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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                2010．1 

 

今 月 の 内 容 

業界情報 2010年わが国情報産業は三つの発展目標を確立 

     『ITSS』省標準専門家の審査通過 

     日本情報サービス産業現状 

PIPA業務 個人情報保護業務委員会年度業務会議 

PIPA公示 

協会通知 先進集団と先進個人の表彰について 

     会員単位“雨過天晴”ソフトウェア無料使用についての通知 

     2009年度ソフトウェア企業年度審査業務についての通知 

協会イベント“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円満終了 

     情報化で新型工業化を促進する学術報告会議の成功開催 

双軟認定 2009年大連市第七期軟件製品登録についての公告 

     2009年大連市第七・八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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先進集団と先進個人の表彰について 

大軟協[2010]001号 

 先進の表彰、ソフトウェア及び情報サービス産業においての勤勉な取組・積

極的な貢献精神を発揚するため、大連ソフトウェア産業協会は 2009年の先進集

団と先進個人を表彰することにする。 

 先進集団：個人情報保護業務委員会；標準化工作委員会；システムインテグ

レーション専攻委員会（分科会）；インタネット情報サービス専攻委員会（分科

会）。 

 先進個人（苗字のピンイン順）：曹剣（PIPA 事務局）；鍋谷健二（日本事務顧

問）；郎慶斌（標準化業務委員会専門グループ）;牟楠（諮詢服務部）；尹宏（秘

書処弁公室） 

 以上の先進集団と先進個人は引き続き大連のソフトウェア及び情報サービス

産業の発展に貢献することを期待する。 

 

“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円満

終了 

 12月 19日、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”は円満終了。80 名余の企業代表が一堂に会し、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。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”、参加企業は現在の経

済情勢におけるインタネット産業発展などのテーマについて深く討論。また、

講演ゲストは WEBプロジェクト開発品質管理、Eコーマスネット運営、サイトの

地域市場開拓等技術と経営問題について講演を行った。当フォーラムはこれか

ら大連インタネット業界の定期会議となる。また、インタネット情報サービス

分科会は 2009年度総括会議を開き、会員企業は分科会秘書処からまとめ報告を

受け、2010年分科会の業務計画について話し合った。 

 

会員単位“雨過天晴”ソフトウェア無料使用についての通知 

 12月 18日、大連市承恩商務服務有限公司から大連ソフトウェア産業協会・大

連市計算機学会会員へのソフトウェア贈呈式が経済と信息化報告ホールで催さ

れた。承恩商務服務有限公司は協会と学会会員に 5000セットの“雨過天晴”シ

ステム恢復ソフトウェアを贈呈した。今回の活動は大連のソフトウェアと情報

サービス企業のコンピュータシステム保守コスト削減の支援を趣旨としている。 

ソフトウェア受け取りサイト：http://www.chinasoftware.org 

連絡先：牟楠   電話：0411－83655181   E-mail：Mun@dsia.org.cn 
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2009年度軟件企業年度審査業務についての通知 

各ソフトウェア関連企業： 

 《ソフトウェア企業認定基準及び管理方法》(試行) (信部聯産[2000]968 号)

に基づき、ソフトウェア企業認定後に年度審査制度を実施する。2009 年度ソフ

トウェア企業年度審査の開始も迫り、以下の内容を通知する： 

一、 年度審査の基準 

《ソフトウェア企業認定基準及び管理方法(試行)》(信部聯産[2000]968 号)

第十二条の規定に基づいて実行する 

二、 年度審査の範囲 

 2008 年度審査に合格したソフトウェア企業及び 2008 年度に新しくソフト

ウェア企業に認定された事業者 

三、 注意事項 

１、 各関連企業は定められた時間に従い軟件企業年度審査の手続きを進

め、期間切れの場合は自動放棄とみなし、軟件企業資格を取り消す。 

専門審査資料提出締切日：2010年 3月 31日 

年度審査材提出料締切日：2010年 4月 10日 

２、 企業所得税の返還に当たる企業の提出する専門審査資料の締切日は

原則上 2010年 2月 28日までとする。 

３、 一般納税者の付加価値税の返還申請に関しては、原則上専門審査資

料の提出前に税務関連部門にて税務返還手続きを完了する必要があ

る。 

４、 提出する資産債務表・損益表は原則上税務局に届け出たものである

こと。 

詳細は協会のサイト：http://www.dlsia.org.cn → 双軟認定 

 

