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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                2010．2 

 

今 月 の 内 容 

協会通知一部企業の入会に関する通知 

    『第七回中国国際軟件と信息服務交易会論文集』出版発行 

    『個人信息安全』教材公布 

業界情報 2009年計算機情報システムインテグレーション企業認定状況 

    『国内企業サービスアウトソーシング業務受託においての情報保護の若干規

定』 

    2009年国家計画配置内重点ソフトウェア企業としてわが市 3社入選 

PIPA業務 PIPA公示 

協会活動市標準化特別貢献賞獲得 

    JETRO（大連）と業務交流会 

    ソフトウェア交易サイト 2009年既定目標達成 

    ネットワーク標準フォーラム開催 

    瀋陽『対日ソフトウェア及び情報サービスアウトソーシング討論会』円満終了 

双軟認定 2009年大連市第八期軟件製品登録についての公告 

    2009年大連市第九・十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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一部企業の入会に関する通知 
大軟協［2010］001号 

各会員企業： 

 《大連ソフトウェア産業協会定款》第十八条の規定に基づき、大連ソフトウ

ェア産業協会理事会の討論を経て、下記の企業を大連ソフトウェア産業協会会

員企業とする。 

 

大連中世科技発展公司 

大連至派技術有限公司 

大連潤霖秋実科技有限公司 

大連通科応用技術有限公司 

大連致遠信息科技公司 

大連美恒時代科技有限公司 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2010年 02月 

 

 

市標準化特別貢献賞獲得 
 1月 22日香洲花園ホテルで“2010年全市品質技術監督業務会議”が開かれた。

市質量技術監督局は 09年市の標準化業務、品質振興などに対して業務まとめを

行い、市場経済秩序維持、地方経済建設サービスにおいて重大貢献をした事業

者に対して表彰した。 

 大連ソフトウェア産業協会は“2009 年度標準化特別貢献賞”を受賞し、業界

の標準化における取組に対する表彰である。わが市唯一の受賞機構でもある。

市人民代表副主任王承敏がトロフィの配布、副市長曲暁飛が挨拶を行った。 

 

 

JETROと業務交流会議 
 1月 20日、大連ソフトウェア産業協会と日本貿易振興機構（JETRO）大連事務

所が業務交流会を開いた。 

 中日ソフトウェア及び情報サービス産業発展状況、中日企業の合作において

解決すべき問題について意見交換をし、共にイベントを開催することを予定。 

 大連ソフトウェア産業協会と日本貿易振興機構は既に長期合作の業務体制が

構築され、市場開拓・企業マッチング・技術交流、知的財産保護、個人情報セ

キュリティなどの面で有効的な協力をしてきた。わが市の対日ソフトウェアと

情報サービスアウトソーシングの発展において積極的な役割を果たしている。 
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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 33号] 

事業単位名称：大連有風網絡科技有限公司/大連比客傳媒有限公司 

受理番号：PIPA22（09） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2009年 12月 15日 

現場審査通過時期：2010 年 01月 13日 

公示期限：2010年 01月 13日から 2010年 01月 27日まで 

 

[PIPA2009 第 34号] 

事業単位名称：大連通軟科技有限公司 

受理番号：PIPA010（08） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2009年 12月 15日 

現場審査通過時期：2010 年 01月 13日 

公示期限：2010年 01月 13日から 2010年 01月 27日まで 

 

[PIPA2009 第 35号] 

事業単位名称：阿璽卑斯系統集成（大連）有限公司 

受理番号：PIPA30（08） 

審査員長：曹剣 

資料審査通過時期：2010年 01月 18日 

現場審査通過時期：2009 年 01月 18日 

公示期限：2009年 01月 18日から 2010年 02月 01日まで 

 

[PIPA2009 第 36号] 

事業単位名称：大連海和傳媒有限公司 

受理番号：PIPA15（09） 

審査員長：郭玉梅 

資料審査通過時期：2010年 01月 11日 

現場審査通過時期：2010 年 02月 01日 

公示期限：2010年 02月 01日から 2010年 02月 15日まで 
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ソフトウェア交易サイト 2009年既定目標達成 
 2009 年はソフトウェア交易サイト運営一年目である。各省・市協会・東北ソ

