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今 月 の 内 容 

 

協会通知 大連ソフトウェア産業協会第三回理事会において理事長・副理事

長・秘書長の決定について 

     大連ソフトウェア産業協会第三回理事会において理事長・副理事

長名についての通知 

     電力産業情報化応用と IT 企業商談会の開催についての通知 

PIPA 業務 PIPA 公示 

東軟信息学院個人情報保護課程の開催について 

業界活動 2011 大連ソフトウェア企業知的財産保護セミナーの開催について 

     旋盤産業情報化応用と IT 企業イノベーション商談会 

業界情報 大地震により情報産業の受けた影響について 

2011 年 1－3 月ソフトウェア業経済運営状況について 

双軟認定 大連ソフトウェア産業構成調整 

     2011 年大連市第二回ソフトウェア企業認定に関する公告 

 

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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大連ソフトウェア産業文件 
大軟協[2011]003 号 

                                     

 

大連市ソフトウェア産業協会第三回理事会において理事長・副理事長・秘書

長決定についての通知 

 

各会員単位： 

「大連ソフトウェア産業協会規定」により、2011 年 4 月 19 日に“大連ソフト

ウェア産業協会第三回理事会第 1回会議”において大連ソフトウェア産業協会

第三回理事会の理事長・副理事長（15 名）・秘書長が決定された。詳細は添付

資料を参照のこと。 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2011 年 4 月 28 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送付先：大連市民政局・大連市経済・信息化委員会・中国ソフトウェア産業協

会 

CC：各ソフトウェア産業協会 
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添付資料： 

 

大連ソフトウェア産業協会第三回理事会理事長： 

大連百易軟件股分有限公司 李遠明 取締役・総裁 

 

大連ソフトウェア産業協会第三回理事会副理事長： 

大連軟件園股分有限公司                     高 炜  総裁 

大連華信計算機技術股分有限公司             劉 軍  取締役 

東軟集団（大連）有限公司                   余克清 総経理 

大連ソフトウェア産業協会                   孫 鵬 

大連東軟信息学院                           温 濤   院長 

億達信息技術有限公司            鄭時雨 総経理 

海輝軟件（大連）有限公司          郗洪濤 副総経理 

大連現代高技術発展有限公司         羅 寧 総経理 

花旗数据処理（上海）有限公司大連分公司   李遠剛 総経理 

大連奥遠電子有限公司            胡剣峰 総経理 

大連環宇移動科技有限公司          趙 景 総経理 

大連口岸物流科技有限公司          李光輝 取締役 

大連創盛科技有限公司            謝銀茂 総経理 

大連博濤多媒体技術股分有限公司          肖 迪   総経理 

大連公衆信息産業有限公司                   王学通 取締役 

 

大連ソフトウェア産業協会秘書長：丁宗安 
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大連ソフトウェア産業文件 
大軟協[2011]004 号 

                                    

 

大連ソフトウェア産業協会事務職任命にかんする決定 

各会員単位： 

協会の業務の必要性に応じて、協会理事長により下記の任命が決定された： 

孫鵬を大連ソフトウェア産業協会の常務副理事長に任命する； 

大連軟件園股分有限公司・大連市軟件服務外包研究院火耀高・大連市高新技

術創業服務中心史を副秘書長に任命する。 

 

尹宏を大連ソフトウェア産業協会副会長に任命する 

趙金秀を大連ソフトウェア産業協会資質認証弁公室主任に任命する 

曹剣を大連ソフトウェア産業協会 PIPA 弁公室主任に任命する 

王開紅を大連ソフトウェア産業協会教育研修部部長に任命する 

牟楠を大連ソフトウェア産業協会諮詢服務部部長に任命する 

常偉を大連ソフトウェア産業協会国際合作部部長に任命する 

藩暁敏を大連ソフトウェア産業協会ネット情報部部長に任命する 

 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2011 年 5 月 16 日 
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電力産業情報化応用と IT 企業商談会の開催についての通知 

 

各会員単位 

わが市の工業と情報化融合の促進のため、我が市の各産業・各分野の企業と

IT 企業のマッチングを協会するため、情報化応用と情報産業、大連市経済と

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“電

力産業情報化応用と IT 企業商談会”は 5月 27 日に開かれることになった。情

報化専門家を招き、電力産業の情報化発展状況とニーズ状況についての紹介と

“情報サービス管理”をテーマとした内容も紹介される。下記どおり案内する。 

一、日時と場所 

 2011 年 5 月 27 日 午後 14：00～16：00 

大連市信息ビル 310 室（西崗区勝利路 38 号） 

二、問い合わせ先：大連ソフトウェア産業協会 牟楠 83655181 

         大連市計算機学会     楊永達 84342214 

三、申込方法 

1、会議参加希望者は申込書ををmunanmail@gmail.comまで送り願います。 

2、申込書は協会サイトよりダウンロードしてください。 

 

