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今 月 の 内 容 

協会通知 一部企業の入会に関する通知 

2011 大連ソフトウェアおよび情報サービス企業税務徴収政策に関

する説明会 

造船産業情報化応用と IT 企業の交流会についての通知 

PIPA 業務 個人情報安全アンケート調査報告（まとめ） 

協会活動 日本野村総研が協会訪問、中日 BPO 産業発展状況について討議 

     中国クラウド応用と産業発展サミットが大連において開かれた 

     2011 西安サービスアウトソーシング（大連）推進会円満終了 

     中日製造業企業情報化応用サミット円満終了 

     システムインテグレーション 2011 監督検査申し込み及び関連政策

説明会が開かれた 

     大慶―大連サービスアウトソーシング産業マッチング会議円満終

了 

業界情報 パブリックコメント募集：『インタネット情報サービス管理規定

（意見請求稿）』 

     システムインテグレーションと工程監督管理認定資格を獲得 

双軟認定 2011 年大連市第四回ソフトウェア製品認定に関する公告 

 

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/

 1

http://www.dlsia.org.cn/
http://www.pipa.gov.cn/


一部企業の入会に関する通知 

大軟協［2011］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。 

  大連卓創信息技術有限公司    大連東軟信息服務有限公司 

  哥倫布（大連）科技有限公司   大連公衆信息産業有限公司 

  豊田通産電子（大連）有限公司  大連環宇移動科技有限公司 

  大連商脈無限科技有限公司    大連中科天健信息技術有限公司 

  遼寧金晟科技発展有限公司    大連高新園区安博希望培訓学校 

  大連宇興科技有限公司      大連星脈科技有限公司 

  大連镁澋科技有限公司      大連百易軟件股分有限公司 

  大連新生代科技有限公司     大連速購科技有限公司 

  大連愛凱系統集成有限公司    大連騰毅科技有限公司 

  前哨信息技術（大連）有限公司  豊園科技服務（大連）有限公司 

  簡柏特（大連）有限公司     阿凡達数字視覚科技発展有限公司 

  大連理工大学軟件学院      大連量天科技発展有限公司 

  大連理工計算機控制工程有限公司 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2011 年 8 月 

 

 

2011 大連ソフトウェアおよび情報サービス企業税務徴収政策に関する説明 

 

各関連会員： 

 ソフトウェア・情報サービス産業の迅速発展のため、国家関連部門は産業発

展を激励する税務優遇政策を出している。企業がよりよく最新の税務政策を把

握できるため、協会では“2011 大連ソフトウェア・情報サービス企業税務徴

収政策に関する説明会”を開催することになった。各企業の積極的な応募を募

集し、説明会を通して現在実行の税収政策を理解してもらうことが主旨である。 

日時：2011 年 8 月 23 日 13:30－16:00 

会場：追って連絡する。 

連絡先：牟楠     電話：0411－83655181 13889509660 

参加費用：無料 

申し込み表は協会のサイトにてダウンロードください。 
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造船産業情報化応用と IT 企業の交流会についての通知 

 

各会員企業： 

 わが市の“工業と情報化の更なる融合”と情報化発展を促進するため、わが

市の各産業の情報化・各分野と地元 IT 企業のマッチングの強化のため、情報

化応用と情報産業連動発展の形成、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・大連計算機学会実施の“造船産業情報化応用と IT 企業の

交流会”は 8月 26 日に開かれる。 

一、会議の内容 

1、主催側の挨拶 

2、専門家による報告Ⅰ：情報資源管理 講演者：高復先 

3、専門家による報告Ⅱ：造船産業情報化 講演者：何少川 

二、日時と会場 

 日時：2011 年 8 月 24 日 14:00～16:00 

 会場：大連市信息ビル 310 会議室（西岡区勝利路 38 号） 

三、会議の申し込み 

1、協会会員優先 

2、参加費：無料 

3、連絡先：牟楠 

4、電話：0411－83655181 

5、会議参加者は申込書をmunanmail@gmail.comまで送りください。 

6、会議申込書は協会のサイトにてダウンロードください。 

 

 

日本野村総研が協会訪問、中日 BPO 産業発展状況について討議 

 

