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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                2010．3 

 

今 月 の 内 容 

協会通知 遼寧省『IT産業職業技能』標準転送についての通知 

     “ファンクションポイント方式によるソフトウェアプロジェクトの見積”              

セミナについての通知 

協会業務 全国初の IT産業職業技能標準 

     大連ソフトウェア人材調整サービスプラットフォーム正式開始 

業界情報 東北ソフトウェア及び情報サービス業聯盟が業務会議開催  

     全国ソフトウェア産業協会業務会議開催 

     上半期各地の会議情報について 

調査報告 2010 大連ソフトウェア及び情報サービスアウトソーシング企業動態調査報

告 

     2009年日本情報サービス産業マイナス成長 

双軟認定 2009年大連市第九期軟件製品登録についての公告 

     2009年大連市第十期軟件製品登録についての公告 

     2009年大連市第十一期軟件製品登録についての公告 

     2009年大連市第十一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    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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遼寧省『IT産業職業技能』標準転送についての通知 

大軟協[2010]003号 

 各会員単位： 

 元大連市情報産業局提案、遼寧省経済と情報化委員会管理のもと、大連ソフ

トウェア産業協会編集の『IT産業職業技能』（ITSS）通用要求部分は遼寧省質量

技術監督局審査を経て遼寧省地方標準として批准され、2010年 2月 5日正式公

布された。 

 我が省 IT 産業発展・IT 企業の人材計画と管理、業界人材のキャリア･職業研

修機構における研修体系建設に対しては指導的役割を果たす。ここに『IT 産業

職業技能 通用要求』を各企業に転送する。参考の上実行してください。 

 詳細内容は協会サイトを参照のこと：www.dlsia.org.cn 

大連ソフトウェア産業協会 

2010年 3月 

 

“ファンクションポイント方式によるソフトウェアプロジェクトの

見積”セミナについての通知 

各会員単位： 

  新技術・新方法の普及及び応用のため、協会と米 SPR は共に“ファンクシ

ョンポイント方式でソフトウェアプロジェクトの推定”をテーマとするセミナ

を開催する。 

 主催単位：大連ソフトウェア産業協会 米ソフトウェア生産力研究所（SPR） 

 日時：2010年 4月 6日 13:00～16:30 

 場所：大連市西岡区勝利路 28号華信大厦 310室（３F） 

 講演主題：ファンクションポイント方式でソフトウェアプロジェクトの推定 

 講演者：SPR専門家 

 講演概要： 

1）ファンクションポイント度量と推定方法の紹介 

2）ファンクションポイント計算ルールと概念 

3）規模見積の実践：実際の案例解析 

4）SPR法 

5）プロジェクトにおけるファンクションポイント計数規則の応用 

6）プロジェクト見るもちにおけるファンクションポイント法の応用 

7）企業におけるファンクションポイント見積法の応用 

 詳細内容は協会サイト www.dlsia.org.cn重要通知コラムを参照ください 

 連絡先：牟楠 電話：0411－83655181 

 注：参加費無料；メールで参加表を mun@dsia.org.cnまでご連絡願います。 
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我が国初の IT産業職業技能地方標準 

