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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                2010．11 

 

 

今 月 の 内 容 

協会通知 2010 年度国家計画内重点ソフトウェア企業への申請について 

     “2010 年中国（塩城）工業ソフトウェア発展サミット”について

の通知 

     2008 年―2010 年度大連市情報化優秀選定業務についての通知 

     大連ソフトウェアサービス企業ＨＲサロンについての通知 

PIPA 業務 ＰＩＰＡ公示 

     協会と大連大学共に個人情報保護学術報告会を開催 

     ＰＩＰＡとＰ－ＭＡＲＫ年度相互認証業務展開 

中等職業学校での個人情報保護講座が順調開催中 

情 報 化 大連ソフトウェア産業協会標準『ＰＨＰ編成規範』正式公布 

業界情報 中国計算機学会職業教育専門委員会年会が大連において開催 

     第四回中国中小企業フェアが大連で開催 

     工業と情報化部：前三期ソフトウェア業経済運営状況 

     中国計算機情報システムインテグレーション十周年総括大会 

     2010 年日本ＩＴ人材状況 

双軟認定 2010 年大連市第七期軟件製品登録についての公告（下）（日訳無） 

           

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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2010 年度国家計画内重点ソフトウェア企業への申請について 

各関連企業： 

 『ソフトウェア産業及びＩＣ産業発展を鼓舞する若干政策』の内容の徹底的

実施のため、工業と情報化部の通知要求に従い、条件を満たしている企業は

2010 年度“国家規格内重点ソフトウェア企業”への申請が開始した。申請資

料は青のカバーにまとめ、11 月 10 日までに大連市経済と情報化委員会軟件処

まで送りください。 

 連絡先 

 担当：高建国 

 電話：83625225 

 場所：大連市西崗区勝利路 38 号信息ビル 610 室 

添付ファイルは大連ソフトウェア産業協会サイトにてダウンロードしてくだ

さい。 

 

 

“2010 年中国（塩城）工業ソフトウェア発展サミット”についての通知 

 各会員単位 

 工業化と情報化融合の推進、情報技術の利用の促進、伝統産業改造テンポの

加速、構成改革から方法改革への転換のため、中国ソフトウェア産業協会主催

の“2010 中国（塩城）工業ソフトウェア発展サミット”は 11 月 13 日に江蘇

省塩城市で開催される。今回のサミットは“工業ソフトウェアの振興・工業化

と情報化の融合”をメインテーマとし、中国工業ソフトウェアの発展現状・技

術趨勢及びこれからの発展を研究する。優秀な工業ソフトウェアの成功応用案

を推進し、政府・産業・学校・研究が一体化となった工業ソフトウェア産業の

発展形式を模索し、地域産業のブランドイメージを宣伝し、地域間の経済競争

力を高める。サミットは工業ソフトウェア分野の院士・政府責任者・専門家と

企業代表を招聘しテーマ講演を行う。 

 工業化と情報化の融合の促進のため、工業ソフトウェアの自主開発能力を高

めるため、今回のサミットは 2010 年中国工業ソフトウェア政府推進賞・業界

組織賞・傑出貢献賞・優秀企業賞・優秀方案賞を授与する。賞の授与を通して、

中国工業ソフトウェア分野で貢献した政府・組織と企業を表彰し、激励するこ

とが目的である。傑出貢献賞・優秀企業賞と優秀方案賞を獲得した組織に対し

てはテーマ講演・宣伝ブースの場が設けられる。また、『2010 年中国工業軟件

案例精選集』において企業紹介と製品案内が掲載される。 

 連絡先 

 担当：黄志栄 電話：010-6211505 

 ＦＡＸ：010-62118505-803 電子メール：huangzhr@css.com.cn 

 担当：胡偉 電話：010-62113891 

 ＦＡＸ：010-62118505-803 電子メール：huweibj2008@126.com 

添付ファイルは大連ソフトウェア産業協会サイトにてダウンロードください。 

2008 年―2010 年度大連市情報化優秀選定業務についての通知 
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各関連単位： 