2011 年 7 月 19 日、大連ソフトウェア産業協会孫鵬常務副会長が日本野村総

合研究所取締副会長と会見をした。中国情報サービスアウトソーシング産業の

産業雰囲気・大連 BPO 産業規模・BPO 産業発展における問題点を理解すること

が今回訪問の主旨である。 

野村総研福会長は孫鵬常務副会長と共に中日の BPO 産業発展趨勢について

意見を交換し、ソフトウェア・情報サービスアウトソーシング産業の発展に関

しては丁度 ITO が BPO に転換する時期に達し、これから BPO 産業の発展空間は

大きく、また、BPO 業務も下流から高級業務へと徐々に転換される。 

去年から、野村総研・野村證券などの日系企業が大連に入居し、財務・人事・

金融製品など高級 BPO 業務を大連に移管し始めている。大連の BPO 産業のレベ

ルアップにつながる。日本 BPO 業務の移管について、これから大連は素晴らし

い産業環境、豊富な日本語人材により、真っ先に選ばれる拠点となるであろう。 
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中国クラウド応用と産業発展サミットが大連において開かれた 

 

 8 月 5 日、大連経済と情報化委員会の指導のもと、曙光信息産業股分有限公

司主催、大連ソフトウェア産業協会・大連市計算機学会実施の“中国クラウド

応用と産業発展サミット”は大連星海暇日ホテルで開かれた。100 社余のソフ

トウェア企業が今回の会議に参加した。クラウドは最初のコンセプト導入から、

応用へと結びついてきている。産業チェンの各方面の努力、実施可能の運営を

模索する必要がある。“シティークラウド”の建設は政府の情報化問題を解決

する手段と方法を提供した。デジタルシティ・スマートシティ実現のためのプ

ラットフォームを提供し、都市化と情報化の融合に大きな役割を果たした。曙

光公司はクラウドソリューション解決部マネージャ曹連雨は会議で、曙光シテ

ィークラウド及び重要技術を紹介し、曙光シティークラウドは曙光 Elastic 

Cloud 企業レベルに基づき構築したのもである。クラウド計算・クラウドバッ

クアップとクラウドセキュリティが含まれ、クラウド資源調整管理システムに

より、都市と業界のデータを調整し、融合し、完備したシティークラウドシス

テムを構築する。 

 

 

2011 西安サービスアウトソーシング（大連）推進会円満終了 

 

8 月 5 日、西安市人民政府主催、大連ソフトウェア産業協会協力の“2011

西安世界芸園博覧会―西安旅行・サービスアウトソーシング（大連）推進会”

がシャングリラホテルで開かれた。西安市常務副市長岳華峰が西安芸園博覧会

の紹介を行った。西安市商務局副局長李志軍は西安サービスアウトソーシング

産業発展状況を紹介した。国家サービスアウトソーシング模範都市として、西

安のサービスアウトソーシング産業の発展は迅速で、2010 年、西安の請負っ

たオフショア業務額は 2.92 億ドル、同期比 30.11％増加。前年度の営業額は

459 億元超。今年上半期、西安市の国際サービスアウトソーシング契約金額は

1.78 億ドル、同期比 34.3％増加、契約実行金額は 1.73 億ドル、同期比 54.8％

増加。現時点、全市のソフトウェア・情報サービス企業は 1000 社を超え、従

業員は 9万に達し、1000 人規模の企業は 10 社を超え、サービスアウトソーシ

ング研修機構は 40 余、業務対象地域・国は 48 箇所に達している。西安と大連

はマーケット・人材などにおいて幅広い交流をしてきた。百社余の大連サービ

スアウトソーシング企業が会議に参加した。 
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パブリックコメント募集：『インタネット情報サービス管理規定（意見請求

稿）』 

 インタネット情報サービスへの管理の強化のため、インタネット情報サービ

ス提供者とユーザの利益保護のため、工業と情報化部は『インタネット情報サ

ービス管理規定（意見請求稿）』を起草した。只今パブリックコメント募集中、

締め切りは 8月 11 日。 

 『管理規定』の詳細内容は協会のサイトは参照のこと。 

 

 

中日製造業企業情報化応用サミット円満終了 

 