フトウェア及び情報サービス業聯盟とサイト会員の多大な支持のもと、サイト

会員数・アクセス・順位・製品数など各項目データも上昇。一年の業務総括は

下記の通り： 

一、 組織構築 

 安定したチームはプロジェクト実施の前提であり、一年間の努力を通し、協

会の指導の下、ソフトウェア交易サイト運営団体も完備され、貴重な業務経験

を積むことができた。 

二、 サイト構築 

 ソフトウェア交易サイトは 2009年 3月に正式運営され、各地域協会と会員企

業の多大なる支持のもと、迅速な発展を遂げ、ソフトウェア製品数は 2000 超。

ソフトウェア企業の製品展示、他地域市場開拓のプラットフォームとなってい

る。 

1、サイトに関するデータ（12月 30日付け） 

PV 260個/日 

PR 6レベル 

SoGou Rank 39 

Alexa順位 458642 

検索エンジン収録 (収録//逆リンク) 

BaiDu 875/37 

Google 82315/135 

Yahoo 1/10247 

Bing 1320/0 

SoGou 759/759 

YouDao 17/80 

サイト数 5000ページ 

会員数 296 

产品数量 2017个 

友情链接 45个 

 

2、サイトコーラム構築 

サイトのホームページではソフトウェア探し・ソフトウェア認定製品・

製品追加・サイト推薦代理・ソフトウェア交易紹介・サイト内検索などの
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項目を設立し、ソフトウェア製品情報検索・製品代理などの便利なサービ

スをユーザに提供。 

三、 サイト宣伝と普及 

1、バライティーにとんだ PR を展開。技術を通して、最適製品推薦などの形

で、サイトのアクセス率が高められた。 

2、会議・広告などの形式を通しての PR。第七回中国国際ソフトウェアと情報

サービス交易会の協力合作を通して、業界内における知名度が高められた。

ソフトウェア交易会会報で全版のカラー広告を掲載、サイト資料の配布、

交流などを通してより多くの企業にソフトウェア交易サイトを認識・理療

していただいた 

3、各省・市協会のサイトと交流ルートを活用し、より多くの協会会員にサイ

トを宣伝し、各地域の協会の支持により全国においてのサイトの知名度が

高められた。 

   総括して、2009 年ソフトウェア交易サイトは迅速な発展を遂げた一年

である。発展の道において一定の成績を収めることが出来たが、不足部

分もまだ残っている。2010 年は各省・市協会・東北ソフトウェア及び情

報サービス聯盟とサイト会員の皆様が引き続きソフトウェア交易会の発

展を支持することをお祈り申し上げる。 

 

 

インタネット標準討論会開催 

 1 月 28 日、大連市インタネット産業標準化業務をより良く推進するため、協

会でインタネットサイト標準検討会を催した。協会常務副秘書長孫鵬氏が業界

標準化の重要意義に関する挨拶と、2009 年標準化推進において協会の取組んだ

業務に対しても紹介を行った。会議参加企業藍普科技はインタネット国際標準

G3C 情報を紹介し、また日本サイト測定ツールの使用方法のプレゼンを行った。

普華陽光は PHP 規範の作成状況の報告。数馬林は自社開発で日本サイトでの応

用が普及している統計ソフトウェアの関連機能を紹介。大連インタネット企業

は業界標準化問題について討論を行い、業界内で W3G・PHP開発規範などを取り

入れることは大連インタネット業界発展に対して重要な意義を持つこととなり、

2010 年はより多くの業界標準を取り入れ、公布することを期待すると会議参加

者が意見統一した。 

 

 

2009年計算機情報システムインテグレーション企業資質等認定状況 

 2009年 1月から 12月のデータにより、計算機情報システムインテグレーショ
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ン資質企業は累計 1104 社、前年度比 12.43％増加。そのうち、初回認定とレベ

ルアップ認定企業 889社、有効期限切れにより更新認定企業 215社。2009年 12

月 31日付けで、資質有効企業数は 3553社。 

 2009 年計算機情報システムインテグレーションプロジェクトマネージャ資質

人員は累計 8903名。前年比 13.20％減少。2009年 12月 31日付けで、資質有効

人員は 43996名。 

 2009 年情報システム工程監理事業者資質企業は 127 社。前年比 24.5％増加。

そのうち、初回認定とレベルアップ認定企業 48社。有効期間切れにより更新認

定企業 79社。2009年 12月 31日、資質有効企業合計 255社。 

 わが市の資質認定企業数は 30社。 

 