 “十一五”期間のわが市の情報化業務の優秀成果を総括するため、都市の情

報化発展レベルが全面的にわかるように、科学的にわが市の情報化発展の“十

二五”計画の作成のため、大連市経済と情報化委員会は 2008 年から 2010 年度

大連市情報化優秀業務について選定する.情報化応用での優秀プロジェクトと

成果を幅広く宣伝し、情報化推進での先進団体と優秀個人を表彰する。下記の

通り案内する。 

一、審査範囲 

 2008 年―2010 年わが市各分野・各部門情報化建設において、重要な役割を

果たしたアプリケーションプロジェクトと優秀団体・個人。 

二、申請条件 

1、優秀プロジェクト 

2008 年から 2010 年期間に開発応用され、宣伝推進された情報化プロジ

ェクト；実際の運用・応用期間が半年以上で、設計要求をみたし、経済

的・社会的・生態効果を取得していること；同産業において、大きい影

響力を持ち、技術的に先進で実用性を持つこと； 

2、先進団体 

情報化推進において、責任者より重視され、良い処置を取り、積極的に

探索、敢然と実践に取組む、成功顕著、模範的役割を果たすこと 

3、優秀個人 

国家・省・市の情報化建設で定めた方針・政策を的確に実行しているこ

と；事業心と責任感を持ち、業務熟練・イノベーション意識が強く、情

報化建設と普及に貢献をしている。 

三、申請要求 

1、申請資料： 

(1)大連市情報化推進応用優秀プロジェクト申請表（プロジェクト鑑定；検

査報告及び総括報告） 

(2)大連市情報化推進応用先進団体申請表； 

(3)大連市情報化推進応用優秀個人推薦表。 

2、申請方法 

(1)オンライン申請：www.jxw.dl.gov.cn をアクセスし、“在線弁事”コーラ

ムの“情報化応用成果”要求に従い、オンラインで申請資料を記入し、提出

する。また、申請表のワードを添付すること； 

(2)紙媒体申請：公印付きの紙媒体を提出すること； 

3、申請締め切り：2010 年 12 月 21 日； 

4、申請場所：大連市西崗区勝利路 38 号、信息ビル 512 室 

5、連絡先：83646596 担当：于道勇、王麗雲 

添付ファイルは大連ソフトウェア産業協会サイトにてダウンロードくださ

い。 

 

大連ソフトウェアサービス企業ＨＲサロンについての通知 
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一、 目的 

 大連ソフトウェアサービス企業のＨＲの交流と協力を強化するため、企業の

ＨＲ向けに『ＩＴ業界職業技能標準』及び大連ソフトウェア人力資源公共サー

ビスプラットフォーム等の内容を紹介する。 

二、 組織機構 

 主催単位：大連ソフトウェア産業協会 

 実施単位：大連華 外企服務有限公司 

三、 日時 

未定 午後 14：00-16：00 

場所：未定 

四、 参加者 

大連ソフトウェアサービス企業ＨＲ 

五、 会議形式 

テーマ演説と自由交流 

六、 会議内容 

1、ＩＴ産業職業技能標準の紹介 

2、大連ソフトウェア人力資源公共サービスプラットフォームについての紹

介 

3、自由交流 

七、 連絡先 

担当：牟楠 

電話：13889509660 電子メール：dsiamunan@gmail.com 

会議参加申込書及び日時は大連ソフトウェア産業協会のサイトを参照くださ

い。 

 

 