個人情報保護業務委員会年度業務会議 

 2009年 12月 23日午後、大連ソフトウェア産業協会個人情報保護工作委員

会の 2009年総括会議が催された。 

会議では PIPA事務局は企業審査及び申請状況について報告を行った。工作委

員会は審査チームリーダから逓天斯（上海）軟件技術有限公司；英晋（大連）

商務諮詢有限公司；大連山客軟件有限公司；天津華信軟件有限公司;大連古野軟

件有限公司;5 社の個人情報保護業務の運用状況及び現場審査状況に関するまと

め報告を受けた。審査内容について質疑応答を行った後 5 社の認証証書の付与

について同意した。 

 個人情報保護業務委員会法規グループ、宣伝普及グループ、教育培訓グルー

プ及び国際合作グループがそれぞれ業務報告した。 

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

http://www.dlsia.org.cn
http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 4 

最後に、PIPA事務局より 2009年の個人情報保護業務の展開業況と 2010年の

業務計画について報告があった。委員会は、2009 年度個人情報業務の実績に対

して自己評価を行い、次のステップの業務計画について討論した。 

 

2010年わが国情報産業は三つの発展目標を確立 

工業と情報化部部長李毅中は全国工業と情報化業務会議で 2010年全国電子製
造業 8.5％増加し、ソフトウェアサービス業収入は 20％増加したと紹介した。 
 李毅中部長は 2010年わが国情報産業三つ発展目標を明確にし、情報産業サー
ビス経済社会能力をさらに増強する。 
 その一、3Gと TD発展を契機に、通信業の転換発展を速める。3G建設を引き
続き支援し、TDをより良く進め、技術研究開発・標準の研究と作成及び産業化。
電信業務政策を支援し、融合型技術と業務発展を促進し、融合化・マルチメデ

ィア化と修正か総合情報サービス転換。 
その二、次世代ネットワーク発展を企画･引導する。モノのネットワーク（The 

Internet of tings）の育成の加速、技術産業発展を作成し、センサー機器・設備、
システム及びサービス。国家センサー情報センター建設。モノのネットワーク

とインタネットワーク、移動ネットの融合発展を促進する 
その三、IC・新型モニター機器・専用電子設備と素材、基礎ソフトウェアな

どの分野を支援、主幹技術の自主制御を実現する。デジタル情報製造産業製品

の構成を調整し、国内市場の拡大に努める。チップデザイン企業と企業の協力

を引導し、国産基礎ソフトウェアと国産チップの相互発展を促進し、液晶･プラ

ズマの産業化と次世代モニター技術研究開発、カラーテレビ工業の転機を促進

する。 
 

『ITSS』省専門グループの審査を通過 
 協会標準化業務は新たなる突破を遂げ、遼寧省質量技術監督局『2009 年地方
標準作成修正計画に関する通知』の要求に従い、2009年 12月 25日、遼寧省質
量技術監督局、遼寧省経済と情報化委員会は大連ソフトウェア産業協会の編集

した『IT産業職業技能 通用要求』（ITSS）に関する専門家審査会が開かれ、大
連市経済と情報化委員会副主任唐忠徳が会議で挨拶を行った。 
 会議では、審査グループはまず、標準の『編成説明』及び標準実用企業の『モ

デルユーザ使用報告』の説明を受け、標準の本文の各約款を審査した。当標準

は構成が良く、内容も全面的で、様式及び専門用語も要求に合い、実用性と操

作性を有する。IT産業職業活動の特徴を充分に考慮し、職業技能を核心とし IT
産業職業を種類分けし、職業技能鑑定ルールを作成、IT 産業の従業員の要求を
満たすことができ、専門グループは『IT 産業職業通用要求』の審査は一致同意
され、通過した。 
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日本情報サービス産業現状 
 日本情報サービス産業協会（JISA）は 2009 年 11 月末に情報サービス産業の
調査報告を発表した。主に企業基本状況、経営状況及び人員情報について情報

