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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                2010．9 

 

今 月 の 内 容 

協会活動 一部企業の入会に関する通知 

2010 年度中国ソフトウェア産業協会ソフトウェア製品優秀製品推

薦に関する通知 

PIPA 業務 PIPA 公示 

個人情報保護業務委員会業務会議 

協会活動 外国人の就業に関する政策説明会 円満終了 

     ユビキタス発展と応用フォーラム 成功開催 

     シリアスゲームと管理可視化に関するフォーラム開催 

     2010 大連ソフトウェア及び情報サービス企業税収政策説明会終了 

     協会と大慶ソフトウェアパーク協力覚書提携 

業界情報 国家部と委員会がサービスアウトソーシングの財政資金支持度の

強化 

     2010 ソフトウェア及び情報サービス企業従業員給与調査報告 

     2010 年上半期日本情報サービス業状況 

 

双軟認定 2010 年大連市第五・六期軟件企業認定についての公告 

2010 年大連市第五・六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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一部企業の入会に関する通知 

大軟協［2010］012 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。 

中能東詢新能源科技（大連）有限公司 

大連普傳科技股分有限公司 

英特工程倣真技術（大連）有限公司 

法利諮詢（上海）有限公司大連弁事処 

大連ソフトウェア産業協会 

2010 年 9 月 

 

2010 年度中国ソフトウェア産業協会ソフトウェア製品優秀製品推薦に関する

通知 

 各ソフトウェア企業： 

中国ソフトウェア産業協会の毎年開かれる“ソフトウェア製品優秀製品推薦

イベント”は政府調達・公共調達・大型重点情報工程入札及び優秀製品輸出な

どで重要な役割を果たしている。“2010 年度ソフトウェア製品優秀製品推薦

イベント”は既に開始し、本年度の応募は2010年 7月 1月から9月 30日まで。 

審査終了後、証書とトロフィが授けられる。関連サイト及び出版物で審査に

合格した製品に対して宣伝を行う。優秀製品に選ばれたものは、製品包装・宣

伝広告と製品の説明書で“××年度優秀ソフトウェア製品”と表示することが

できる。同一製品が三年連続年度優秀製品に選ばれたものは、“中国優秀ソフ

トウェア製品”称号の使用が可能で、称号有効期限は 3年。 

大連市のソフトウェア企業は準備した資料を大連ソフトウェア産業協会に

申し込むことができる。詳細情報と申請表は大連ソフトウェア産業協会のサイ

ト（www.dsia.org.cn）“2010 年度ソフトウェア製品優秀製品推薦イベント申

込通知”から“中国ソフトウェア産業協会 2010 年優秀ソフトウェア製品申込

書”をダウンロードしてください。 

 大連ソフトウェア産業協会連絡先 

 担当：宏 

 電話：0411-83643362 

 メール：yinh@dsia.org.cn 

 場所：大連市西崗区勝利路 38 号信息ビル 520 室 
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外国人が大連での就業に関する政策説明会円満終了 

 8 月 25 日、大連ソフトウェア産業協会主催の“外国人の大連での就業に関

する関連政策説明会”が円満終了した。国家の出した外国籍専門家への政策に

対して、ソフトウェアサービス企業がより良く理解するため、外国籍人員が大

連企業での就業問題を解決するため、また産業発展の促進のために今回の会議

を開いた。 

 大連市外国専門家局専門家業務処徐明書処長及び大連ソフトウェア産業協

会関連者が挨拶を行った。大連市国際人材交流協会実行秘書長李恒世は企業が

感心を持つ外国籍人員が大連での就業に関する関連政策を説明した。給料・税

収・医療保険・家族就業・自動入学・住まいなどを説明し『外国籍及び香港マ

カオ台湾の人が大連における医療保険方案』についても紹介した。質疑応答で

は、企業が実際に外国籍人員雇用に当たって触れたことについて専門家に解決

策を求め、詳細な回答を得た。説明会は企業の歓迎を受けた。金融危機以後政

府が外国籍人員の就業に関する政策を出し、協会はそれに応じて、このような

説明会を開き、架け橋の役割を果たしてくれたとの声を会議参加者より聞いた。 

 

