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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                2010．5 

 

今 月 の 内 容 

協会通知『標準化業務委員会』の調整についての決定 

一部企業の入会についての通知 

2010 年大連市業界情報化優秀プロジェクト選定の通知 

『個人情報セキュリティー』教材公布 

PIPA 業務 PIPA 公示 

     個人情報保護業務員会会議 

標 準 化『情報サービス管理規範』公布――情報化商談交流会 

遼寧省『情報サービス管理規範』大連での審査通過 

『インタネット商品交易サービス管理規範』審査会 

業界情報 中国ソフトウェア産業協会理事会開催趙小凡が副理事長に増補 

交 易 会 2010 年中国ソフトウェア交易年会 

     2010 中日 BPO フォーラム 

双軟認定 2009 年大連市 162 社がソフトウェア企業に認定された 

2009 年度大連市第二期軟件企業年度審査名簿 

     2010 年大連市第二期軟件企業名簿の通知 

2010 年大連市第二期軟件製品登録についての公告 

           

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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『標準化業務委員会』の調整についての決定 

大軟協[2010]007 号 

各会員単位： 

 標準化は大連ソフトウェア産業協会の業界自律・市場規範化における重要業

務である。2006 年に協会で“ITSS 標準化業務委員会”及び“情報サービス管理

規範業務委員会”が設立され、業界標準化に対して積極的な役割を果たした。

産業発展の需要につれて、上記二つの工作委員会を合併し大連ソフトウェア産

業協会標準化業務委員会とする。委員会名簿は協会のサイトを参照ください。 

大連ソフトウェア産業協会 

2010 年 4 月 

 

 

 

一部企業の入会に関する通知 

大軟協［2010］008 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。 

 

大連長虹人材服務有限公司 

宝爾軟件（大連）有限公司 

大連金福星伝媒有限公司 

大連大工信息有限公司 

大連智滙科技有限公司 

大田（大連）軟件科技発展有限公司 

大連聡明信息技術有限公司 

大連海天自動化有限公司 

大連ソフトウェア産業協会 

2010 年 5 月 
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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 

参加費用：参加費無料 

連絡先： 

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

サイト：soft.chinasoftware.org 

 

 

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。 

日  時：2010 年 6 月 23 日 午前 9:00～11:30 

会  場：大連世界博覧広場 
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参加費用：参加費無料 

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 

 

 

大連ソフトウェア産業協会システムインテグレーション分科会

“2010 年大連市業界情報化優秀プロジェクト選定活動”の通知 

わが市の情報化建設を推進するため、大連市情報化事務室実施の電子情報技

術推進応用プロジェクトの準備に協力し、大連ソフトウェア産業協会システム

インテグレーション分科会は“2010 年大連市業界情報化優秀プロジェクト選定

活動”（以下“優秀選定工作”）を開催する。下記の通り案内する。 

一、 賞設置 

1、大連市情報化優秀プロジェクト一、二、三等賞； 

2、証書と賞品の授与； 

3、一等賞・二等賞獲得のプロジェクトは大連市電子信息技術推進優秀プロジ

ェクトに推薦する； 

4、受賞プロジェクトは公開公布、政府・社会など調達部門への参考とする； 

 

二、 範囲と条件 

 1、2009 年度大連行政区において情報化プロジェクトを完成すること； 

 2、情報化プロジェクトはＥコーマス・社会服務応用システム・企業情報管理

システム・情報サービス管理・業務支援システム・農業と農村情報応用

システム・業界向けの情報技術応用公共サービスプラットフォームなど

の建設・応用とサービスプロジェクト； 

 3、申請単位は 1-2 のプロジェクトを申請することが可能； 

 

三、 申請材料 

 1、“大連市電子信息技術推進応用成果優秀申請表”の記入 
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  申込表は協会サイトからダウンロードしてください。協作単位項目にはユ

ーザ単位を記入； 

 2、申込表にはユーザ使用報告を添付すること；検収と検定に合格したプロジ

ェクトについては検収と検定結論を提出すること； 

 

四、 締め切りと要求 

1、申請締め切り時間：2010 年 6 月 30 日 

2、申請表一式 6部 

3、申請場所：大連ソフトウェア産業協会弁公室 

担当：尹宏 

サイト：www.dsia.org.cn 

大連ソフトウェア産業協会システムインテグレーション理事会 

2010 年 5 月 10 日 

 

