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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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リリース ノート 

Request 

2020 年 1 月 31 日に Riskline/DFAT の参照を廃止 

概要 

2020 年 1 月 31 日以降 - セキュリティ要件を満たすため、SAP Concur は、[リスク マネジメ

ント] の [関連するリスク] 設定の [Riskline/DFAT] オプションのサポートを終了しました。

[Riskline/DFAT] オプションは廃止されました。 

DFAT は、オーストラリア政府の Department of Foreign Affairs and Trade（外務貿易省）の

略です。 

[Riskline/DFAT] オプションをお使いのお客様は引き続きデータを使用できますが、データは古

くなっている可能性があります。そのため、お客様には [Riskline] オプションの使用に切り替

えることを強くお勧めします。 

会社の [関連するリスク] 設定を [Riskline/DFAT] に更新するには、SAP Concur サポートにお

問い合わせください。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、SAP Concur をお使いのお客様のセキュリティが強化されます。 

設定とアクティブ化 

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。 

 リスク マネジメントおよび関連するリスクについてのさらに詳しい情報は、設定ガイド

「Request： Risk Management」をご参照ください。 
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認証 

以前のサインイン手順が利用不可に 

概要 

2019 年 10 月 31 日に、SAP Concur は新しいサインイン手順を導入しました。  

新しいサインイン手順の導入以降、ユーザーは新しい [サインイン] ページからサインインする

か、以前のサインイン手順に戻すかを選択することができました。5 月のリリース以降は、以前

のサインイン手順が利用不可となります。  

業務目的とユーザーへの利点 

新しいサインイン手順により、セキュリティが向上し、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。この変更で、すべての

ユーザーのサインイン方法が統一されます。  

ユーザーへの表示 

2019 年 10 月 31 日以降、ユーザーに新しいサインイン手順へのアクセス権が段階的に付与さ

れました。  
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SAP Concur [サインイン] ページを開くと、新しい [サインイン] ページが表示され、ページの

上部に [古いサインイン手順に戻る] というリンクが表示されていました。 

 

[古いサインイン手順に戻る] のリンクをクリックすると、従来の [サインイン] ページが表示さ

れていました。 

 

5 月のリリース以降、新しい [サインイン] ページの上部にメッセージが表示されなくなり、以

前の手順に戻すことができなくなりました。 



 

SAP Concur リリース ノート ページ 4 Concur Request Professional/Premium 

リリース日: 2020 年 5 月 16 日  SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿:  

5 月 15 日 金曜日 10:00 AM 太平洋時間 

設定とアクティブ化 

構成やアクティブ化のステップはありません。この変更は自動的に行われます。 

** 進行中 ** HMAC の廃止および SSO セルフサービスへの移行開始 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2019 年 7 月 12 日 2020 年 3 月 6 日 
フェーズ I: 2019 年 7 月 

フェーズ II:  2020 年 7 月 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

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

概要 

SAP Concur は、SSO オプションとしてハッシュ ベースのメッセージ認証コード（HMAC）を

削除する廃止プロセスを間もなく開始します。HMAC の代替サービスは SAML SSO です。これ

はセルフ サービス方式の設定方法で、お客様の管理者は SAP Concur 内で SAML 接続を完了す

ることができます。 

現在 HMAC をお使いのお客様は、リリース後（2020 年の第二四半期予定）すぐに SSO セルフ 

サービス ツールに移行することをお勧めします。新しい SSO セルフサービス ツールを使用す

ると、複数のポータル（ID プロバイダ）を追加できます。 

HMAC の廃止プロセスは 2 段階あります。 

フェーズ I: 

• お客様には、アイデンティティ プロバイダ（IdP）またはカスタム SAML 2.0 ソリュー

ションが必要です。 

• お客様は新しい SSO セルフサービス ツールのテストを開始します。（詳しくは下記を

ご参照ください。） 

• 出張管理会社 (TMC) は、2020 年の第二四半期にリリースされる予定の新しい SSO セ

ルフサービス ツールを使用して、新規のお客様向けに導入準備をします。 



 

SAP Concur リリース ノート ページ 5 Concur Request Professional/Premium 

リリース日: 2020 年 5 月 16 日  SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿:  

5 月 15 日 金曜日 10:00 AM 太平洋時間 

• SSO ツールが利用可能になった後、HMAC の公式のサポート廃止日をリリース ノート

で通知します。公式の廃止日以降は、新規のお客様への導入に HMAC を使用すること

はできません。新しい SSO セルフサービス ツールを使用する必要があります。 

• HMAC をお使いの既存のお客様は、新しい SSO セルフサービス ツールを使用して移行

する必要があります。 

フェーズ II: 