協会と大連大学共に個人情報保護学術報告会を開催 

  10 月 27 日、大連大学・大連市科学技術協会主催、大連ソフトウェア産業協

会・大連市計算機学会、大連大学信息工程学院実施の“大連ソフトウェアサー

ビス業個人情報保護学術報告会”が情報工程学院で開かれた。計算機関連専門

の学生約 130 名が会議に参加した。報告会では、まず大連ソフトウェア産業協

会諮詢服務部責任者より国内産業発展状況・日本産業発展情報・ソフトウェア

人材需要状況・ＩＴ職業技能標準の五つの方面からソフトウェアサービス産業

の最新状況を紹介した。報告会を通して学生に校舎内にいながら最新の産業状

況をわかってもらい、今後の勉強と就職に対して指導的役割を果たした。協会

の教育研修部の責任者から個人情報のテーマ報告が行われた。個人情報の基本

原則・各国の発展状況・わが市の個人情報発展状況・ソフトウェア産業におけ

る個人情報保護の重要性・個人情報の研究方向など幾多の視点から個人情報保

護を紹介した。報告会を通して、学生はより多くの個人情報保護知識が理解で

き、積極的な反応を受けた。報告会の後、多くの学生は個人情報保護の関連内

容・学習方法・参考書籍などを問い合わせ、講演者が逐一対応した。 
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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宝璽軟件（大連）有限公司が

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。 

[ＰＩＰＡ2010 第 07 号] 

事業単位名称：宝璽軟件（大連）有限公司 

受理番号：ＰＩＰＡ10（10） 

審査員長：孫毅 

資料審査通過時期：2010 年 10 月 15 日 

現場審査通過時期：2010 年 10 月 22 日 

公示期限：2010 年 10 月 22 日から 2010 年 11 月 05 日まで 

 

 

ＰＩＰＡとＰ－ＭＡＲＫ年度相互認証業務展開 

 大連のＰＩＰＡと日本のＰ－ＭＡＲＫは既に相互認証して 2年が経つ。相互

認証協議の要求では、相互認証の質とレベルを保つため、双方は毎年相互認証

の状況に対して確認をし、次の年度の相互認証の継続を決める必要があると規

定されている。日本Ｐ－ＭＡＲＫの執行機構である日本情報処理開発協会（Ｊ

ＩＰＤＥＣ）はＰＩＰＡの執行機構である大連ソフトウェア産業協会の招聘の

もと、2010 年 10 月 25 日から 29 日において中国を訪れた。 

 双方代表はそれぞれの審査状況を紹介し、また、今後の協力・研修・審査プ

ロセス・要求などにおいて意見交換を行った。それと同時に、国際における個

人情報保護の現状についての意見交換を行った。大連で開かれる個人情報保護

業務会議にも列席し、業務委員会の各グループの報告を聞いた。ＰＩＰＡ認証

取得企業を見学し、中国工業と情報化部の関連部門と深い交流を交わした。今

回の会合は双方の更なる理解と協力を促進し、円満成功を果たした。また、双

方とも審査体系に対して改善を行い、審査レベルの一致性と有効性に対して積

極的な取り組みを行っていることがわかった。 

 

 

中等職業学校個人情報保護研修 

 協会が中等職業学校学生向けに個人情報保護講座を開催して以来、各学校か

ら積極的な反応があり、既に、計算機学校・大連電子学校・経済貿易学校・通

才計算機学校・商業学校・現代教育・瓦房店職業学校など七つの学校が申し込

み受講している。2000 人余の学生が研修を受け、計画では 11 月上旬には上記

学校の研修を終えることができる。 
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中国計算機学会職業教育専門委員会年会が大連で開催 

 中国計算機学会職業教育専門委員会主催、大連計算機学校実施の中国計算機

学会職業教育専門委員会の第 13 回年会が大連で開催された。全国各地の会員

担任及び１４の協力単位、延べ 200 名の代表が会議に参加した。今回の年会は

計算機応用型技術人材研修及びイノベーションを主題とし、職業教育計算機関

連専門の応用型技術人材の育成とイノベーションなどに関して討論を行った。

大連ソフトウェア産業協会標準化委員会専門家は招聘に応じ『ＩＴ職業技能管

理の規範化』のテーマ報告を行った。報告ではＩＴＳＳの基本概念、国際上に

おけるＩＴＳＳの発展状況、わが国の発展状況、及び大連の公布した『ＩＴ職

業技能』が詳細に紹介された。年会の参加代表者は大連の公布した標準は全国

でも前を進み、学校の教育・人材育成及び専門設置に対して指導的役割を果た

すことになると話した。 

 