 

瀋陽“対日ソフトウェアと情報サービスアウトソーシングフォーラ

ム”円満終了 

 1月4日、瀋陽市経済と情報化委員会主催、瀋陽国際ソフトウェアパーク実施、

東北ソフトウェア及び情報サービス業聯盟、遼寧省情報安全とソフトウェア測

定認定センター、遼寧省ソフトウェア産業協会、大連ソフトウェア産業協会の

協力のもと、対日ソフトウェア及び情報サービスアウトソーシングフォーラム

は円満終了。会議では、大連ソフトウェア産業協会と瀋陽国際ソフトウェアパ

ークの戦力合作協議が結ばれ、瀋陽昂立信息技術有限公司に PIPA合格証書受賞

式が行われた。協会常務副秘書長孫鵬氏は“日本アウトソーシング市場につい

て”の主題講演を行い、東北ソフトウェア及び情報サービス業聯盟顧問鍋谷健

二氏は日本の最新産業状況と注目トピックについて分析を行った。会議参加者

である瀋陽市科学委員会等政府要人・企業代表に対して、協会 PIPA弁公室曹剣

氏は“個人情報保護体系”について説明を行った。遼寧省経済と情報化委員会・

遼寧市経済と情報化委員会関連責任者が挨拶をした。遼寧市科学委員会等関連

政府機関及び企業の 30名余が会議代表として参加した。会議終了後、協会代表

者は信用国際ソフトウェアパークを見学し、パーク入居企業である昂立情報・

謳立徳・藍火炬などの企業をも見学した。 

 

 

『第七回中国国際ソフトウェアと情報サービス交易会論文集』出版

発行 

 中国国際ソフトウェアと情報サービス交易会主催委員会主催、大連市中国国

際ソフトウェアと情報サービス交易センター・大連市計算機学会・大連ソフト

ウェア産業協会の共同実施により『第七回中国国際ソフトウェアと情報サービ
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ス交易会論文集』の編集が完成し、当論文集は既に国家一級出版社東北財経大

学出版より発行。書籍発行コード（ISBN･978-81122-908-0）。論文集は会議之声・

管理之道・科技之光の三部分より構成され、国内外優秀学者・知名企業家・科

技従事者など数百の内容多彩な論文を収録。 

論文集購入は下記までご連絡ください。 

担当者：楊永達 

TEL：0411-84342214 

場所：大連市沙河口区五四路 150－5号西楼 404室 

 

 

『個人信息安全』教材購入に関する通知 

 大連ソフトウェア産業協会が主となって編集した『個人信息安全』は 2010年

3月に正式出版。個人情報安全に関する概念・個人情報保護体系構成・実施プロ

セス・個人情報保護体系評価体制が含まれ、案件分析を通しての説明である。 

 担当者：藩暁敏  

 書籍購入 TEL：0411-83655181 

 Email：panxm@dsia.org.cn 

 

 

《国内企業サービスアウトソーシング業務受託においての情報保護

の若干規定》 

中華人民共和国商務部 

中華人民共和国工業と情報化部 

2009年第 13号 

《国内企業サービスアウトソーシング業務受託においての情報保護の若干規

定》2009年 10月 22日中華人民共和国商務部第 29次部務会議と工業と情報化部

審議を経て、許可された。公布する。2010年 2月より実施する。 

部長：陳徳銘 

部長：李毅中 

2009年 12月 28日 

国内の企業がサービスアウトソーシング業務受託においての情報保護に関す

る若干規定 

第一条 中国国内企業のサービスアウトソーシング業務において情報保護を促

進するため、公平競争環境の維持、わが国のサービスアウトソーシング

産業の更なる発展のため『中華人民共和国合同法』等法律・行政法規に

従い、本規定を作成する。 
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第二条 本規定で言うサービスアウトソーシング業務の受託とは受託側が契約