• 出張管理会社 (TMC) は、引き続き既存のお客様に対し HMAC サービスから新しい 

SSO セルフサービス ツールへの移行を行います。 

• 全員が HMAC から新しい SSO セルフサービス ツールに移行したら、HMAC サービス

をシャットダウンします。フェーズ Ⅱ は 2020 年半ばに終了する予定です。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、SAP Concur の製品およびサービスにログインするユーザーに強化されたセキ

ュリティおよび改善されたサポートを提供します。 

重要 – TMC の移行 

出張管理会社（TMC）は大きな影響を受けるため、今すぐ SAML SSO のテストを開始して、新

しい SSO セルフサービス ツールへの移行を準備する必要があります。 

TMC は、新しいお客様に対して HMAC ではなく SAML SSO を設定する必要があります。

SAML SSO を設定することで、TMC が SSO セルフサービス ツールをテストし、内部スタッフ

をトレーニングしてお客様を支援するための時間をより多く捻出できます。 

HMAC 廃止プロセスのフェーズ I の準備: 

• TMC はまず SAML 2.0 をサポートする必要があります。TMC は SAML 2.0 ソリューシ

ョンを契約または開発する必要があります。TMC にはアイデンティティ プロバイダ

（IdP）が必要です。 



 

SAP Concur リリース ノート ページ 6 Concur Request Professional/Premium 

リリース日: 2020 年 5 月 16 日  SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿:  

5 月 15 日 金曜日 10:00 AM 太平洋時間 

• SAML 2.0 のサポートが完了すると、TMC がさらに多くの情報を求めて SAP Concur 

サポートにサポートを依頼する可能性があります。TMC は、設定の依頼の際にオンライ

ン注文フォームを使用する必要はありません。 

重要 – 従来の HMAC をお使いのお客様の移行 

お客様は、新しい SSO セルフサービス ツールへの移行に備えて、直ちに SSO のテストを開始

する必要があります。 

HMAC 廃止プロセスのフェーズ I の準備: 

• お客様には、アイデンティティ プロバイダ（IdP）またはカスタム SAML 2.0 ソリュー

ションが必要です。 

• お客様は SSO セルフサービス ツールが 2020 年の第二四半期にリリースされた後すぐ

に設定できます。 

詳細情報 

 詳しい情報は、製品共通の変更予定のリリース ノート（日本語）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。 

データ保持 

「保留管理とユーザー消去」の説明を更新（4 月 3 日） 

概要 

[管理] > [会社] > [データ保持] ページに表示される [保留管理とユーザー消去] というデータ

保持機能の説明が更新されました。 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN_shared_planned/_client_shared_RN_all.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Shared/_client_shared_RN_all-jp.htm
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更新前 

 

更新後 

 

業務目的とユーザーへの利点 

この更新で、「データ保持管理者」ロールを持つユーザーに対し、[ユーザー保留]、[保留解除]、

[ユーザー消去] のボタンの所在に関する情報がより正確になります。 

設定とアクティブ化 

設定やアクティブ化を行う必要はありません。 

 詳しい情報は、設定ガイド「データ保持（製品共通）」（日本語）および、設定ガイド

「Standard Edition: データ保持（製品共通）」（英語）をご参照ください。 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Shr_SG_Data_Retention-jp.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/ConcurPremier/SG_Shr/SG_Shr_Data_Retention.pdf
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ファイル転送のアップデート 

** 進行中 ** SAP Concur 従来のファイル移動の移行 

 

対象製品: Expense Invoice Request Travel その他 

Edition 
Professional、 

Standard 

Professional、 

Standard 

Professional、 

Standard 

Professional、 

Standard 
Intelligence 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2020 年 3 月 -- 2020 年に進行中 

