
アップグレードガイド(概要編)

～マネージドPKI for SSLから
CertCentral Enterpriseへの移行について～

最終更新日 : 2020年 6月 24日



はじめに

平素は弊社サービスに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社は、SSL/TLS証明書のマーケットリーダーとして、お客様のニーズを取り込みながら、常に新しい価値を
提供してゆくことを心がけています。この取り組みの一環として、これまで長くご利用いただいた
「マネージドPKI for SSL」に代わり、証明書を効率的に管理するための多様な新機能を追加した新しい
プラットフォーム「CertCentral® Enterprise」の開発を進めてまいりました。

当文書は「マネージドPKI for SSL」をご利用中のお客様に対して、CertCentral Enterprise へのご移行を
いただく手順をご紹介するものとなります。

・「概要編：CertCentralへの移行の概要」 - - - ご移行手続きの概要をまとめた文書
移行作業のイメージを把握いただき、また開始に向けた準備（例：メイン管理者の確認・変更）を進めてください。

・「詳細編：CertCentralへの移行作業手順の詳細」 - - - 実際に移行作業を行うタイミングでのご活用を
想定した手順書、また移行に関連するFAQ、TIPSおよび参考文書をまとめた文書

CertCentral Enterpriseをご活用いただくことでお客様の証明書管理の効率化に寄与したいと考えております。
何卒ご理解の上、ご協力をいただけますようよろしくお願い申し上げます。

デジサート一同

当文書はこちらの
「概要編」です

アップグレードガイド(概要編)
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いつ (目安/例)誰が (主に) 何を

STEP 1 ～ 6月末お客様
管理者
の確認

-「メイン管理者」の確認、(必要な場合)最新の情報に変更
- 後続ステップを実施いただくスケジュールを策定

7月上旬デジサート
ボタン
表示

- 移行準備が整いましたらデジサート営業担当に連絡ください
- お客様のコントロールセンターに「アップグレード」
ボタンが表示されます

8月下旬お客様 移行完了 - CertCentralで本番運用を開始ください

お客様
データ
移行

- お客様(メイン管理者様)は「アップグレード」ボタンを押下
- CertCentralアカウント開設・設定作業

・証明書を「インポート(データ移行)」してください
・ユーザー設定作業など

7月中旬～下旬

デジサート
ライセンス

移行

- ご契約状況・残ライセンス状況に応じて、CertCentralに
証明書申請用のライセンスを移行します

- CertCentralでの本番運用準備が整いましたら、デジサート
営業担当に連絡ください

8月上旬～中旬

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

移行スケジュール および 「5つの移行ステップ」

移行完了

アップグレードガイド(概要編)
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（現行）

マネージド
PKI for SSL

CertCentral
Enterprise

デジサート

お客様
(メイン管理者様)

お客様
(他の管理者様、

申請者様)

(必要に応じて)

メイン管理者の
変更依頼

メイン管理者変更
(電話認証が

必要な場合あり)

ご依頼 (認証)

アップグレード
ボタン

アップグレード
ボタン表示依頼

ご依頼

アップグレード
ボタン表示処理

完了報告

完了報告

アップグレード
実行

アップグレード
ボタン

インポート
(データ移行)

アップグレード済

ライセンス移行

Click

マネージドPKI for SSLでの本番運用

データ移行済
データ移行済

+
ライセンス移行済

STEP 1

~2020年 6月

STEP 5

7月 8月

STEP 2 移行完了STEP 3 STEP 4

9月~

Click

「5つの移行ステップ」の流れ

CertCentralでの本番運用

アップグレードガイド(概要編)
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ライセンス移行
依頼



インポート

現行 【マネージドPKI for SSL】 新【CertCentral Enterprise】

・デジサートで作業(STEP 2)後に、お客様のアカウント
に「今すぐアップグレード」ボタンが表示されます

・ 「今すぐアップグレード」ボタンは「メイン管理者」
ログイン時のみ表示されます。事前にお客様アカウントの
「メイン管理者」を確認いただき、必要に応じて変更ください

・開設したお客様アカウントでは、マネージドPKI for SSL
から認証済の組織情報およびドメイン名が移行され、
再利用可能な状態となります(移行に伴う再認証は不要)