を通して国内外の企業・機構・組織及び個人（以下発注側と称する）に

提供する情報技術アウトソーシングサービス・技術性業務プロセスアウ

トソーシングサービス等サービス行為である。 

第三条 本規定で言う秘密情報は以下の条件の業務資料とデータに適合するこ

と 

（一）受託側が業務受託において獲得したもの； 

（二）発注側の秘密保持に取った措置は一般に知られていないこと； 

（三）受託側は契約約款に従い秘密保持の義務を担うこと； 

第四条 受託側及び株主・董事・監事・マネージャ及び従業員はサービスアウト

ソーシング契約に従い、第三者の使用を禁じること 

第五条 受託側は情報保護機構を設立または指定し、企業の情報保護規定を作成

すること；秘密保持の情報に対しては合理的・具体的且つ有効な処置を

取ること。以下の内容を含む； 

（一）機密情報に関わる人員を限定する； 

（二）情報の及び保存場所に対して技術物理的な処置を取り、第三者の不正

アクセスや不正取得を妨げること； 

（三）秘密情報を記録した媒体に対してレベル別管理を行うこと； 

（四）含量とプロセスなど重要情報に対して施錠保存、権限制限区域に保存

すること； 

（五）秘密情報の媒体の暗号化 

（六）秘密情報の保有する工場・仕事場・事務所等場所は来訪者に対して制

限或いは秘密保持条約を示すこと： 

（七）秘密情報を保存した計算機に対して有効なネット管理を構築し、デー

タ保護処置を取る、厳格な身分認証とアクセス体系を構築すること。

バックアップと故障対処手段を講ずること；定期的に安全パッチとウ

イルスの点検とレベルアップを行うこと 

（八）受託側と発注側この他の処置を講じること 

 

第六条 受託側は従業員、特に秘密業務に従事する従業員と秘密保持契約・競争

禁止契約を結び、秘密情報に関わる第三者とも秘密保持契約を結び、情

報安全を確保する。 

第七条 受託側は従業員に対する情報セキュリティ教育を行い、ジョウ暁殷の秘

密保持の意識を強化し、秘密情報事故を未然に防ぐ。 

第八条 積極的に国内外の情報安全認証、業界ベスト実践を参照し、企業内部の

情報安全体系を構築し、国内外の情報安全認証を取得すること； 
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第九条 受託側は積極的に内部の情報安全体系を点検･維持し、企業内部の情報

安全体系を継続的に改善すること 

第十条 受託側が発注側との秘密保持契約或いはサービスアウトソーシング契

約における秘密保持約款を違反した場合、発注側は秘密保持契約或いは

サービスアウトソーシング契約に従い、仲裁と所轄権のある裁判所に 

第十一条 受託側は発注側と発注におけるサービス、秘密保持の義務及び

知的財産・技術成果の帰属を明確にする必要がある。 

第十二条 受託側は発注側の商標；特許権；著作権など知的財産権を侵害

してはならない 

第十三条 関連産業協会など仲介組織産業自律管理を強化し、必要に応じ

て適的に受託側の秘密情報の取り組み状況を公布する。 

第十四条 本規定は商務部、工業と情報化部が解釈の責任を持つ 

第十五条 本規定は 2010年 2月 1日より施行する。 

 

 

2009年国家計画配置内重点ソフトウェア企業としてわが市 3社入選 

国家発展改革委員会・工業と情報化部・商務部・税務総局は 2009年 12月 31

日に『2009 年度国家計画配置内重点ソフトウェア企業リストの通知について』

（発改高技［2009］3357 号）を発表し、国家国務院が公布した『ソフトウェア

産業と集成電路産業発展を鼓舞する若干政策』（国発[2000]18号）を実施するた

め、中堅ソフトウェア企業の迅速発展の鼓舞、『国家計画配置内重点ソフトウェ

ア企業認定管理方法』（発改高技[2005]2669号）に基づき審議、国家発展改革委

員会・工業と情報化部・商務部・国家税務総局が 2009年度国家計画配置内重点

ソフトウェア企業を聨合審査により公布された。 

 大連華信計算機技術股分有限公司・益徳穿 科技（大連）有限公司・大連東

軟金融信息技術有限公司は 2009年度国家計画配置内重点ソフトウェア企業に選

ばれた。 

 『財務部 国家税務総局企業所得税若干優遇政策に関する通知』（財税[2008]1

号）の規定に従い、国家計画配置内重点ソフトウェア企業は、当年 10％未満の

税務政策を享受できなかった企業は 10％未満の企業所得税を享受可能。 
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