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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 

アクセシビリティ 

アクセシビリティ - キーボード ナビゲーションの欠如 

概要 

concursolutions.com 内の SectionExpandable コンポーネント（別名ウィジェット）のキーボ

ード ナビゲーションに対する外観以外の変更になります。ウィジェットの例を下記に示します。

実際の内容および外観は使用状況により変わります。WCAG 2.0 以降、キーボード ナビゲーシ

ョンに難点があるという問題に対してキーボード ナビゲーションの標準が正常に適用されまし

た。この変更は、読み上げ機能のユーザーに影響します。 

 

業務目的とユーザーへの利点  

読み上げ機能のユーザーに提供される情報が改善されます。正しいロールにすることで、読み上

げ機能のユーザーに対して正しい指示が適切に提供されるようになりました。 

ユーザーの操作 

改善前: 

SectionExpandable に対するキーボード ナビゲーションで、下矢印キーを押した場合の機能が

ありませんでした。 

改善後: 

SectionExpandable に対するキーボード ナビゲーションが正常に解決されました。 
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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。 

アクセシビリティ - グローバル ナビゲーション バー 

概要 

concursolutions.com 内で使用される青色のグローバル ナビゲーション バーに対する外観以外

の変更になります。WCAG 2.0 以降、このナビゲーション バーの標準が正常に適用されていま

せんでした。この変更は、読み上げ機能のユーザーに影響します。 

業務目的とユーザーへの利点  

読み上げ機能のユーザーに提供される情報が改善されます。正しいロールにすることで、読み上

げ機能のユーザーに対して正しい指示が適切に提供されるようになりました。 

読み上げ機能関連 

改善前: 

グローバル ナビゲーション バーでロール =menubar が使用されていました。 

改善後: 

グローバル ナビゲーション バーで <nav> が使用されるようになりました。 

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。 
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事前申請 

新しい言語のサポート 

概要 

このリリースでは、下記の言語のサポートを追加しています。 

• ブルガリア語 (Български) 

• クロアチア語 (Hrvatski) 

• ルーマニア語 (Română) 

• スロバキア語 (Slovenčina) 

• トルコ語 (Türkçe) 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、多くの Concur ユーザーが母国語で Concur をお使いいただけるようになり

ます。 
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ユーザーへの表示 

Concur [サインイン] ページのリストに新しい言語が表示されます。 

 

設定およびアクティブ化 

この 5 つの新しい言語を有効にする場合は、お客様サポートにお問い合わせください。 
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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 ** 新しい SAP Concur ロゴ  

概要  

1 月のリリースでは、Concur の全製品に SAP Concur ロゴが表示されます。  

新しいロゴは各ページの左上隅に表示されます。 

 

フッターには SAP と Concur の両方のロゴが表示されます。 

 

たとえば、TMC がブランド変更された場合、フッターには TMC ロゴに加え、SAP ロゴが表示

されます。 
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設定およびアクティブ化 

この変更は自動的に有効になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

** 変更予定 ** 2018 年 5 月 15 日にプレーン テキスト FTP のサポートが終了   

概要 

Concur にデータ転送を送受信する手段として使用していたプレーン テキスト FTP の終了をご

報告します。   

プレーン テキスト FTP はセキュリティ保護されたプロトコルではなく、もともとセキュリティ

の脆弱性がありました。2018 年 5 月 15 日に、Concur 運用部門はファイル転送の基礎構造に

対しセキュリティ アップデートを適用します。お客様のデータを保護し、「Concur Trust 

Platform」の監査済のセキュリティ要件を満たすために、Concur が継続的に行っている取り組

みの一環として、プレーン テキスト FTP の使用を制限します。  

お客様への影響 

サポート終了日以降にプレーン テキスト FTP を使用した Concur とのデータ転送の送受信をす

ると、受信接続が失敗する可能性があります。プレーン テキスト FTP をご使用のお客様は、ユ

ーザー ガイド「File Transfer」に記載されているとおりにセキュリティ保護された手段のいず

れかひとつを使用して、データの転送を続行する必要があります。この変更はお客様側で行うこ

とが必須となります。これらの操作に際し Concur のサポートがご利用いただけます。 

設定およびアクティブ化 

記載の変更で影響を受ける実際の DNS 名は次のとおりです。  
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• st.concursolutions.com（US データセンター）  

• st-eu.concursolutions.com（EMEA データセンター）  

Concur 側: セキュリティ保護されたプロトコルが自動的にサポートされます。追加設定や有効

化を行う必要はありません。 

お客様は、お使いの FTP ソフトウェアや接続スクリプトを設定して、下記にリストされている

ようにセキュリティ保護されたプロトコルでの接続を行う必要があります。 

• SFTP (SSH-FTP) プロコトルはポート 22（Concur 推奨の手段）が必須 

• FTPS (FTP-SSL) はポート 21 および TLS v.1.1、TLS v.1.2 が必須  

• HTTPS はポート 443 および TLS v.1.1、TLS v.1.2 が必須 

 さらに詳しい情報は、ユーザー ガイド「File Transfer」をご参照ください。  

社内の IT チームと協力してこの変更に対応し、ファイル転送処理が引き続きスムーズに動作す

ることを確認してください。技術的なお問い合わせは、サポートまでご連絡ください。 
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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推奨環境 

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。 

 出張申請および経費精算の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 

10888408 シュルナク空港（NKT）を追加 

10785699 武夷山空港の場所を更新 

10673242 ポンディシェリ空港（PNY）を追加 

10556512 

10506309 

代理 - 「申請を提出可能」がない 

09978361 いくつかのクローズした申請の残金の総計が 0 に減

額されていない 

09874371 承認者の順番待ちに申請が詰まっている 

https://login.salesforce.com/5000e00001GalJHAAZ
https://login.salesforce.com/5000e00001GYRyjAAH
https://login.salesforce.com/5000e00001FfbaFAAR
https://login.salesforce.com/5000e00001Fcxr2AAB
https://login.salesforce.com/5000e00001Fbv58AAB
https://login.salesforce.com/5003200001D9eMYAAZ
https://login.salesforce.com/5003200001D6YrKAAV
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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 - 指定されたユーザー 

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。 


