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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他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 

** 進行中 ** メール構造の変更 - 「信頼できる送信者」リストへの IP アドレスの

追加 

概要 

SAP Concur サービスからのユーザーへの送信メールを、新しい構造のメールへ移行しています。

そのため、送信 IP アドレスを基に受信メールをフィルタしている会社は、新しい IP アドレス

を「信頼できる送信者」リスト追加し、自分の会社のユーザーが SAP Concur からメールを受

信できることを確認する必要があります。 

重要: 近日中にすべてのサービスに適用されます。 

当初、これは経費精算をお使いの会社にのみ適用されていました。1 月から、その他の SAP 

Concur サービス（出張予約や Concur Pay など）からのメールは、新しいメール構造に移行し

ます。  

その他のサービスも引き続き追加される予定です。追加の変更のタイミングについての詳細はリ

リース ノートをご確認ください。 

NOTE: この変更は IP アドレスをもとに受信メールをフィルタしている会社のみに適用される

ことにご注意ください。 

設定およびアクティブ化 

新しい IP アドレスは公開では発行されませんので、ご利用の際は SAP Concur サポートにお問

い合わせください。経費精算をお使いの会社で、IP アドレスに基づいて受信メールをフィルタ

している場合、メール サーバー管理チームと連携して、必要な IP アドレスのすべての「信頼で
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きる送信者」が更新されたかどうか確認してください。そうすることで、ユーザーが途切れなく

引き続き SAP Concur からのメールを受信できます。 

SAP Concur 製品へのアクセス変更 

概要 

本リリースで、次のドメインを介して、SAP Concur 製品およびサービスへアクセスする必要が

あります。 

• *.concursolutions.com 

• *.concurcdc.cn 

このいずれかのドメインをまだ使用していない場合は、できるだけ早い時期に移行することをお

勧めします。 

この変更に関するご質問は、appsec@sap.com にお問い合わせください。 

業務目的とユーザーへの利点 

SAP Concur のサービスに、より一貫した安全な方法でアクセスできるようになります。 

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。その他の設定やアクティブ化は必要ありません。 

 

mailto:appsec@sap.com
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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。 

事前申請 

** 変更予定 ** 認証: IP 制限の変更 

これらの変更は、安全な認証を維持するという SAP Concur の継続的な取り組みの一環です。 

概要 

ユーザーが SAP Concur にサインインすると、検証プロセスの 1 つに、IP 制限（IPR）の確認

と遵守が含まれます。IPR は、ユーザーが SAP Concur にサインインできる IP を制限するため

に会社によって定義された特定の IP または IP 範囲です。IPR は、許容される IP アドレスや 

IP アドレス パターンのリストを含む文字列にすることができます。たとえば、

"170.242.6.43;170.243.70.42;170.243.70.43;171.159.*.*" のようになります。  

NOTE: IPR は、モジュール プロパティを使用して、SAP Concur によってのみ設定および変更

されます。モジュール プロパティは厳密には出張予約の設定ですが、これは出張予約、

経費精算、請求書処理、または事前申請のカスタム設定に含めることができます。その

ため、出張予約を使用していなくても、会社は IPR を使用できます。 

現在、IPR は各会社の出張構成ごとに設定されているため、多くの出張構成がある会社ではメン

テナンスの問題が発生し、エラーが発生する可能性があります。さらに、新しい出張構成は自動

的には含まれず、簡単に忘れられることがあります。   

8 月のリリースで、この設定を構成レベルの設定から会社レベルの設定に変更する予定です。変

更に伴い、1 組の IPR が会社全体に適用されます。 
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この変更による影響を受けるお客様はほとんどいません。さらに、影響を受けるすべてのお客様

