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法的免責事項 

この提示物の内容は、SAP SE または SAP の関連会社の機密の専有情報であり、SAP SE また

はそれぞれの SAP の関連会社の許可なく開示することはできません。この提示物は、SAP SE 

またはその関連会社とのライセンス契約またはそのほか何らかのサービス契約やサブスクリプシ

ョン契約に拘束されることはありません。SAP SE およびその関連会社は、このドキュメントま

たは関連の提示物に記載される業務を遂行する、またはそこに記述される機能を開発もしくはリ

リースする義務を負いません。このドキュメント、または関連の提示物、および SAP SE または 

SAP の関連会社の戦略並びに将来の開発物、製品、またはプラットフォームの方向性並びに機

能はすべて、変更となる可能性があり、SAP SE およびその関連会社により随時、理由の如何を

問わずに予告なしで変更される場合があります。このドキュメントに記載する情報は、何らかの

具体物、コード、または機能を提供するという確約、約束、または法的義務には当たりません。

このドキュメントは、商業性、特定目的への適合性、または非侵害性の黙示的保証を含めて、明

示または黙示を問わず、いかなる種類の保証をも伴うものではありません。このドキュメントは

情報提供のみを目的としており、契約に取り入れられることはありません。SAP SE およびその

関連会社は、SAP SE または SAP の関連会社の意図的な不当行為または重大な過失に起因する

損害を除き、このドキュメントの誤記または脱落について一切の責任を負わないものとします。  

将来の見通しに関する記述はすべて、さまざまなリスクや不確定要素を伴うものであり、実際の

結果は、予測とは大きく異なるものとなる可能性があります。読者は、これらの将来の見通しに

関する記述に過剰に依存しないよう注意が求められ、購入の決定を行う際にはこれらに依拠する

べきではありません。 
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サマリー 

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 

明確化: 製品内メッセージの解除 

概要 

ここ数ヶ月間のリリース ノートで、製品内メッセージ (IPM) をユーザーが解除できる旨をお知

らせしてきました。 

 

確認事項: 

• EMEA データ センターのお客様の場合、昨年末に解除機能が提供されました。 

• 北米のデータ センターのお客様の場合、段階的に解除機能が提供されます。4 月末まで

にこの機能の全面的な提供を予定しています。 
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! 重要: たとえば条件の更新があった際に承認を求める場合など、ユーザーがメッセージの受

信を解除できない、非常に重要なメッセージもあります。 

設定およびアクティブ化 

解除機能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。 

Fetch Attendee 機能が事前申請で利用可能 

概要 

事前申請のご使用のお客様に対し、Fetch Attendee Web サービス コールアウトが利用可能に

なりました。Concur Fetch Attendee コールアウトにより、想定経費に同席者を追加する際、

外部システムから事前申請に同席者情報をインポートできます。事前申請サービスが、お客様が

作成したカスタム コネクタに同席者検索フィールドを送信します。コネクタはお客様または 

Concur がホストでき、同席者レコード システムにアクセスできます。コネクタは事前申請から

送信された同席者情報を使用して、お客様のシステムで一致するすべての同席者レコードを検索

します。コネクタで候補リストが作成されると、事前申請に同席者データが送信されます。ユー

ザーはこの候補リストから、想定経費に適切な同席者を選択できます。  

この Web サービスは、次のような点で標準的な Concur Web サービスとは異なります。 

• 送信メッセージを使用して、カスタム コネクタで提供される公衆インターネットを使用

する API エンドポイントを事前申請が呼び出します。    

• お客様がパブリック Web サービス インターフェース（カスタム コネクタ）を設定およ

び管理することも、Concur がコネクタを管理することもできます。  

• このサービスを使用するには、Fetch Attendee Web サービス（外部データ ソース）を

使用するために、事前申請の管理者が同席者タイプを作成する必要があります。 

 詳細情報は、設定ガイド「事前申請: 同席者」をご参照ください。 
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 Concur 開発者ポータルの Fetch Attendee 情報をご参照ください: 

https://developer.concur.com 

業務目的とユーザーへの利点 

この Web サービス コールアウトにより、必要に応じて同席者の詳細を Concur に取り込むだ

けで、Concur 外部のシステムにある同席者の詳細を管理できます。   

コールアウトの処理 

Fetch Attendee コールアウトが設定されている場合の処理は次のとおりです。 

1. ユーザーが [同席者を検索] ウィンドウで適切な同席者タイプを選択します。 

 

https://developer.concur.com/
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2. [同席者を検索] ウィンドウの同席者フィールドに情報を入力し、[検索] をクリックし