概要 

このリリース ノートは、SAP Concur でのファイル送信を担当する技術スタッフを対象として

います。データのやり取りを行っているお客様と支払先に対し、SAP Concur はファイル転送サ

ブシステムを維持して、ファイル転送のセキュリティを強化しています。  

SAP Concur は、API に依存するより効率的で安全なファイル ルーティング プロセスにファイ

ルを移動するために現在従来のプロセスを使用しているエンティティの移行を開始します。  

現在、従来のプロセスを使用するようにエンティティを設定しているお客様は、現時点から 

2020 年の終わりまでの間に、より効率的なプロセスに移行されます。より効率的なプロセスに

移行すると、次のような改善が見られます。 

• 従来のプロセスでは、指定された時間にファイル移動スケジュールが実行されるのを待

つ必要がありました。より効率的で安全な API ベースのプロセスにより、SAP Concur 

からの抽出およびその他の送信ファイルは、ファイルが作成された直後の既存の夜間処

理期間内に利用可能になります。 

このお知らせは、次のファイル転送 DNS エンドポイントに関するものです。 

• st.concursolutions.com 



 

SAP Concur リリース ノート ページ 9 Concur Request Professional/Premium 

リリース日: 2020 年 5 月 16 日  SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿:  

5 月 15 日 金曜日 10:00 AM 太平洋時間 

業務目的とユーザーへの利点 

これらの変更により、ファイル転送のセキュリティと効率が向上します。 

設定とアクティブ化 

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。  

言語 

新しい言語のサポート（タイ語） 

概要 

本リリースで、SAP Concur ソリューションは下記の言語をサポートするようになりました。 

• タイ語 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、ユーザーは SAP Concur ソリューションの UI テキストをタイ語で表示するよ

うに設定できます。 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/ConcurPremier/UG_Shr/Shr_UG_FileTransfer.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/ConcurPremier/UG_Shr/Shr_UG_FileTransfer.pdf
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ユーザーへの表示 

リストに表示するには、この言語を有効にする必要があります。言語が有効になっている場合、

SAP Concur ソリューションの [サインイン] ページを開き、クリックして使用可能な言語のリ

ストを表示すると、リストにタイ語が表示されます。 

 

設定とアクティブ化 

この言語を有効化するには、SAP Concur サポートにお問い合わせください。 
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その他  

一部の製品とサービスが利用不可の場合に修正版のホーム ページを表示（3 月 20 

日） 

概要 

ユーザーが SAP Concur にサインインする際に、ほかの製品やサービスが実行中で一部の製品

やサービスが利用できない場合、ユーザーのホーム ページの修正版が表示され、実行中の製品

やサービスにアクセスできます。 

この改善の実装前に、1 つ以上の製品またはサービスが利用できない場合に SAP Concur にサ

インインしようとすると、503（サービス利用不能）メッセージが表示され、ユーザーのホーム 

ページにアクセスできず、SAP Concur にサインインする前にすべてのサービスと製品が利用可

能になるまで待つ必要がありました。  

NOTE: ユーザーのホーム ページに表示される製品とサービスはユーザー固有のものであり、ユ

ーザーごとに異なる場合があります。  

業務目的とユーザーへの利点 

この機能強化により、ユーザーは、ほかの製品やサービスが利用できない場合でも、実行中の製

品やサービスに依存するタスクを完了することができます。 

ユーザーへの表示 

SAP Concur はサインインの際にそのユーザーが利用できる製品やサービスを判断します。製品

やサービスが利用できない場合、各サービスのタイルを含む修正版のホーム ページが表示され

ます。  
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稼働中のサービスは、タイルの上部にある緑色のバーとチェックマークで示されます。利用でき

ないサービスは、タイルの上部にある赤いバーと感嘆符で示されます。さらに、1 つ以上の製品

またはサービスが現在利用できないことを示すメッセージが表示されます。 

 

NOTE: Concur Open（open.concur.com） にアクセス可能なユーザーの場合、Concur Open

は製品とサービスのアップタイムとダウンタイムを決定するために異なるプロセスを使

用します。その結果、Concur Open が製品やサービスが現在利用可能かを反映するの

に少し時間がかかる場合があります。 

設定とアクティブ化 

この改善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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米国のデータ センターに接続しているユーザーの us1.concursolutions.com への

リダイレクト  

概要 

5 月以降、www.concursolutions.com 経由で米国のデータ センターに接続するユーザーは、

us1.concursolutions.com にリダイレクトされます。 

NOTE: この変更は、SAP Concur ソリューション米国データ センターへの API 呼び出しで使

用されるベース URI（インスタンス URL）には影響しません。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、SAP Concur データ センターの URL の形式が、データセンター間で統一され