に対し、事前に SAP Concur から個別にご連絡して、必要な設定変更を行います。 

業務目的とユーザーへの利点 

IPR を使用するお客様は、IPR が会社全体に適用されることが確認できます。  

 ユーザーへの表示 

SAP Concur サービスへのサインインまたは使用には影響しません。 

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。その他の設定やアクティブ化は必要ありません。さらに、

この変更によって影響を受けるお客様には、SAP Concur からご連絡します。 

** 変更予定 ** 認証: 新しい SAP Concur [サインイン] ページ 

（リリース ノートの更新日： 6 月 8 日） 

これらの変更は、安全な認証を維持するという SAP Concur の継続的な取り組みの一環です。  

概要 

今後のリリースで、SAP Concur のサインイン ページが更新され、直接 Concur ユーザー名や

パスワードを使用するユーザーと、シングル サインオン (SSO) を使用するユーザーの両方に新

しいログイン画面が表示されます。 SSO ユーザーは、www.concursolutions.com で SP 主導

の SSO ログイン プロセスを開始できます。 

新しいサインイン ページには、強化されたセキュリティや、現在の業界スタンダードに準拠し

た、ログイン成功率を向上させる 2 段階のログイン プロセスが含まれます。この機能は、2019 

年に提供予定です。 

http://www.concursolutions.com/
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業務目的とユーザーへの利点 

SAP Concur 製品やサービスへのログイン時に、より高いセキュリティおよび迅速で便利な操作

性を提供します。 

重要 – 従来の SSO をお使いのお客様の移行 

新しい SSO サービスにまだ移行していない従来の SSO をお使いのお客様は、新しいサービス

がリリースされた後もユーザーは通常どおりにログインできます。 

新しい SSO サービスがリリースされると、以下が発生します。 

• 従来の SSO をお使いのお客様がすべてのユーザーに対して SSO ログインを強制してい

ない場合、一部のユーザーは www.concursolutions.com にログインし、一部のユーザ

ーは既存の SSO ログイン方法を使用してログインします。 従来の SSO をお使いのお

客様に対して、www.concursolutions.com のユーザー インターフェース (UI) のみが

変更されます。 

• お客様がすべてのユーザーに対して SSO ログインを強制している場合、ユーザーは影

響を受けません。 

最終的にはすべてのお客様が新しい SSO サービスに移行する必要があります。従来の SSO サ

ービスは、すべてのお客様の移行が完了するまで利用できます。 

 詳しい情報は、本ドキュメントの「認証 | ** 変更予定 ** シングル サインオン (SSO) 

セルフサービス オプションの提供」のリリース ノートをご参照ください。 

TMC およびテスト ユーザーへの影響 

SSO の強制はすべてのユーザーに影響します。SSO 設定は全社的な設定です。「シングル サイ

ンオンの管理」機能が一般向けにリリースされた場合、SSO 設定には 2 つのオプションがあり

ます。ほとんどのお客様は、SSO 必須設定を使用して、すべてのユーザーに SSO を適用します。

ただし、「SSO 任意」設定は、出張管理会社 (TMC) 、テスト ユーザーやトレーニング ユーザ

ーなど、複数のログインが必要なお客様に利用可能になります。  

http://www.concursolutions.com/
http://www.concursolutions.com/
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NOTE: （Professional Edition のみ）ユーザーのプロファイルの [テスト ユーザー] 設定では、

ユーザーがモジュールにどのようにログインするか、またはログインできるかどうかは

決定されません。この設定は、テスト ユーザーが一度ログインしたときに表示できる内

容を決定し、テスト データが実際の（運用）データに影響しないようにするものです。

この機能についての全般情報は、設定ガイド「テスト ユーザー（製品共通）」をご参照

ください。 

 詳しい情報は、本ドキュメントの「認証 | ** 変更予定 ** シングル サインオン (SSO) 

セルフサービス オプションの提供」のリリース ノートをご参照ください。 
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ユーザーへの表示 - 現行の [サインイン] ページのワークフロー 

現行の [サインイン] ページには、[ユーザー名] および [パスワード] フィールド、そして [サ

インイン] ボタンが表示されます。ユーザーが認証されると、[SAP Concur ホーム] ページが

表示されます。 
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SSO ユーザーへの表示 - 新しい [サインイン] ページのワークフロー 

新しい [サインイン] ページには、[メールまたはユーザー名] 、そして [続行] ボタンが表示さ

れます。ユーザーは自分のメール アドレスを入力します。 

 

[このコンピューターに情報を記憶させる] チェック ボックスを選択して、メール アドレスを次

回ログイン時に表示させることができます。  

そして [続行] をクリックします。 
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その後、ユーザーは認証のためにアイデンティティ プロバイダ (IdP) SSO ポータルに指定され

た会社に転送されます（以下は一般的な例で、各 SSO ポータル ページは会社ごとに異なりま

す）。メール アドレスとパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。 

  