 

第四回中国中小企業フェアが大連で開催 

 大連市人民政府と中国中小企業協会主催の第四回中国中小企業フェアがわ

が市で開かれた。今回の中小企業フェアのテーマは“創新・転換・低炭素・成

長―金融危機後の中小企業の発展経路”である。イベントには低炭素金融サー

ビスイノベーションと中小企業発展フォーラム・国際優秀中小企業サービス企

業大会・遼寧省沿海経済地域開発プロジェクト推進会などが含まれる。『第四

回中国中小企業フェア大連宣言』を発表した。今回のイベントの旨はより良く

中小企業のイノベーション発展成果を披露し、中小企業自主イノベーションと

転換成長を推進し、中小企業の健全で迅速発展のできる良いマクロ環境を築き、

多方面の共栄チャンスを築くことである。国家関連部・委員会・各省市の中小

企業代表・関連業界協会・関連機構及び香港・マカオ、台湾中小企業の 100

名余の代表が開幕式に参加した。開幕式で、2010 年中国中小企業優秀イノベ

ーション新成果案件即トップ 10 成長型企業が公布され、イノベーショントッ

プ 100 の企業に対する表彰を行った。大連億達信息技術有限公司など 100 企業

が中国中小企業創新トップ 100 を獲得した。 

 

 

大連ソフトウェア産業標準『ＰＨＰ編成規範』正式公布 

 10 月 14 日、協会の標準化委員会インタネット専門グループが標準審査会を

開いた。会議では大連普華陽光科技有限公司が編成した『ＰＨＰ編成規範』の

審議を行った。当規範は 2009 年に立案され 2 年かけ編成された。ソフトウェ

ア開発言語に対してわが市は初の業界標準である。ＰＨＰ言語は近年勇ましい

発展を遂げてきているＷＥＢ開発言語の一つで、既にインタネット上で最も流

行している開発言語とされ、全世界において 2000 以上のウェブサイトが使用

している言語である。応用に伴う普及につれ、コード編成の多様化、プロジェ

クトの二次開発と保守が問題となってきている。ルールに則るＰＨＰ編成を作

成することは業界内で必要とされ、今回公布した『ＰＨＰ編成規範』は適応範

囲・定義と述語・コード編成様式・注釈・命名・生命・表現式と語句など十二

の部分から構成され、今後のＰＨＰ言語製品の開発の品質と効率の向上、開発

者のコスト削減に保障を与える。 

 標準のダウンロードサイト：www.dlsia.org.cn   
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中国計算機情報システムインテグレーション十周年総括大会――2009 年中国

