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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 

存在しない出張申請 ID の PNR を除外  

概要 

レポート キューと TBF (Travelport Booking Feed) 経由の申請 ID を持つ PNR に対して、

Concur に該当の ID がまだ存在していなければ、その PNR を取り込まないよう修正しました。 

業務目的とユーザーへの利点 

TMC やお客様の負担が軽減されます。以前より TMC には、レポートキューに PNR を配置しな

いこと、または PNR が最終的にオフライン承認待ちのキューにいくのであれば、TBF 経由で 

PNR を送信するよう推奨していましたが、この方法は有用ではありませんでした。 

今後は承認プロセスを滞らせることなく、申請 ID のある PNR を Concur に処理させることが

できます。PNR がオフライン承認待ちのキューを通過して Concur に取り込まれれば、その後

のレポート キューまたは TBF からの更新を受け入れます。 

設定およびアクティブ化  

この機能は自動的に有効になります。設定手順は特にありません。 

用語 

スペイン語の用語変更 

概要 

以下の中南米スペイン語の用語を変更しました。  
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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 

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 Concur ソリューション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。 

イタリア語の用語変更 

概要 

以下のイタリア語の用語を変更しました。  

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 Concur ソリューションの正確性および一貫性が向上します。 
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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** ブラジル ポルトガル語の用語変更 

概要 

5 月のリリースで、以下のブラジル ポルトガル語の用語を変更します。 

英語 従来のブラジル ポルトガル語

訳 

新しいブラジル ポルトガル語訳 

route rota trajeto 

employee empregado funcionário 

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 

ブラジル ポルトガル語版 Concur ソリューション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** オランダ語の用語変更 

概要 

5 月のリリースで、以下のオランダ語の用語を変更します。  

英語 従来のオランダ語訳 新しいオランダ語訳 

vendor leverancier / aanbieder / merchant / bedrijf leverancier 



 

Concur リリース ノート ページ 7 事前申請 （Request） 

英語版の投稿:  

4 月 25 日金曜 3:30 PM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

英語 従来のオランダ語訳 新しいオランダ語訳 

supplier leverancier / aanbieder / bedrijf leverancier 

merchant leverancier / merchant handelaar 

provider 
leverancier / aanbieder / verstrekker / 

provider / verlener / uitgever 
aanbieder 

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 

オランダ語版 Concur ソリューション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 

5 月のリリースで、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 

cash advance anticipo di cassa anticipo 

line item voce riga voce 

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 Concur ソリューションの正確性および一貫性が向上します。 
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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** スウェーデン語の用語変更 

概要 

5 月のリリースで、以下のスウェーデン語の用語を変更します。 

英語 従来のスウェーデン語訳 新しいスウェーデン語訳 

line item radobjekt radpost 

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 

スウェーデン語版 Concur ソリューション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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推奨環境 

TLS v 1.0 暗号化プロトコルのサポートが 2017 年 3 月末で終了  –  US データセ

ンターの日付が変更 

概要 

アップデート: 以下の日付に注意してください。 

  -  EU データセンター: 2017 年 4 月 4 日（火）に完了  

  -  US データセンター: 2017 年 5 月 31 日（水）に変更 

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。 

ご注意ください : 終了時期が 5 月末に変更になりました 

お客様にブラウザのセキュリティ設定についてご理解いただき、手動にて必須変更を行っていた

だく十分な時間を確保するため変更しました。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。 
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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。 

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。 
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Microsoft IE v.10 のサポートが終了 - UI バナー 

概要 

Concursolutions.com で TLS 1.0 を非推奨とし、次は Internet Explorer 10 が 2017 年 8 月

に非推奨となります。Microsoft は Internet Explorer 10 を 2016 年 1 月 12 日に非推奨とし

ました。  

2017 年 4 月にモジュールにバナーが追加され、Internet Explorer 10 を未だご使用のユーザ

ーにブラウザのバージョンがサポート終了し Internet Explorer 11 にアップグレードする旨を

通知します。 

お客様やユーザーへの利点 

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。 

ユーザーへの表示 

従来の表示: 

Internet Explorer 10 のユーザーは、現在 TLS 1.0 が原因で concursolutions.com に

アクセスできなくなる旨を警告するバナーが表示されています。 

新しい表示: 

現在も Internet Explorer 10 をご使用のユーザーは、Internet Explorer 10 が 2017 

年 8 月をもって非推奨となり、Concur にてサポートされていないことを知らせるバナ

ーが表示されます。 

設定およびアクティブ化  

Concur により自動で変更済です。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 



 

Concur リリース ノート ページ 12 事前申請 （Request） 

英語版の投稿:  

4 月 25 日金曜 3:30 PM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

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

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）。  

 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。 

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
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 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。 

 

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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通知 

動作保証するブラウザについての月次情報 

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは別途、月次リリース ノートに

てお知らせします。 

 その他リリース ノートおよび毎月のブラウザ証明書へのアクセスに関して詳しくは、本

書の「その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書」のセクションをご参

照ください。 
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解決した問題 

 

ケース ID 説明 

09332473 申請を承認しようとすると、予期せぬエラーが発生

する 

09452199 セグメントの問題 - IZA 空港を追加してください。 

09122667 [iOS/Android] 申請の承認者が [サマリー] タブの 

[カスタム フィールド] を確認することができなく

なった 

09311948 セグメントの修正 

09291305 セグメントに場所を入力すると、エラーメッセージ

が送られて来る 

09292827 印刷用レポートの出張承認を申請することができな

い 

09285954 承認ステータスが承認後に更新されない 

09230958 4 都市に対し国（ユーゴスラビア）が間違っている 

09098990 キャンセル済の申請が承認者の承認待ちに滞る 

08996852 事前申請に TaNum を投稿したら、目的地の都市が 

Web 管理者によって削除された 

08862128 申請が承認者の順番待ちで表示されていない 

08877484 「保存」してフィールドの欠落の規定外フラグが表

示された後、空港名が消える 

08001771 ワークフローが完了しても、承認申請ステータスが

正しく更新されていない 

07979724 承認者への表示で申請がキャンセルされた 

https://login.salesforce.com/50032000019e9coAAA
https://login.salesforce.com/5003200001A6uHfAAJ
https://login.salesforce.com/50032000018TEn1AAG
https://login.salesforce.com/50032000019dVCzAAM
https://login.salesforce.com/50032000019boe3AAA
https://login.salesforce.com/50032000019btQ1AAI
https://login.salesforce.com/50032000019bQsbAAE
https://login.salesforce.com/500320000198RXbAAM
https://login.salesforce.com/50032000018RIw4AAG
https://login.salesforce.com/50032000017tNFHAA2
https://login.salesforce.com/50032000016jPf4AAE
https://login.salesforce.com/500320000179O2vAAE
https://login.salesforce.com/5003200000zsvTsAAI
https://login.salesforce.com/5003200000zs94mAAA
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4 月 25 日金曜 3:30 PM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

ケース ID 説明 

07645942 エンコーディングによるテキストの文字化けの警告

メッセージが出た 

https://login.salesforce.com/5003200000ypiBSAAY
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4 月 25 日金曜 3:30 PM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

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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4 月 25 日金曜 3:30 PM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

 

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。 

 

 