国家部と委員会がサービスアウトソーシングの財政資金支持度の強化 

財政部・商務部が近日共に『2010 年度国際サービスアウトソーシング業務

請負の発展資金管理に関する通知』を公布した。『通知』では、2009 年におい

て、サービスアウトソーシング業務が超 50 万ドル、そのうち、外国の顧客へ

のサービスアウトソーシング業務が 50％以上占める企業は“サービスアウト

ソーシング業務管理と統計システム”を通してオンライインで資金申請をする

ことができる。2010 年第一回申請は開始され、条件を満たしている企業は地

元の商務主管部門で具体的な業務プロセス・操作方法などの状況を問い合わせ

することができる。 

 支援政策は主に下記の内容が含まれる。サービスアウトソーシング企業で 1

名の大学以上の学歴の者を雇用し、サービスアウトソーシング業務に従事し 1

年の労働契約を結んだ場合、最高 4500 元の定額研修支援を受けることができ

る。サービスアウトソーシング研修機構がサービスアウトソーシング人材に対

して関連専門知識と技能を研修し、またサービスアウトソーシング企業と 1

年以上の労働契約を結び、研修期間に対して最高 500 元の研修資金を与えられ

る。11 の国際認証の範囲内で企業に対して資金支援を与え、企業は年に最高 3

つの認証を行うことが可能。一つの認証に付き 50 万元以下の試験援助を受け

ることができる。サービスアウトソーシング模範都市に対して 500 万元の公共

プラットフォーム建設資金の支援を与える。 

 詳細情報は大連ソフトウェア産業協会のサイトにてダウンロードしてくだ

さい。 
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ユビキタス発展と応用フォーラムの成功開催 

 8 月 13 日、大連市経済･情報化委員会主催、大連ソフトウェア産業協会、大

連市計算機学会実施の“ユビキタス発展と応用フォーラム”が円満終了した。

フォーラムでは理工大学、海事大学、大連大学など高等学校及び企業の専門家

が“ユビキタス応用でのチャンスと危機”について内容豊かな講演を行った。

ユビキタスの基本概念・国際国内の発展趨勢・交通・物流などの分野での実際

応用状況について詳細解説を行った。専門家はフォーラムの場を通して、大連

のこれからのユビキタスの発展について積極的な意見を出した。政府機構・科

学研究機構・高等学校・ソフトウェア企業・生産製造方企業等 120 名余が会議

に参加した。 

 大連市経済と情報化委員会劉鋼副主任はフォーラムで挨拶をし、経済と情報

化委員会はわが市のユビキタスの発展を重視し、既に十二の五カ期に盛り込み、

市の関連分野と業界ではモデル業務を実施している。今回のイベントは大連市

ユビキタスの発展と応用の雰囲気を築き、各方面の思想と知恵を集め、大連市

のこれからの情報化の更なる発展のために基礎を築いた。 

 フォーラムで講演をした専門家もわが市のユビキタス産業発展に対して意

見を出し、遼寧省公衆と重大装備ユビキタス工程技術センター主任林正博士は

“ユビキタスは技術革命・思惟革命・応用革命の結合と昇華、社会発展の必然

的なもので、応用は発展の駆動ではあるが、ユビキタスの内在価値は本心です。

交通運輸業界の構成特徴と現実需要がユビキタス発展の最適の応用分野とな

っている。”わが市はタクシー産業でユビキタス技術を通して優れた応用効果

を出している。大建智通信息服務有限公司の高級マネジメントエンジニアの紹

介によると、ユビキタス技術の利用により、タクシーの空車率が下がり、空車

率は 30％の効果を出し、7.5 万リットルのガソリンが節約され、毎日約 33.7

万元節約され、年間で 1.23 億人民元の節約を実現した。一人の運転手につき

毎日 10-20 元を節約することが可能。 

 

シリアスゲームと管理の可視化に関するフォーラム 

 8 月 23 日、大連ソフトウェア産業協会は“シリアスゲームと管理可視化に

関するフォーラム”を開いた。台湾及び大連地元企業の代表が会議に参加。 

 20 世紀 80 年代から、シリアスゲームは国内外の軍事・医療・工業・教育・

科技・研修などの試験分野で広く応用され、良い効果を出している。リアスゲ

ームは中国では初歩段階で、今回のシリアスゲームフォーラムを通して、会議

参加者はシリアスゲームの市場規模の広さと発展の方向を知ることができ、一

部の企業は類似製品を既に開発し、フォーラムでプレゼンを行った。 
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2010 年大連ソフトウェア･情報サービス企業納税政策説明会円満終了 

 8 月 19 日、大連ソフトウェア産業協会、大連ソフトウェア産業協会創業園

分科会、大連高新園区技術創業服務センター実施の“2010 大連ソフトウェア

及び情報サービス企業税収政策説明会”は円満に終了した。全市の 200 余のソ

フトウェ企業の代表が会議に参加した。講演者は実例と法令を通して、最新の

企業所得税法規、増値税・営業税の最新法規、個人所得税の最新法規等の内容

について詳細説明を行った。財政部の最新政策サービスアウトソーシング業務

に対して営業税免税の企業財税に関しても紹介を行った。会場は満員状態で、

企業の業務レベルの向上につながり、多くは 2009 年に開かれた会議参加後、

今年引き続き参加している企業である。 

 会員企業は大連ソフトウェア産業協会 www.dsia.org.cn 重要通知で資料を

ダウンロードしてください。 

 