サービス企業の調査を行った。 
 調査結果によると、金融危機は日本情報サービス産業に対して非常に大きい

影響を与え、多くの企業は各方面のコストを削減し、わずかな利潤を維持して

いる。売上高から見て、20.8％の企業の売上高は“100億円～500億円”、20.6％
の企業の売上高は“20 億円以上～20 億円”。売上高率は明らかに下がり、全体
では－1.16％のマイナス成長。 
 09 年度の売上高は増加情勢も厳しく、4.14％のマイナス増加。その中で、09
年の売上高は“－20％～－10％未満”の企業は 13.4％を占め、50％を超える企
業は 
調査に参加した企業の中で利潤率が 12％を越える企業は 4.9％、其の他の企

業の利潤率は低い。60％を超える企業の利潤率は“0％～0.6％”を維持してい

る。 

 人件費は売上高に占める割合が一番高く、50％の企業の人件費は売上高の 30

－50％を占めている。30％の企業の人件費は売上の 50－80％を占めている。情

報化投資率は明らかに減少し、50％の企業の情報化投資率は 1％未満。従業員に

対する研修教育の費用も減少され、50％の企業の研修教育費は売上高の 0.5％を

占める。 

 初任給は、大学院卒 21万 8千円、大学卒 20万 6千円、専門学校卒は 18万 5

千円である。 

 

情報化で新型工業化を動かし、新型製造業と現代設備製造業を発展

――大連市科学協会情報化分会场学術報告会議が円満終了 
 12月 18日、大連市科学技術協会・大連市経済と情報化委員会主催、大連市

計算機学会・大連ソフトウェア産業協会・YOCSEF 実施する“大連市科学技術協

会年会情報化学術報告会”が円満終了。大連市経済と情報化委員会劉鋼副主任、

市科学技術協会梁偉部長が会議で挨拶をした。大連大学学長、大連市計算機学

会理事長藩成勝教授は“情報化で新型工業化を引導し、新型製造業と現代設備

製造業を発展させる”ことを主題とする報告した。政府・学校・企業会より 100

名余が参加した。藩成る勝教授は通信都情報システム領域の大家として、いろ

んな方面から情報化で新型工業化を引導することを解説し、新型製造業と現代

設備製造業などが直面している挑戦及び相応する対策についても解説を行った。

これと同時に、国家レベルから見ると、国家中長期と“十二五”戦略需要・発

展計画をも紹介した。 
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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 29号] 

事業単位名称：逓天斯（上海）軟件有限公司 

受理番号：PIPA23（09） 

審査員長：曹剣 

資料審査通過時期：2009年 11月 23日 

現場審査通過時期：2009 年 12月 14日 

公示期限：2009年 12月 15日から 2009年 12月 29日まで 

 

[PIPA2009 第 30号] 

事業単位名称：大連信華信息技術有限公司 

受理番号：PIPA12（09） 

審査員長：郎慶斌 

資料審査通過時期：2009年 12月 14日 

現場審査通過時期：2009 年 12月 14日 

公示期限：2009年 12月 15日から 2009年 12月 29日まで 

 

[PIPA2009 第 31号] 

事業単位名称：英晋（大連）商務諮詢有限公司 

受理番号：PIPA32（09） 

審査員長：郎慶斌 

資料審査通過時期：2009年 12月 21日 

現場審査通過時期：2009 年 12月 21日 

公示期限：2009年 12月 22日から 2010年 01月 05日まで 

 

[PIPA2009 第 32号] 

事業単位名称：大連古野軟件有限公司 

受理番号：PIPA29（09） 

審査員長：郭玉梅 

資料審査通過時期：2009年 12月 22日 

現場審査通過時期：2009 年 12月 22日 

公示期限：2009年 12月 24日から 2010年 10月 07日まで 
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大連ソフトウェア産業協会 2009年度業務まとめ 