ます。 

 

3. [同席者を検索] フィールドの情報がカスタム コネクタに送信されます。  

4. カスタム コネクタが同席者レコード システムを照会し、結果リストを事前申請に返し

ます。 

5. [同席者を検索] ウィンドウの [検索結果] セクションに結果が表示されます。 

設定およびアクティブ化  

設定処理は次の 3 つのステップから構成されます。 

1. お客様がカスタム コネクタをインストールおよび設定します。 

 Concur 開発者ポータルの Fetch Attendee 情報をご参照ください: 

https://developer.concur.com 

https://developer.concur.com/
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2. お客様または Concur がカスタム コネクタを登録します。 

3. 事前申請の管理者が、データ ソースとしてこのコネクタを使用する新しい同席者タイプ

を作成します。  

 詳細情報は、設定ガイド「事前申請: 同席者」をご参照ください。 

古いデータに対する新しい早期アクセス機能 

概要 

新しいデータ保持機能により、「誰が、いつ、どこで」という基準に基づき、Concur ソリュー

ションがデータを保持する期間を制御できます。新しい共有ロールであるデータ保持管理者がシ

ステムに作成されました。この機能にアクセスするには、このロールが必要です。 

具体的には、次の機能が提供されます。 

• 古いユーザー プロファイル、旅程、および経費精算レポートといったデータが削除され

るまでの時間を設定できます。 

• メール通知で、ポリシー設定へのアクセスを厳格に管理できます。 

• 古いデータの保持が必要または望ましい場合に、この機能によってデータが除外される

特定のユーザーを保留できます。 

• 会社全体のデータ保持設定に関係なく、特定のユーザーのデータを削除できます。 

• データ保持アクティビティを監視するため、イベントの概要が示されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能により、データ保持に関する固有のコンプライアンス ニーズに対応できます。 
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管理者への表示 

SAP Concur によりこの機能が有効化されると、[組織管理] ページ下部に [データ保持] リンク

が表示されます。 
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 詳細情報については、設定ガイド「Data Retention（製品共通）」およびユーザー ガ

イド「Data Retention（製品共通）」をご参照ください。 

設定およびアクティブ化 

5 月リリースの一環としてこの早期アクセス機能が利用可能になり次第、機能の有効化を 

Concur カスタマ サポートにご依頼ください。 

「プライバシー規約」ページの削除: SAP Concur の新しいプライバシー保護方針 

概要  

現在 [プライバシー規約] ページをユーザーに開示しているお客様は、本リリースでこのページ

が削除されることにご留意ください。いかなる状況でも、これまでの [プライバシー規約] ペー

ジは表示されなくなります。それに伴い、プライバシー規約テキストをカスタマイズするための

オプションおよびポリシーを適用する（たとえば、プライバシー規約の同意をユーザーに求める

など）ためのオプションも削除されます。 

また、本リリースで、ページ フッターのリンクからアクセスできる標準的なプライバシー保護

方針をご提供します。SAP Concur の新しいプライバシー保護方針では、お客様のデータを取り

扱う「処理者」としての SAP Concur の責任が記載されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更は、すべてのお客様に対して修正されていない同様の内容の SAP Concur プライバシ

ー保護方針を提供することが目的です。 

ユーザーへの表示 

本リリースで、Concur の Web バージョンでページ左下隅にある [処理者のプライバシー保護

方針] リンクをクリックすることで、SAP Concur の新しいプライバシー保護方針にアクセスで

きます。また、SAP Concur Mobile アプリで [設定] の [プライバシー保護方針] リンクをクリ

ックすることでもアクセスできます。 
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お客様のデータを取り扱う「処理者」 