ます。たとえば、EMEA データ センターに接続しているユーザーは、

eu1.concursolutions.com にリダイレクトされます。  

設定とアクティブ化 

ユーザーは自動的にリダイレクトされます。設定やアクティブ化を行う必要はありません。 

セキュリティ強化 

concursolutions.com の新しい SSL 証明書 

概要 

製品やサービスに対して実施しているセキュリティ改善の一環として、SAP Concur は新しい 

concursolutions.com の SSL 証明書を発行しました。現在の証明書は 2020 年 4 月 14 日に

有効期限切れになりました。 
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期限切れの証明書をピン留め（Certificate Pinning）したお客様は、2020 年 4 月 14 日までに

新しい証明書に更新する必要があります。ピン留めされた証明書が 2020 年 4 月 14 日までに

更新されなかった場合、組織およびユーザーは SAP Concur 製品やサービスと断絶されること

になります。 

証明書のピン留めを行っていないお客様は、新しい証明書が自動的に更新されますので、対応は

必要ありません。多くのお客様は証明書のピン留めを行っていません。 

ご注意ください: セキュリティおよびコンプライアンス プログラムの強化のため、この証明書は

毎年ベースで更新されます。 

業務目的とユーザーへの利点  

この更新により、SAP Concur 製品やサービスのセキュリティが引き続き提供されます。  

設定とアクティブ化 

本件の適用対象かどうかは会社の IT 部門へご確認ください。  

新しい SSL 証明書はこちらからアクセスできます: 

http://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/concursolutions.cert.pem 

IT 部門にこの URL をご提供ください。  

証明書を保存するには、上記のリンクをクリックしてブラウザにあるすべてのテキストを選択し、

ファイルにコピーします。そして、concursolutions.cert.pem というファイル名を付けます。 

 

http://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/concursolutions.cert.pem
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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。ただし実装を延期（あるいは完全

に取り消し）する権利は SAP Concur が所有するものとします。 

重要: これらの変更予定は、この SAP Concur 製品またはサービスに影響を与える今後の拡張お

よび変更のすべてが記載されていない場合があります。複数の SAP Concur 製品やサービスに

適用される変更予定は、統合ドキュメントに記載されています。製品共通の変更予定のリリース 

ノート（日本語）で、利用可能なその他の変更予定をご確認ください。 

新 Request 

** 変更予定 ** Concur Request のエンド ユーザー向けの新しいユーザー インタ

ーフェース 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2019 年 11 月 2020 年 4 月 3 日 未定 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

概要 

SAP Concur は現在の製品で提供されている機能のみならず、機能の操作性の改善に努めていま

す。ユーザーのテクノロジとのかかわりは、時の経過とともにニーズや期待に応じて変化します。

私たちは、常にお客様の声に耳を傾け、ユーザーの操作性をどのように改善すべきかフィードバ

ックを求めています。  

新 Request は、SAP Concur ユーザー エクスペリエンスの継続的な進化を表しています。その

進化は、ユーザー調査と動作データの両方から当社が学んだことをもとに構築され、継続してお

客様へ通知していきます。  

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN_shared_planned/_client_shared_RN_all.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN_shared_planned/_client_shared_RN_all.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Shared/_client_shared_RN_all-jp.htm
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新 Request をプレビューした後、必須カットオーバー日までに新 Request を使用開始できま

す。 

業務目的とユーザーへの利点 

これにより、新 Concur Request のユーザー インターフェースに、最新で一貫性のある合理的

なユーザー操作を提供しています。このテクノロジにより、改善されたユーザー インターフェ

ースの提供のみならず、SAP Concur がお客様の変更のご要望にさらに迅速にお応えすることが

できます。 

影響を受ける製品およびユーザー 

これらの改善を上手に活用するには、Concur Request ユーザーは新 Request へ移行する必要

があります。以下は、この処理をすべてのユーザーにスムーズかつ効率的にご利用いただくため

のスケジュールおよびリソースの情報です。 

これらの UI （ユーザー インターフェース）の変更は以下に適用されます。 

• すべての Concur Request のエディション（Professional / Premium および 

Standard） 

• エンド ユーザー（処理者や管理者に対する変更はありません） 

重要スケジュールおよびマイルストーン 

新 Request は、既存および新規のすべてのお客様にご利用いただけます。製品は 2 段階で提供

されます。 

• 一般向けの提供開始（オプトイン期間）：この期間中、既存のお客様は、各ユーザーま

たは組織全体での新 Request の使用を選択できます。このマイルストーンは、計画さ

れている機能のほとんどを提供するだけでなく、全体的な品質と安定性をさらに高める 

SAP Concur によってマークされています。 
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この期間に、ご自身の組織の Request 新 UI への移行計画を実行してください。残りの

