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2011 中国ソフトウェア交易年会に関する通知 

各関連単位 

 中国国際ソフトウェアと情報サービス交易会・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“2011 中国ソフトウェア交易年会”は 2011 年 6 月 17 日に大連で開催され

る。今回の年会はソフトウェア製品開発・ソフトウェア製品エージェント・SI

業が一堂に会し、交流を通して、供給と需要の有効結合を実現することを目的

に、ソフトウェア企業が地域を超えた協力を促進する。各関連単位の積極的参

加をお待ちする。 

一、 日時と場所 

 2011 年 6 月 17 日午前 9：00－11：30 大連世界博覧広場 7号 

二、 会議形式 

1、主催側は国内外のエージェント向けに商談用テーブルを提供し相互の一

対一の交流を通して企業間の合作を促進する。 

2、ソフトウェア製品の代理を求めている企業は会場で、国内外のエージェ

ントと自由交流ができる。 

三、 会議の特色 

1、ソフトウェアと各地ソフトウェア産業協会のリソースを基に、知名度の

高いソフトウェア企業が参加； 

2、商談できる場所の提供により、双方は一対一の交流ができる； 

3、米・日・インド・等の企業が会議に参加し、ソフトウェア企業の国際交

流を促進 

四、 応募方法 

1、会議参加の申請表の記入 

2、申請表はE-mailでmunanmail@gmail.comまで送付。 

3、応募締め切りは 2011 年 6 月 2 日まで 

五、 問い合わせ先 

 担当：牟楠 

 電話：0411-83655181 

 会議参加申請表は大連ソフトウェア産業協会ウェブサイト：

www.dlsia.org.cn重要通知を参考。 
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2011 中日 BPO フォーラムに関する通知 

中日 BPO 分野の交流の促進のため、業界経験を分かち合うため、2010 年中

日 BPO フォーラムが成功開催され、2011 年引き続き中日の業界専門家・管理

者と共に BPO 業務発展の新動態を討論する。今年は日本貿易振興機構・大連ソ

フトウェア産業協会の専門家がマクロ的に BPO 市場の発展状況を分析する。ま

た、Softbank 大連子会社及び黒竜江省中錫慧の責任者が企業での BPO 業務の

展開状況を紹介する。 

会議の内容 

名称：2011 中日 BPO フォーラム 

日時：2010 年 6 月 17 日 午後 14：00～16：30 

形式：1、講演 

2、参加者交流 

主催単位：中国国際ソフトウェア・情報サービス交易会 

     東北ソフトウェア・情報サービス業聯盟 

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 

参加者：ソフトウェア及び情報サービス業：BPO 業務を従事する企業（BPO、

DTP、CAD、データ入力など） 

日時 講演ゲスト 

14：00-14：05 挨拶 1 

14：05-14：10 挨拶 2 

14：10-14：40 大連ソフトウェア産業協会常務副会長孫鵬 

“中日 BPO 業務での協力協議” 

14：40-15：10 軟銀芘爱思（大連）科技有限公司総経理 大塚泰弘 

“日本企業が大連での新型 BPO の展開” 

15：10-15：20 休憩 

15：20-15：50 日本貿易振興機構大連事務所経済信息部部長 淵田祐介 

“日本企業の西安・無錫での BPO 業務展開状況” 

15：50-16：20 黒竜江省中錫慧科技有限公司副総経理馬維義  

“BPO 業務展開の方法 O” 

16：20-16：30 質疑応答 

問い合わせ先 

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協会ウェブサイト www.dlsia.org.cn を参照

のこと。 
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海事業界情報化応用と IT 企業マッチング交流会 

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“海

事業界情報化と IT 企業商談会”は 6月 24 日に開かれる。 

一、会議主要内容 

1、講演内容：製造業 ERP 講演者：劉暁氷 

2、講演内容：遼寧海事局信息化状況紹介 講演者：丁超 

3、交流 

二、日時 

 6 月 24 日 呉語 14：00－16：00 

 大連市信息ビル 310 室 

三、海事業界情報化状況 

 海事業界の情報化応用は 20 世紀 90 年代後半から使用され、10 数年の構築

を通して、海運事業と各地の港経済の発展及び港運安全と環境保護への認識の

高まりにつれ、海運事業の発展は情報化と掛け離れなくなっている。 

 海事管理の対象は人・船・貨物があり、データ通信量が大きく、データ享受

性に対する要求が高などの特徴が見られる。 

四、会議応募方法 

 1、会議参加者は参加申込書をmunanmail@gmail.com

  2、申込書は協会のサイトでダウンロード 

 3、連絡先：大連ソフトウェア産業協会 牟楠 電話：83655181 

 