新しいプライバシー保護方針 SAP Concur がお客様のデータを取り扱う「処理者」であること

から必要となります。 

! 重要: ここでの「処理者」とは、SAP Concur 製品の多くに使用される処理者ロールとはま

ったく関係ないということにご注意ください。 

プライバシー保護方針のテキスト 

SAP Concur の新しいプライバシー保護方針のテキストは、こちらをご参照ください。 

https://www.concur.com/en-us/processor-privacy-statement 

FAQ 

Q. これまでの [プライバシー規約] ページをなぜ今後も引き続き使用できないのでしょうか。 

A. SAP Concur は、SAP Concur サービス内で提供される最新のプライバシー保護方針

にすべてのお客様が簡単かつダイレクトにアクセスできるよう取り組んでいます。  

Q. 新しいプライバシー保護方針で業務上追加すべき伝達事項がある場合はどうしたらいいでし

ょうか。 

A. [プライバシー規約] ページを使用して、会社固有の情報をユーザーに提供していた

お客様もいらっしゃると思います。しかし、このオプションは今後利用できません。個

別のプライバシー保護方針や情報について従業員に伝達するための代替方法を検討して

ください。 

Q. SAP Concur サービスへのアクセスを許可する前に、ユーザーにプライバシー保護方針を読

ませ、同意を求めることはできますか。 

A. SAP Concur のプライバシー保護方針は、いかなる場合であってもお客様が設定する

ことはできません。お客様のデータに対する SAP Concur の取り扱いを記載するための

ものです。 

https://www.concur.com/en-us/processor-privacy-statement
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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。削除される

設定オプションについては、出張予約のリリース ノートをご参照ください。 

sap.com のメール アドレスへの更新 

概要 

SAP Concur は concur.com ではなく sap.com メール アドレスを使用するよう、従業員の送

信メールを更新中です。このため、お客様は両方のドメインからメールを受信することになりま

す。メールのホワイトリストに「sap.com」を追加するよう、IT 部門にご依頼ください。  

次のような concur.com メール アドレスを使用した SAP Concur への送信は引き続きサポート

されます。 

• plans@concur.com 

• receipts@concur.com 

これ以外の既存の concur.com メール アドレスもすべてサポートされます。  

背景 

今年 1 月、SAP Concur のロゴおよびブランドへの移行をお伝えしました。SAP Concur ブラ

ンドへの移行の一環として、SAP ファミリーのメンバーとしての利点を生かすため、

@concur.com だけでなく @sap.com メール ドメインから Concur のメールが届くことがあ

ります。どちらのアドレスからでも発信元は同じであり、どちらのアドレスを使用しても連絡に

問題はありませんのでご安心ください。  

業務目的とユーザーへの利点 

SAP Concur は SAP ブランドへ移行中であり、その一環として sap.com ドメインのメール ア

ドレスを使用するようメールを更新しています。  

mailto:plans@concur.com
mailto:receipts@concur.com
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設定およびアクティブ化 

この変更は、2018 年 4 月 14 日に自動的に実施済です。お客様側で既存の処理を変更する必要

はありません。 

予算 

新しい予算機能の提供を開始  

概要 

予算機能では、お客様が予算のすべての要素を設定できます。要素には、予算の期間となる会計

年度、コスト センター（プロフィット センター）レベルで支出を追跡する予算追跡フィールド、

実際の年間予算となる予算の経費タイプをグループ化した予算カテゴリ、従業員を適切な予算に

適合させる予算マネージャー階層、および会計年度、予算所有者、予算名、説明などの予算を定

義する予算項目があります。  

NOTE: 改善された分析レポートに対する会計カレンダーおよび新しい予算機能における会計カ

レンダーは両方のカレンダーでデータを共有します。 

業務目的とユーザーへの利点 

予算が承認者および予算所有者に対して見やすく、実用的で、リアルタイムのものとなり、事前

申請をお使いのお客様にとって高レベルの支出判断に繋がります。 

ユーザーへの表示 

[分析レポート] 内の新メニュー オプションである [予算ダッシュボード] が表示されます。 
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[予算ダッシュボード] メニュー オプションをクリックすると、[予算概要] ページが表示されま