認証されると、[SAP Concur ホーム] ページが表示されます。 
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ユーザー名およびパスワードを使用するユーザーへの表示 - 新しい [サインイン] ページ 

新しい [サインイン] ページには、[メールまたはユーザー名] 、そして [続行] ボタンが表示さ

れます。自分のユーザー名を入力します。 

 

[このコンピューターに情報を記憶させる] チェック ボックスを選択して、ユーザー名を次回ロ

グイン時に表示させることができます。 

そして [続行] をクリックします。 

その後、ユーザーに追加の [サインイン] ページが表示されます。 
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パスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。システムがユーザーの資格情報を認証

します。 

ユーザーのパスワードが認証されると、[SAP Concur ホーム] ページが表示されます。 

再ログインするユーザー 

初回ログイン時に [このコンピューターに情報を記憶させる] チェック ボックスを選択したユー

ザーが再ログインする場合、[サインイン] ページに自分のメール アドレスやユーザー名が表示

されます。[このコンピューターに情報を記憶させる] チェック ボックスを選択しなかったユー

ザーは、初回ログインと同じ手順でログインします。 

メール アドレスやユーザー名をクリックすると、以下のいずれかが表示されます。 

• SSO ユーザー: 認証されると、[SAP Concur ホーム] ページが表示されます。 

• ユーザー名およびパスワードを使用するユーザー: ユーザーは別の [サインイン] ページ

に移動し、パスワードを入力して [サインイン] をクリックします。認証されると、

[SAP Concur ホーム] ページが表示されます。 

設定およびアクティブ化 
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詳細情報は今後のリリース ノートでご案内します。 

** 変更予定 ** 認証: シングル サインオン (SSO) セルフサービス オプションの提

供（2019 年第 3 四半期） 

（リリース ノートの更新日： 6 月 8 日） 

これらの変更は、安全な認証を維持するという SAP Concur の継続的な取り組みの一環です。  

概要 

シングル サインオンにより、ユーザーは一組のログイン資格情報を使用して複数のアプリケー

ションにアクセスすることができます。現在、SAP Concur には、ユーザー名およびパスワード

の使用、またはユーザーの組織のログイン資格情報などのアイデンティティ プロバイダ (IdP) 

の資格情報のある SSO の使用、という 2 つのサインイン方法があります。 

SAP Concur はシングル サインオン (SSO) 管理機能を SAP Concur 製品に追加予定です。こ

れにより、SAP Concur をお使いのお客様が自分の組織に SSO を設定するためのセルフサービ

ス オプションを提供します。SSO は現在、経費精算、請求書処理、事前申請、および出張予約

でサポートされています。 

新しいシングル サインオンの管理 (SSO) 機能は、[セキュリティ キー] ページの既存の SSO 

設定をお使いのお客様の代替ツールであり、現在組織で SSO の実装を検討しているお客様にと

っては新しいツールです。[セキュリティ キー] ページの既存の SSO 設定と新しい SSO セルフ

サービス ツールは、すべてのユーザーが新しい SSO セルフサービス ツールに移行するまで利

用できます。 

ほかの SAP Concur 製品およびサービスはこの初期リリースの対象外です。 

この機能は、2019 年の第 3 四半期に提供予定です。 
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業務目的とユーザーへの利点 