協会と大慶ソフトウェアパークが協力覚書提携 

 大連と大慶ソフトウェア･情報サービス産業の交流と合作の促進のため、

2010 年 8 月 8 日大連ソフトウェア産業協会と大慶ソフトウェアパーク管理委

員会は協力覚書を結んだ。 

 大慶ソフトウェアパークは 200 社のサービスアウトソーシング企業が入居

し、国家科技部の批准で黒龍江省の唯一の“国家レベル計画ソフトウェア産業

基地”であり、08 年科技部火炬センターは全国 34 箇所のソフトウェアパーク

総合ソフトウェアパークが公表され、大慶ソフトウェアパークは 7位であった。 

 協力覚書では、交流体制の構築、関連イベントへの協力支援、“ソフトウェ

ア交易サイト”を活用し、大慶のソフトウェア企業が全国範囲での製品宣伝を

支援するなどの内容が盛り込まれている。大慶ソフトウェアパークで個人情報

保護評価を推進することも重要内容として盛り込まれた。 

 

 

個人情報保護業務委員会業務会議 

 8 月 20 日個人情報保護業務委員会審査会を開いた。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。個人情報保護業務委員会の各グ

ループが業務報告を行った。 

業務委員会は審査チームリーダから大連超勝信息服務有限公司･大連億聯網

絡有限公司・順軟科技発展（大連）有限公司・大連華鞍自動化系統有限公司・

大連大建科技有限公司科技教育培訓有限公司 5 社の個人情報保護業務の運用



 6

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。 

 委員会の各グループは業務報告を行った。法規グループは『大連市情報化個

人情報管理弁法』の状況と『個人情報保護規範』修正版及び個人情報保護評価

マネジメントの標準体系化の状況について説明；仲裁グループは近頃国内外で

起きた個人情報事故及び PIPA 企業のマークと個人情報保護方針改善の状況を

報告；教育研修グループは高等学校で授業開始について報告；宣伝グループは

PIPA の他地域展開の状況を報告；国際合作グループは JIPDEC との総合認証状

況の報告と JIPDEC の大連視察予定を報告した。 

 

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大連超勝信息服務有限公司

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 07 号] 

事業単位名称：大連超勝信息服務有限公司 

受理番号：PIPA07（10） 

審査員長：郭玉梅 

資料審査通過時期：2010 年 07 月 26 日 

現場審査通過時期：2010 年 08 月 17 日 

公示期限：2010 年 08 月 18 日から 2010 年 09 月 01 日まで 

 

2010 ソフトウェア･情報サービス企業従業員の給料に関する調査報告 

 

一、調査説明 

1、調査目的：協会会員企業の従業員の給料状況を把握し、産業の人力資源

のコストの評価、産業発展の促進ためのもので、関連機関と会員企業の

政策･計画作成のために参考資料を提供するまで。 

2、調査方法：アンケート調査 

3、調査時間：2010 年 8 月 19 日～8月 31 日 

4、調査実行機関：大連ソフトウェア産業協会諮詢服務部 

5、アンケート回収状況：有効回収率は 66.5％ 



 7

二、調査内容 

1、企業構成 

会社タイプ ％ 
民営株式会社 37% 
外商独資 33% 
合資/合作 10% 
国営企業 4% 
その他 16% 

 今回の調査に参加した企業には民営、合資、外商独資、国営等が含まれる。

全面的に各種企業の従業員の供与状況を反映することができる。 

2、会社規模 

会社規模 ％ 
50 人以下 57% 
50～100 人 20% 
100～200 人 7% 
200～500 人 8% 
500～1000 人 2% 
1000～2000 人 3% 
2000 人以上 3% 
ソフトウェアサービス業の多くの企業が中小企業で、今回の調査では 200

人以下の企業が 87％占めている。 

3、主な業務内容 

主な業務内容 ％ 
ソフトウェア開発 47% 
日本向け受注ソフトウェア 24% 
システムインテグレーション 10% 
日本向けデータ処理 9% 
アニメーションゲーム設計 3% 
インタネット付加価値サービス 3% 
その他 3% 
DTP  1% 
調査に参加した企業の主な業務内容はソフトウェア開発、日本向け受注ソフ