 

2011 大連ソフトウェア企業知的財産保護セミナー 

わが市のソフトウェア企業の知的財産の保護能力を高めるため、ソフトウェ

ア企業の知的財産に関する業務レベルと知的財産に関わる紛争への対応能力

のため、大連ソフトウェア産業協会・大連市版権保護協会、大連ソフトウェア

知的財産保護サービスセンターは 4 月 26 日の“世界知的財産日”当日に“大

連ソフトウェア企業知的財産保護セミナー”を催した。版権協会・弁護士事務

所・特許代理会社の専門家がソフトウェ企業の知的財産管理・法律での対応方

法などについて紹介した。30 社余の企業が今回の会議に参加した。また、会

議参加企業にデジタルタイムスタンプを贈呈。 
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東軟（Nuesoft）情報学院で個人情報保護課程開催 

 大連大学に引き続き、大連東軟信息学院は我が国において二番目に個人情報

保護課程を開催することになった。東軟信息学院の個人情報保護課程は 5 月

14 日に開催される予定。東軟信息学院は IT 応用型大学として、主に全国 IT

企業向けに人材を育成している。今回個人情報保護課程の導入において、主に

個人情報保護マネジメントの具体的な構築方法を内容とし、ソフトウェア・サ

ービス企業向けに個人情報知識を熟知する人材が育成され、アウトソーシング

企業の需要を満たすことになる。 

 

 

旋盤産業情報化応用と IT 企業イノベーション商談会 

4 月 14 日、大連経済と情報化委員会主催、大連ソフトウェア産業協会、大

連市計算機学会が協力した“旋盤産業情報化応用と IT 企業イノベーション商

談会”は円満終了した。理工控制・億達情報・天翼信息・康百克等 9 社の企業

が専用旋盤・乾億重工・光洋鍵など 9社が商談交流を行った。今回の旋盤産業

の商談会は“大連市伝統産業と IT 産業商談会”のシリーズイベントの一環で

ある。わが市の工業と情報融合の促進、わが市の工業と情報化融合の促進のた

め、我が市の各産業・各分野の企業と IT 企業のマッチングを強化するため会

議である。 

 

 

日本の東北大地震が情報サービス業に与える影響について（四） 

2011 年 3 月 11 日、日本の東北海域でマグニチュード 9の大地震が起き、津

波が発生し、大きな損害を出している。大地震から一ヶ月以上が経ち、短期的

影響は既に現れている。製造業のサプラインチェーンの中断により、自動車・

電子・機器産業が大きな被害を受けている。 

日本内閣府の 3 月 23 日に公布した資料によると、大地震により、企業の生

産設備に損害が出て、生産能力が落ちている。サプラインチェーンに大きな損

害が出ている。2011 年の実質 GDP は 2.75 億円減り、同期比 0.5％減少すると

予測している。 

詳細内容は中日サービスアウトソーシングを参照のこと 
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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大連光進技術有限公司が提

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。 

[PIPA2011 第 06 号] 

事業単位名称：大連希潽可拇科技開発有限公司 

受理番号：PIPA02（11） 

審査員長：郭玉梅 

資料審査通過時期：2011 年 03 月 23 日 

現場審査通過時期：2011 年 04 月 11 日 

公示期限：2011 年 04 月 11 日から 2011 年 04 月 26 日まで 

 

 《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光進技術有限公司が提

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。 

[PIPA2011 第 0７号] 

事業単位名称：大連東日信科技有限公司 

受理番号：PIPA18（10） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2011 年 03 月 23 日 

現場審査通過時期：2011 年 04 月 18 日 

公示期限：2011 年 04 月 18 日から 2011 年 05 月 03 日まで 

 

 《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光進技術有限公司が提

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。 

[PIPA2011 第 08 号] 

事業単位名称：大連海融科技発展有限公司 

受理番号：PIPA03（11） 

審査員長：孫毅 

資料審査通過時期：2011 年 04 月 25 日 

現場審査通過時期：2011 年 04 月 28 日 

公示期限：2011 年 04 月 28 日から 2011 年 05 月 13 日まで 
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工業と情報化部第一四半期のソフトウェア業経済運営業況を公布 

