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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                2010．10 

 

 

今 月 の 内 容 

協会通知 ソフトウェアサービス翻訳のツールソフト 正式公布 

     『2010 中国工業軟件案例精選集』実例募集の通知について 

     2010 年大連市“愛丁数碼杯”データ入力職業技能大会 

     2010 年大連市業界情報化優秀プロジェクト選定結果 

PIPA 業務 中等職業学校で個人情報保護講座の開催 

協会活動 用友 2010 年経営と管理創新年度フォーラムが大連で開催 

     大連―無錫南長区ソフトウェア･サービスアウトソーシング懇談

会円満終了 

     “創新落地セミナー”大連で成功開催 

業界情報 『IT 職業技能標準･日文データ入力部分』正式公布実施 

大連市中等 IT 職業教育人材報告 

日本政府系情報システムの運用経費について 

双軟認定 2010 年大連市第七期軟件企業認定についての公告 

2010 年大連市第七期軟件製品登録についての公告（一） 

 

           

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    PIPA 事務室：83655187 

双軟認証：83638411，83655187   資質認証：83655207    FAX:83643362 

E-mail:dsia@dsia.org.cn HP：www.dlsia.org.cn PIPA：www.pipa.gov.cn/ 
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ソフトウェアサービス産業翻訳フラットフォーム初のツールソフトウェア

“企業翻訳助手”正式公布 

各会員単位： 

 ソフトウェアアウトソーシングはわが市ソフトウェアサービス産業企業の

重要業務内容で、サービス業務の開発で、開発者は単語・語句・メール･仕様

書等の多言語翻訳問題によく出くわすことがある。協会の調査によると、70％

の企業は専門の翻訳スタッフと開発者が辞典を調べたり翻訳サイト検索をし

たりの方法で上記の問題を解決している。これらの問題を解決するに当たり、

多くの開発時間とコストが費やされている。会員単位の翻訳問題を解決するた

め、大連ソフトウェア産業協会は傳神聯合（北京）信息技術有限公司とともに

“企業翻訳助手”ソフトを開発した。会員企業が当ソフトの関連機能について

の意見を受け入れている。 

注意 

1、ソフト使用は無料 

2、責任者：牟楠 TEL:0411-83655181 

3、意見 

4、ソフトのダウンロード：www.dlsia.org.cn 

 

 

『2010 中国工業軟件案例精選集』実例募集の通知について 

中軟協総字（2010）44 号 

各関連企業： 

 中央の示した工業化と情報化融合の戦略の実施のため、中国工業ソフトウェ

ア技術・製品と応用の全体レベル向上のため、中国ソフトウェア産業協会は中

国電子技術標準化研究所とともに、“中国工業ソフトウェア実例データベース”

を築き、年度に分け精選集を出版することになった。精選集募集の目的は中国

工業ソフトウェア発展の現状と体制をまとめることである。また、典型応用実

例と重点技術製品を工業と情報化部及び各地工業･情報化主幹部門の決断の根

拠として提供し、工業企業ユーザのソフトウェアプロジェクト企画を手助けす
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ることにもある。 

 中国工業ソフトウェア分野の有識者が編集を担当し,『2010 中国工業ソフト

ウェア実例精選集』を出版する。 

下記の通り通知する。 

1、応募締め切り：2010 年 10 月 25 日 

2、担当：崔萍 電話：（010）84029120 

メール：cuiping@cesi.ac.cn 

住所：北京市東城区安定門東大街 1号 

実例募集の詳細情報は協会のサイト www.dlsia.org.cn”重要通知”を参照 

 

2010 年大連市“愛丁数馬杯”データ入力職業技能大会 

1、目的 

ここ数年、わが市のデータ入力業界は凄まじい発展を遂げてきた。各教育

機構も人材育成を強化し、全市には数千人の学生がデータ入力関連知識を勉

強している。より多くの学生に技能が発揮できる舞台を提供するため、また、

統一した業界標準で優秀技能人材の選抜を通して産学交流を促進するため、

大連市教育職業教育･成人教育処・大連ソフトウェア産業協会などの事業者

が競合で 2010 年大連市“愛丁数碼杯”データ入力技能大会を開催すること

になった。 

 