 

『情報サービス管理規範』公布――情報化商談交流会 

 遼寧省の公布した地方標準『情報サービス管理規範』は業界自律、情報化建

設の規範化に対して重要な意義を持つ。大連市各事業者の情報主幹部門及びシ

ステムインテグレーション事業者において当標準がより広く応用できるため、

大連市 CIO 協会と大連ソフトウェア産業協会システムインテグレーション分科

会では『情報サービス管理規範』公布――情報化商談交流会を開くことを決定

した。SI 事業者と各政府機関・事業者の CIO と新技術・新製品の交流、情報化

技術がわが市の企業での普及応用の良きプラットフォームとなる。積極的な参

加をお待ちしています。 

会議名称：『情報サービス管理規範』――情報化商談交流会 

主催単位：大連ソフトウェア産業協会システムインテグレーション分科会 

大連市 CIO 協会 

支持単位：大連市経済と情報化委員会 

大連市質量技術監督局 

大連ソフトウェア産業協会 

協力単位：中興通訊股份有限公司 

大連日炎興業科技有限公司 
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日時：2010 年 5 月 21 日 16:00 

会場：申し込み確認後通知 

会議参加者：120 人（うち CIO50 人 ＳＩ事業者：50 人 その他：20 人） 

会議形式：自由交流晩餐会 

注意： 

1、定員になり次第締め切りとなります。会議申込表でカード･会議資料を受け

取る。入場カードで会場入場。 

2、会議参加資料及び入場カード作成に使用しますので、正確に申込表を記入く

ださい。 

 

詳細は大連ソフトウェア産業協会サイト www.dsia.org.cn“重要通知”を参照 

 

 

中国ソフトウェア産業協会理事会開催 趙小凡が副理事長に増補 

2010年4月19日から21日、中国ソフトウェア産業協会は四川省成都市で2010

年中国ソフトウェア産業協会第五回理事会第四次会会議を開いた。 

 陳沖理事長が会議の司会を取り、胡崑山副理事長兼秘書長が『科学発展観の

実践・ソフトウェアサービス産業の継続迅速発展』テーマの報告を行った。 

 工業と情報化部ソフトウェアサービス司陳偉司長が会議に参加し、重要なス

ピーチを行った。陳司長は次のように語った。わが国のソフトウェアサービス

産業の現状と情勢を分析し、ソフトウェアサービス産業の 2009 年国際金融危機

への対応・産業調整への取り組み、企画振興などにおいての成果を顧み、ソフ

トウェアサービス産業の発展趨勢を展望した。2010 年の司の重点業務について

陳司長は、2010 年ソフトウェアサービス業司は構成調整と成長方式転化を主と

し、2010 年工業と情報化部業務要点と密接にリンクさせ、ソフトウェアサービ

会議参加申込表 

企業名称  

参加者  

携帯電話  

電話  

メール  
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ス産業が国民経済と社会発展での地位と役割を充分認識することである。規格、

政策、標準の管理を通して、業界発展を指導する。最前線、重点、応用、モデ

ルを把握することで、ソフトウェアサービス産業業務の新しい局面を切り開く。

中国ソフトウェア産業協会は企業と政府部門の交流の架け橋として果たした役

割を高く評価する。今後も使命感と責任感を発揮しながら取組んでほしい。体

制メカニズム、政府機関のために案を出し、より多くの開拓的な取り組みを期

待する。 

 会議では“趙小凡を中国ソフトウェア産業協会副理事長増補”と“朱云を常

務副秘書長にノミネート”などの議案について表決通過した。 

 

 

『インタネット商品交易サービス管理規範』審査会 

大連ソフトウェア産業協会標準化工作委員会インタネットサービス専門委員

会は《インタネット商品交易サービス管理規範》審査会を開催。委員会は大連

天眼網絡有限公司と大連芸術学院提出の《インタネット商品交易サービス管理

規範》に対して審査を行った。申請単位の説明と委員会専門家の討論を通して、

立案審査を通して、申請単位の標準編成にかかることを許可した。わが市のネ

ット上の経営プラットファームの数はＥコーマス発達都市の南方をはるかに下

回っている。淘宝サイトのネットショップの数量を例にすると、杭州はわが市

の十倍である。サイトショッピングの浸透率から見ると、わが市は 10％以下で、

北京・上海などは 50％以上である。百人のインタネット利用者につき 50 人がイ

ンタネットを通して買い物をしている。業界の参入基準が低く、統一した標準

が欠けていて、セキュリティーレベルが低いなどの要素がＥコーマスの発展を

妨げている。国でまだ統一した業界標準がない状況の下、深セン・杭州などＥ

コーマスの進んでいる都市では既に標準関連業務に取組んでいる。今回の審査

会で《インタネット商品交易サービス管理規範》編成がスタートを切り、大連・

東北乃至全国Ｅコーマスの発展に積極的な役割を果たすことに成る。 

 

