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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                2009.4 

 

 

今 月 の 内 容 

 

協会通知  一部企業の入会に関する通知 

     ソフトウェア交易会のイベント案内 

業界情報 IT産業発展に巨額投資をする日本 

     東軟集団が世界 ITサービストップ 100 

     大連前日 MOBLIN産業発展討論会を開催 

     大連創業園ソフトウェア著作権登記補助政策 

業界情報 中国ソフトウェア産業協会業務会議開催 

     大連ソフトウェア産業協会 国家標準化工作委員会に加入 

     インタネット分科会 09年第 1回理事会拡大会議を開催 

     東北ソフトウェア産業連盟秘書処工作会議 

中国ソフトウェア交易サイト本月正式試運行 

資質認証  2008年大連市国家企画構成重点軟件企業名簿 

2008年度大連市第七、八期軟件製品登録認証についての通知 

     2008年度大連市第八期軟件製品登録認証についての通知 

           

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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一部企業の入会に関する通知 
大軟協［2009］004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。 

 

山崎情報技術（大連）有限公司 

大連唯辰信息科技有限公司 

大連博峰科技有限公司 

大連家居部落科技有限公司 

大連同方軟銀科技有限公司 

大連新恵和軟件発展有限公司 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2009年 4月 

               （弁公室） 

 

 

2008年大連市国家企画構成重点軟件企業名簿 
 

国務院の公布した≪軟件産業と集成電路産業発展を激励するための若

干の政策≫（国発［2000］18 号）を徹底して実行するため、主要及び重

点ソフトウェア企業の加速発展を激励、促進するため、≪国家企画構成内

の重点ソフトウェア企業認定管理方法≫（発改高計［2005］2136 号）に

基づいて検討を行い、国家発展改革委、工業と情報化部、商務部、国家税

務総局連合審査の結果、2008 年度国家企画構成内の重点ソフトウェア企

業を認定する。そのうち 8 企業が大連の企業である。2008 年大連市国家

企画構成内の重点ソフトウェア企業は以下の示す通りである。 

 

番号 企業名称 

1 英極軟件開発（大連）有限公司 

2 海輝軟件（大連）有限公司 

3 大連遠東数有限公司 

4 大連華信計算機股分有限公司 

5 松下電器軟件開発（大連）有限公司 
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6 大連華暢電子通信技術有限公司 

7 大連東軟金融信息技術有限公司 

8 博涵前鋒科技（大連）有限公司 

（双軟認定弁公室） 

 

 

ソフトウェア交易会のイベント案内 
 

 中国国務院批准により開催される中国ソフトウェア産業における唯一

の国家レベル展覧会“第 7回中国国際ソフトウェア及び情報サービス交易

会 CISIS2009”は 2009年 6月 18日～21日に大連世界博覧広場にて開かれ

る（www.cisis.com.cn）。 

 大連ソフトウェア産業協会は今回の交易会にて以下のイベントを行な

う。 

中国（大連）組込み式システム創新フォーラム     6月 17日午後 

2009年供熱産業管理及び情報化フォーラム      6月 18日午後 

2009年中日情報サービスアウトソーシング企業商談会 6月 19日午後 

“経営管理の道”フォーラム                6月 20日午後 

 “中国（大連）組込み式システム創新フォーラム”と“2009 年供熱産

業管理及び情報化フォーラム”の詳細情報は www.cisis.com.cn の“専門

技術討論会”と“情報化応用フォーラム”を参照のこと。 

 連続七年間続けて来られた同交易会で開かれる「日中 IT 企業のサービ

スアウトソーシング商談会」は中国唯一の日中ＩＴ企業間のアウトソーシ

ング商談会で、日中のソフトウェア企業より高く評価されている。情報サ

ービス産業に与える金融危機の影響に対応し、企業コストを削減し、アウ

トソーシング業務ルートを拡大させるため、「2009日中ソフトウェア企業

商談会」は例年より規模を大きくし、商談の分野を更に広くする。（詳細

情報は協会サイト www.dlsia.org.cnを参照のこと）。 

 “経営管理の道フォーラム”はソフトウェア及び情報サービス業におけ

る経営管理レベルの上昇を図るべく開催されるもので、日本から、マネジ

メント人材育成の面でのキャリアのある岡治憲一氏と国内製造業情報化

実践専門家、アドバイザーの張志氏を招き講演をしていただく。各会員企

業の経営管理人員の積極的な参加を歓迎します（詳細情報は協会サイト

www.dlsia.org.cnを参照のこと）。 

（弁公室） 
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大連前日 Moblin産業発展討論会を開催 
 

