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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、以前経費精算で提供されていた旧購買申請機能とは異なります。 
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リリース ノート 

申請 

新サイト設定： モバイルによる申請作成の有効化 

概要  

[Request 管理] の [サイト設定] ページに新しいサイト設定を追加しました。この設定により、

事前申請の管理者はユーザーのモバイル アプリでの申請作成を有効化または無効化できます。  

業務目的とユーザーへの利点 

管理者は会社として許可しない場合に、ユーザーがモバイル アプリを申請に使用しないよう設

定できます。  

設定およびアクティブ化 

新しい設定 [モバイルによる申請作成の有効化] が [Request 管理] の [サイト設定] ページに表

示されます。  
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TripLink と Ctrip の統合が利用可能に 

概要 

Ctrip と Concur は、業界トップのふたつのプラットフォームを繋げることによって出張や経費

の操作を効率化し、両方をご使用のお客様が素早く、簡単で、正確な出張の経費計上処理を可能

にします。Ctrip と Concur の統合により、Ctrip で予約および管理されている出張のすべての

空路およびホテルは、事前申請および経費精算モジュールに自動入力されます。Ctrip を統合す

ると、お客様の会社が出張者の出張計画およびコストを可視化する際に事前申請のサービスを活

用できます。 

この統合は、次の主要機能を含みます。 

• 会社レベルの連携 – Ctrip への接続および Concur アカウントを会社レベルで有効にし

ます。個人の出張者はアカウント接続のステップを完了する必要はありません。 



 

Concur リリース ノート ページ 6 事前申請 （Request） 

英語版の投稿:  

3 月 17 日金曜日 13:30 AM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

• Ctrip の出張が TripLink 経由で事前申請に表示 – この統合では、代理店の提案機能が

使用できます。Ctrip で作成した出張は、予約後に事前申請に送られます。申請は出張

者に代わって、空路およびホテル予約が申請セグメントに作成されます。 

• Ctrip の出張が TripLink 経由でレポートに追加できる経費に表示 – 申請承認後、出張

はレポートに追加できる経費として表示される場合があります。搭乗前精算を使用する

お客様は、チケット発行後に [レポートに追加できる経費] で空路の予約を確認できま

す。出張が完了すると、ホテルを必要経費として申請することができるようになります。 

• 会社払いのセグメント – 会社払いのセグメントは Concur に送られます。お客様は経費

精算および Intelligence を使用して、すべての旅程を追跡および照合することができま

す。 

業務目的とユーザーへの利点 

この統合では、TripLink を使用して Ctrip 出張プラットフォームと事前申請および経費精算を

接続します。この統合が完了すると、ユーザーに対し事前申請で出張セグメントが自動的に表示

されます。そして承認後に経費精算でも表示され、時間を節約するとともにデータ エントリの

エラーを防ぎます。  

設定およびアクティブ化 

この統合を使用するには、TripLink、事前申請の Professional Edition、および経費精算の 

Professional Edition をご購入頂く必要があります。統合を開始する際は、Concur クライアン

ト サポートにお問い合わせください。  

 詳しい情報は、ユーザー ガイド「TripLink/Ctrip Integration」をご参照ください。 
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用語 

韓国語の用語変更 

概要 

以下の韓国語の用語を変更しました。 

英語 従来の韓国語訳 新しい韓国語訳 

cost object 원가 직접 대상 비용 오브젝트 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング資料に影響を与える可能性がありますのでご

確認ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

韓国語版ユーザー インターフェースの正確性および一貫性が向上します。 

設定およびアクティブ化  

Concur が自動で用語の変更を適用します。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

**近日リリース** スペイン語の用語変更 

概要 

1 月に以下の中南米スペイン語の用語を変更します。  

英語 従来のスペイン語訳 新しいスペイン語訳 

allocation distribución asignación 

allocate distribuir asignar 
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NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング資料に影響を及ぼす可能性がありますのでご

注意ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

スペイン語版ユーザー インターフェースの正確性および一貫性が向上します。 

設定およびアクティブ化  

Concur が自動で用語の変更を適用します。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

**近日リリース** イタリア語の用語変更 

概要 

1 月に以下のイタリア語の用語を変更します。  

英語 従来のイタリア語訳 新しいイタリア語訳 

segment segmento tratta 

workflow regola del flusso di lavoro workflow 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング資料に影響を及ぼす可能性がありますのでご

注意ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

イタリア語版ユーザー インターフェースの正確性および一貫性が向上します。 

設定およびアクティブ化  

Concur が自動で用語の変更を適用します。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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管理 