す。 
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管理者への表示 

[事前申請の管理] に新規メニュー [予算設定] が表示されます。[予算設定] ページには、[予算

項目]、[会計カレンダー]、[予算カテゴリー]、[予算追跡フィールド]、および [予算設定] の 5 

つのタブがあります。 

NOTE:  [予算設定] タブにアクセスするには、予算管理者ロールが必要です。 

 

[予算項目] タブ: 
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[会計カレンダー] タブ: 

 

[予算カテゴリー] タブ: 
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[予算追跡フィールド] タブ: 
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[予算設定] タブ: 
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設定およびアクティブ化 

この機能は、SAP Concur が内部専用のツールを使用してアクティブ化します。ご関心があれば、

SAP Concur にお問い合わせください。 

予算機能がアクティブ化されたら、予算管理者は [事前申請の管理] の [予算設定] ツールで設定

してください。 

予算のリリース ノート 

概要 

新しい予算のリリース ノート（ほかの製品のリリース ノートと同じページに提供）で、予算に

関する新機能および改善を参照できます。  

業務目的とユーザーへの利点 

独立したリリース ノートにすることで、予算の視認性が向上します。  

SAP Concur のプラットフォーム 

コールアウト サーバー要件の更新  

概要 

SAP Concur プラットフォーム コールアウトをサポートする SAP Concur サーバーがアップグ

レードする予定です。このメンテナンスは運用プロキシの移行（北米データセンターのみ）およ

び PWS サーバーの仮想マシン (VM) への移行（EMEA および北米データセンターのみ）が含ま

れます。この PWS サーバーの仮想マシン (VM) への移行は、2018 年 5 月 2 日に完了しまし

た。運用プロキシの移行は、2018 年 5 月 9 日に運用プロキシを経由した 3 分の 1 のトラフィ

ックで開始されました。それ以外の 2 分の 1 のトラフィックは、2018 年 5 月 14 日の週に運

用プロキシを経由して移行予定です。    
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これらのサーバーでは、以下の機能をサポートします。 

• Fetch Attendee Data コールアウト 

• Fetch List Item コールアウト 

• Event Notification コールアウト 

• Launch External URL コールアウト 

• Concur Salesforce Connector 

NOTE: SAP Concur コールアウト（Fetch List、Fetch Attendee、Launch External URL、お

よび Event Notification）および Salesforce Connector をお使いのお客様については、

機能の中断はありません。 

なお、このメンテナンスは、お客様のコールアウトの URL に対し、SAP Concur が以下の要件

を備えていることを意味します。 

• エンドポイントは SSL/TLS によって保護されます。 

• エンドポイントは TLS 1.0 以上を使用します（TLS 1.2 を推奨）。 

• エンドポイントではキー サイズが 1024 ビット未満の Diffie-Hellman 暗号スイートを

使用する必要があります。 

• SSL および標準規格の世界が絶え間なく進化しているため、許容される暗号スイートの

特定のリストは公表せず、一般的には現在業界でサポートされているリストを利用する

ことをお勧めします。 

• エンドポイントは、有効なルートまでのチェーンを検証できる SSL 証明書を取得する必

要があります。追加の証明書をインストールすることなくチェーンを検証できない場合、

SAP Concur からの呼び出しは失敗します。   

• 北米データセンターからの Concur コールアウト トラフィック（一般的ではない）に対

するアクセスをホワイトリストするお客様は、アクセス管理リスト (ACL) を IP 

12.129.29.86 に更新する必要がある場合があります。 
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! 重要: コールアウトの URL が上記の要件を満たしていない場合、2018 年 5 月 9 日以降、