トウェア、データ処理、システムインテグレーション、アニメーションゲーム

設計などが含まれ、おおむねのソフトウェアサービス産業の常務内容が入って

いる。 

4、給料状況 

従業員タイプ 2008 年 2010 年 伸び幅 
大卒 1700 元/月 2007 元/月 18.05% 
卒業後 2 年以上 2753 元/月 3188 元/月 15.79% 
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平均給料 3320 元/月 3711 元/月 11.77% 

 

5、各タイプの企業の従業員の給料状況 

会社タイプ 大卒 卒業後 2年以上 平均給料 

民営株式会社 1757.4 2878.7 3386.1 

外商独資 1946.2 3269.2 3984.6 

合資/合作 2284.1 3552.3 4120.5 

国営企業 2220.0 3700.0 4240.0 

その他 1981.8 3027.3 3390.9 

 

6、各規模 

規模 大卒 卒業後 2年以上 平均給料 

100 人以下 1970.6 3198 3709.3 
100～500 人 2175.0 3025 3410.0 
500～2000 人 2016.7 3500 4333.3 
2000 人以上 2075.0 3375 4375.0 

 

7、主要業務別 

主な業務内容 大卒 卒業後 2年以上 平均給料 

ソフトウェア開発 2020.6 3202.9 3798.0 
日本向け受注ソフトウェア 2082.7 3367.3 3905.8 
システムインテグレーション 1925.0 3060.0 3210.0 
日本向けデータ処理 1995.2 2919.0 3411.8 
アニメーションゲーム設計 1800.0 2957.1 3142.9 
インタネット付加価値サービス 1860.0 2940.0 3180.0 
その他 1750.0 3250.0 4000.0 
ＤＴＰ  1728.6 2885.7 3200.0 

 

三、免責 

 本報告は大連ソフトウェア産業協会編成作成し、報告書中の文字、図表は中

国の法律と知的財産関連条例の保護を受ける。協会の書面許可を経ずに、いか

なる組織また個人は報告の内容をビジネス目的で使用してはならない。報告書

のデータはアンケート調査で取得し、調査方法及びサンプルに制限され、部分

的なデータであるので、全般状況の反映は難しい。報告書は参考資料として、

データの正確性に対しては法律的責任を負わない。 

大連ソフトウェア産業協会諮詢服務部 
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2010 年上半期日本情報サービス産業状態 

 日本経済産業省は毎月情報サービス産業の市場状況のデータを取っている。

これに基づいて、2010 年日本情報サービス産業の発展状況をまとめた。 

 2010 年上半期日本情報サービス産業は回復の兆しは現れていない。毎月の

売上高は 2008 年、2009 年を上回っていない。2010 年 6 月付け、日本情報サー

ビス産業は連続 13 ヶ月のマイナス成長を続けている。経済産業省の統計から

見ると、2010 年上半期の市場規模は 2008 年ほどではないが、2009 年の市場規

模に近づいている。また、IDC の推測では、2011 年マイナス成長は改善され、

市場規模は徐々に拡大する。日本情報サービス産業の規模は徐々に回復の道を

たどっている。 

 業内関係者の分析によると、IT サービス市場規模の縮小は主に、新開発プ

ロジェクトの凍結によるもので、企業の拡大を阻止し、IT サービスプロダク

トの値段は低下し、プロジェクト規模も小型化している。また、同産業の企業

間の競争がより激しくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1、2010 年上半期日本情報サービス産業売上高の前年比(単位：百万円) 

 日本情報サービス業は主に“ソフトウェアプロダクト”、“受注ソフトウェア”、

“システム等管理運営委託”、“計算事務等情報処理”、“データベースサービス”、

“各種調査”の六種類に分かれている。そのうち“ソフトウェアプロダクト”

にはゲームソフトウェアが含まれ、“受注ソフトウェア”にはシステムインテ

グレーションが含まれる。 

 “ソフトウェアプロダクト”は今年の初めから下落し続けている。6月の売

上高は同年比 12.4％低下し、ゲームソフトウェアの影響を強く受けている。

“受注ソフトウェア”の成長も不安定状態で、1 月、2 月はマイナス成長、3

月から徐々に回復し、6 月は同年比 5.5％増加している。システムインテグレ

ーション業務が恢復していることを示す。 

 “システム等管理運営委託”、“計算事務等情報処理”、“データベースサービ

ス”、“各種調査”の 2010 年上半期の成長も楽観ではない。“計算事務等情報処

理”は増加状態を保っているほか、他の種類は皆マイナス成長状態である。 

 詳細内容は大連ソフトウェア産業協会のサイトを参照のこと。 
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