 2009 年はソフトウェア及び情報サービス産業にとって“リスクに耐え、伸び

を保つ”肝心な年である。大連ソフトウェア産業協会は“企業にサービスし、

政府の支えとなり、産業発展を促進する”ことを主旨に、会員の支援と協力の

もと、秘書処全職員の協力のもと、各業務を円満に仕上げ、大きな成果を挙げ

た。 

一、組織建設 

新規会員 70 社、会員数累計 602 社、金融危機などの原因により 31 社が退

会し、実有会員数 571社。 

専門委員会（分科会）は 15、準備中は三つ。これらの分科会は会員活動、

業界自律展開の面では、市場規範において十分顕著な役割を果たした。 

協会に属する二つの業務委員会は“個人情報保護工作委員会”と“標準化

工作委員会”で、業界の標準化と個人情報保護業務の面で多大の貢献を果た

している。 

二、会員活動 

毎月最低一回の会員活動を催すという計画に従い、ここ一年、“大連市産業

情報化優秀評価活動”、“ソフト及び情報サービス産業税収優遇政策講座”、“中

日情報サービスアウトソーシング交易会”、“経営の道フォーラム”、“融資交

流会”、“知的財産権研修”など十数のイベントを催し、会員より人気を受け

ている。 

2009年主要イベント： 

日時 イベント内容 

一月 秘書処及び各分科会年度総括会議 

銀行と企業の融資政策交流会 
二月 

“サイト普及要点分析”技術交流会 

三月 会員単位“百網便民”プロジェクトサイト 

四月 サイト安全部署と構築に関する検討会 

五月 新情勢における IT認証と就職に関するフォーラム 

中日情報サービスアウトソーシング商談会 
六月 

2009経営管理の道フォーラム 

七月 工業業界知的財産研修 

八月 “成功した営業チームの構築” 
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ソフトウェア及び情報サービス企業税収政策説明会 

アニメーション創意大会（遊戯学院杯） 九月 

大連市業界情報化建設優秀プロジェクト選定 

十月 ソフトウェアパーク個人情報保護宣伝大会 

十一月 IT 職業教育分科会会員単位大連各ソフトウェアパーク

情報化で工業化を引導する報告会 十二月 

大連インタネットサイト経済フォーラム 

 

三、交流合作 

協会は国内外の同業者と各方式の交流を幅広く行ってきた。日本、ヨーロ

ッパー、インド、カナダ、オーストラリア、タイ等の国と地域の協会・機構

を接待し、幅広い交流と協力を広げ、長期的協力関係を築いた。国内におい

て、協会は広東、上海、北京、黒龍江、吉林、江西、浙江、四川、陕西、河

南、アモイ、山東、台湾などの訪問団が訪れ、交流を行った。 

東北ソフトウェア及び情報サービス産業聯盟主催の 2009年の活動に積極的

に参加し、東北三省のソフトウェア及び情報サービス産業の共同発展を促進

してきた。 

四、資質認定 

国家の関連部門の批准により、大連ソフトウェア産業協会は大連市双軟認

定及びシステムインテグレーション地質認定の受理機構である。 

2001 年から 2009 年ソフトウェア製品累計 2218 件、軟件企業認定累計 405

社。 

2009年ソフトウェア製品登録 413個（12月 31日付け）。前年比 29個減少。 

2009年ソフトウェア企業 30社認定、前年比同等。 

2009年、大連市では 2008年度軟件企業の年度審査を通過した企業は 166社、

通過率は 75％、前年比 25社減少。 

新規申請システムインテグレーション企業は 3 社、年度審査 1 社、システ

ムインテグレーション資質を保有する企業は大連市では 30社、その中で、一

級 1社、二級四社、三級 21社、四級 4社。 

五、PIPA 

個人情報保護評価（PIPA）は和が協会独自に作り上げた認証体系で、サービ

スアウトソーシング企業の国際市場参加のために貿易障壁を取り除いた。 

現在、70社余の企業が個人情報保護評価に取り組み、12月付けで、個人情報

保護評価企業は 52社に達し、09年は 27社が PIPAを通過した。大連地域以外は
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8社。 

