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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） 

今月のリリースに新機能は含まれません 

管理 

IE バージョン 8、9 のサポート終了アラート 

概要  

Concur は 2016 年 2 月 12 日に Web ブラウザの Internet Explorer 8 および 9 のサポートを

終了しました。これは、2016 年 1 月 12 日に Microsoft が当該ブラウザのサポートを終了した

という発表に伴うものです。  

ログイン時にブラウザ移行を促すバナー 

ログイン時に IE バージョン 8 または 9 のブラウザが検出されたら、バナーがユーザーに表示

されるようになります。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。 

バナーで [このメッセージを非表示にする] をクリックすると、1 か月間このバナーは非表示に

なります。 

 

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2014/08/07/stay-up-to-date-with-internet-explorer.aspx
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業務目的とユーザーへの利点 

Concur は、これらのブラウザで適切に動作しない可能性のある機能をすでに開発しています。

サポートされているブラウザに移行することで、ユーザーの方が Concur やご使用の他のアプリ

ケーション、ならびに Concur のような会社がリリースする最新の機能強化や機能をご利用いた

だけるようになります。   

設定およびアクティブ化  

この機能に必要なその他の設定やアクティブ化のステップはありません。 

2017 年 1 月に TLS v 1.0 暗号化プロトコルのサポートを終了 

概要 

Concur は TLS 暗号化プロトコル バージョン 1.0 のサポートを終了し、新しいバージョンのサ

ポートへと移行することを先月お知らせしました。このプロトコルは、携帯電話やコンピュータ

などのクライアント デバイスからクラウド ベースのサービスなどのエンドポイントへの双方向

通信を確保するために普遍的に使用されています。  

2016 年 9 月のリリースから、新バージョンをサポートしていないすべてのブラウザ上にお知ら

せのバナーを表示します。これは、今後の変更についての喚起を目的としています。 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur はお客様の安全を慎重に考慮し、より堅牢な TLS バージョン 1.1 および 1.2 へアップ

グレードしやすくなることを念頭にこの手順を踏むことになりました。TLS v1.0 を終了するこ

とによって、お客様はバージョン 1.1 以上を使用して安全な Concur サービスを使用していただ

けるようになります。 

お客様へ 

安全でない接続を使用していると機密データが漏えいする可能性があるため、 あらゆる TLS 通

信チャンネル（Concur サービスなど）が危殆化する恐れがあります。そのため Concur は、お
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客様にはこのプロトコルのサポート終了にあたり、十分ご準備いただくようお願いしています。

お客様の Concur 管理者は、 Concur と共同して TLS の新バージョンのコンプライアンス評価

を自社で開始することができます。 

この変更による影響 

一般的に、TLS を使用して Concur サービスとアウトバウンド/インバウンド通信をするブラウ

ザや携帯電話が影響を受けます。デバイスが TLS v 1.1 またはそれ以降にアップグレードでき

ない場合があります。 

サポートされていないブラウザでログインするとバナーが表示されます 

2016 年 9 月のサービス リリースより、TLS 1.1 以降をサポートしていないブラウザでログイ

ンしようとすると、バナーを表示し、接続できないようになります。  

会社での新バージョンへの移行 

TLS v 1.1 以降のサポートへの移行には、お使いのブラウザの更新が必要な場合があります。多

くの場合、会社はすでにサポート登録は済んでいるため、非対応のブラウザを特定し、これらの

デスクトップ上のブラウザを新バージョンにアップグレードすることだけが必要です。 

TLS v 1.1 以降のサポートがないオペレーティング システムを搭載した携帯電話は、臨機応変

に対応することができます。すなわち、各スマートフォンは、OS を更新して準拠させる、ある

いは別の方法で行うことができます。サポートのない旧バージョンの携帯電話や、古い更新方法

は運用を終了する必要がある場合があります。 
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解決した問題 

 

ケース ID 説明 

04343125, 08139251, 08137601, 08137579 

 

承認しようとするとアプリケーション エラーが出る 

 

08190763, 08082805, 08146048 Expense DB パート 27 に空港がない 

 

07796651 チェコの国パックを使用するとポリシー グループを

保存できない 

 

https://login.salesforce.com/5006000000TeQxFAAV
https://login.salesforce.com/50032000011rDj5AAE
https://login.salesforce.com/50032000011rAdOAAU
https://login.salesforce.com/50032000011rAaAAAU
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その他リリース ノート、ウェビナー、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。 

 

 