SSO を設定するためのセルフサービス オプションと、最終的に新しい SSO サービスに移行し

てユーザーの SSO を管理する必要がある既存の SSO をお使いのお客様向けのセルフサービス 

オプションを利用できます。 

重要 – 従来の SSO をお使いのお客様の移行 

「シングル サインオンの管理」機能は、従来の SSO をお使いのお客様が新しい SSO サービス

への移行に使用するツールです。お客様の管理者は機能を設定し、[シングル サインオンの管

理] ページで新しい SSO サービスに接続します。 

従来の SSO をお使いのお客様が新しい [サインイン] ページを使用するには、まずこの機能に

含まれる新しい SSO サービスに移行する必要があります。 

 詳しい情報は、本ドキュメントの「認証 | ** 変更予定 ** 新しい SAP Concur [サイン

イン] ページ」のリリース ノートをご参照ください。 

設定およびアクティブ化 

設定について詳しくは、今後のリリース ノートでご案内します。 

** 変更予定 ** FTP アップデート: SSH キー認証を使用した必須 SFTP 

概要 

非 SFTP (Secure File Transfer Protocol) プロトコルとパスワード認証は、最終的には非推奨

になります。 

新規のお客様 

新しいファイル転送アカウントは、Secure Shell (SSH) キー認証で SFTP を使用する必要があ

ります。  
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既存のお客様 

既存の非 SFTP ファイル転送アカウントは、SSH キー認証を使用して SFTP に切り替える必要

があります。  

業務目的とユーザーへの利点 

さらに強化されたファイル転送のセキュリティを提供します。 

設定およびアクティブ化 

支援が必要な場合は、SAP Concur サポートまでお問い合わせください。 

 さらに詳しい情報は、ユーザー ガイド「File Transfer for Customers and Vendors

（製品共通）」をご参照ください。注意: 本ドキュメントはファクト シートの待ち受け

ページからユーザー ガイドの待ち受けページに移動しました。 

予算の見通し 

** 変更予定 ** 予算の見通し（旧来の）機能が 2019 年に運用終了 

概要 

「予算の見通し」機能は、予算管理ツールです。その運用を 2019 年 12 月 31 日に終了します。

予算機能を使用する必要のあるお客様は、昨年リリースされた SAP Concur の新しい「予算」

製品を購入することをお勧めします。新しい「予算」機能は、より優れた機能性と、改善された 

UI、そして SAP Concur 製品との追加の統合を提供しています。さらに注目すべき点は、経費

精算、請求書処理、出張予約、および事前申請からの追加の経費データを含んでいることです

（以前は経費精算および事前申請からのデータのみ利用可能でした）。 
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NOTE: 「予算の見通し」機能から「予算」機能への移行はできません。「予算の見通し」機能

の現在の契約は終了となり、「予算」機能と再契約することとなります。その場合、新

しい実装が必要になります。ただし、「予算」機能への再実装の間でも、お客様はすべ

ての「予算の見通し」機能のデータにアクセスすることができます。新しい「予算」製

品の実装を希望する場合、SAP Concur のアカウント チームにお問い合わせください。 

業務目的とユーザーへの利点 

「予算の見通し」機能の運用終了により、より高い価値を提供できる新しい「予算」製品を導入

いただくことができます。それにより、お客様の予算をより可視化および実用化し、さらにリア

ルタイムに反映できるようになります。   

設定およびアクティブ化 

「予算の見通し」機能の運用が終了すると、この製品に関する問題のレポート、およびサポート

を受けることができなくなります。 

** 変更予定 ** 予算の見通しのワークフロー ステップの名前変更 

概要 

SAP Concur は、「予算の見通し」と「予算」機能を明確に区別するため、[ワークフロー] ペ

ージで、[ステップ名] 列の [予算承認者ステップ] を [従来の予算承認者ステップ] に変更しま

す。 

業務目的とユーザーへの利点  

この改善により、お客様は使用している製品を簡単に確認できます。  

予算管理者への表示 

[ワークフロー] ページに新しいサイト用語が表示されます。 
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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。その他の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 

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他の月次リリース ノートとともに公

開されます。 

「お客様へ - 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。 

 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、その他の技

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

書」をお読みください。 
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リリース ノートおよびその他の技術文書 

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、およびその他のリソ

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 SAP 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、およびその他

のリソースにアクセスすることができます。 

適切な SAP Concur サポート ポータルへのアクセス許可があれば、[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 にログオンします。 

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。 

解決済のケース 

 

ケース ID 説明 

CRMC-130092  ユーザーが申請を手動で終了するのを防ぐために、

[申請を非アクティブ化] ボタンを非表示にする必要

がある。 

CRMC-133731  印刷用レポートに特定のフィールドが含まれている

と、[印刷/メール] をクリックした後に印刷レポー

トが生成されない。 

CRMC-133885  毎日の備忘メールが生成されない。 
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または SAP の関連会社によって提供され、SAP SE またはその関連会社はこれら文書に関する

誤記や脱落に対する責任を負うものではありません。SAP SE または SAP の関連会社の製品お

よびサービスに対する唯一の保証は、当該製品およびサービスに伴う明示的保証がある場合に、

これに規定されたものに限られます。本書のいかなる記述も、追加の保証となるものではありま

せん。  

特に、SAP SE またはその関連会社は、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 またはその関連会社の戦略並びに将来の開

発物、製品、および / 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 または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。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
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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。 