6 回の研修を行い、個人情報保護企業研修には 50 人余が参加、審査員研修に

は 20 人余が参加、“中国サービスアウトソーシングセキュリティー”等全国的

会議では 4回ほどのスピーチを行った。 

個人情報保護業務委員会 8回開き、PIPAニュースレターは 24期出版し、わが

国初の個人情報保護サイト“PIPAサイト”は正式運営された。 

工業と情報化部より委託された“個人情報保護規範”の編成を完成した。 

工業と情報化部は大連で“情報サービスアウトサービス産業個人情報保護現

場交流会”を開き、大連市は当会議で“情報サービスアウトソーシング産業個

人情報保護モデル都市”の称号を授かった。 

六、標準化業務 

標準化業務は産業の成熟度のシンボルである。業界自律、市場規範の重要手

段であり、ソフトウェア産業協会の重要な仕事である。04 年よりソフトウェア

及び情報サービス標準化業務が展開され、現在、工業と情報化部主催の全国情

報技術サービス標準業務工作グループのアウトソーシンググループの副グルー

プ単位である。 

09年協会は三つの全国業界標準の作成を担当し、『数据保護規範』、『信息技術

服務外包 IT 職業技能規範』、『信息技術服務外包通用規範（能力管理・人員管

理・質量管理』を起草し、大連ソフトウェア産業協会の編成した『数据保護規

範』は既に専門家審査版を完了し、工業と情報化部の関連部門の審査中。工業

と情報化部から委託された『ソフトウェア及び情報サービス業個人情報保護規

範』の起草を完了した。 

09 年遼寧省質量監督局はわが協会の申し込んだ四つの標準を省レベルの計画

に組み入れ、『IT 業界職業技能通用要求』（ITSS）、『信息服務管理規範 総則』、

『情報サービス管理規範 計算機信息系統集成管理』、『IT 職業標準 対日数据

録入』『信息服務企業能力標準（総則）』、『数据処理企業能力標準』、『PHP開発規

範標準』など。これらの標準に属する指南・実施方法と策略も作成中。 

七、プラットフォーム建設 

公共サービスプラットフォームと支援体系の建設は産業のより良く、より早

く継続的に発展するための有効的保障である。力の許す限り、産業発展の支援

プラットフォームを建設・企画し、多方面の力をあり共に築いていく。 

金融危機が産業に与えた影響を克服し、内需市場拡大するため、東北ソフト

ウェア及び情報サービス聯盟及び全国十数都市の協会と共に“ソフトウェア交

易サイト”を設立した。現在、1000 を越えるソフトウェア製品がサイトで展示

販売され、これからは SaaS形式を取り組む予定をしている。全国中小ソフトウ

ェア企業のために公共ルートプラットフォームを建設し、企業から歓迎されて
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いる。 

8年連続開かれている“中日ソフトウェア及び情報サービス少段階”は経済情

勢の厳しいにおいて、各方面の努力を通して、日本からの発注者は 30社に達し、

交流会は良好な成果を挙げた。当商談会は既に協会のブランドとなり、三年連

続“中国アウトソーシングブリッジ賞”を獲得している。 

“日本語データ入力訓練と試験”プラットフォームも順調に準備が進められ、

わが市の ITSS標準と組み合わせ、毎年数千人を超える対日データ入力に従事す

る人員のより良く仕事に取り組むことを解決することができる。 

八、調査研究 

産業研究・市場調査は協会の重要業務の一つである。09年協会は 16の調査報

告及び関連資料を編集した。 

１、調査レポート 

 『ソフトウェア交易サイト調査報告』 

 『個人情報保護評価実施状況調査』（中文；日文） 

 『大連市需要調査報告』 

 『大連市ソフトウェア及び情報サービス産業発展報告』（中文；日文） 

 『2009 年大連ソフトウェア産業協会インタネットサイト情報サービス服

務企業経営発展報告』 

工業と情報化部安全協調司の大連市の個人情報保護業務の調査研究のため

に“大連市個人情報保護業務の状況報告”を完成した。 

２、資料編成 

 『大連ソフトウェア産業協会 2008』 

『税務政策集』 

『第七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』 

３、日本のアウトソーシング市場に関する研究に力を入れ、8つの産業関連

報告を翻訳編成した。 

 『日本情報サービス産業の現状』 

 『日本オフショア市場調査報告』 

 『日本情報サービス産業標準化概要』 

 『2008年日本 BPO報告書』 

 『2009年日本情報化市場分析』 

 『2009年日本組込み式ソフトウェア発展状況』 

 『2009年日本情報サービス産業上半期売上状況』 

 『2008年日本ソフトウェアおよび情報サービス産業の発展状況』 

これらの報告は既にアウトソーシング企業の日本市場開拓の重要参考資料

となっている。 
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