 IT産業はわが国において著しい発展を遂げている。従事している人員が多く、

知識が集約されており、産業分野が多い産業である。欧米・日本等先進国は独

自の IT職業技能標準があり、IT人材技能レベル評価の指導及び規範化において

重要な役割を果たし、自国 IT産業の健全・迅速発展を促進している。しかしな

がら、わが国では、いまだに IT 職業特徴の需要に合わせた権威的な IT 職業分

類標準がなく、統一で・完備された IT職業技能標準が不足している。IT産業人

材の管理・活用・研修・技能検定及び国際間交流などにおいて無秩序状況にな

っていて、わが国の IT 産業の健康･迅速発展を制約している重大要因である。

2006年より、大連ソフトウェア産業協会は専門家・企業・関連者を集め、IT職

業の特徴・分布・発展の研究を通して、IT 職業種類の特徴差異；国内外職業分

類の特徴・方法；IT 職業市場の要求と現状；ＩＴ職業の通用能力・専門能力･

技術能力の需要などを研究し、IT職業技能標準の作成に取組んできた。IT職業

人材市場と企業人力資源管理を規範し、人材資源吸収・活用の科学化・規範化・

標準化と専門化を保障する。長年の努力を経て、2009 年元大連市情報産業局提

出、大連ソフトウェア産業協会起草の『IT業界職業技能通用要求』は省･市専門

家の審査を通過し、わが国初の IT産業職業技能標準となった。 

 『IT 業界職業技能通用要求』は範囲・用語と定義・職業道徳・職業分類・職

業資格レベル・職業技能鑑定・職業技能研修など 7 部分より構成される。我が

省 IT 産業職業技能管理と評価を規範する視点に立ち、国内外先進 IT 職業技能

標準の研究を通して、わが市の IT産業職業技能評価の経験をまとめた。IT産業

職業技能標準化体系の構築に着目、IT 産業職業技能の一般性原則と共通要求、

管理・評価・研修・審査要求を明確にした。今後 IT職業分類に基づき完備され

た IT産業標準体系構築が出来るよう堅実な基礎を築いた。 

 わが国初の IT産業職業技能標準として、専門家より当標準の起草に対して高

い評価をうけた。わが国 IT 産業の迅速発展につれて、当標準は IT 職業技能標

準体系の構築・ソフトウェア及び情報サービス産業職業技能管理の規範化・科

学化・専門化・標準化を促進し、IT産業が人材管理の強化及び改善を支え、 

わが国 IT産業と国際関連産業の繋ぎ口として重大な意義を持つ。 

関連情報： 

IT職業技能標準、国際ではＩＴＳＳ（IT Skill Standards：IT技能標準）は IT

産業人材の知識・技能・業務能力を測る基準で、技能標準・技能鑑定及び人力

資源管理の基礎的準拠である。 

 標準関連書類は協会のサイトにてダウンロードください。www.dlsia.org.cn 
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2010年大連ソフトウェア及び情報サービスアウトソーシング企業動

態調査報告 

 金融危機が大連市ソフトウェア及び情報サービスアウトソーシング産業に与

えた影響を把握するため、大連ソフトウェア産業巨魁は大連市の数十社企業に

対してアンケート調査を行った。各事業者の経営状況と従業員状況は下記の通

りにまとめる。 

一、経営収入状況 

2009年経営収入は金融危機発生前の 2007年に比べ 30％増加し、2008年より

5.1％増加、そのうち 71.4％の事業者の経営収入は増加し、20％以上増加した事

業者は 37.1％を占める。 

ITO 業務 09 年の経営収入は金融危機発生前の 2007 年に比べ 29.5％増加、

2008 年に比べ 6.7％増加。そのうち 51.4％の事業者の経営収入が増加、20％以

上増加した事情者は 34.3％を占める。 

BPO 業務 09 年の経営収入は金融危機発生前の 2007 年に比べ 54.8％増加、

2008年に比べ 16.9％増加。そのうち 31.4％の事情者の経営収入が増加し、20％

以上増加した事業者は 25.7％を占める。 

国際業務 09 年の経営収入は金融危機発生前の 2007 年に比べ 34.9％増加、

2008 年に比べ 8.7％増加。そのうち、40％の事業者の経営収入が増加、20％以

上増加した事業者は 28.6％。 

国内業務 09 年の経営収入は金融危機発生前の 2007 年に比べ 23.4％増加、

2008 年に食らえ 5％増加、そのうち 37.1％の事業者の経営収入が増加、20％以

上増加した企業は 22.9％。 

二、従業員状況 

 09年の従業員数は 07年に比べ 14.9増加、08年に比べ 0.3％増加； 

07年全市産業の離職率は 9.19％、09年の離職率は 9.93％； 

07年全市業界平均給料は 3300元/月、09年従業員コスト 5.7万元/人/年。 

 

 

東北ソフトウェア及び情報サービス産業聯盟業務会議開催 

 3月 9日、東北ソフトウェア及び情報サービス産業聯盟の 2010年度第一回業

務会議が開催された。東北三省の黒龍江省・吉林省・遼寧省及び瀋陽・大連な

どのソフトウェア産業協会代表が会議に参加。持ち回り秘書長遼寧省ソフトウ

ェア産業協会周長春秘書長が司会を行った。“東北旧工業基地改造”、“遼寧省沿

海経済帯”、“吉林省長吉図開発開放先導区計画”などのプロジェクトがソフト

ウェア及び情報サービス業に対しての促進的役割に対して、会議参加者は積極

的に話し合い、2010年度業務計画を立てた。 
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大連ソフトウェア人材調整サービスプラットフォーム正式開始 
 ソフトウェア人材資源の統合、ソフトウェア産業発展の支持･支援のため、大