2、主催機構 

主催機構：大連市教育局職業教育･成人教育処 

     大連ソフトウェア産業協会 

実施単位：大連愛丁数碼産品有限公司 

協力単位：大連市ソフトウェアサービス産業企業 

 

3、日時 

参加募集：9月 17 日～10 月 20 日 

第一回戦：11 月 1 日～15 日 
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決戦：11 月 25 日 

 

4、項目 

中文データ入力・日文データ入力・伝票入力・英単語聞き取り入力 

 

5、申込条件 

参加者：大連市の職業技術学校の在校生 

学校単位での応募を受け取る。 

応募表ダウンロード：www.dlsia.org.cn（重要通知） 

 

6、栄誉 

1) 第一回戦を通り向けた選手は、大連市教育職業教育･成人教育処と大連

ソフトウェア産業協会が共同で職業技能資質証書が公布される。 

2) 決戦に参加する選手は最終的な序列に応じて賞金と栄誉証書が交付さ

れる。 

 

7、連絡先 

担当：牟楠 電話：0411-83655181 メール：mun@dsia.org.cn 

 

2010 年大連市業界情報化優秀プロジェクト選定結果 

 わが市の情報化建設の促進のため、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“2010 年大連市業界情報化優秀プロジェクト

選定イベント”を実施した。専門家グループの審査を経て、21 のプロジェ

クトが入賞した。 

(名簿は日文訳省略) 

賞 プロジェクト名称 申請単位 

特等奖 大连市职业技能鉴定信息化建设项目 大连华信计算机技术股份有限公司 

特等奖 
大连市沙河口区中小学资源开发项目第一第

二阶段 
大连东方之星信息技术有限公司 

一等奖 
大连市住房公积金管理中心综合业务系统项

目 
大连华信计算机技术股份有限公司 
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一等奖 
大连高新园区电子政务外网门户引擎系统建

设项目 
大连博特软件科技有限公司 

一等奖 运邦城乡一体化社会救助管理系统 1.0 大连运邦科技发展有限公司 

一等奖 大连市旅顺口区应急指挥系统 大连海融科技发展有限公司 

二等奖 大连同天港口生产经营管理系统 大连同天信息系统有限公司 

二等奖 大连实德集团网络化营销管理系统 大连实德集团有限公司 

二等奖 运邦移动医疗系统 大连运邦科技发展有限公司 

二等奖 
大连市食品药品监督管理局食品药品安全网

络舆论监测系统 
辽宁九州网络科技有限公司 

二等奖 大连瓦房店高压开关有限公司信息管理系统 大连天翼信息科技有限公司 

二等奖 
华能国际电力股份有限公司大连电厂供热管

理信息系统 
大连海心信息工程有限公司 

三等奖 大连理工大学 IP 智能监控系统项目 大连奥远电子有限公司 

三等奖 嘉杭货运代理管理系统 大连嘉杭软件开发有限公司 

三等奖 运邦电子病历系统 大连运邦科技发展有限公司 

三等奖 
大连市国土资源和房屋局金土工程一期电子

政务系统 
大连现代高技术发展有限公司 

三等奖 干部数字档案综合管理服务平台 大连晟峰创明信息技术有限公司 

三等奖 大连招商网（www.invest.dl.gov.cn） 大连壹和程科技有限公司 

三等奖 大连东立工艺纺织品有限公司信息管理系统 大连天翼信息科技有限公司 

三等奖 大连市铁路道口监管系统 大连海融科技发展有限公司 

三等奖 开发区公安指挥中心指挥系统 大连视通科技有限公司 
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『IT 職業技能標準･日文データ入力部分』正式公布実施 