 

個人情報保護工作委員会会議 

4月29日、個人情報保護業務委員会は2010年度第二次業務会議を開催した。

大連市経済と情報化委員会劉鋼副主任が会議に出席し挨拶をした。業務委員会
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の業務に対して高く評価し、今後の大連市の個人情報保護に対して業務重点を

提出した。大連市政府は年内に個人情報保護の条例及び管理方法を公布する予

定、PIPA の他産業での発展を促進していく予定。 

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向蕾如軟件有限公司・北京美達雅科技開発有限公

司・大連信雅達軟件有限公司・大連思派電子有限公司 4 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、4社の認証証書の付与について同意した。委員会の各グル

ープより業務報告が行われた。 

 個人情報保護工作委員会の各グループが業務報告を行った。法規グループは

『大連市信息化個人情報管理弁法』の進捗状況を報告；仲裁グループは PIPA プ

ロセス及び審査内容の修正改善内容を報告；教育研修グループは個人情報保護

教材発行および高等学校で個人情報保護授業開催の状況を報告；宣伝推進グル

ープは個人情報の他の業界・他地域での推進業況を報告；国際合作グループは

JIPDEC との相互認証状況を報告した。 

 個人情報保護個人情報保護業務委員会ではPIPA事務局より報告された審査員

チームの調整について同意をした。楊莉・火耀高・尹宏・牟楠・常偉・藩暁敏 6

人が審査員に昇格した。 

職務 名簿 人数 

主任審査員 郎慶斌、孫毅、呂蕾蕾、王開紅、郭玉梅、曹剣 6 人 

審査員 孫鵬、李明、楊万青、楊莉、火耀高、尹宏、牟楠、

常偉、潘暁敏 

9 人 

審査員補 趙金秀、潘玉景、杜宇適、李倩、司丹、陳志華、牛

鉄、王小庚、王恩徳、崔春寧、趙夢玲、郭塩 

12 人 

合計 27 人 

 

 

『個人情報セキュリティ』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『個人情報セキュリティ』

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。 
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 担当者：藩暁敏  

 書籍購入 TEL：0411-83655181 

 Email：panxm@dsia.org.cn 

 

 

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北京美達雅科技開発有限公司

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 02 号] 

事業単位名称：北京美達雅科技開発有限公司 

受理番号：PIPA02（10） 

審査員長：曹剣 

資料審査通過時期：2010 年 04 月 12 日 

現場審査通過時期：2010 年 04 月 12 日 

公示期限：2010 年 04 月 13 日から 2010 年 04 月 27 日まで 

 

 

遼寧省『情報サービス管理規範』大連での審査通過 

 4 月 16 日、遼寧省初の情報サービス地方基準『情報サービス管理規範』は大

連で省・市質量技術監督局・経済と情報化委員会関連責任者・及び業界専門家

の審査を通った。『情報サービス管理規範』はシリーズ基準で、今回審査を通っ

たのは『情報サービス管理規範 第 1部分：総則』、『情報サービス管理規範 第

2 部分 計算機システムインテグレーション管理』と『情報サービス管理規範 

第 3部分 計算機情報システム運営と管理』の三部分である。『情報サービス管

理規範 第 1 部分：総則』はサービス類別の定義・サービス管理の内容とサー

ビス管理プロセスの三部分からなる；『情報サービス管理規範 第 2部分 計算

機システムインテグレーション管理』はサービス類型定義・サービス内容・サ

ービスプロセス管理とサービス支援の四つの部分からなる；『情報サービス管理
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規範 第 3 部分 計算機情報システム運営と管理』はサービス類型と内容・顧

