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リリースノート – 2013 年 6 月 

追加機能・追加製品リリースのお知らせ 

Travel のリリースノートを入手するには、  Concur Client Central にログインした後、次の順

に進みます。 Resources > Document Library > Travel > TMC Partner または Direct 

Customers 

その他すべての製品については、Concur Client Central にログインした後、次の順に進みます。 

Resources > Release Documentation > Release Notes  

下の表からお使いの製品に応じたリリースノートを選んでダウンロードしてください： 

 

https://community.concur.com/web/guest/home
https://community.concur.com/web/guest/home
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セクション 1:  近日サポート予定の機能と変更の予告 

下記は、今後のリリースに含まれる予定の機能のプレビューです。 

場所のリストの自動更新を無効にする 

場所の管理者は、新しいチェック ボックスを使って Concur が自動的に場所のリストを更新す

るのを止めることができます。会社で使用する「場所」の自動更新を許可または禁止するには、

このチェックボックスを使ってください。 

動作の説明 

チェック ボックス [場所の自動更新を許可する] は、新しいタブ [場所] の [設定] タブにあり

ます。初期設定では有効になっています。これは、会社の「場所」リストに Concur の自動更新

が適用されているということです。  

 

チェックを外すと、Concur の自動更新は会社の「場所」リストに適用されません。この設定を

無効にする時、 Concur は確認のメッセージを表示します。   
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! この設定を無効にする場合、場所のリストのメンテナンスはお客様の責任となります。また、 

お客様がこの設定を再度有効にしても、 Concur は無効の期間に遡って場所のデータを特定

したり更新したりすることはできません。設定の変更は、有効になった日から先の期間に対

してのみ有効です。 

NOTE:  現在のところ、まだ「場所」のメンテナンスに変更は適用されていません。この情報は、 

Fusion 2013 でお客様からいただいたフィードバックを元に今後予定している機能の内

容を提供するものです。この機能は初期設定で有効になります。 
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近日利用可能： Concur App Center 

概要   

Concur App Center は Concur の

新しいタブにあります。パートナー

と Concur が開発した Concur 製品

で機能するアプリケーションをここから探して利用することができます。  

 

機能の目的 

Concur とサービスを統合させるリソースをユーザーと
会社に提供します。 
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これらのアプリケーションは、 Concur のプラットフォームを使用して Concur と融合します。

Concur に管理機能を追加し、製品の付加価値を高めます。App Center には 2 つのタブがあり

ます： 

• 自分に最適なアプリ：このタブにあるアプリケーションは、エンド ユーザーが自分で

アクティブ化し、安全なデータ交換を許可することができるものです。TripIt がこのタ

イプのアプリの一例です。エンド ユーザーは Concur アカウントを TripIt アカウント

に接続し、 Concur で予約した出張を自動的に TripIt アカウントで共有することがで

きます。TripIt アカウントを持っていない場合は、TripIt の Web サイトまたはモバイ

ル デバイスのアプリ ストアにアクセスして詳細をご覧になり、アカウントを作成して

ください。App Center ではアプリの購入やダウンロードはできません。その他、 

Concur モバイルやさまざまな形式の E-Receipt もあります。近々、Open Booking 

ユーザーは App Center を通じてさまざまな旅行サプライヤーから Concur アカウン

トに接続することができるようになります。予約した旅程を旅行サプライヤーの Web

サイトから Concur に共有することができます。 

• ビジネスに最適なアプリ：このタブにあるアプリケーションは、さまざまなビジネスの

機能を提供します。これらのアプリは会社全体または複数のユーザーのために情報をや

り取りするため、 Concur 管理者の許可が必要です。ビジネス アプリの例には次のよ

うなものがあります：  

 Concur から経費データを抽出して、対象の経費から付加価値税の返還要求を計算し

て処理するアプリ。  

 Concur と Salesforce.com の間で、連絡先とオポチュニティを共有する Concur 

Connector for Salesforce。 

App Center ではアプリの購入やダウンロードはできません。ユーザーと管理者がアプリケーシ

ョンについて情報を得て、入手を開始するためのページです。ユーザーまたは管理者がリストか

らアプリを選択すると、 [詳細] ページが表示されます： 
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TripIt などのユーザー アプリケーションには [接続] ボタンがあり、これをクリックするとパー

トナー サイトのアカウントから Concur アカウントへ接続することができます。 
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次にパートナー サイトは Concur の認証手続きに進みます。App Center のリストは Concur 

が作成していますが、これらはリストされる前にパートナーと Concur によって吟味され、承認

されたものです。   

App Center は、 concur.com の Web サイトでも利用可能です： 

 