 IT 職業技能標準は国際 IT 産業の成熟につれ徐々に完備してきた。国際間の

交流が増すにつれ、国際 IT 技能標準はわが国の IT 産業発展に対して深い影響

を与えることになる。IT 従業者の職業技能管理の現状と需要によって、中国

の状況に合った IT 職業技能標準が構築されることが求められている。これは

情報サービス産業職業技能管理の規範化・科学化・専門家・標準化の促進にも

つながる。2009 年 4 月 10 日大連ソフトウェア産業協会の IT 職業技能標準業

務委員会が設立され、5 月 1 日に『IT 職業技能標準（ITSS）第一部分総則』

（DSIA03012009）が正式実施された。『IT 職業技能標準』の更なる普及宣伝の

ため、IT 職業技能標準化業務委員会は『IT 職業技能標準第二部分 職業技能

標準･データ処理（日文データ入力）』(試行)（標準番号 DSIA03032010）を編

成し、2010 年 10 月 9 日正式公布されることになった。 

 データ入力部分は『IT 職業技能標準（ITSS）第一部分総則』の一般原則と

要求に従い、日文データ入力職業技能の基本要求・業務能力と技能能力などの

内容を主に盛り込んだ。データ処理職業技能鑑定においては『IT 職業技能標

準（ITSS）第一部分総則』と『IT 職業技能標準第二部分 職業技能標準･デー

タ処理（日文データ入力）』を同時参考すること。データ入力（日文データ入

力）職業技能の一般原則と要求は『IT 職業技能標準（ITSS）第一部分総則』

を参照し実行すること。日文データ入力の従業者は日文データ入力業務に従

事；関連企業・機構は日文データ入力職業教育研修・職業技能評価の実施；関

連企業が人材を募集・採用する時は『IT 職業技能標準第二部分 職業技能標

準･データ処理（日文データ入力）』（試行）の基本規定を参考することができ

る。詳細は協会のサイトを参照のこと www.dlsia.org.cn 

 

 

わが市中等職業学校で個人情報保護講座の開催 

 『IT 職業技能標準第二部分 職業技能標準･データ処理（日文データ入力）』

の要求に従い、データ入力に従事する人員は個人情報保護の関連知識が必要と

される。わが市の各中等職業技術学校の学生が在校期間で個人情報保護関連知
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識が備えられるため、職業技術標準の関連要求の適合するため、企業の人材育

成コスト削減のため、大連ソフトウェア産業協会 PIPA 事務局は専門家を派遣

し、わが市中等職業技能学校で個人情報保護講座を開くことになった。市の十

数余の中等職業技術学校の数千人の学生に対して個人情報保護関連知識研修

を行う予定。9 月 20 日、PIPA 事務局は大連市計算機学校で第 1 回目の講座を

開いた。40 名余の学生に対して個人情報保護知識鋼材を行った。学生および

教師の積極的な反応が受けた。 

 

 

2010 用友経営と管理創新年度フォーラム大連で開催 

 用友軟件有限公司主催の“幸福企業の創設”をテーマとする 2010 年経営と

管理創新年度フォーラムは 9 月 11 日に大連世界博覧広場で開かれた。大連ソ

フトウェア産業協会の 20 余の企業会員が会議に参加した。フォーラムでは“企

業価値の再構築―産業構造調整における中国企業グループ”などのサブフォー

ラムも開かれた。 

 用友取締役兼総裁王文京はフォーラムで“幸福企業の創設”と題するテーマ

講演を行った。王氏は 30 年の急速発展を経て、特に金融危機後、中国企業は

真新しい発展方法を考え始めた。どのような商業理念に従えば時代の変化に対

応できるか。全世界の商業と企業理念の思想に影響され、中国企業の思想と視

野は開拓されている。“幸福企業”の理念は未来中国企業の発展理念の願望と

実践ルートを示していると話した。また、幸福企業には三つの基本標準がある

と分析した。一つ目は伝統的で効率の高い標準、高い効率・高い効果と利益；

二つ目は創新、管理創新・ビジネスモデル創新・製品と技術の創新；三つ目は

グリーン、即ち企業の持続発展で、エコ、低炭素が含まれ、企業の社会責任も

含まれ、調和の取れた企業を構築することである。 

 フォーラム期間、用友装備製造業（大連）研究開発基地の幕開け式即ち遼寧

地域戦力顧客サイン式が行われた。当研究開発基地は用友会社が大連で設立し

た初の研究開発センターである。用友は大連の戦略配置において、販売とサー

ビスセンターとしてだけでなく、研究開発と創新センターでもある。これは、
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大連ソフトウェア･情報サービス産業が東北旧工業基地への影響とサービス能

力をも益したことになる。 

 