 3月 27日“Moblin産業発展検討会”が大連で開催され、Moblinを核心

にした新しいモバイル開発プラットフォームの応用と Moblin を基にした

モバイルネットワーク技術応用及び産業発展について討論を行った。技術

研究開発、商品製造、業界応用、人材育成の産業チェーンが主な内容であ

る。会議は大連市情報産業局、Intelが主催、大連ソフトウェア産業協会、

大連組込み式システム公共開発サービスプラットフォームが協力して開

催された。Moblin プロジェクトの目的は移動ネットワーク設備、個人ナ

ビなどを必要とする最新技術の発展促進である。Intel と大連企業は

Mobinプラットフォームを活用し、産業チェーンの、大連の組込み式産業

の発展を促す。Intelチップ工場以外に、大連は Intelと組込み式プラッ

トフォーム、遠距離医療、農村情報化などの方面でも協力を進めていく。 

（諮詢服務部） 

 

 

大連ソフトウェア産業協会国家標準化工作委員会に加入 
 

 情報技術サービスにおける標準の研究制定業務を組織しため、わが国の

情報化技術サービス業の健康発展を加速推進するため、“情報技術サービ

ス標準指導協調チーム”と“情報技術サービス標準工作チーム”の設立を

決定した。2009年3月16日工業と情報化部ソフトウェアサービス司は“‘情

報技術サービス標準指導協調チーム’と‘情報技術サービス標準工作チー

ム’設立に関する通知”を公布した。大連ソフトウェア産業協会は初の構

成メンバーとして“情報技術標準業務チーム”に加入した。 

 標準業務チームの主な責務は国の情報技術サービス業の発展現状と趨

勢に基づいて、情報システム構築、情報技術運用と保守、情報技術サービ

ス管理、情報技術管理、ＳａａＳ、工業ソフトウェア応用サービスなどの

標準需要を研究し、情報技術サービス標準体系を研究し成立させ、情報技

術サービス分野に関連する標準を制定することである。 

（弁公室） 
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IT産業発展に巨額投資をする日本 
 

 『日本経済新聞』Webの最新情報によると、経済危機に対応し、経済が

さらに下り坂になるのを阻止するため、日本政府は IT 分野発展の“三年

緊急計画”を打ち出した。3年間で、政府と民間の総投資は約 3万億円に

達する予定。 

 当記事によると、40～50 万の就職ポストを創出する計画。投資の重点

は医療場所設備環境の情報化、ＡＩ化；行政管理の情報化；環境友好型産

業の育成及び IT人材育成の 4方面にわたる。 

 IT 分野の“三年緊急計画”は日本首相麻生太郎の提出した経済復興計

画“全治三年”の一環である。政府の緊急経済対策の措置といえる。計画

草案は麻生首相が部長を担う IT戦力部に提出し、関連分門の調整を経て、

4月上旬に正式決定される。 

（国際合作部） 

 
東軟集団が世界 ITサービストップ 100 

 
 2009 年グローバルサービストップ 100 が公表され、東軟集団は“グロ

ーバル IT サービスベストトップ 100”に 5 度目のランクインを果たし、

また、“アジア新興アウトソーシングトップ 10”のトップに依然位置する

ことになった。 

 東軟集団は今年さらに、他の二つの優秀な成績を収め、“最優秀 ITサー

ビスデベロッパトップ 10”と“ＨＲ発展トップ 10”にも選ばれた。 

 米雑誌『グローバルアウトソーシング』とアウトソーシングコンサルト

公司 neoIT がリサーチを通じて共同で発表した「グローバル ITサービス

トップ 100」の審査は、2005年からスタートし、世界で最も創造性を備え

たサービスプロバイダーを表彰することを趣旨としたものである。東軟集

団がこの審査で 5 年連続選出された。2008 年 Neusoft はソフトウェア及

び情報アウトソーシング分野においての業績も着実に成長を果たし、売上

も 30％伸びた。（諮詢服務部） 
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インタネット分科会 09年第 1回理事会拡大会議を開催 
 