連ソフトウェア産業協会の指導の基“大連ソフトウェア人材調整サービスプラ

ットフォーム”（www.ouenjob.com）が開設。大連ソフトウェア人材調整プラッ

トフォームはソフトウェア業界に人材調整サービスを提供、ソフトウェア産業

の地域競争能力を高め、ソフトウェア企業運営コスト低下・ソフトウェア人材

活用率の向上を発展主旨としている。プラットフォームは業界ソフトウェア人

材の貸し借り、企業間での人材協力と貸し合いを通して、プラットフォーム内

の人材資源の特徴を最大限に生かし、企業の競争能力を高める。プラットフォ

ームでは人材貸出・借入・実習・会員センター・情報など幾多の機能が開通さ

れ、ソフトウェア企業に対してフリーサービスを提供している。プラットフォ

ームの建設及び発展に対して貴重な意見をお寄せください。 

 

2009年日本情報サービスマイナス成長 
 日本経済産業省毎月公布する“特定サービス産業速報”に基づき、協会国際

合作部は 2009年日本情報サービス産業状況をまとめ分析した。日本の情報サー

ビス業は“ソフトウェアプロダクト（ゲームソフトを含む）”“受託ソフトウェ

ア（システムインテグレーションを含む）”、“システム管理運営委託”、“計算事

務など情報処理”、“データベースサービス”、“各種調査”の 6分野に分かれる。

そのうち“受注ソフトウェア”は情報サービス業の全体の 60％を占める。 

 2009 年の年鑑売上は、前年比▲5％と 6 年ぶりの減少である。2008 年下期か

ら、米国発金融危機の影響を受け情報サービス業は下り坂傾向で、特に 2009年、

情報サービス産業の各分野の売上高はマイナス成長状態が続く。1月に 0.3％の

増加があったほか残りの 11ヶ月は間ナス成長である。そのうち、3月と 9月は

－13％低下した。 

 2009年の売上高を 2008年と 2007年の売上高と比較すれば減少が明らかにな

る。2007年の売上高は 11兆 2,380万円、2008年の売上高は 11兆 2,390万円、

2009年には 10兆 5,139万円に減少している。金融危機は 2008年下半期からで

あるが、2008年の年度売上高は 2007年の年度売上高と横ばいである。実の影響

は 2009年に反映している。 

詳細内容は協会のサイトにてダウンロードください。www.dlsia.org.cn 

 

全国ソフトウェア産業協会業務会議開催 
 3 月 10 日、全国ソフトウェア産業協会業務会議が広州市で開かれた。中国ソ

フトウェア産業協会陳沖理事長と広東省経済と情報化委員会鄒生副主任会議に

参加し挨拶を行った。工業と情報化部高素梅副局長、中国ソフトウェア産業協

会胡崑山秘書長はテーマ報告を行った。全国各地協会と各専門委員会の 100 余

の責任者が会議に参加し広く多彩な交流を行った。 
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 工業と情報化部服務司郭建兵副司長はわが国ソフトウェア及びサービス産業

発展状況についてまとめ、これからの発展について語った。協会の発展に対し

て 5 の意見を出した。調査研究に力を入れ、政府に対して補助的意見の提出；

標準化・プラットフォーム建設、・国際反ダンピングなどの調整業務に取組む；

交流を強化、企業と政府の架け橋となる；協力合作の強化、協会間の協力合作

だけでなく、国際交流にも力を入れ、長期的協力体制を構築する；協会自身の

建設を強化する。 

 また、中国ソフトウェア産業協会は全国ソフトウェア産業協会先進個人と先

進団体に対してトロフィーと証書受賞を行った。 

上半期全国各地の会議情報 

会議名称 日時 場所 URL 

瀋陽市工業と情報化融
合推進業務会議―第一
回工業企業とソフトウ
ェア企業商談会 

2010年 3月下旬 瀋陽市 http://www.dlsia.org.cn  

第八回中国国際ソフト
ウェア合作交易会 

2010年 4月 18日―21日 成都市 
http://www.chinasoft.org
.cn 

中国杭州電子情報博覧
会 

2010年 4月 29日—2日 杭州市 http://www.eifhz.com 

2010中国西部情報通
信博覧会―3G産業と
携帯電話博覧会 

2010年 5月 13日—15日 重慶市 http://www.goldenexp
o.org 

2010中国（如皋）ソ
フトウェア及びサー
ビスアウトソーシン
グフォーラムー200
９中国輸出入（サー
ビスアウトソーシン
グ）ランキング公布 

2010年 5月 21日—23日 如皋市 http://www.cnies.com  

2010第十四回中国国
際ソフトウェア博覧

会 
2010年 6月 2日—4日 北京市 http://www.csia.org.

cn  

第三回中国国際サー
ビスアウトソーシン
グ合作大会 

2010年 6月 11日—12日 南京市 http://www.outsource
-china.com.cn  

第八回中国国際ソフ
トウェア及び情報サ
ービス交易会 

2010年 6月 22日—24日 大連市 http://www.cisis.com
.cn  
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