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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                2009.7 

 

今 月 の 内 容 

PIPA公示 大連京橋科技発展有限公司 PIPA通過について 

     大連盤超発展有限公司 PIPA通過について 

     智博電脳工程有限公司 PIPA通過について 

     花旗数拠処理（上海）有限公司大連分公司 PIPA通過について 

     海輝軟件（大連）有限公司 PIPA通過について 

協会通知『第 7回中国国際ソフトウェア及び情報サービス交易会論文集』論 

文募集 

教会活動 2009中日情報サービス交易会円満終了 

     311工業産業知的財産権研修活動円満終了 

     2009経営管理の道フォーラム大連において開催 

     東北ソフトウェア及び情報サービス産業聯盟秘書処業務会議開催 

     情報技術サービス標準業務グループ業務会議開催 

     中国駐在カナダ大使館館員が協会を訪問 

     『大連ソフトウェア産業協会 2008』正式公布 

資質認証 2009年大連市第二期軟件製品登録についての公告（日訳なし） 

     2009年大連市第二期軟件企業名簿についての通知（日訳なし） 

           
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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2009中日情報サービス交易会円満終了 

 6 月 19 日、東北ソフトウェア及び情報サービス業聯盟・NPO 法人日本海国際

交流センター主催、大連ソフトウェア産業協会・日本貿易振興機構（JETRO）大

連事務所実施の“2009中日情報サービス商談会”が円満に終了した。“七年で一

本の剣を磨く”の言葉のごとく連続 7 回開かれてきた商談会は既に大連ソフト

ウェア交易会のブランドイベントとなっている。中日企業が“顔をあわせて”

商談をする会議の形式は参加企業より好評を受け、今年の商談会は例年に比べ

新たに注目すべきところが増えている。 

 その一、参加企業数の増加。金融危機と新型インフルエンザの影響を受けな

がらも、中日企業の参加は積極的で、日本側の参加企業は去年に比べ 45％の増

加があり、中国側の企業は 10％の増加が見られた。 

 その二、全国各地からの企業数が始めて大連企業数を越えた。 

 その三、“面と向かって、一対一”の 12 回の商談が参加企業のビジネス商談

効果を保証できた。ある参加者によると、去年も参加し、今では既に日本側の

参加企業と協力協議を結んでいる。中日商談会が企業への最大な利点は効果で

あり、顧客と会え、受注を受けることができることだと感じているという。 

 その四、企業の商談業務種類がより広範になった。会議で商談をするする業

務内容にソフトウェアアウトソーシング（ゲームソフトウェア・組み込み式ソ

フトウェア・ソフトウェア開発とテスト・人材派遣及び研修など）・BPO・DTP・

CAD・データ処理などのサービスアウトソーシング業務も含まれるようになった。 
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311工業知的財産権研修活動円満終了 

 6 月 29 日、工業と情報化部知的財産権中心主催、大連市経済委員会・大連市

中小企業局・大連ソフトウェア産業協会協力の“311工業産業知的財産権研修”

が円満終了した。 

 主催側は 3年間を通じて、中国国内において 1000名の企業責任者に対して知

的財産権研修を行い、知的財産法律知識を普及し、企業の知的財産権管理レベ

ルを高めることを主旨としている。大連は主催側が選出したイベント開催の主

要都市である。当日 300 を越す人が研修に参加し、全国での展開以来、参加人

数、研修効果が最も良い会議となった。去年の大連市特許申請は 8244にのぼり、

5年連続東北各都市において特許申請トップに位置していたが、知的財産権に関

する業務にはまださまざまな挑戦が待ち構えている。全市 20 万の企業のうち、

特許を保持しているのは 1％に過ぎない。企業標準もしくは技術標準を保持して

いるのは更に少ない。金融危機の影響を受け、より多くの企業は自主的に新し

いものの作成、自主の知的財産製品と技術を保有することの重要性を意識し始

めている。わが市の数箇所の主要特許代理機構のデータによると、今年上半期

企業委託代理特許申請数量の増加はかなり目立つ。会議では、国家知的財産権

局の専門家が特許法修正案の関連情報を紹介し、最高人民法院の専門家が知的

財産権における典型的な案件について分析を行い、工信部知的財産権中心の専

門家は企業特許申請において実際に出会う問題について説明し、参加企業の代

表が特許申請方法及び関連プロセスの理解に支援をした。 
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『第 7回中国国際ソフトウェア及び情報サービス交易会論文集』論

文募集 

 中国国際ソフトウェア及び情報サービス交易会（以下略して交易会とする）

は国務院の承認、商務部、工業と情報化部、教育部、科学技術部、中国貿易促

進委員会と遼寧省人民政府共同主催の、わが国唯一の国家レベルのソフトウェ

ア交易会である。国内外政府・企業・研究機構とメディアから高い認可と注目

を浴びている。国内で規模最大で、レベルが一番高く、最も反響のあるソフト

ウェア及び情報サービス展覧会である。 

 交易会の学術のグローバル化を体現するため、交易会組織委員会は大連市計

算機学会、大連ソフトウェア産業協会と共に、“情報技術応用と情報産業発展”

を主題とし、国内外向けに広く一般に論文を募集する。 

 今回の交易会募集論文については、情報技術の発展と応用及び関連分野の技

術・理論と研究成果、情報産業発展、工業化融合の関連理論と研究成果、金融

危機における情報技術と情報産業のリスクとチャンスなどを内容とする。 

募集時間： 

1．2009年 8月 31日論文募集締め切り； 

2．2009年 9月 30日前に論文採用を通知する 

連絡先 

担当：楊永達 潘暁敏 

TEL：0411-84342214 83655181 

FAX：84342214 

宛先：〒116021大連市沙河口区五四路 150－5号西楼 404室  

（投稿通知に関する詳細内容は協会のサイトを参照のこと：www.dlsia.org.cn） 
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2009経営管理の道フォーラムが大連で開催 

