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2020年 9月 7日、情報通信省は、電子署名ソフトウェアおよび電子署名認証ソフトウェアの技術的

要件に関する通達第 22/2020/TT-BTTTT号（22号通達）を公布した。同通達は同年 11月 1 日から

施行される。以下、同通達の概要について紹介する。 

1. 機能に関する技術的要件 

22 号通達により、電子署名ソフトウェアおよび電子署名認証ソフトウェアは下記の技術的要件を

満たさなければならないと規定された。 

電子署名ソフトウェア1 電子署名認証ソフトウェア2 

電子署名者が電子データメッセージに署名する

際、個人または組織のシークレットキーを使用

できる 

 

 

電子証明書の有効性をチェックできる 電子データメッセージ上の電子署名の有効性

をチェックできる 
電子データメッセージに付属する下記の情報を保存・抹消できる 
a)電子証明書との交信 
b) 取り消された電子証明書のリスト 
c) 電子署名認証サービスプロバイダーの認証規則 
d) 電子証明書のステータス確認結果 
電子署名認証サービスプロバイダーの電子証明書を変更（追加または削除）できる 

電子データメッセージ上の電子署名の成功・失

敗を電子署名者に通知(文字または記号により)で
きる 

電子署名の有効・無効を通知(文字または記
号により)できる 

 

1 22号通達第 5条 

2 22号通達第 7条 
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2. 電子証明書の有効性3 

電子署名および電子署名認証に関する電子取引法施行政令第 130/2018/ND-CP号（130号政令）に
おいて、有効な電子証明書とは、期間満了しておらず、効力停止されておらず、取り消されてい

ない電子証明書をいうものと定義されている。22号通達では、さらに以下のように具体的に示さ
れている。 

- 電子署名の時点において、電子証明書の有効期間内であること 

- 電子証明書の暗号アルゴリズムが、技術基準に関する規制および電子署名・電子署名認証サー
ビスに関する規制を遵守していること 

- 電子署名の時点において、電子証明書が有効であること 

- 電子証明書が正当な目的および使用範囲で使用されること 

3. 電子署名の有効性4 
130号政令の電子署名の安全性を確保する条件に関する規定に基づき、22号通達は、電子データ
メッセージ上の電子署名を有効とするための条件を定めている。 
－電子署名の正確な情報を確認できること 
－電子署名者の電子証明書が署名時において有効であること 
－電子データメッセージ上の電子署名が電子署名上の公開キーに対応するシークレットキーに合

致することを確認でき、電子データメッセージの一体性を確保できること 
4. 経過規定5 
2020年 11月 1日以前から電子署名ソフトウェアおよび電子署名認証ソフトウェアを使用している
機関、組織及び個人は、22号通達に基づき当該ソフトウェアが変更、修正または代替されるまで
の間、引き続き使用することができる。 
 
 

 

3 22号通達第 5条 2項 c及び第 7条 2項 d 

4 22号通達第 7条 2項 e 

5 22号通達 9条 
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ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ] 

岡田英之 Hideyuki Okada／小林 亮 Ryo Kobayashi／Nguyen Thi Hong Phuc／Le Thi Bich Tram 

Tel: +84-28-6299-0666 
Email:  hochiminh@tmi.gr.jp 

[ ハノイオフィス ] 

岡田英之 Hideyuki Okada／小幡葉子 Yoko Obata／Le Phuong Lan／Nguyen Le Tram／Nguyen 

Thu Huyen 
Tel: +84-24-3826-3826 
Email: hanoi@tmi.gr.jp  