 

2011 年 1－4 月ソフトウェア業経済運営状況について 

2011 年 1－4 月、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 

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 

三、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 

四、西部ソフトウェア産業発展迅速、中部は全国レベルより低い 

五、中心都市のソフトウェア産業の成長は全国をリード 

詳細内容は大連ソフトウェア産業協会サイトを参照ください 
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大連ソフトウェア・情報サービス産業“個人情報保護安全調査アンケート”

実施に関する通知 

今年の三月、国家工業と情報化部は“情報安全個人情報保護指南”の意見請

求稿を公布した。大連は初の“個人情報保護モデル都市”であり、企業向けに

初の“個人情報保護認証”を実施し、日本の P-MARK と相互認証を遂げた都市

でもある。個人情報保護では全国の先を進んでいる。大連市政府の 2008 年末

に公布した文書では個人情報保護認証を受ける企業に対して補助をし、企業の

個人情報保護への取り組みを積極に支持している。 

 2010 年時点で、既に 80 社余の企業が PIPA 認証を受けている。認証としは

北京・上海・西安・大慶・広州など 10 余ある。大連市の個人情報保護業務の

よりよく展開のため、企業の個人情報安全状況を把握のため、健全した個人情

報保護マネジメントの構築、大連ソフトウェア産業協会は国内外の個人情報に

おける注目内容を元に“個人情報安全調査アンケート”を設計した。アンケー

トを元に“企業個人情報安全業況統計分析報告”を作成する。会員企業の責任

者にアンケートに協力していただきたい。 

大連ソフトウェア産業協会 PIPA 事務局：常偉 

電話：0411-83655181 E-mail：changw@dsia.org.cn

『企業個人情報安全調査アンケート』は協会のサイトにてダウンロード願いま

す。 

 

 

電力産業情報化応用と IT 企業マッチング交流会円満終了 

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 日円満終了した。百名余の企業

代表が会議に参加した。主催側が招いた大連交通大学郎慶斌教授は『信息服務

管理規』のテーマ講演を行った。講演では IT・サービス管理・情報サービス

管理三者の基本概念を詳細した。また、ITIL 流れ、ITSM 実施プロセス、ISO2000

と ITSM の同異、情報サービス管理標準の原則及び内容などを紹介した。大連

供電公司楊万清主任は“国家電力三集五大建設計画”をテーマとして講演を行

った。ソフトウェア企業のために、電力産業での情報化応用をも紹介した。ソ

フトウェア企業の業務展開にビジネスチャンスを提供した。また、会議後参加

者と専門家は情報サービス管理標準の実施及び電気産業の情報化応用につい

て熱い討論を交わした。 
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『信息服務管理規範』大連市の情報技術推進応用優秀省を獲得 

 “工業と情報化融合”戦略の実行のため、わが市の情報社会建設を強化する

ため、大連市信息化グループは 2008 年～2010 年間の大連市情報技術推進応用

優秀項目を表彰した。先進団体、先進個人のうち、155 件が優秀項目、105 の

組織・部門が先進団体、243 名が優秀個人として選ばれ、大連ソフトウェア産

業協会編集・運用している『信息服務管理規範』は大連市情報技術推進応用優

秀賞を獲得した。 

 

 

企業個人情報保護 E-learning 正式運用開始 

大連ソフトウェア産業協会と北京日立北工大学信息系統有限公司（HBIS）が

共同作成したオンサイト版“個人情報保護シリーズ講座”が 6 月に完成され、

正式使用されることになった。個人情報保護認定企業向けに作成した

E-Learning であり、企業の個人情報教育に必要とする“個人情報保護マネジ

メントの重要性”；“個人情報保護認証関連紹介”及び個人情報保護マネジメン

トに関する内容が含まれている。教育の効果を測定するテストも含まれている。

E-learning を通しての教育及び教育後のテストは審査の一環として認められ

る。2010 年 6 月 15 日から 9 月 30 日まで、企業向けに無料体験を受け付けて

いる。 

連絡先： 

北京日立北工大信息系統有限公司 系統集成部教育課 張志敏 孫擁 

電話：010-51908103/104/105-287・372 

E-mail：zhang-zhimin@hbis.com.cn;sun-yong@hbis.com.cn
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