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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 

事前申請 

アクセシビリティの改善 - サインイン ページ 

概要 

Concur はユーザーへ更なる使いやすさをご提供するため、常に製品の改善に努めています。多

くの更新はバックグラウンドで行われますが、ユーザー インターフェイスに適用されるものも

多くあります。本リリースで、その改善のうち 2 つが [サインイン] ページに適用されます。 

お客様やユーザーへの利点 

WCAG 2.0 のアクセシビリティ標準に対し、より準拠するために改善していくことで Concur 

製品を使用するすべてのユーザーの操作性を向上します。 

ユーザーへの表示 

[サインイン] ページへの変更は外観に対してではありません。代わりに、これらの変更は支援

テクノロジ（読み上げ機能のような）がユーザーに重要な情報を正確に知らせているか確認する

ために適用されています。 

支援テクノロジは、これら 2 つのフィールドが必須であることをユーザーに知らせます。 
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検証やアラートが読み上げ機能により読み上げられます。 

 

設定およびアクティブ化 

この改善は自動的に適用されます。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

アクセシビリティの改善 - ユーザー管理者ページ (Professional Edition) 

概要 

Concur はユーザーへ更なる使いやすさをご提供するため、常に製品の改善に努めています。多

くの更新はバックグラウンドで行われますが、ユーザー インターフェイスに適用されるものも

多くあります。本リリースで、この改善が [ユーザー管理] セクションにも適用されます。 
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お客様やユーザーへの利点 

WCAG 2.0 のアクセシビリティ標準に対し、より準拠するために改善していくことで Concur 

製品を使用するすべてのユーザーの操作性を向上します。 

管理者への表示 

これらの変更は支援テクノロジ（読み上げ機能のような）がユーザーに重要な情報を正確に知ら

せているか確認するために適用されています。 

従来の表示: 
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新しい表示: 

 

従来の表示: 

 

新しい表示: 
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従来の表示: 

 

新しい表示: 

 

設定およびアクティブ化 

この改善は自動的に適用されます。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

プロファイルのアクセシビリティ改善 

概要  

Concur はユーザーへ更なる使いやすさをご提供するため、常に製品の改善に努めています。多

くの更新はバックグラウンドで行われますが、ユーザー インターフェイスに適用されるものも

多くあります。  
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本リリースで、この拡張がプロファイルに含まれます。 

お客様やユーザーへの利点 

WCAG 2.0 のアクセシビリティ標準に対し、より準拠するために改善していくことで Concur 

製品を使用するすべてのユーザーの操作性を向上します。 

ユーザーへの表示 

本変更前は、携帯電話の国および実際の携帯電話の番号のフィールドは明確に定義されていませ

んでした。 

従来の表示: 

 

新しい表示: 

本リリースで、[携帯電話の国] ラベルがリストの最初に表示され、[携帯電話] ラベルはテキス

ト フィールドに表示されます。 

 

設定およびアクティブ化 

この改善は自動的に適用されます。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

メッセージの改善 - モバイル専用パスワード 

概要  

本リリースで、モバイル専用パスワード (PIN) 関連のメッセージを明確化しました。併せて、

外観と操作性も更新しました。 
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ユーザーへの表示 

再設定のリクエスト 

従来の表示: 

 

新しい表示: 

 

再設定のリクエスト エラー 

従来の表示: 
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新しい表示: 

 

リクエスト送信完了 

従来の表示: 

 

新しい表示: 

 

リクエスト送信エラー 

従来の表示: 

 

新しい表示: 
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PIN を変更 

従来の表示: 

 

新しい表示: 

 

PIN 変更エラー 1 

従来の表示: 

 

新しい表示: 
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PIN 変更エラー 2 

従来の表示: 

 

新しい表示: 

 

PIN 変更エラー 3 

従来の表示: 
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新しい表示: 

 

PIN 変更完了 

従来の表示: 

 

新しい表示: 

 

設定およびアクティブ化 

この改善は自動的に適用されます。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 
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軽微な更新 - 外観および操作性 

概要 

本リリースで、Concur はいくつかの「クリック可能な」オブジェクトを更新します。それらの

周囲でオレンジ色のダッシュ線のある項目は、滑らかな線で表示されるようになりますのでご注

意ください。 また、  の表示も  に変更されました。 

ユーザーへの表示 

サンプル - 更新前： 
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サンプル - 更新後： 

       

 

 

設定およびアクティブ化  

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

用語 

ポルトガル語 (ブラジル) の用語変更 

概要 

10 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した。 

英語 従来のポルトガル語 (ブラジル) 訳 新しいポルトガル語 (ブラジル) 訳 

account code classificação contábil código da conta 
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英語 従来のポルトガル語 (ブラジル) 訳 新しいポルトガル語 (ブラジル) 訳 

amount montante valor 

departure partida embarque 

VAT IVA imposto 

NOTE: 変更予定としていた attendee/participante/viajante および 

delegate/delegado/assessor 将来的に検討予定として意図的に延期し保留されていま

す。 

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。 

チェコ語の用語変更 

概要 

10 月のリリースで、以下のチェコ語の用語を変更しました。  

英語 従来のチェコ語訳 新しいチェコ語訳 

allocation přidělení alokace 

travel request požadavek na cestu cestovní příkaz 

workflow postup schvalovaci proces 
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NOTE: 変更予定としていた receipt / stvrzenka / doklad は将来的に検討予定として意図的に

延期し保留されています。 

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 

チェコ語版 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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今後の変更予定 

このセクションの項目は、今後のリリースを予定しています。記載された新機能および機能変更

の実装を延期（あるいは完全に削除）する権利は Concur が所有するものとします。 

** 変更予定 ** フランス語（カナダ）の用語変更 

概要 

11 月のリリースで、以下のカナダ フランス語の用語を変更する予定です。 

英語 従来のカナダ フランス語訳 新しいカナダ フランス語訳 

expense report  note de frais compte de frais 

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 

カナダ フランス語版 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 により自動で用語変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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お客様へのお知らせ 

月次情報 - ブラウザの認証およびサポートされている構成 

Concur リリースノート - 月次のブラウザ認証ドキュメントには現在のブラウザ認証と今後の予

定がリストされています。ドキュメントはその他の月次リリース ノートとともに公開されます。 

 Concur Travel & Expense 推奨環境ガイドは設定ガイドやユーザー ガイド、その他の

技術文書とともに公開されています。 
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解決したケース 

 

ケース ID 説明 

10368052 出張申請 Web サービスとのデータ問題 - 重複申請 

ID、異なるステータスが返される。 

  

https://login.salesforce.com/5000e00001F1iU6AAJ
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リリース ノートおよびその他の技術文書 

オンライン ヘルプ - 管理者 

管理ロールを持つユーザーなら誰でもリリースノート、設定ガイド、ユーザー ガイド、管理者

向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境、Concur ヘルプにアクセスすることができま

す。 

 

Concur サポート ポータル - 選択したユーザー 

会社から指定されたユーザーは Concur サポート ポータルを経由して、リリースノート、設定

ガイド、ユーザー ガイド、管理者向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境などのドキ

ュメントにアクセスすることができます。 
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適切な Concur サポート ポータルへのアクセス権があれば、[ヘルプ] メニューに [サポートへ

のお問合せ] オプションが表示されます。[ヘルプ] > [サポートへのお問い合わせ] をクリック

します。[サポート] ページで、[リソース] > [リリース/技術情報] をクリックしてください。 


