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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                2010．4 

 

今 月 の 内 容 

 

協会通知 一部企業の入会についての通知 

     『IT 職業技能標準・システムインテグレーション部分』正式公布実施 

PIPA 業務 PIPA 公示 

協会業務 “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”

セミナ円満終了 

交易会  2010 中日情報サービスアウトソーシング商談会 

     2010 年中国ソフトウェア交易年会 

     2010 中日 BPO フォーラム 

業界情報 2009 年ソフトウェア産業統計速報 

双軟認定 2009 年大連市第一期軟件企業年度審査名簿 

     2010 年大連市第一期軟件製品登録についての公告 

     2010 年大連市第一期軟件企業名簿の通知 
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一部企業の入会に関する通知 

大軟協［2010］005 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。 

大連儀訊科技発展有限公司 

大連新希望信息技術有限公司 

国森軟件発展（大連）有限公司 

大連薩納斯信息技術有限公司 

大連睿利科技有限公司 

大連滙方世通傳媒有限公司 

大連華泰澤科技有限公司 

大連久恒科技有限公司 

大連億豊科技有限公司 

大連ソフトウェア産業協会 

2010 年 4 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”セミナ円満終了 

4月 6日、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）主

催、大連市計算機学会、 YOCSEF 大連協力主催の“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”セミナは円満終了した。百名余の会員企

業が今回のセミナに参加。 

 SPR 高級コンサルタント・米ファンクションポイント専門家はソフトウェア企

業開発者が実際のプロジェクトで出遭った問題から、ファンクションポイント

方法論を提起。ファンクションポイントでのソフトウェアプロジェクトを推定

し、推定の正確性を高めることについて詳細に解説した。三時間余の解説で、

会議参加者は推定コストの減少、プロセスの難易度の減少を理解し、正確度の

高い推定方法を理解した。 

 会議参加者からは、今回のセミナは非常に実用性に富み、講演者の説明もは

っきりと筋が通り、聴衆者の仕事上で発生した困難について解説を行い、得る

ところが多いとの反響が大きいかった 

 産業における新技術の促進・新しい方法の普及と応用は協会の企業サービス

の一環である。今後も技術・市場・人材など異なったテーマのフォーラムを開

いていく。会員企業が実際の業務での困難を手助けしていく。 
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『IT 職業技能標準・第 2 部分 職業技能標準・システムインテグレ

ーション』（試行）の公布についての通知 

各会員単位： 

 わが市のソフトウェアと情報サービス産業管理の規範化・標準化の促進、業

界自律及び国際、産業の健全で秩序正しい発展の保障のため、大連ソフトウェ

ア産業協会ＩＴ職業技能標準化工作委員会は 2009 年 4 月に『IT 職業技能標準

（ITSS）』（試行）の総則部分（標準番号 DSIA03012009）を実施し、良好な反響

を得ている。 

 『IT 職業技能標準（ITSS）』の更なる普及・実施のため、ＩＴ職業技能標準化

業務委員会は『IT 職業技能標準 第 2 部分 職業技能標準・システムインテグ

レーション』（試行）（標準番号：DSIA03022010）、参考実行してください 

大連ソフトウェア産業協会 

二〇一〇年四月 

 