7 月 14 日、大連市経済と情報化委員会指導のもと、日本アジア商務企画有

限公司主催、大連ソフトウェア産業協会・大連市計算機学会など組織の協力の

基“中日製造業企業情報化応用サミット”が大連フラマホテルで開催された。

今回のイベントは 2011 年“大連市伝統産業と IT 企業マッチング交流シリーズ

活動”の一環で、第五回のイベントである。会議では Neusoft 株式会社・東洋

Business Engineering 株式会社・Class technology 株式会社・日本 IBM 株式

会社・新日鉄 Solutions 株式会社・富士通 BCL 有限公司の代表が自社の最新製

造業情報化ソリューションと製品を紹介した。300 余の大連地元企業とソフト

ウェア企業が会議に参加した。 

 日本は製造業大国であり、製造業の情報化では多くの経験を積み重ね、多く

の優れたソリューションと製品を有し、今回の会議を通して、ソフトウェア企

業と製造業企業の交流の場を提供し、製造業間の交流を強化した。また、今回

のサミットは日本ソフトウェア企業と大連地元のソフトウェア企業の交流と

協力の場を提供し、双方は国内業務のサービスとソフトウェア開発などについ

て交流を行った。今回のサミットは吉林・西安・四川・上海・山東省などのソ

フトウェア企業も参加し、日本および大連と企業とも交流を行った。 

 編集者：中日製造業企業情報化応用サミットの成功は、主催側の元だけでな

く、伝統製造業とソフトウェア産業企業が会議に対する満足でもある。日本の

産業の第二回の転移により、今回のサミットは下記のような啓示をした。まず、

日本の企業の移転により、中国において独立した情報化マーケットの成り立ち、

今回大連開発区から参加している 100 社余の製造業のほとんどは日系企業。ソ

フトウェア企業が当分野への参入のチャンスを提供した。次に、今回の日本の

産業転移は前回の下流工程とは異なり、上流工程の技術・製品も中国に移転し

つつある。日本企業が持ってきたＰＬＭなどの工業ソフトウェアはわが市製造

企業の興味を引いた。これは、わが市の製造業情報化のＥＲＰに続き新なた発

展方向である。また、ソフトウェアはサービス、日本の関連技術・製品は協力

協議を通してローカル化及びサービス行う必要があり、協力協議を通してわが

市のソフトウェア情報サービス企業はソフトウェア開発のレベルが高められ

る。すでに、大連華鉄海興・氷山天翼等は日本の関連企業と接触し、交流を深

めている。 
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2011 年システムインテグレーション監督検査申し込み及び関連政策説明会が

開かれた 

 

 工業と情報化部『2011 年度計算機情報システムインテグレーション企業資

質監督検査実施についての通知』の要求に従い、協会のシステムインテグレー

ション分科会は7月14日に2011年システムインテグレーション監督検査申請

及び関連政策説明会を開いた。会議では軟件処責任者を招き、2011 年監督検

査申請の注意事項及び関連政策の説明を行い、会員企業約 80 名が会議に参加

した。 

 

 

大慶―大連サービスアウトソーシング産業マッチング会円満終了 

 