情報サービス業ハイレベルフォーラムが北京で開催 

 全面的に情報システムインテグレーション産業の 10 年の優秀成果を対外に

示すため、業界情報化優秀ソリューション案件の表彰、新興産業の発展の激

励・情報システムインテグレーション業界の継続発展、情報化と工業化の融合、

各産業の迅速発展を支援するため、工業と情報化部軟件サービス司・計算機情

報システム資質認証業務事務局は 10 月 14 日、北京国際会議センターで中国計

算機情報システムインテグレーション十周年総括大会――2009 年中国情報サ

ービス業ハイレベルフォーラムを開催。全国各地工業と情報化部所轄部門、資

質審査機関・計算機システムインテグレーション企業の千余の代表が会議に参

加した。 

 2009 年中国情報サービス業ハイレベルフォーラムは工業と情報化部ソフト

ウェアサービス業司郭建兵副司長が司会を取り、工業と情報化部副部長楊学山

が会議に参加し重要な発言を行った。陽部長は計算機情報システムインテグレ

ーション企業資質管理業務が十年成し遂げた成果を高く評価した。また、発展

上存在する問題点を指摘した。情報化建設の状況、国務院の情報システム発展

建設と発展趨勢を分析し、わが国情報システムインテグレーション産業の転換

発展・より大きくより強くすべきこと明確にした。工業と情報化部軟件服務業

司司長、計算機情報システムインテグレーション資質認証事務局主任陳偉は

『システムインテグレーション企業中堅作用の発揮、情報技術サービス産業の

より大きくより強く』というテーマの業務報告を行った。システムインテグレ

ーション技術サービス産業発展の状況を紹介し、情報技術サービス標準化は業

務重点であることを指摘した。工業と情報化部電子信息副司長丁文武は『中国

計算機情報システム典型ソリューション方案編成（2010 年度）』を発表した。

標準が情報サービス業の発展段階において指導と規範の役割を効率的に発揮

できるよう、応用を通して標準を完備させ、標準の質を高め、科学的で合理的

な標準体系を構築すべきであると話した。情報技術サービス標準化業務を全面

的に理解してもらうため、工業と情報化部軟件服務業司は『中国情報技術服務

標準白書』を編成した。工業と情報化部科技司副司長韓俊が正式公布した。ま

た、工業と情報化部軟件服務司副司長陳英が『中国情報技術サービス産業発展

報告』を行った。太極計算機株股分有限公司総裁劉淮松、神州数馬集団副総裁

周一兵・ＩＢＭ中国地域戦力サービス副総裁洪月・大網新科技股有限公司主席

技術官呉慶九・中国電子情報産業発展研究院院長罗文がそれぞれ報告を行った。 

 計算機情報システムインテグレーション企業資質管理十周年業務会議は工

業と情報化部軟件服務業司副司長郭建兵が司会を取り、工業と情報化部軟件服

務業司司長陳偉が資質管理業務における要求事項と短期業務計画について話

をした。計算機情報システムインテグレーション企業資質管理業務にたいして

新しい考えと要求を提出した。各地方部門・資質審査機関の代表が十年の業務

経験と今後の計画について会議代表と交流を交わした。 

 

工業と情報化部：前三期ソフトウェア業経済運営状況 
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 2010 年前三期、わが国のソフトウェア産業は迅速発展を保ち、情報サービ

スと設計開発の収入全体を占める割合が大きく、東地域と西地域の発展状況に

差異が現れている。主な特徴は下記の通り： 

一、収入の加速増加、三期で一番高い 

二、情報技術サービス加速増加、設計開発の占める割合が高くなった 

三、東地域加速恢復、西地域上昇 

四、ソフトウェア輸出が発展が遅滞し、サービスアウトソーシング健全

発展 

五、中心都市は全国平均より高く、全体的に堅調発展 

 前三期、15 の副省レベル中心都市はソフトウェア業務収入が 5251 億元に達

し、全国の 54％を占め、32.8％、全国平均より 2.5 ポイント高い。前期と上

半期より、1.8、1.3 ポイント高い。寧波・青島・南京・広州・ハルピンなど 5

の副省レベル都市の増幅は 35％である。 

2010年 1 月～9 月計画内単独市ソフトウェア産業主要経済指標完成状況 

2010年 1月～9月計画内単独市ソフトウェア産業主要経済指標完成状況(一) 

单位:万元

ソフトウェア業務収入 ソフトウェア製品収入 
システムインテグレーショ

ンと支持サービス収入 
名称 企業数 

当期累計 
前年同期比

% 
当期累計 

前年同期比

% 
当期累計 

前年同期比

% 

合計 2853 21669743 30.2 9166847 20.5 2604011 43.3 

大連市 350 3523539 34 1602926 32.1 303443 35.5

寧波市 458 771045 45.2 86875 40.9 144973 50.5

厦門市 566 1787038 31.9 496112 19 412782 59.6

青島市 191 1403539 70.4 84459 15.1 297329 77.6

深圳市 1288 14184582 25.4 6896475 18 1445484 35

 