『IT 職業技能標準・システムインテグレーション部分』正式公布実
施 

 IT 職業技能標準は国際 IT 産業の発展につれ、改善されてきた。わが国 IT 産

業は発展途上で、国際とのかかわりが深められるにつれて、国際 IT 技能標準

（ITSS）はわが国 IT 産業の発展に深い影響を及ぼす。IT 従業者職業技能管理の

現状と需要にあわせ、わが国の国情に適した IT 職業技能標準を構築する必要が

ある。これは情報サービス産業職業技能管理の規範化・科学化・専門家と標準

化の促進となる。大連ソフトウェア産業協会 IT 職業技能標準蟹委員会は 2009

年 4 月 10 日に公布、2009 年 5 月 1 日に『IT 職業技能標準（ITSS）』（試行）の

総則部分（標準番号ＤＳＩＡ03012009）が正式に実施された。『IT 職業技能標準

（ITSS）』の更なる普及・実施のため、IT 職業技能標準化業務委員会は『IT 職

業技能標準 第 2部分 職業技能標準・システムインテグレーション』（試行）

（標準番号：DSIA03022010）は 2010 年 4 月 15 日に正式公布実施された。 

 システムインテグレーション部分は『IT 職業技能標準 第 1 部分 総則』の

一般原則と要求を遵守し、計算機情報システムインテグレーション技能の基本

要求・業務能力と技術能力要求などを主に描写した。職業名称・規範性引用資

料・定義と述語・要求・職業説明・検定要求・基本知識・IT アーキテクチャ・

要求分析・情報資源計画・プロジェクト建設と管理・システムテスト・鑑定批

准などの内容が含まれている。計算機情報システムインテグレーション技能管

理と鑑定において、『IT 職業技能標準 第 1 部分 総則』と『IT 職業技能標準 

第 2 部分 職業技能標準・システムインテグレーション』を共に使用する。計

算機情報システムインテグレーション職業技能の一般原則と要求は『IT 職業技

能標準 第 1部分 総則』を参考し、実施すること。 

 IT 及び関連企業・専門者・各教育及び研修機関（高等教育機関）が適用対象

となる。詳細内容は協会サイトを参照のこと：www.dlsia.org.cn 
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2010 年中日情報サービスアウトソーシング商談会の通知 

 
名  称：2010 日中ソフトウェア企業座談会 

日  時：2010 年 6 月 23 日午後 13：00～17：30 

会  場：大連世界博覧広場 

形  式： 

1、 中日企業の一対一の商談 

2、 夕食交流会 

3、 会報 

4、 会議参加企業の一年間のサイト宣伝 

商談内容：ソフトウェアアウトソーシング（ゲームソフトウェア・組込み

ソフトウェア・ソフトウェア開発とテスト、人材派遣と育成等を含む）、

サービスアウトソーシング（BPO、DTP、CAD、データ処理などを含む） 

主催単位： 

東北ソフトウェアと情報サービス聯盟 

    中国国際ソフトウェアと情報サービス交易会委員会 

実施単位： 

大連ソフトウェア産業協会 

    日本貿易振興機構（JETRO）大連事務所 

会議概要： 

連続八年間開催してきたソフトウェア及び情報サービス企業商談会は

中国唯一の日中 IT 企業間のアウトソーシング交流会で、日中のソフトウ

ェア事業者に人気を受けてきている。金融危機が情報サービス産業に与え

る影響への対応・コスト削減・アウトソーシングルートの拡大のため“2010

中日情報サービスアウトソーシング商談会”は予期どおり開催。 

参加費用： 

  商談会に参加する企業に対しては 1名に付き 1000 元の会費、会議費・

資料・晩餐会が含まれる。 

申込方法： 

参加を希望する中国側企業は 5 月 10 日までに電子メールで申込表及び

企業状況表を大連ソフトウェア産業協会にご提出ください。 

担当：尹宏           

Tel：0411-83655207  

E-mail：yinh@dsia.org.cn 

Fax：0411-83643362 

商談の順序は申込の前後を基準とする。会議参加者限定、申し込みは早

急に。 

詳細は協会のサイト“重要通知”を参照のこと。www.dlsia.org.cn。 



 5

2010 年中国ソフトウェア交易年会 
 中国国際ソフトウェア及び情報サービス交易委員会、東北ソフトウェア及び

情報サービス業聯盟主催、ソフトウェア交易サイト、大連ソフトウェア産業協

会実施の“2010 年中国ソフトウェア交易年会”は 2010 年 6 月 23 日大連で開か

れる。当年会はソフトウェア製品プロダクション・ソフトウェア製品代理・SIer

が一堂に会し、交流し、供給と需要の有効的な結びつきを実現し、ソフトウェ

ア企業間の地域を越えた交流を促進する。奮ってご参加ください。 

日時：2010 年 6 月 23 日 午前 9:00～12:00 

会場：大連世界博覧広場 

一、年会の特色 

1、協会推薦・全国知名企業 

各省・市ソフトウェア産業協会が優秀ソフトウェアルートとソフトウェ

ア製品プロダクションを推薦する。 

2、“一対一”の独特の交流方式 

これまでの製品プロダクションが主となって解釈する形式とは打って変

わって、ソフトウェアルート・SIer がソフトウェアプロダクションと一対

一の交流を行う。参加企業であるソフトウェア製品プロダクションの十分

の交流時間を保証する。 

3、交易会のプラットフォームを利用し、より広い市場舞台を提供 

当年会は第八回中国国際ソフトウェア及び情報サービス交易会のメイン

テーマイベントの一環として、交易会の巨大プラットフォームの影響力を

利用し、会議参加企業は業界内において最大限の宣伝ができる。 

4、積極的に内需市場を開拓し、東北地域発展のホットポイントを把握 

年会の主催単位である東北ソフトウェアと情報サービス業の行き届いた

催しにより、東北地域最優秀代理が大連に一堂に会し、全国ソフトウェア

製品プロダクションが東北市場の開拓、東北振興、遼寧省沿海経済帯・長

吉図企画発展のチャンスを把握する重要なプラットフォームである。 

5、サービスメイン、公益優先 

年会の主催単位である大連ソフトウェア産業協会は企業へのサービスを

主旨とする社団組織であり、当年会は“企業サービス・企業発展の支援”