 

大連―無錫南区ソフトウェア･情報サービスアウトソーシング懇談会終了 

 

 大連と無錫のソフトウェア･情報サービスアウトソーシング企業の交流の促

進、当分野での協力促進のため、大連ソフトウェア産業協会と無錫南長科技創

新･サービスアウトソーシング集積区管理センターは9月13日に大連カイピン

スキーで“南長科技創新･サービスアウトソーシング集積区ソフトウェア･サー

ビスアウトソーシング（大連）懇談会”を開いた。東軟・華信・日立・五甲万

京など 30 余の会社が懇談会に参加した。懇談会では無錫南長科技創新･サービ

スアウトソーシング集積区の責任者が優位性及び関連優遇政策を詳細紹介し

た。また、会議参加者の提出した産業人材の供給、地域市場開放状況・地元企

業の技術能力及び地元個人情報保護措置などの問題に答えた。 

 無錫南長科技創新･サービスアウトソーシング集積区は南長地域の重点発展

の産業集中地域である。2008 年に市レベル現代サービス産業集積地域に選ば

れ、2009 年には国家ユビキタス模範区に選ばれ、市の三つのユビキタス模範

区の一つである。 

 

 

大連市中等 IT 職業教育人材報告 

大連市の数十の中等職業学校に IT 専門関連科目が開設されている。毎年わ

が市のソフトウェアサービス産業のために 3000 人余の卒業生を提供している。

産業発展のために大量の人材を提供している。企業がより良く人材計画が立て

られるため、協会は市中等職業学校各 IT 専門関連のここ三年の学生募集数を

統計した。会員単位の参考として使用できる 
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大連市中等職業学校 IT 関連専攻学生数の統計表 

 