暫定リリース スケジュール  

concur.com の App Center はこちらからアクセスできます： 

https://www.concur.com/appcenter 

App Center は、次のスケジュールで Concur に組み込まれる予定です。リリース スケジュー

ルは暫定であり、変更の可能性があります。 

2013 年 7 月のリリース： アメリカ、イギリス、オーストラリアの Standard ユーザー 

https://www.concur.com/appcenter
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2013 年 8 月のリリース： アメリカ、イギリス、オーストラリアの Professional ユーザー 

2013 年 10 月のリリース： リストがその他の言語に翻訳されます。 
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セクション 2:  Expense 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

経費精算レポートを所有者に差戻す時の理由コード 

経費処理者がレポートを所有者に差戻す時、

リストから理由コードを選択して差戻し理由

を説明することができます。処理者は差戻し

の理由を複数選択することができます。 

この情報を使用するとレポートの差戻し理由

を体系的に追跡することができ、統計分析によって従業員への追加トレーニングやビジネス ポ

リシー ルールの見直しの領域を特定することができます。 

 機能説明  

理由コード機能を使用するには、初めに管理者が [Expense 管理] でコードを作成する必要があ

ります。これらのコードは経費処理者がレポートを所有者に差戻す時に利用します。経費処理者

はレポートを所有者に差戻す際、必ず理由を選択する必要があります。下図では、理由コードが 

[レポートの差戻し] ダイアログ ボックスに表示されています。コードは会社が必要とする分だ

け追加することができます。 

機能の目的 

この追加機能は、分析レポート作成のため、
レポートが所有者に差戻された理由を追跡し
ます。 
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経費処理者への表示  

処理者が [従業員へ差戻し] をクリックすると、 [レポートの差戻し] ダイアログ ボックスに管

理者が作成した選択肢がすべて表示されます。適切なコードを選択し、[OK] をクリックすると、

レポートは元の所有者に返送されます。このフィールドが選択されている時、リストから少なく

とも 1 つを選択する必要があります。 

 

選択肢には内容の分かるコード名が使用されています。システムはこれを監査証跡で取得します。 
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設定   

この機能を設定するには、Expense 構成管理者がワークフロー ツールを開き（[管理] ＞ 

[Expense 管理] ＞ [ワークフロー]）、新しいタブ [理由カテゴリーとコード] をクリックしま

す。 

 

 理由カテゴリーとコードを追加するには： 

1. [理由カテゴリーとコード] タブの [新規] をクリックします。 

2. 追加された新しい行でカテゴリーを選択します（カテゴリーはあらかじめ定義されてお

り、会社の分析レポートに使用されます。また、Concur が一般的な傾向を「ビッグ デ

ータ分析」する際にも使用されます）。 

 

3. [理由コード] の下に、Missing Receipt のように分かりやすい名前をタイプします。経

費処理者がレポートの差戻しをする時に分かりやすく、簡単に選択することができます。 
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4. [保存] をクリックします。 

 詳しくは 設定ガイド「Expense: ワークフロー（概要）」をご参照ください。 

未提出の経費精算レポートから他のレポートへ経費を移動する 

概要  

未提出の経費精算レポートから他のレポート

へ経費を移動することができるようになりま

した。この機能を使用して、すべての経費お

よびその明細を経費精算レポートから切り取り、新しいレポートに貼り付けることができます。 

この機能は、誤ってレポートに追加された経費を正しいレポートに移動しなければならない時に

便利です。 

機能説明 

経費を移動する際は、まず経費を選択し、次に新しいボタン [移動] を選択します： 

 

機能の目的 

誤ったレポートに関連付けられた経費を素早
く修正することができます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Exp_SG_Workflow_General-jp.pdf


 

Concur リリース ノート ページ 15 Expense 

2013年 6月 Concur をお使いのお客様 

経費を移動することができるレポートのリストが表示されます。下図のように、新規レポートま

たは未提出の既存レポートから移動先を選択します： 

 

移動先のレポートをクリックすると、移動が開始します。確認メッセージが表示され、移動が完

了したことを示します。 

 

制限  

この機能は未提出のレポートにのみ利用可能です。取引明細書の期間全体に対する経費が 1 つに

まとまっている取引明細レポートには使用できません。 

• 選択したレポートが異なるポリシーに従っている場合は：  

o 新しいフォームに存在しないフィールドは削除されます。 

o 移動前のフォームに存在しないフィールドが新しいフォームに存在する場合は、

コピー ダウンまたは適切な既定値が新しいフォームに自動入力されます。 

o 未入力の必須フィールドがある場合は、その旨を表示されます。 

o 新しいポリシーで異なる配賦フォームを使用している場合は、経費に対して規定

違反が生成され、配賦の確認と解決の警告をユーザーに表示します。 



 