機能の一部はこの期間中に利用可能になるため、お客様はそれに応じてロールアウトを

計画する必要があります。 

変更管理を簡単にし、新バージョンのみにある機能を活用するには、Concur Expense 

をお使いのお客様には、同時に新 Expense UI に移行することをお勧めします。 

• 新 Expense への必須カットオーバー: すべてのお客様が新 Request へ移行する必要

があります。これは、SAP Concur がすべてのお客様に対し一貫性のあるユーザー操作

およびより良い製品サポートを継続して提供することを保証します。その他のお客様に

対する自動移行についての最終日はまだ設定されていません。お客様は、日付が発表さ

れてから移行を完了するまで、少なくとも 12 か月の猶予があります。 

お客様には、必須カットオーバー日以前にスムーズに移行するために必要なタスクを完

了しておくことをお勧めします。 

移行資料 - ガイドおよびその他のリソース 

SAP Concur はこの移行をサポートするために、複数のガイド、リリース ノート、その他のリ

ソースを準備しています。以下のようなものがあります。 

• 管理者ガイド：管理者ガイドは新 Request へのアクセス、および必要なロールやアク

セス許可についての情報を提供します。  

管理ガイドとあわせて、新 Request ではまだ利用できない機能がいくつかあります。  

NOTE: トレーニングのために、管理者ガイドおよびエンド ユーザー ガイドを「そのま

ま」使用できます。または、トレーニング資料を作成する際にその一部を使用で

きます。お客様はご自由に、切り取り、コピー、貼り付け、削除、または編集が

可能です。 

• エンド ユーザー ガイド: このガイドは既存の UI と新 Request を比較し、ユーザーが

新しい操作に親しむために役立ちます。このガイドは、UI の完成や改善にあわせて、定

期的に更新されます。管理者はこのガイドを頻繁にご確認ください。 
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NOTE: 管理者ガイドのように、組織内でこのガイドの切り取り、コピー、貼り付け、削

除、または編集を自由に行っていただけます。 

• リリース情報: 新 Request の機能強化のリリースは、通常の SAP Concur の定期リリ

ース スケジュールには含まれません。代わりに、特別なリリース ノートで機能および

改善についての情報を近々のリリースにて提供予定です。 

ご利用の前に 

一般向けの提供開始の期間中に、上記の移行資料をご確認の上、移行の計画を立てることをお勧

めします。 

詳細情報 

詳しくは今後のリリース ノートでご案内します。 

SAP Concur のプラットフォーム 

** 変更予定 ** 既存の Concur Request API（v1.0、v3.0、v3.1）の廃止（12 

月 1 日） 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2019 年 9 月 2020 年 4 月 6 日 2020 年 12 月 1 日 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

概要 

今後のリリースで既存の Concur Request API（v1.0、v3.0、v3.1）が廃止されます（2020 

年 12 月 1 日予定）。これらの API は、Concur Request v4 API に置き換えられます。  
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業務目的とユーザーへの利点 

Concur Request API v1.0、v3.0、および v3.1 は、以前の認証方法のみをサポートしていま

す。これは、セキュリティのベストプラクティスではなく、Oauth2 のスタンダードを満たして

いません。さらに、Concur Request API の以前のバージョンでは、承認ワークフローを介して

申請を移動したり、カスタム シンプル リストフィールドと連結リスト フィールドを管理したり

する可能性が限られていました。これらの問題は、新しい Concur Request v4 API で解決され

ます。 

さらに、SAP Concur は、以前のバージョンで管理されていた使用例の大半を Concur Request 

v4 API でも管理するために、現在の Concur Request API と新しい Concur Request v4 API

（iso 互換ではない）の間で下位互換プロジェクトを実行しました。 
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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。      

 

NOTE: [ヘルプ] メニュー下に [SAP Concur  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. [サポート] > [ケースを表示] をクリックします。 

https://concursolutions.com/portal.asp
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4. 表で、[表示] リストの選択に基づいて、目的のケースのタイプを表示します。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 

2020 年 5 月のリリースで解決済のケースはありま

せん。 
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SAP SE およびその流通業者によって販売される一部のソフトウェア製品には、ほかのソフトウ

ェア業者の専有ソフトウェア コンポーネントが含まれています。  

製品仕様は、国ごとに変わる場合があります。  

これらの文書は、いかなる種類の表明または保証はなく、情報提供のみを目的として、SAP SE 

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。 