を会議の主旨とし、多方面の資源を取り入れ、企業に低コストで最大限の

市場発展目標を実現させる。 

二、対象 

   全国各地のソフトウェア製品開発、ソフトウェア製品代理、システムイ

ンテグレーションなどソフトウェアと情報サービス企業。 

三、会費 

   参加費無料 

四、申込 

担当：牟楠 電話：0411-83655181 Ｅ－ｍａｉｌ：mun@dsia.org 

五、サイト：soft.chinasoftware.org 
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2010 中日 BPO フォーラム 

 世界のグローバル化が進むにつれ、業務プロセスアウトソーシング産業の迅

速な発展はソフトウェア及び情報サービス産業発展の主な趨勢と新しい成長点

になっている。商務部の統計によると、2010 年グローバルサービスアウトサー

ビス市場規模は 6000 億ドルに達し、サービスアウトソーシングの発展はこれか

ら黄金時代に突入する。そのため、チャンスを把握し、サービスアウトソーシ

ング業務に対する認識を深め、自身の能力を高める必要がある。 

 中日双方の BPO 分野の交流を深め、日本向け BPO 業務での能力が高められる

よう、BPO 産業の発展を促進する。大連ソフトウェア産業協会・日本貿易振興機

構（JETRO）大連事務所実施の“2010 中日 BPO フォーラム”は 2010 年 6 月 23 日

午前大連世界博覧広場で開催される。中日業界の有識者が会議参加者と共に日

本 BPO 市場の発展動態、日本向けＢＰＯ業務に従事する企業が持つべき能力及

び資質など産業におけるホット問題を共に交流する。“2010中日BPOフォーラム”

は中日 BPO 産業が共に発展をする盛大な会議となる。業界内方々の積極的な参

加を歓迎する。 

会議情報 

名  称：2010 中日 BPO フォーラム 

日  時：2010 年 6 月 23 日 午前 9:00～11:30 

会  場：大連世界博覧広場（同時通訳） 

形  式：1、テーマ講演 

     2、交流 

主催単位：中国国際ソフトウェア及び情報サービス交易会委員会 

     東北ソフトウェア及び情報サービス聯盟 

実施単位：大連ソフトウェア産業協会 

     日本貿易振興機構（JETRO）大連事務所 

対象：日本向けアウトソーシングサービスに従事する企業責任者 

注意：定員になり次第締め切りにさせていただきますので、申し込みは早急に

お願いします。 

連絡先： 

担当：常偉 

電話：0411-83655181 

E-mail:changw@dsia.org.cn 

詳細情報は大連ソフトウェア産業サイトの“重要通知”を参照のこと。

www.dlsia.org.cn 
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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。 

[PIPA2010 第 01 号] 

事業単位名称：大連向蕾如軟件有限公司 

受理番号：PIPA01（10） 

審査員長：曹剣 

資料審査通過時期：2010 年 03 月 30 日 

現場審査通過時期：2010 年 03 月 30 日 

公示期限：2010 年 03 月 31 日から 2010 年 04 月 14 日まで 

 

 

2009 年ソフトウェア産業統計速報 

 2009 年、大連市ソフトウェアと情報サービス産業売上額は 402 億元で、前年

比 31％増加し、伸び幅は前年比 11.6％減少した。月ごとの状況を見ると、4-5

月は減少し、8 月以降上昇した。各月 30％以上の増加が保たれている。ソフト

ウェア輸出は 14 億米ドルを達成し、前年比 33％増加。企業数は 850 社、従業員

数 8万人に達した。自主知識財産権を有するソフトウェア製品は 2200 を超えた。 

 2009 年、全国ソフトウェア産業はソフトウェア業務収入 9513 億元、前年比で

25.6％増加し、伸び幅は前年比 4.2％減少した。3 月より減少し、8 月に回復し

始め、12 月のソフトウェア業務収入は 812 億元に達し、前年比 50％増加の 30

ポイント増加で、09 年の最高レベルとなった。ソフトウェア製品収入は 3288 億

元、前年比 26.3％、伸び幅は全産業に比べ 0.7 ポイント上昇。前年比では 2.4

ポイント減少した。 

 2010 年国内ソフトウェア市場の発展はまだ広い空間を持ち、政策の支援も、

外部の不確かな要素はまだ依然として存在し、国内ソフトウェア企業高成長性

のレベルアップにおいても困難と矛盾が存在し、2010 年わが国ソフトウェア産

業は 25％前後の増加を保つ。 

 詳細資料は協会サイト“業界動向”を参照のこと www.dlsia.org.cn 

 