Concur リリース ノート ページ 16 Expense 

2013年 6月 Concur をお使いのお客様 

o 新しいポリシーで経費タイプに対して同席者を制限しており、対象となる同席者

タイプを使用している場合、許可されていない同席者は削除され、ユーザーにこ

のことを説明する規定違反が生成されます。 

o 新しいポリシーで経費タイプが許可されていない場合は、規定違反が生成され、

ユーザーに経費タイプを変更するよう警告します。 

• 経費が申請にリンクしていて、かつ新しいレポートが同じ申請にリンクしていない場合、

そのリンクは削除されます。 

• 経費明細が親経費とともに移動した場合は、個々の明細だけを独立して他のレポートに

移動できないことにも留意してください。 

設定 

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

ワークフロー：本リリースにおける追加機能 

本リリースにはワークフローに次の追加機能が含まれています。 

メール送信ルールのアクションが実行された時のメール通知を設定可能 

管理者はメール通知の新しい機能を利用して、

ワークフロー ステップのアクションが実行さ

れた時に承認者へ知らせる設定にすることが

できます。この新オプションは、ワークフロ

ー管理者がステップ ルールを設定する際、 [ルール アクション] ＞ [新規] をクリックしたとき

に利用できます。  

機能の目的 

ステップ ルールのメール通知機能がより柔
軟になりました。 
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次のオプションが選べます：  

• 承認者を選択する：受信者のメール アドレスを入力するか、またはレポートの既定の承

認者へ直接メールを送る場合は [既定の承認者] のチェック ボックスをオンにすること

によって、メールを送信するユーザーを指定します。 

• メール通知をカスタマイズする：用意されているテンプレートから選択するか、 [メー

ル件名] および [メッセージ] のテキストボックスに入力して固定テキストのカスタム 

メッセージを作成します。   

 

管理者は、これらのオプションを使用してワークフロー ステップ ルールが真の時にメール送信

のアクションを起こすよう設定することができます。   
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設定   

ワークフロー ルールとアクションの変更をするには、 Concur サポートに変更依頼を提出する

必要があります。 変更依頼を提出する前に、新しいメールに必要なメール通知の設定を済ませ

ていただくようお願いいたします。  

 詳しくは設定ガイド「Expense:  ワークフロー（概要）」をご参照ください。 

ワークフロー: 承認ステップの期限が切れる時に承認者にメールを送信 

経費精算レポートの承認ワークフロー ステッ

プで承認すべき期限が切れた時に、任意でメ

ール通知を承認者へ送信します。  

これは、ワークフロー ツール（[管理] ＞ 

[Expense 管理] ＞ [ワークフロー]）を使用する際に新しいフィールド [承認者へ承認期限切れ

のメールを送信] からメール通知のテンプレートを選択することによって機能します。  

 

承認者へ警告するには、次の選択肢が利用できます：  

• [なし]：承認者へ通知を送信しません（既定の動作です）。 

• [既定の経費精算レポートの保留通知]： 承認を担当するレポートが保留になっているこ

とを知らせる標準のメール通知を送信し、承認者に警告します。 

• [既定の経費精算レポート ステータスの変更通知]： レポートまたは仮払申請のステー

タスが変更されたことを知らせる標準のメール通知を送信し、承認者に警告します。 

• 設定済みのその他メール通知： その他のメール通知フォーマットは [ワークフロー] ＞ 

[メール通知] の下で設定できます。 

機能の目的 

期限を切ってしまった承認者のためにメール
通知を送信するオプションが追加されまし
た。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Exp_SG_Workflow_General-jp.pdf
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カスタマイズしたワークフロー メール通知の複製および作成 

ワークフロー管理者は、[メール通知] タブのオプションを使用して、承認者向けにカスタマイ

ズしたワークフローのメールを複製して利用することができます。  

 

既知の問題（必ずお読みください） 

メール通知は原価対象の承認または予算のワークフローでは送信されません。これは今後のリリ

ースで修正される予定です。 

設定 

ワークフロー ルールとアクションの変更をするには、 Concur サポートに変更依頼を提出する

必要があります。変更依頼を提出する前に、新しいメールに必要なメール通知の設定を済ませて

いただくようお願いいたします。 

 詳しくは設定ガイド「Expense:  ワークフロー（概要）」をご参照ください。 

同席者: 本リリースにおける追加機能 

本リリースには同席者に次の追加機能が含まれています。 

検索結果 1件を自動選択 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Exp_SG_Workflow_General-jp.pdf
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本リリースより、同席者の検索結果にレコー