 3月 21日、インタネット情報サービス分科会が理事会拡大会議を開き、

2009 年大連市“百網便民工程”サイト選出項目の説明があり、大連情報

化ウィークでの関連イベントに対しても説明を行い分科会の近頃の業務

進展を報告した。大連市でインタネット企業の個人情報保護業務を積極的

に促進し、会員企業で個人情報保護認定に対しても可能な支持を与えるこ

とを理事会で決定した。 

（諮詢服務部） 

 

 

東北ソフトウェア産業連盟秘書処業務会議開催 
 

 3 月 21 日東北ソフトウェア産業連盟秘書処業務会議が開かれ、黒龍江

省、吉林省、遼寧省及び大連ソフトウェア産業協会秘書長及び副秘書長が

会議に参加した。連盟秘書長黒龍江省ソフトウェア産業協会黄梅副秘書長

が 08 年聯盟の業務を総括し、次回の連盟持ち回り秘書長である吉林省ソ

フトウェア産業協会魏鳳宇秘書長が 09 年連盟の業務計画をした。今年の

連盟は政府の業務をサポートし、ハルピンの“哈洽会”、瀋陽の“アウト

ソーシングトップ会議”大連の“ソフトウェア交易会”などのイベントを

サポートする。     （弁公室） 

 

 

中国ソフトウェア交易サイト本月正式試運行 
 

 大連ソフトウェア産業協会の提案により、全国の多くの省、市ソフトウ

ェア産業協会が共同参加構築した中国ソフトウェア交易サイト

（www.chinasoftware.org）が今月より正式運営することになった。中小

ソフトウェア企業の製品販売、販売ルートの構築のための全国的な交流プ

ラットフォーム構築であり、サイトを基盤として各地ソフトウェア企業の

地域を超えた交流ができることを趣旨としたものである。会員登録、製品

展示、供給情報公布などの関連システムも完備している。現時点は、試運

行段階で、会員企業のソフトウェア製品のサイトへの登録を受け付けてい

る。  （諮詢服務部） 
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中国ソフトウェア産業協会業務会議開催 
 

 3月 23日、北京で中国ソフトウェア産業協会 09年全国ソフトウェア産

業協会業務会議と中国ソフトウェア産業協会第五期理事会第三回会議が

開かれた。陳理事長が『信念を持ち挑戦する ソフトウェア産業発展の新

しい局面を切り開く』の報告をした。胡秘書長が年度業務報告をし、中国

ソフトウェア産業協会先進集団と先進個人を表彰した。工業及び情報化部

趙小凡司長が出席し、発話をした。第五期第三理事会で、中国ソフトウェ

ア産業協会は中国ソフトウェア産業の企業信用評価結果を発表し、初回で

は 16社が信用評価 Aクラスに入選した。工業及び情報化部郭建兵副司長、

商務部温再興副司長が発話をした。 

              （弁公室） 

 

 

大連創業園よりソフトウェア著作権登録補助政策を公布 
 

 高新園区創業センターの責任者が“ソフトウェア著作権申請フロー及び

ソフトウェア企業知的財産補助金説明会”で企業向けに新規公布した『大

連市高新技術創業センターソフトウェア知的財産補助資金管理弁法』の説

明を行った。当規定によると、創業センターは創業センター基地内で登録

し経営を行っているソフトウェア企業に対して、著作権登録費用補助を行

う。当政策は 2009 年創業センターが金融危機対応のため制定した、企業

支援の対策の一つであり、大連市初のソフトウェア著作権補助優遇政策で

ある。この政策の実施によりソフトウェア企業は積極的に自主開発知的財

産製品の開発に取り組めるようになり、企業の著作権保護意識の強化を図

り、創業園のソフトウェア企業が金融危機影響下でもよい発展体制を保て

るよう促進する。 

           （創業園分科会） 
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