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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  

ユーザー API バージョン 1.0 を更新  

概要 

NOTE: ユーザー API v1.0 には、出張プロファイル情報が含まれません。ユーザーの出張プロ

ファイル データを変更するには、出張プロファイル API ｖ2.0 を使用してください。  

Concur はユーザー API v1.0 に関する既知の問題を修正しました。ユーザー API v1.0 のドキ

ュメントには、EmpId と LoginId 要素は両方ともユーザの作成と更新に必要であり、

NewLoginId と NewEmployeeId 要素は既存ユーザーの Login Id や Employee Id を修正する

のに必要であると言及されています。これらの要件を満たすようにユーザー API ｖ1.0 を更新

しています。ユーザーの EmpId や LoginId 要素を使用して EmpId や LoginId を変更してい

るパートナー アプリケーションは今後使用できなくなります。  

ユーザー API v1.0 のドキュメントは開発者ポータルで入手できます: 

https://developer.concur.com 

設定およびアクティブ化 

ユーザー API を使用しているお客様は、Web サービスの開発・保守担当部署にこの変更を通知

してください。  

https://developer.concur.com/
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**近日サポート終了** 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、より安全な TLS バー

ジョン 1.1 や 1.2 のサポートを継続することを先月お知らせしました。TLS プロトコルとは、

電話やコンピュータとクラウド ベースのサービスとの間で安全な双方向コミュニケーションを

可能にするものです。  

そのバージョン 1.0 は、ブラウザや電話を使用して Concur にログインするユーザーの 1％未

満に限られます。このサポート終了によって影響を受けるのはごく少数のユーザーです。 

業務目的とユーザーへの利点 

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

グレードしやすいように今回の決断をいたしました。TLS v1.0 を終了することによって、お客

様がより新しいバージョンを使用した安全な Concur サービスをご利用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

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おります。

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

ス評価を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しているブ

ラウザや携帯電話が影響を受けます。デバイスによっては、 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。 
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バナー表示 

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。これは、今後予定している

変更を喚起するものです。 

社内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、必要なのは非対応のブラウザを特定し

て新バージョンにアップグレードさせることだけです。 

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、場合によ

って対応が異なります。スマートフォンの OS を更新して準拠させるなどの対応を行ってくださ

い。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しなければならない

場合があります。 
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解決した問題 

今月はケースがありません。 

 

ケース ID 説明 
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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。 

 

 


