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概要 

重要 

本サービスは事前申請、 Concur Request、あるいは単に申請や Request として知られている

もので、以前は出張申請と呼ばれていましたが、その広範囲な機能に合わせるため名前を変更し

ました。（日本では 2012 年 11 月に変更しました。）  

このサービスは、以前 Concur Expense で提供されていた購買申請機能とは異なります。 
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リリース ノート 

事前申請（Request） 

自己予約セグメントの修正ボタン 

概要 

[修正] ボタンを追加し、設定でユーザーが出張の変更を許可されている場合は Concur Travel 

から自己予約セグメントの修正ができるようになりました。  

事前申請がまだ提出されていない、または承認前にユーザーへ差し戻されている場合は、この 

[修正] ボタンをクリックすることによって自己予約セグメントを修正することができます。 

 

NOTE: この [修正] ボタンは出張設定で自分の出張の変更が許可されている時のみ表示されま

す。 
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出張旅程ウィンドウが表示され、ユーザーは [出張の変更] ボタンをクリックすることによって

セグメントを変更することができます。  

 

業務目的とユーザーへの利点 

承認前であれば TMC に影響することなく自己予約セグメントを変更することができます。 

設定およびアクティブ化 

自動的に使用できるようになります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。Travel の

出張設定によって、ユーザーが出張を変更できるかどうかは異なります。 

新しくサポートされる言語 

概要 

Concur のサポート言語が新しく追加されました。リクエストによって使用できるようになりま

す。Concur がお客様のサイトに対して言語をアクティブ化すると、ユーザー インターフェース

の固定ラベル（メニュー、ページ名など）およびお客様のカスタム テキスト（経費タイプ、支

払タイプなど）がその言語で使用できるようになります。これらの言語は、リクエストをしなイ

場合は固定ラベルのみが使用できます。  

新しくサポートされる言語は以下の通りです:  
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• チェコ語 

• デンマーク語 

• フィンランド語 

• 韓国語 

• ノルウェー語 

• ポーランド語 

• ロシア語 

ユーザーへの表示 

3 月リリースで、サインイン ページの [言語の変更] リストに新しい言語が表示されます。  
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言語の使用を Concur にリクエストしたお客様は、[システム設定] の [言語] リストでユーザー

がその言語を選択できるようになります。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur のお客様に提供するインターフェースの言語を拡大します。   

設定およびアクティブ化 

Concur で新しい言語を使用したいお客様はサービス リクエストを提出してください。詳細は、 

Concur クライアント サービスにご連絡ください。 

Travel Request API のアップデート 

概要 

Travel Request API を以下の通りアップデートしました: 

• Get Request V3.0 は追加の位置情報を返します。 
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詳しくは、Concur の開発者ポータルで API 情報を参照してください。 

https://developer.concur.com 

業務目的とユーザーへの利点 

位置情報を追加します。  

設定およびアクティブ化 

製品によっては、使用できない API もあります。  

社内の Web サービス担当またはサードパーティーの開発担当にこの変更について連絡してくだ

さい。  

追加情報については、Concur サポート ポータルをご参照ください: 

https://developer.concur.com 

Concur ページのフッターを変更 

概要 

2 月のリリースで、Concur ページのフッターの一部を変更しました:  

• [サービス ステータス] リンクを追加 

 ユーザーがオンになっているデータセンターを個別に示します。 

 このリンクをクリックすると、ユーザーは open.concur.com の適切なデータセン

ターのタブに移動します。 

• [場所のチェックイン] を削除（この操作は、現在モバイルで行えます） 

• [出張ポリシー] と [サポート] リンクのヘッダーを削除 

• 右側の版権表記を削除 

https://developer.concur.com/
https://developer.concur.com/
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ユーザーへの表示 

従来の表示:  

 

新しい表示:  

 

設定およびアクティブ化 

自動的に使用できるようになります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

近日リリース: IE バージョン 8、9 のサポート終了アラート 

概要  

今年 1 月に Microsoft 社は正式に Internet Explorer バージョン 8 および 9 のサポート終了を

告知しました。 この決定に従って、なるべく速やかにサポートされているブラウザに移行する

ようお願いいたします。ブラウザを移行することによって、今後のサービスリリースで新機能と

相補的な技術を利用することができます。 

今後のサービス リリース - ログイン時に注意喚起のバナー 

今後、IE バージョン 8 や 9 でのログインを検知するとユーザーにバナーを表示し続ける機能を

リリースします。このバナーは、使用中のブラウザは機能するものの、すべての特長を利用する

ことはできないことをユーザーにお知らせします。 

管理者の方は、今後、ユーザーにバナーが表示されることに留意してください。 

https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/End-of-IE-support
https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/End-of-IE-support
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業務目的とユーザーへの利点 

非推奨のブラウザで Concur 製品を使用しているエンドユーザーに移行の準備を促します。  

設定およびアクティブ化  

追加の設定やアクティブ化は必要ありません。今後のリリース ノートでバナーのイメージをお

知らせします。 

近日の予定: 非推奨の Concur API 

概要 

今後のリリースで Concur プラットフォームが提供している API および API 関数の一部を非推

奨とします。2016 年 2 月 19 日の最初の告知から 90 日後の 2016 年 5 月 19 日より非推奨とし

ます。2016 年 5 月 19 日に廃止が行われます。非推奨となる API と API 関数の問題について

は 2016 年 11 月 19 日まで引き続き取り組む予定です。それ以降はこれらの API と関数の問題

については対応いたしません。また、新しい問題についても取り扱いいたしかねます。  

Concur プラットフォームの非推奨ポリシーについて詳しくはこちらをお読みください:  

https://developer.concur.com/tools-support/reference/deprecation-policy.html 

非推奨となる API 関数は以下の通りです: 