大連市各中等職業学校 IT 関連専攻学生数の統計表 

2009年 2008年 2007年 
専攻名称 

人数 人数 人数 
合計 

計算機及び応用 2117 2333 2348 6798 

計算機ソフト 198 259 447 904 

計算機ネット技術 248 174 149 571 

Ｅコーマス 267 361 501 1129 

電子及び情報技術 99 168 163 430 

電子技術応用 244 266 203 713 

合計 3173 3561 3811 10545 

2008年 2007年 
専攻名称 学校名称 

人数 人数 
合計 

大連電子学校 188 164 352 電子技術及び応

用 金州商務職業中専 78 39 117 

大連電子大学 35 38 73 

大連商業学校 45 76 121 

大連市金融職業中専  40 40 

大連先河計算機学校  3 3 

開発区職業中専  69 69 

計算機商務信息職校  37 37 

金州商務職業中専 40 21 61 

庄河第一中専 43 45 88 

大連市房地産学校 66 46 112 

大連市経済貿易学校 132 92 224 

Ｅコーマス 

工人大学付属商務学校  34 34 

大連電子学校 126 96 222 

大連市軽工業学校  27 27 電子及び情報技

術 普蘭店第一職業中専 42 40 82 

計算機広告設計 大連先河計算機学校  15 15 

大連電子学校 288 319 607 

大連市軽工業学校 72 72 144 

大連商業学校 202 161 363 

大連市建築工程学校  19 19 

大連総合中専 144 143 287 

大連市女子職業中専 50 51 101 

大連市計算機職業中専 301 446 747 

大連市金融職業中専 25 24 49 

計算機及び応用 
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専 

遼師大職業中専专 24 36 60 

大連外事服務職業中専 68 8 76 

九龍計算機軟件学校  8 8 

大連通材計算機学校 319 342 661 

大連先河計算機学校 54 58 112 

開発区職業中専 82 83 165 

計算機商務信息職高 32 33 65 

物流管理中等職業学校 41  41 

大連東方外国語学校  28 28 

旅順第一職業中専 22 13 35 

金州第一職業中専 28 26 54 

金州商務職業中専 56  56 

普蘭店第一職業中専 78 64 142 

普蘭店第二職業中専 35 42 77 

瓦房店第一職業中専 64 66 130 

瓦房店第二職業中専 38 35 73 

瓦房店機械職業学校 16 19 35 

庄河第一職業中専 60 41 101 

長海県職業中専 75 118 193 

大連市房地産学校 32 71 103 

普蘭店財経学校 25  25 

大連商業学校 87 109 196 

大連市計算機職業中専 83 218 301 

甘井子計算機職業中専 15 18 33 

大連先河計算機学校 2 33 35 

開発区職業中専 24 32 56 

计算机软件 

大連市経済貿易学校 48 37 85 

大連電子学校 36 36 72 

大連商業学校 47 31 78 

大連市計算機職業中専 34 34 68 

大連先河計算機学校  8 8 

開発区職業中専 10  10 

计算机网络技术 

大連市経済貿易学校 47 40 87 
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日本政府系情報システムの運用経費 

 総務省は、各府省庁が所有している情報システムの実態調査を行い、それぞ

れが所有しているシステムの総数と運用経費を明らかにした。また、運用経費

が 1億円以上の 206システムに関しては、府省庁名と情報システム名、主要事

業者、運用開始年度なども公表した。それによると、20 府省庁で所有してい

る情報システム数は本省と地方を合せて 2059 システムで、年間運用コストは

約 3900 億円にのぼっている。総務省は「政府情報システム改革検討会」を設

置し、費用対効果を踏まえた効果的な政府情報システムの整備・運用のあり方

を検討していくとしている。 

 調査によると、システム総数が 2059のうち、年間運用経費が 10億円以上の

システムが 56システム、運用経費 1億円以上で 10億円未満の中規模システム

が 150 システム、運用経費 1 億円未満の小規模システムが 1853 システムとい

う結果となった。 

  年間運用経費の合計は約 3900億円で、そのうち中規模と大規模のシステム

を合せた年間運用経費が 3700 億円を占めている。また、システム刷新の主要

な対象となるメインフレームによるシステムが現状 94 システム稼働しており、

これらが総運用コストの半分近い約 1800億円を費やしている。 

 情報システムを最も所有しているのは厚生労働省で 985システム、予算額に

基づく今年度の運用経費は 1547億 1700万円となっている。所有数の 2番目は

国土交通省で 226 システム、運用経費の 2 番目は財務省で 631 億 3400 万円と

なっている。  

 メインフレームを最も所有しているのも厚労省で、1967 年に運用を開始し

た社会保険オンラインシステム（年金給付システム）をはじめ 67 件と群を抜

いて多い。2番目は防衛省の 12システムだが、システムの総数が 89と少なく、

レガシーシステムの残存比率ではトップとなっている。  

  5 月にＩＴ戦略本部が決定した「新たな情報通信技術戦略」の 3 本柱の 1

本に、電子行政の推進があげられており、今回の調査は、電子行政を推進する

にあたっての前段階で現状を明らかにするために実施された。調査結果を踏ま

え、今後情報化投資の費用対効果が高い領域について集中的に業務の見直しを
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行った上で、共通の情報通信技術基盤の整備を行っていく。 

 

 

“創新落地セミナー”大連で成功開催 

 2010 年 9 月 6 日、CCF・YOCSEF 大連主催、大連市経済と情報化委員会・大連

市計算機学会・大連ソフトウェア産業協会協力の“創新落地セミナー”がわが

市で開かれた。大連市経済と情報化委員会劉鋼副主任、大連市計算機学会、大

連ソフトウェア産業協会関連責任者及び大連理工大学・大連海事大学・遼寧師

範大学研究生、大連市情報産業関連企業等百余が会議に参加した。大連経済と

情報化委員会劉鋼副主任は挨拶で、中国計算機学会秘書長杜子徳氏の参加に対

し感謝を示した。また、大連市 IT 科学技術と産業界は積極的に中国計算機学

会と長期的、友好的な連絡を取ることを提案し、中国計算機学会の科学技術優

位性を大連地域で普及すべきだと話した。製品創新専門家周宏氏は講演ではま

ず、創新に対する間違った認識に対して説明し、創新成功した実例を参加者と

分かち合った。中国計算機学会秘書長杜子徳氏は“未来におけるわれわれの機

会”をテーマとする内容で発表をした。中国計算機学会の発展プロセスを紹介

し、計算機教育と発展の減失問題及びどのように創新するかについて参加者と

幅広い交流を行った。 

 

 