SAP Concur からのコールはできなくなる場合があります。 

業務目的とユーザーへの利点 

このメンテナンスにより、現行のハードウェアでの保証範囲外の問題が軽減されます。  

設定およびアクティブ化 

これらの変更は SAP Concur により自動で行われます。SAP Concur プラットフォーム コール

アウトをお使いのお客様は、コールアウトを担当するそれぞれの IT グループと検討して、この

変更に備え準備をしてください。  
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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 SAP Concur が所有するものとします。  

** 変更予定 ** 2018 年 9 月 1 日にプレーン テキスト FTP のサポートが終了   

概要 

SAP Concur へ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 のサポ

ート終了をご報告しました。  

! 重要: SAP Concur は、2018 年 9 月 1 日まで終了日を延長することを決定いたしました。

それ以降、この機能は完全に終了し、使用できなくなります。  終了日はこれ以上延長され

ることはありません。 

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 9 月 1 日に、SAP 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、「SAP Concur 

Trust Platform」の監査済のセキュリティ要件を満たすために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。  

 詳細情報は、「Plain Text FTP Retirement FAQ」をご参照ください。  

お客様への影響 

2018 年 9 月 1 日以降、従業員リスト、同席者、およびその他のインポート ファイルなどのフ

ァイル タイプのアップロード、また、SAE やプレーン テキスト FTP を使用するその他の抽出

ファイルのダウンロードも同様に、SAP Concur の Filemover システムで受け付けなくなりま

す。これは、出張予約、経費精算、および請求書処理、カスタマの会計システムへの統合アクテ

ィビティなどの、SAP Concur 製品をご使用のお客様へ重大な影響を及ぼします。2018 年 9 

月 1 日を超えるような例外はありません。 

https://go.concur.com/rs/013-GAX-394/images/FAQ_Plain_Text_FTP_Retirement.pdf
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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。  

• st.concursolutions.com（北米のデータ センター）  

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

SAP 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（SAP 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、「Client FAQ」および「File Transfer User Guide」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 リクエストを発行してくださ

い。 

 

 

 

 

https://go.concur.com/rs/013-GAX-394/images/FAQ_Plain_Text_FTP_Retirement.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/FactSheets/Concur%20File%20Transfer%20Guide.pdf
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お客様へのお知らせ 

ブラウザの認証および推奨環境 

月次情報 - ブラウザの認証および推奨環境 

「SAP 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ほかの月次リリース ノートとともに

公開されます。 

出張予約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、そのほかの技術文

書とともに公開されています。 

 すべてのリリース ノート、ブラウザ認証、設定ガイド、ユーザー ガイド、そのほかの

技術文書、および推奨環境については、後述の「リリース ノートおよびそのほかの技術

文書」をお読みください。 
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リリース ノートおよびそのほかの技術文書 

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、オンライン ヘルプを使ってリリース 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、およびそのほかのリ

ソースにアクセスできます。 
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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、およびそのほかの

リソースにアクセスすることができます。 

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。  
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ケース 

ステータスを確認する手順 

各サービス リリースでは、ケースが解決している場合があります。  

 提出したケースのステータスを確認するには 

1. https://concursolutions.com/portal.asp にログインします。 

2. [ヘルプ] > [サポートへのお問い合わせ] をクリックします。      

 

[Concur サポート] ページが表示されます。 

 

https://concursolutions.com/portal.asp
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NOTE: [ヘルプ] メニュー下に [サポートへのお問合せ] オプションがない場合は、お客様の会

社内でサポートを行うよう設定されています。社内のサポート デスクにお問い合わせく

ださい。 

3. ケース ID を入力します。 

4. [検索] をクリックします。検索結果は、ご自身の会社のケースに限定されています。 

解決したケース 

 

ケース ID 説明 

CRMC-112663 [ホテルの優先設定] フィールドが間違った文字を表

示する 

CRMC-112243 出張リスク - [主な目的地のリスク レベル] フィー

ルド値が印刷用レポートと異なる 

CRMC-117854 事前申請の API v3.1 を使用して支払先セグメント 

データを追加すると、申請ヘッダーのカスタム フィ

ールドが空白で上書きされる 
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ものとなる可能性があります。読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過剰に依存しない

よう注意が求められ、購入の決定を行う際にはこれらに依拠するべきではありません。 