 7 月 21 日、大慶市経済合作促進局・大慶高新技術産業開発区・大連ソフト

ウェア産業協会主催“大慶―大連サービスアウトソーシング産業マッチング

会”が円満終了した。大慶と大連は国家レベルのサービスアウトソーシング都

市であり、双方の交流合作のできる分野は広く、今回のマッチング会の主旨も

双方企業に交流と合作できる場を提供すること。大慶には 413 社のサービスア

ウトソーシング企業があり、従業員は 22700 人、大慶サービスアウトソーシン

グ産業パーク・大慶ソフトウェアパーク・黒竜江省ソフトウェアパークなど四

つのパークがある。2010 年大慶は 21 の国家レベルサービスアウトソーシング

モデル都市において第十位。すでに、大慶の 3 事業者が大連で支社を設立し、

大連の 4事業者が大慶ソフトウェアパークに入居している。 

 会議では、まず、大慶高新区責任社より大慶サービスアウトソーシング産業

発展の状況及びサービスアウトソーシング企業が大慶に設立される場合“一免

税 6補助 6奨励”の関連優遇政策が紹介された。大慶石油化学公司の情報化セ

ンターの責任者が“錬鉄企業の情報技術アウトソーシング”をテーマとするし

テーマ演説を行った。会議参加社向けに、石油化学企業の情報技術サービスに

おける需要を紹介した。なた、講演の中では重点的に石油化学企業の一二期 5

カ年計画では百億元を投入し情報システム建設の情報を紹介した。より多くの

ソフトウェア企業が石油化学情報化応用の開発に加わってほしいと望んでい

る。大連油田公司の開発部責任社は大慶の石油状況・石油サービスアウトソー

シングの情報、協力協議可能な部シャンなどを詳細に紹介された。石油化学業

界と油田企業の需要の公布、今回会議のマッチングの焦点なり、大連企業が石

油業界開拓の参考情報と業界進入の機会を提供した。 

 “団体訪問”という形を通して、他省の関連企業と交流を行うことにより、

わが市のソフトウェア企業の国内市場開拓を支援。“団体訪問”は会員企業か

ら歓迎され、20社近い大連企業代表者と大慶の60社企業がマッチングを行い、
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大連網太信息技術有限公司の田少鵬は“協会が催した今回のイベントを通して、

大慶市場開拓の場を提供してくれた。今まで、大慶企業はアウトソーシング業

務が必要だと思っていたが、今回の会議を通して、大慶のソフトウェア企業は

石油化学産業の業務を引き受け、その業務を他へアウトソーシングする必要が

あることをわかった。大連企業は技術・人材・コストなどで優れている。先ほ

ど大慶明達違璽公司と石油化学公司のアウトソーシングプロジェクトを交流

し、更なる協力の意向を示した。”と話された。また、大連企業代表団は鉄人

王進喜記念館・大慶サービスアウトソーシング産業パークを見学し、大慶市副

市長任貴生からの食事にも招待された。 

編集者：関連企業の“団体”構成で、大慶地元のユーザ及び同業者と交流を行

い、これは会員企業の国内市場開拓を手助けする重要措置である。伝統業界の

ユーザとマッチングすることにより、ソフトウェア企業が東北旧工業基地振興

への参入、工業と情報化融合に参入する重要なルートである。イベントを通し

て、大慶には巨大な情報化需要があり、中国石油の十二五ヵ年計画だけでも情

報化投資は 100 億に達し、マーケットも完全開放されている。大慶のサービス

アウトソーシング産業発展はわが市の企業に対して低コストで、競争力を高め

る機会を提供し。地元の企業との合作により、より多く業務を請負うことがで

きる。 

 

 

システムインテグレーションと工程監督管理認定資格を獲得 

 

 『計算機情報システムインテグレーション企業資質と情報システム工程管理

単位資質審査機構に関する管理暫定方法』（信部科[2008]122 号文）に従い、

工業と情報化部計算機情報システムインテグレーション資質認定事務室は中

国電子技術標準化研究所に委託し、30 の計算機情報システムインテグレーシ

ョン企業資質組織と 26 の情報システム工程監督管理組織の資質審査の資格と

能力を審査することになった。 

 審査を通して、認定された 30 の計算機情報システムインテグレーション企

業資質組織と 26 の情報システム工程監督管理組織は地方審査機構としての資

格を有する。登録所在地（省・直轄市・自治区と計画単独市）で計算機情報シ

ステムインテグレーション企業の 3級・4級資質の審査と情報システム工程監

督管理 3級・地方臨時資質審査を行うことができる。 

 

 

 工業と情報化部計算機情報システムインテグレーション資質認定事務室 

   2010 年 8 月 2 日  
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個人情報安全アンケート調査報告（まとめ） 

 

情報社会の発展につれ、個人情報安全は社会及び公衆に注目され、大連ソフ

トウェア産業協会は個人情報保護授業に参加した学生向けにアンケート調査

を行った。65 の専門の 114 名の学生がアンケートに参加した。 

 調査結果によると、学生の個人情報は主に学校・銀行・政府・病院などサ

ービス産業に提供している。61％の学生が個人情報を提供する際に個人情報

使用目的・範囲と安全承諾説明などを受けていなく、90％以上の学生が個人

情報の漏洩により、迷惑及び損失を蒙っている。我が国の個人情報保護の主

要問題は個人情報保護意識の希薄と法律法規の欠如であり、監督管理の不届

きもあると学生たちが思っている。また、学生たちは個人情報保護授業に対

しても多くの意見を出し、62.75％の学生が個人情報保護関連の業務に携わり

たいと表明した。 

 今回の調査を通して、学生団体の個人情報保護に対する態度と認識を得る

ことができ、90 年代以降生まれのこの団体は我が国の将来を担い、個人情報

意識が将来の仕事に影響される。強いては社会全体の個人情報保護を影響し、

個人情報保護業務に関わる主力となる。 
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