク展示庁を

見学し、また高新園区展示庁で宣伝ビデオの観覧と大連ソフトウェア産業地帯

モデルの見学をした。より直感的に大連の未来の産業企画状況を理解すること

ができ、アセンダスソフトウェアパークと大連天地ソフトウェアパークでは関

係者の紹介説明を聞いた。 
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国内初のインタネットサイト企業が個人情報保護評価の認証通過 

 11 月 30 日、大連天眼網絡有限公司は個人情報保護業務委員会の審査を経て、

わが国で初のインタネット企業が個人情報保護評価を通過したことを意味す

る。天眼網絡有限公司が携わっているイーコマースとサイト構築業務はインタ

ネットサイト企業でも代表性があり、企業内で個人情報保護評価（PIPA）を実

施したことはインタネット企業において PIPA は普遍性と通用性があることを

意味する。近年来、インタネット産業における個人情報保護の強化は諸国と関

連機構の重点問題となってきた。これまで、協会の個人情報保護体系の正式公

公布までは、国内にはインタネット産業向けの個人情報保護認証制度は無く、

PIPAはインタネット産業の個人情報保護に有効な方法・新たな模式を提供した

ことになる。 

 

 

中国国際サービスアウトソーシング大会西安で開催 

 11 月 10 日、“新しい経済情勢の下の共同チャンス”を主題とする第六回中国

国際サービスアウトソーシング大会が西安高新区で開かれた。世界各地からの

国際著名ソフトウェア会社・IT サービス会社・研究開発機構の顧客・専門家及

び投資家を引きつけることができ、400余人が西安に集まり、共にサービスアウ

トソーシング産業大計を討論し、狭西ソフトウェアとサービスアウトソーシン

グ産業への影響と知名度をさらに高め、狭西ソフトウェア及びサービスアウト

ソーシング産業を促進し、世界産業構成調整のチャンスをつかみ、継続で健全

な発展に努める。フォーラムはメイン会場と各フォーラム形式を取り、主会場

は現時点で注目の話題に焦点を当てている。テーマは明確で、Ｗｉｎ－Ｗｉｎ
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を強調させている；各フォーラムは市場を詳細に分類し、業界に焦点を合わせ

ている。 

 

 

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 23号] 

事業単位名称：瀋陽昂立信息技術有限公司 

受理番号：PIPA27（09） 

審査員長：郭玉梅 

資料審査通過時期：2009年 10月 22日 

現場審査通過時期：2009 年 11月 17日 

公示期限：2009年 09月 18日から 2009年 12月 02日まで 

 

[PIPA2009 第 24号] 

事業単位名称：健思軟件（大連）有限公司 

受理番号：PIPA28（09） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2009年 10月 12日 
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現場審査通過時期：2009 年 11月 17日 

公示期限：2009年 11月 18日から 2009年 12月 02日まで 

 

[PIPA2009 第 25号] 

事業単位名称：大連天眼網絡有限公司 

受理番号：PIPA25（09） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2009年 11月 13日 

現場審査通過時期：2009 年 11月 17日 

公示期限：2009年 11月 18日から 2009年 12月 02日まで 

 

[PIPA2009 第 26号] 

事業単位名称：大連信維科技有限公司 

受理番号：PIPA16（09） 

審査員長：呂蕾蕾 

資料審査通過時期：2009年 11月 02日 

現場審査通過時期：2009 年 11月 27日 

公示期限：2009年 11月 30日から 2009年 12月 15日まで 

 

[PIPA2009 第 27号] 

事業単位名称：大連遠東計算機系統有限公司 

受理番号：PIPA31（09） 

審査員長：呂蕾蕾 

資料審査通過時期：2009年 11月 27日 
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現場審査通過時期：2009 年 11月 27日 

公示期限：2009年 11月 30日から 2009年 12月 15日まで 

 

[PIPA2009 第 28号] 

事業単位名称：天津華信軟件有限公司 

受理番号：PIPA006（08） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2008年 04月 18日 

現場審査通過時期：2009 年 11月 26日 

公示期限：2009年 12月 03日から 2009年 12月 18日まで 
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