客サービスと管理体系の三つの部分からなる。 

 審査専門家は標準に対して高く評価した。標準は国際通用の ITSM、ISO20000、

国内の情報サービス管理の実績、情報サービス特徴・技術発展と市場需要、情

報サービスの種類を詳細に分け、各種類の情報サービス管理統一要求と原則を

規範し、情報サービス管理の要求を満たし、国情と市場要求に適合し、情報サ

ービス管理の規範化の実現、情報サービスレベルとサービス能力の向上、業界

自律・情報化を推し進めるために対して奥深い意味を持つ。 

 

 

2009 年大連市 162 社がソフトウェア企業に認定された 

2009 年度大連ソフトウェア企業年度審査が順調に終了。197 社が年度審査に

参加し、うち、162 社が審査を通った。前年度より 4 社減り、淘汰率は 17％、

前年度 25％より低く、例年の 15％より高い。 

 2009 年、年度審査に通過した 162 社のうち、売上高は 27 億元、前年度に比べ

6億増加、ソフトウェアの売上高は 20 億、企業の売上高の 76％を占める。 

 ソフトウェアの売上高のうち、販売製品収入は 17 億元、ソフトウェア収入の

84％を占める。技術サービスは 2.9 億元、ソフトウェア収入の 14％を占め、そ

の他 0.4％、ソフトウェア収入の 2％を占める。 

 販売ソフトウェア製品のうち、国内販売成人収入は 4.7 億元、ソフトウェア

収入の 23％を占め、輸出製品収入は 12.5 億元で、ソフトウェア収入の 61％を

占める。 

 ソフトウェア企業の販売総収入は前年度の 21.2 億元と比べ 5.7 億元増加、

21％増加。企業平均販売収入の 1289 万元より 377 万元増加、22.6％増加した。

一人当たり平均売上高は前年度の 12.4 万元より 3.1 万元増加した。前年度より

2.8％増加。 

 2009 年、年度審査を通過した 162 社のうち、ソフトウェア企業の純利益総額

は 2.7 億元に達し、利潤率は 10％、前年度よりやや低め、一人当たりの利潤は

1.56 万元、前年度より 0.16 万元。 

 2009 年、年度審査を通過した 162 社のうち、59.8％のソフトウェア企業が利

益を出し、前年度よりやや高め。利益が千万元以上の企業は 7 社で４％を占め

る。前年度より 4 社上回り、そのうちの 1 社が億を越した。百万以上の企業は
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30 社、全体の 19 を占める；百万以内の企業は 60 社全体の 37％を占める。赤字

企業は 65 社、全体の 40％を占める。 

2009 年、年度審査を通過した 162 社のうち、ソフトウェア企業の従業員数は

17381 人、前年度より 799 人増え、4.5％増加；企業平均従業員数は 107 人、前

年度相当。 

2009 年末まで、従業員が 50 人以下の企業は 106 社で、全体の 66％を占める。

55 人～99 人の企業は 23 社、全体の 15％を占める；100～499 人の企業は 23 社、

全体の 15％を占める。500 人～999 人の企業は 4社、全体の 2社を占める。1000

人以上の企業は 2社、全体の 1％を占める。 

 2009 年、年度審査を通過した 162 社のソフトウェア企業のうち、ソフトウェ

ア企業の従業員の構成を見ると、修士以上の学歴が 12％で、前年度より 3％増

加となった。学士の占める割合は 79％で、前年度より 2％の増加となった。短

大以下の学歴が 13％隣、前年度とほぼ同じになった。 

 企業人力資源構成を見ると、ソフトウェア開発者は全体の 64％を占め、管理

職は 14％、その他は 22％を占める。 

 2009 年わが市のソフトウェア製品登録数は 421 個、前年度より 42 個減少、過

去八年の平均値225/年を上回る。そのうち国内販売ソフトウェア製品は269件、

全体の 64％を占め、輸出ソフトウェア製品は 152 件、日本向けソフトウェア製

品が 147 個、全体の 35％を占め、欧米向けソフトウェア製品は 5件、全体の 1％

を占める。2009年末付けで、大連市ソフトウェア製品登録累計2226件に達する。 

 2009 年わが市の認定ソフトウェア企業は 31 社、前年度より 3社増加。過去八

年の平均値 46.8/年を下回った。2009 年末付けで、大連市認定を経たソフトウ

ェア企業は累計 406 社。 

 

 