・ウィザードに沿って操作いただくことで証明書データは
自動的に「インポート(データ移行)」されます

今すぐアップグレード

・一連のデータ移行作業は数分～数十分で完了
・各詳細種手順は別冊の「詳細編」を参照ください

STEP 2

STEP 3

証明書 発行履歴組織・ドメイン認証履歴

移行作業は直観的なボタン操作で完結 ～アップグレード＆インポート～

アップグレードガイド(概要編)
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そ
の
他

ユーザー情報
(メイン管理者以外の管理者)

CertCentralでは独自のユーザー管理(追加、権限設定)機能をご提供しております。
CertCentralの「アカウント」→「ユーザー」メニューよりお客様にて追加ください。対象外

カスタマイズデータ
(メール文面、入力フィールド)

マネージドPKI for SSLのカスタマイズメール文面およびカスタム入力フィールドは移行対象外です。
尚、CertCentralでは独自のメールカスタマイズ機能およびカスタム入力フィールド機能を有します。対象外

製品ライセンス情報 製品ライセンス情報のCertCentralへの移行は、弊社側で順次手動で実施します。
設定タイミングや数量など、詳細は当社営業担当にお問合せください。

STEP 4対象
(当社での手動作業)

認
証
デ
ー
タ

概要

「アップグレード」ボタン押下時点で、マネージドPKI for SSLに登録された全ての組織(Org)情報を
CertCentralのお客様アカウントに移行します。認証履歴の有効期間内にある組織につきましては
移行に伴って再度組織(Org)認証にご対応いただく必要はありません。
並行運用期間中にマネージドPKI for SSLで追加された組織は、CertCentralに自動的に反映されます

STEP 3の対象

証
明
書

「インポート」時点で、マネージドPKI for SSLで発行済の「有効期間内」の証明書データを
CertCentralのお客様アカウントに移行します。並行運用期間中にマネージドPKI for SSLで発行され
た証明書は、CertCentralに自動的に反映されます。
※ご注意ください：「有効期間切れ」、「失効(Revoked)」および「無効(Deactivated)」状態の証明書

は移行対象外となります。これらの証明書を含む履歴データの保管が必要な場合は、事前に「カスタマイ
ズレポート」機能などを活用し必要なデータをダウンロードいただけますようお願いいたします

対象区分

SSL/TLSサーバ証明書 STEP 3の対象
(有効期間内の証明書)

組織(Org)認証データ

ドメイン名利用権確認
(DCV)データ

「インポート」時点で、マネージドPKI for SSLで「有効」状態のドメイン名利用権確認(DCV)データ
をCertCentralのお客様アカウントに移行します。移行に伴って再度DCVへの対応をいただく必要はあ
りません。並行運用期間中にマネージドPKI for SSLで追加されたドメイン名は、CertCentralに自動
的に反映されます

STEP 3対象

プライベートSSL
コードサイニング証明書

7月以降順次
移行開始予定

2020年7月以降順次移行を開始させていただく予定です。お客様のアカウントで「(自動的な)イン
ポート」を有効化しておくことで、プライベートSSLおよびコードサイニング証明書はCertCentralに
自動的に反映されます(お客様側の追加作業は不要)。該当のお客様には別途移行開始をご案内します。

移行対象データ／対象外データ

移行の対象は「有効な」認証データ、証明書およびライセンス情報

アップグレードガイド(概要編)
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マネージドPKI for SSL CertCentral Enterprise
備考日本語名称

(日本語画面の表示)

英語名称
(英語画面またはレポート上の表示)

日本語名称 (※1) 英語名称 (※1)

グローバル・サーバID EV Premium EV SSL グローバル・サーバID EV Secure Site Pro EV SSL

グローバル・サーバID Premium SSL グローバル・サーバID Secure Site Pro SSL

セキュア・サーバID EV Standard EV SSL セキュア・サーバID EV Secure Site EV

セキュア・サーバID Standard SSL セキュア・サーバID (※2) Secure Site OV (※2) ※2 : CertCentralでは単一製品
(例：セキュア・サーバID)のSANs
フィールドにFQDNおよびワイルド
カードドメイン名を柔軟に追加するこ
とが可能です(ワイルドカード サーバ
ID相当製品は無くなります)

ワイルドカード サーバID Wildcard SSL

イントラネット セキュア・サーバID Standard Intranet SSL ジオトラスト トゥルービジネスID GeoTrust TrueBusiness ID OV

ラピッドSSLエンタープライズ RapidSSL Enterprise ジオトラスト トゥルービジネスID GeoTrust TrueBusiness ID OV

プライベート サーバID Private SSL プライベート SSL Private SSL OV

コードサイニング証明書 for 
Microsoft Authenticode

Code Signing for 
Authenticode

コードサイニング証明書 (※3) Code Signing (※3)