 6 月 20 日、大連ソフトウェア産業協会・大連市計算機学会が主催した“2009

経営管理の道フォーラム”は大連交易会期間において開催された。大連市の各

ソフトウェア企業の 100 人あまりが会議に参加した。会議主催側は長年日本で

マネジメント人事育成に従事してきた岡治憲一氏と国内製造業情報化実践専門

家・高級顧問張志氏を招き、人材育成とソフトウェアプロジェクト管理などの

問題について講演をしていただいた。会議参加者によると、専門家の講演を通

して、企業の人材管理とソフトウェアプロジェクト実施に多大な啓発を受け、

講演での優れた見識は直接企業の実際の業務に応用でき、会議主催側に今後も

より多くの類似したイベントの開催を希望した。会議主催側は会議参加者に対

して張志氏編の『ライバルを超える ソフトウェアプロジェクトマネージャの

18 種実用技能』書籍を送り、書籍の理論知識と案件を通して企業のプロジェク

ト実施能力向上の支援になることを希望した。 

 

 

東北ソフトウェア及び情報サービス産業聯盟秘書処業務会議開催 

 6 月 19 日午後、東北ソフトウェア及び情報サービス業聯盟秘書処業務会議が

大連星海暇日酒店で開かれた。今回は持ち回り秘書長の吉林省ソフトウェア産

業協会魏鳳宇秘書長が会議の司会を務めた。黒龍江省ソフトウェア産業協会・

遼寧省ソフトウェア産業協会・鞍山市ソフトウェア産業協会と大連ソフトウェ

ア産業協会の責任者が会議に参加した。会議では各ソフトウェア産業協会の業

務業況及び産業の発展状況を討論研究し、これからの業務計画を制定した。 
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情報技術サービス標準業務グループ業務会議開催 

 6 月 12 日、情報技術サービス標準業務グループは北京西苑飯店で業務会議を

開いた。全国各地の業務グループのメンバーは情報アウトソーシング標準の編

成内容と業務計画について討論し、各標準の責任事業者と進度を明確にした。

業務グループ長事業者の Neusoft、副グループ長事業者の北京 iSoftStone、江

蘇潤和軟件、大連ソフトウェア産業協会及び DHC などが会議で発言をした。工

信部標準化所周平副主任は会議において“情報アウトソーシング標準化現状及

び次のステップ”の報告を行った。 

 

中国駐在カナダ大使館館員が協会を訪問 

 6月 19日午前、中国駐在カナダ大使館一等秘書兼副領事 Mr.Janes Kim一行四

人が大連を訪問し、大連ソフトウェア産業協会と交流協議を行った。来訪者が

今回大連を訪問した目的は大連のソフトウェア及び情報サービス分野の産業発

展及びアウトソーシング情報を知るためである。また、大連の IT企業にカナダ

の ICT 産業状況を紹介し、大連とカナダで一層深い協力関係を築くことを話し

合った。訪問者達は大連ソフトウェアパーク・Hisoft 及び Yidatec などの企業

を訪問した。 

 

『大連ソフトウェア産業協会 2008』正式公布 

 6 月 15 日、大連ソフトウェア産業協会編成した『大連ソフトウェア産業協会

2008』（以下青書）が印刷完了し正式公布した。14万字、協会初“青書”の形式

で協会の業務を記録した。これは大連産業協会発展の年鑑式資料であり、組織

建設・標準規範・調査報告・認証評価・重大イベント・資料編成・大事記の 7

部分に分かれ、2008 年協会の全部の業務内容を記録した総括的な資料である。

“青書”は詳細かつ客観的なデータと豊富の内容は政府関連部門の決定策・企

業業務発展に対して重要な参考価値を有する。 
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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 03号] 

事業単位名称：大連京橋科技発展有限公司 

受理番号：PIPA04（09） 

審査員長：郭玉梅 

資料審査通過時期：2009年 05月 20日 

現場審査通過時期：2009 年 05月 09日 

公示期限：2009年 06月 10日から 2009年 06月 24日まで 

[PIPA2009第 04号] 

事業単位名称：大連盤超科技発展有限公司 

受理番号：PIPA02（09） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2009年 04月 28日 

現場審査通過時期：2009 年 06月 11日 

公示期限：2009年 06月 12日から 2009年 06月 26日まで 

[PIPA2009第 05号] 

事業単位名称：智博電脳工程有限公司 

受理番号：PIPA08（09） 

審査員長：曹剣 

資料審査通過時期：2009年 06月 01日 

現場審査通過時期：2009 年 06月 15日 

公示期限：2009年 06月 12日から 2009年 06月 30日まで 
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[PIPA2009第 06号] 

事業単位名称：花旗数拠処理（上海）有限公司大連分公司 

受理番号：PIPA09（09） 

審査員長：郎慶斌 

資料審査通過時期：2009年 06月 15日 

現場審査通過時期：2009 年 06月 23日 

公示期限：2009年 06月 23日から 2009年 07月 07日まで 

[PIPA2009第 07号] 

事業単位名称：海輝（大連）有限公司 

受理番号：PIPA10（09） 

審査員長：郎慶斌 

資料審査通過時期：2009年 06月 16日 

現場審査通過時期：2009 年 06月 25日 

公示期限：2009年 06月 26日から 2009年 07月 10日まで 
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