 

API API 関数 

Allocation Create Allocation v3.0 

 Delete Allocation v3.0 

 Get Allocation Details v1.1  

 Get Allocation Info v1.1  

Itemization Get Itemization v3.0 

https://developer.concur.com/tools-support/reference/deprecation-policy.html
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 Update Itemization v3.0 

 Delete Itemization v3.0 

 Post Expense Entry Itemization 1.1 

Localization Get Localized Data v3.0 

List Update List v3.0 

Attendee/Attendee Type Get Attendee  v1.0 

 Delete Attendee v3.0 

 Create Attendee Type v3.0 

 Delete Attendee Type v3.0  

製品によっては、使用できない API もあります。  

業務目的とユーザーへの利点 

使用されない API や関数を廃止します。  

設定およびアクティブ化  

社内の Web サービス担当またはサードパーティーの開発担当にこの変更について連絡してくだ

さい。  

追加情報については、Concur サポート ポータルをご参照ください: 

https://developer.concur.com 

近日リリース: クラシック サインイン ページが今後のリリースで更新されます 

概要 

クラシック サインイン ページを使用する、または director.concursolutions.com からサイン

インするお客様のサインイン ページに、今後のページの更新について通知するメッセージが表

示されます。  

https://developer.concur.com/
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2016 年の今後のリリースでこの更新が行われますが、お客様側で行う変更はありません。ユー

ザーは自動的に、次のサインイン ページにリダイレクトされます。

https://www.concursolutions.com/この新しいサインイン ページで現在のユーザー名とパス

ワードを使用することができます。  

 業務目的とユーザーへの利点 

より安全な新しいサインイン ページがお客様に提供されます。  

設定およびアクティブ化  

この新機能の使用にあたり、お客様側で行う変更はありません。ユーザーは、ログイン ID また

はパスワードを更新する必要はありません。サインイン ページをブックマークしているお客様

は、新しい URL のサインイン ページにリダイレクトされます。必要に応じて、新しい URL に

ブックマークを更新する必要があります。 

https://www.concursolutions.com/
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当四半期のハイライト 

ビデオでご紹介します 

各四半期に行った改善のハイライト ビデオを視聴（英語）  

 

2015  ハイライト 

第 4 四半期 • 新しいサインイン ページ 

• Intelligence ダッシュボード 

• ほかのユーザーとして操作 

• TripLink 

• 新しい管理キット 

• Fusion 

• Concur Labs 

第 3 四半期 • パフォーマンスとサポートの強化  

• Google カレンダーと Travel の統合  

• Lufthansa および Lyft との新しいパートナーシップ 

• Concur for Mobile でホテルのおすすめ 

• Standard Edition で発注申請と発注一致 

第 2 四半期 • Concur Travel 直接接続の新しいパートナー 

• 仮払申請ワークフローの改善（Professional Edition のみ） 

• Concur Invoice にて代理設定が利用可能 

• Concur App からアクセス可能な新しい TripLink パートナー 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/_Qrtrly-Highlights.htm
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2015  ハイライト 

第 1 四半期 • Microsoft 社が Internet Explorer 8 のサポートを終了 

• Outlook 同席者の Expense への自動的なインポート 

• 経費支給ゲスト ユーザー (Professional Edition のみ) 

• Concur Business Intelligence に新しいアクティブなレポートを追加 

• Concur Messaging 機能の強化 

• 新しい TripIt Pro/TripLink ツールキット 
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解決した問題 

 

ケース ID 説明 

CRMC-88160 代理店の通知の印刷用レポート状の日付の形式 

CRMC-87133 出張申請の期限 - 申請期限プロセス実行#: 858 -

861 

CRMC-83524 申請の備忘メールが既定の承認者に送信されない 

CRMC-85410 キャンセルした申請が承認者の承認待ちに滞る 

CRMC-85052 キャンセルした申請が承認者の承認待ちに滞る 

CRMC-84986 申請を承認しても承認期限メールが送信され続ける 

CRMC-84893 場所 

CRMC-84565 仮払申請名に関する問題 

CRMC-83692 経費精算レポートに申請を添付すると予期しないシ

ステム エラー 

CRMC-79874 申請の実装 - 監査証跡が [フィールドの編集] を処

理者レベルに追加 

CRMC-79094 既定値以外の値を選択できない 
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その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書 

Concur サポート ポータル  

Concur サポート ポータルのリリース ノート、Web セミナー、および技術文書にアクセスして

ください。 

適切なアクセス権があれば、 Concur で [サポートへのお問い合わせ] メニュー オプションが利

用できます。[ヘルプ] ＞ [サポートへのお問い合わせ] をクリックし、 Concur サポート ポー

タル内の [Resources（リソース）] をクリックしてください。  

• リリース ノートや技術文書にアクセスするには [Release/Tech Info（リリース/技術

情報）] をクリックします。  

• 録画や配信中の Web セミナーを見るには、 [Webinars（Web セミナー）] をクリッ

クします。 
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NOTE: 「青空」 以外のインターフェ-ス レイアウトを使用している場合は（出張構成のページ

で設定）、[サポート] リンクにアクセスするには [ヘルプ] をクリックする必要があり

ますのでご注意ください。  
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オンライン ヘルプ - 管理者 

管理者ロールを持つユーザーは、 Concur のオンライン ヘルプを使ってリリース ノート、技術

文書およびその他のリソースにアクセスできます。 

 

 