2010年 1月～9月計画内単独市ソフトウェア産業主要経済指標完成状況(二) 

单位:万元

情報技術諮詢と管理サービス

収入 

情報技術付加価値サービ

ス収入 

組込式システムソフトウ

ェア 
設計開発収入 

单位名称 

当期累計 前年同期比% 当期累計 
前年同期比

% 
当期累計 前年同期比% 当期累計 

前年同期比

% 

合計 1521563 36.4 1324008 39.1 6599012 37.2 454302 31.6 

大連市 713566 35 689520 35.2      214084 38.9

寧波市 22980    116683 29.1 374767 42.5 24767 26.5

厦門市 336056 23.4 158144 12.7 330364 50.5 53580 13

青島市 176129 107.5 200778 118.4 620872 58.2 23972 73.9

深圳市 272833 19 158883 33 5273009 34 137899 25
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2010 年日本ＩＴ人材状況 

日本情報処理推進機構（ＩＰＡ）は 08 年から、日本ＩＴ人材発展状況を把

握するため、企業の関連部門及び個人に対してＩＴ人材状況の調査を行った。 

 今回の調査では、企業の人材の量と質の需要に大きな変化が見られている。

技術人材需要では前年度と変わらない。また、企業及び個人に対してＩＴＳＳ

への認知度・普及状況の調査をも行った。 

1、前年度と比べ人材供給バランスに変化が見られる 

前年度の調査からみると、人材の量に対する需要は下がり、一部の

企業では過剰を感じている。また、能力の高いＩＴ人材に対する需要

は依然として高い。ＩＴ人材に対する育成はいまだＩＴ企業が抱える

大きな問題である。 

企業がずっと抱えている課題の一つとしては人材の質が上げられる。

人材の質とは技術人材の能力問題である。高いレベル、高い能力を持

つＩＴ技術人材に対する需要は非常に大きい。2007 年から 2009 年の調

査からみると、人材の質に対しては“非常に不足”、“ある程度不足”、

の企業は全体の 80％を占めている。 

2、技術人材の種類に対する需要 

開発型企業がＰＭとＡＰＳに対する需要は減りつつ、以前と比べ開

発人材に対する需要は変わってきている。新しい技術の登場につれて、

高い技術能力を持つＩＴＳは増えている。ＩＴアウトソーシングの増

加の影響を受け、ＩＴＳＭの数も増加している。 

3、ＩＴＳＳ 

ＩＴが全ての経済活動に浸透するにつれ、全ての産業は激しいグロ

ーバル競争に置かれている。国際競争力を高めるため、2002 年経済産

業省がＩＴＳＳを公布した。ＩＴＳＳではＩＴ職業の範囲を明確し、

従業者は業務能力と技術能力を有する必要があると決められている。

従業者のキャリアに対して細かく段階分けをした。 

ＩＴＳＳはＩＴ職業活動を１１の業種、38 の職業分類、7 レベルに

分けている。日本のＩＴ企業はＩＴＳＳを直接企業の人材育成体系に

導入し、ＩＴ人材の専門技能を評価する基準としている。ＩＴ人材の

技能を評価するにあたって、権威性なある社会統一の標準をもつこと

となる。ＩＴＳＳは企業が人材を採用と審査する際、準拠すべき標準

である。個人はキャリアの形成に明確な目標を掲げることができる。 

 数年間の宣伝と普及活動を通して、日本ＩＴＳＳは既に新しい段階

に来ている。調査結果によると、日本の大手企業での普及度は高く、

中小ＩＴ企業での認識度はまだ少ない。人材育成を強化しようとする

企業に対してＩＴＳＳは既に理解されている。中小企業ではＩＴＳＳ

の普及は他の視点からの導入することが必要である。 