**お知らせ** 月次リリース スケジュールの変更 

2017 年のリリース カレンダーのとおり、3 月より経費精算のリリースが土曜日に変更になりま

す。ほとんどのお客様には影響はありません。これまでどおり、リリース関連の変更は月曜日に

確認できます。週末にご使用されるお客様に関しては、リリース関連の変更を日曜日まで確認す

ることができませんのでご注意ください。 

リリース カレンダー 

リリース カレンダーはこちら: 2017 年 カレンダー日本版 

推奨環境 

2017 年 3 月に TLS v 1.0 暗号化プロトコルのサポートを終了 

（更新）延期されていた終了日が決定しました。 

- EU データ センター: 2017 年 4 月 4 日 

- US データ センター: 2017 年 4 月 5 日 

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。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Calendar2017_JAPAN.htm
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ご注意ください : 終了時期が 3 月に変更になりました 

ブラウザのセキュリティ設定を手動で変更するため、十分な準備期間が必要です。サポートの終

了時期を 2017 年 1 月 31 日から 3 月 31 日に変更しました。この変更についての詳細情報は、

今後のサービス リリースで提供します。 

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。

会社の 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および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。 

バナー表示 

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。 
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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セキュリティ設定の更新が必要な

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、状況に応

じて対応いたします。これは、OS のアップデートによって対応できるデバイスもあれば、サポ

ートやアップデートがない古いデバイスは使用を終了させなければならいない場合もあるためで

す。 

**近日終了** Microsoft IE v.10 ブラウザ サポートが 2017 年 8 月 18 日をも

って終了 

概要   

Concur 製品では、Microsoft Internet Explorer （IE）のバージョン 10 のサポートを 2017 

年 8 月 18 日に終了します。IE v.10 を使用しているお客様は、サポート終了日前までに最新バ

ージョンにアップデートするか、サポートされている他のブラウザをインストールしてご使用さ

れることを強く推奨します。 

! 重要： 上記に加えて、この変更により TLS 1.0 も非推奨となります。Internet Explorer 

11 にアップグレードすることで、会社はサポートされた Microsoft のブラウザ（既定は 

TLS 1.2）を使用することができます。 

背景  

2016 年 1 月 12 日より、サポートされた OS に対して利用可能な Internet Explorer の最新版

に限り、Microsoft の製品ライフサイクル プログラムからのテクニカル サポートおよびセキュ

リティ アップデートを受信します（https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-

internet-explorer をご参照ください）。  

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
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 Concur 製品がサポートするブラウザについて詳しくは、「お客様へ - Concur Travel 

& Expense 推奨環境 - 最終更新 2017 年 3 月 18 日（日本語 PDF）」の「ブラウザ サ

ポート」セクションをお読みください。  

ブラウザ別ユーザー レポートで従業員のブラウザ使用状況をリスト化 

経費精算、事前申請、請求書処理、出張予約 （Professional と Standard の両方）の管理者の

方は、レポート [ブラウザ別ユーザー] をご利用いただけます。  

これは、ブラウザ バージョンを選択すると、そのブラウザを使用している従業員のリストを生

成できるレポートです。リストには、姓名、ログイン名、最終ログインおよびログイン カウン

ト、メール アドレス、IP アドレスの区別が記載されます。 

 ブラウザ レポートの実行: 

1. [管理] ＞ [会社] ＞ [ブラウザ別ユーザー] の順にクリックします。 

 

2. [ブラウザ レポート] ページで [Web ブラウザ] の下からブラウザを選択します。 
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3. [送信] をクリックします。 

選択したブラウザ バージョンを使用しているユーザーが特定できるよう、ユーザー名と

その情報（ログイン名、ステータス、その他データ）を返します。 
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解決した問題 

 

ケース ID 説明 

09188175 代理インポート エラー 

08439568, 08506570, 08282999 航空会社の料金に対する倍額の修正 

09155842 中国語の翻訳問題 - メッセージが中国語で表示され

ない 

09213465 主な目的地の都市が経費エントリ フォームで正確に

表示されない 

07499915 承認フローの表示にアプリケーション エラーがある 

https://login.salesforce.com/50032000018spxaAAA
https://login.salesforce.com/50032000014VwPuAAK
https://login.salesforce.com/50032000014YP5dAAG
https://login.salesforce.com/50032000013MTtFAAW
https://login.salesforce.com/50032000018qe25AAA
https://login.salesforce.com/500320000197CdoAAE
https://login.salesforce.com/5003200000xBgBrAAK
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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ース 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。 

 

 