2011 年の第一四半期の我が国のソフトウェア産業の収入は安定成長を維持

し、輸出とアウトソーシング発展状況も良く、産業構成も調整されつつある。

以下特徴を持つ。 

一、収入の安定成長、伸びは去年より速い 

 2011 年第一四半期、我が国のソフトウェア産業は 3454 億元の収入を得た。

同期比 27％伸びた増加の速度は同期比 1.3％上がった。 

二、データ処理と運営サービスの伸びが目立ち、IC 設計の伸び下落 

 第一四半期、ソフトウェア産業のデータ処理と運営サービスの収入は 399

億元。同期比 40.1％伸び、全産業の 13.1％の伸び率より高い。 

四、ソフトウェア輸出安定成長を保ち、アウトソーシングサービス迅速発展 

 全国ソフトウェア輸出は 67.5 億ドル、同期比 24.3％伸び、去年より 2.6％。

ソフトウェアサービスの輸出額は 10.6 億ドル、同期比 50.9％、増加の速度は

同期比 24.9％伸びた。 

五、中心都市のソフトウェア産業の成長は全国をリード 

中心都市はソフトウェア産業発展の集中地帯として、第一四半期、全国 15 の

副省レベル都市のソフトウェア収入は 1747 億元に達し、同期比 33.3 増加。 

六、重点観測企業は安定成長 

第一四半期、工業と情報化部が重点観測しているトップ 100 の企業はソフトウ

ェア業務収入は 648 億元実現し、同期比 22％伸びた。 

2011 年 1－3 月計画単独市ソフトウェア産業主要経済数値 

2011 年 1－2月計画単独市ソフトウェア産業主要経済数値（一） 

単位：万元

ソフトウェア業務の収入 ソフトウェア製品収入 
システムインテグレーショ

ンと保守収入 名称 企業数 

累計 同期比% 累計 同期比% 累計 同期比% 

合計 9667 17469813 33.3 6749284 30.7 3566857 29.1 

大連市 420 1274791 28 590316 29 221977 24 

寧波市 413 279740 31 48055 20 49434 21 

アモイ市 586 606869 22 180777 20 104179 21 

青島 191 631555.88 79 20804.29 23 138539.61 154 

シンセン市 1550 5256847.6 18 2353012.9 19 792608.7 14
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わが市ソフトウェア産業構造調整に効果現れる 

2008 年の金融危機で、わが市の対外依存型のソフトウェア・情報サービス

産業は大きな打撃を受けた。2009 年“リスク対抗、成長維持”を経て、2010

年には産業構造調整を目標に掲げ、国際市場の開拓、下流工程から上流工程へ

の発展を目指し、ITO 業務から BPO 業務への拡大、国内市場の積極的開拓し、

イノベーション型発展の路を目指す。 

終了したソフトウェア企業の年度審査の統計によると、わが市のソフトウェ

ア産業構成転換状況が現れ、下記の特徴が現れている。 

一、産業規模拡大しつつ 

 2010 年に認定を受けたソフトウェア企業は 10％増加し、年度審査をパス

した企業も前年比 3.7％上昇、例年減り続けた状態に終止符が打たれた。売

上高は 36％増加、前年同期比 15％増加。 

二、イノベーション能力の強化、ソフトウェア製品開発数量増加 

 2010 年新規登録ソフトウェア製品は 450 件に達し、同期比 7％増加。登録

数は 4 年連続 400 件を超えている。全国でも北京・上海・シンセン・広東・

セッコウ・四川に続き 7位に位置する。 

三、国内市場の割合増加 

 2010 年わが市のソフトウェア産業売上高のうち、国内市場の売上高は増

加し、同期比 4.5 倍増え、市場転換の効果が現れている。 

四、企業規模拡大 

 2010 年わが市の企業平均従業員数は 133 人、同期比 24％増加。日本の情

報サービス企業の平均従業員数を超えている。企業の平均売上高も同期比

31.3％上昇。 

五、効率アップ 

 自主開発のソフトウェア製品の増加につれ、企業の生産経営力も高められ、

わが市のソフトウェア企業の平均（従業員一人）16.4 万元、同期比 6％増加

し、史上最高に達した。 

六、輸出増加しつつ、国外業務の特色は保ちつつ 

 2010 年わが市のソフトウェア製品輸出の売上高は増えつつ、同期比 13％

増加、輸出額は全体の 54％を占める。 

七、産業規模の拡大、市場開拓は当面の急務 

 報告書ではわが市のソフトウェア・情報技術サービス産業全体規模は小さ

く、認定を受けたソフトウェア企業も多くなく、全国 1％しか占めていない

ことが示されている。国家企画内重点ソフトウェア企業は 3社（全国で 240

社）、大量のソフトウェア製品を開発しているが、営業能力の不足により、

70％以上の国内市場向けのソフトウェア製品は全体売上高の 58％しか占め

ていない。2011 年ソフトウェア産業協会の業界目標は市場開拓である。市

場開拓の施策を策定している。 

『2010 年ソフトウェア企業統計報告』詳細は大連ソフトウェア産業協会サ

イトを参照のこと。 
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