※3 : CertCentralではコードサイ
ニング証明書は用途(Microsoft 
AuthenticodeやJava) に関わらず
単一の製品となりますコードサイニング証明書 for Java Code Signing for Java

EVコードサイニング証明書 EV Code Signing EVコードサイニング証明書 EV Code Signing

※1 : 当資料作成日時点ではCertCentral Enterpriseの画面表示ならびにレポート類への記載は（ユーザーの言語設定に関わらず）全て英語名称でのみ表示されます。ご不便をおかけしますがご理解・ご了承ください。

移行前後の製品名の対比

マネージドPKI for SSLでご利用中の製品の証明書データ
およびライセンス情報を移行します (一部製品は後日移行開始予定)

アップグレードガイド(概要編)
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7月以降、順次
移行を開始予定



・アップグレード後、一定期間(※1) マネージドPKI for SSLを並行して運用(申請・発行)いただけます。

・並行運用中にマネージドPKI for SSL側で追加申請・発行された証明書データは自動的に
CertCetnral 側に反映されます (※2、※3)。

※1 マネージドPKI for SSLの運用終了(EOL)は別途ご案内いたします。

※2 初回に「インポート(データ移行)」を指示した時点で対象となる証明書の全量を反映します。これ以降にマネージドPKI for SSLで

追加申請・発行された証明書は、CertCentralに自動的にデータ連携されますが、反映には最大48時間の時間がかかる場合がございます。

予めご理解・ご了承ください。

※3 「CertCentral」側で追加・変更した内容は「マネージドPKI for SSL」には反映されません。

マネージドPKI for SSL
アップグレード済

初回インポート(全量)

以降の追加申請・発行分は
自動的にデータ連携

CertCentralでの追加/変更はマネージド
PKI for SSLには 反映されません

STEP 5

STEP 4

CertCentral

「アップグレード」後も必要に応じてマネージドPKI for SSLを並行運用いただけます

アップグレードガイド(概要編)
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ドメイン名利用権確認
(DCV)

・事前認証
(証明書申請に先立って事前に組織認証を済ませる方式)

シ
ス
テ
ム
機
能

CertCentral Enterprise

認
証

マネージドPKI for SSL

組織認証

申請
画面

API

多彩な新機能をご活用ください ~「マネージドPKI for SSL」との機能比較(本資料作成時点) ~

アップグレードガイド(概要編)
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・事前認証
・都度認証(証明書申請都度、組織認証を行う)

1.DCVメール
2.ファイル認証
3.DNS認証(TXT)

1.DCVメール
2.ファイル認証
3.DNS認証(TXT および CNAME)

なし ✔ (標準オプション, 追加料金なし)ダッシュボード

Discovery機能 なし ✔ (標準オプション, 追加料金なし)

カスタマイズ機能

証明書申請

・管理者コントロールセンター内での申請
(管理者証明書によるログイン要)

・申請者専用URLでの申請(*1)

(お客様アカウント専用URLへアクセス)

・CertCentral内での申請
(ユーザーID/パスワードによるログイン要)

※ 8月【申請者専用URL(*1)】相当機能をご提供開始予定

・更新案内メール（タイミング、文面）
・レポート

・更新案内メール（タイミング、宛先、一部文面）

・部署別リソース管理（ドメイン名、ユーザー）

・セキュリティ機能（二要素認証、パスワード強度）

Web API

ACME対応

REST API (一部機能のみ) REST API/GraphQL (全ての画面機能をカバー)

なし ✔ (標準オプション, 追加料金なし)

*1 : お客様組織内のエンドユーザ様が、コンソールへのログイン用IDを持たなくても、お客様アカウントに対する証明書申請をいただける機能



• メイン管理者の変更をご希望の場合は、上記の弊社認証サポート窓口までご連絡ください。

• 移行準備が整いましたらデジサート営業担当まで連絡ください。
アップグレードボタンを表示いたします。

• 「詳細編：CertCentralへの移行作業手順の詳細」 は下記にてご案内しております。
https://www.digicert.co.jp/enterprise/certcentral/

今すぐマイグレーションを始めましょう

アップグレードガイド(概要編)

デジサート エンタープライズ 認証サポート
Email：entauth_support_japan@digicert.com
電話：03-4578-1365（自動音声ガイダンス1）
受付時間：土日祝日および年末年始を除く平日 9:30 - 17:30
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