ドが 1 つしかない場合は、そのレコードが自

動的に経費への追加候補に選択されるように

なりました。ユーザーは [経費への追加] を

クリックするだけで、この同席者をレポート

に追加することができます。 

これは、ユーザーのニーズを予測して選択操作を簡単にし、作業効率を高めるための機能変更で

す。  

設定   

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

アクティブな同席者はすべて管理可能  

本リリースよりアクセスが拡張され、同席者

管理ですべてのアクティブな同席者を扱うこ

とができるようになりました。 

従来は、手動でレポートに追加されないよう

に設定されている同席者タイプは、同席者管理者のロールを持つユーザーに対して非表示になっ

ていました。本リリースより、それらの同席者タイプも他のアクティブな同席者タイプと同じく

利用可能です。 

設定   

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

 詳しくは 設定ガイド「Expense: Attendees」をご参照ください。 

カード取引の詳細からレンタカーの乗車場所を設定 

本リリースより、レンタカーに関連するカード

取引に乗車場所の詳細が含まれている場合は、

機能の目的 

レンタカーの乗車場所の値を自動入力するこ
とによってより正確に、素早い作業ができま
す。 

 

機能の目的 

同席者管理ですべての同席者タイプを扱うこ
とができます。 

 

機能の目的 

同席者のある経費の作成を効率化し、ユーザ
ーの操作を簡略化します。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Attendees.pdf
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その乗車場所が自動的に経費精算レポートの経費入力に使用されます。  

国と都市のどちらも追加情報としてカード取引に含まれている場合、この機能によって乗車場所

の指定がより簡単になります。情報が含まれていない時には、従来通りレンタカー取引タイプか

ら見つかった既定の加盟店の場所を経費入力の入力時に乗車場所として使用します。 

設定   

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

仮払申請：為替差損に仮払申請残高の情報を表示 

為替差損の経費タイプを経費精算レポートに

追加した時、レポートに割り当てた仮払申請

の残高を示す表が表示されるようになりまし

た。この表は、正確に仮払申請の残高がいく

ら残っているのかリアルタイムで表示し、経

費作成を支援します：  

 

設定  

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。  

 詳しくは 設定ガイド「Expense: Cash Advance」をご参照ください。 

機能の目的 

より明確にレポートの仮払申請を扱えるよう
になりました。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Cash_Advance.pdf
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税管理：税グループの上書き無効の警告 

税管理者が経費を税グループに追加した時、

そのグループが [グループを上書き] オプシ

ョンで上書きする設定になっていない場合、

警告メッセージが表示されます。  

このメッセージは、上書きオプションが選択

されていない時のみ表示されます。更新しているグループに経費タイプを追加するとグループが

上書きされ、新しいグループが指定した日に有効になるよう作成されることをユーザーに説明し

ます。メッセージは下図の通りです： 

 

税管理者が実行できるアクション 

管理者は発効日（通常は当日）を設定して新しいグループ作成のアクションを許可することで、

処理を先に進めることができます。その操作によってすべての経費が発効日から新しい税グルー

プを使用するようになります。新しく追加された経費タイプは、発効日から税の計算にのみ使用

されます。このオプションは主に税のルールが変更された時に使用されます。   

また、メッセージをキャンセル ボタンで消してから発効日の値を調整し、その日付に基づいて

経費を含めたり除外したりすることもできます。あるいはメッセージをキャンセルして [グルー

プを上書き] チェック ボックスを選択し、既存の税グループの発効日を使用して新しい経費タイ

プを追加することもできます。通常、会社が税の規制ルールを変更せずに経費タイプを追加また

は削除する際、元の発効日を使って経費タイプを追加する場合に既存の税グループを編集します。 

下図は経費タイプを税グループに追加する際にステップ 2 で表示される [グループを上書き] チ

ェック ボックスです： 

機能の目的 

税グループを変更する際に意図しない結果を
招く可能性があることを管理者に警告しま
す。 
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設定  

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

 詳しくは設定ガイド「Expense: Value Added Tax (VAT) / Tax 

Administration」をご参照ください。 

監査ルール：仮払残高（システムを除く）条件フィールド 

本リリースから新しい条件フィールド [仮払

残高（システムを除く）] が追加されました。

この条件は従業員オブジェクトと共に機能す

るもので、差引請求額管理機能で使用します。

含まれている残高を除外するルールの作成をするものです。 

これは、 [残高繰越を使用] の機能と通常の仮払を併用したい時に便利です。新しいフィールド

を使って、業務の用途に準じた正確な監査ルールを作成することができます。 

• [仮払残高（システムを除く）] は、ユーザーがレポートに割り当てることのできる仮払

の未処理残高を表しています。レポートに適切な仮払申請を添付するよう、ユーザーを

誘導または制御する目的のルールを作成するには、このフィールドを推奨します。  

• [仮払残高] は、ユーザーが処理していない仮払の残高全体を表しています。これには、

差引請求額管理の追跡機能によって管理される金額も含まれます。差引請求額追跡機能

を使用していないお客様は、一般的にこちらを使用して未処理の仮払残高を参照します。

差引請求額追跡機能を使用しているお客様がこれを使用すると、システムが管理する

機能の目的 

差引請求額管理機能を使用するお客様が、よ
り正確な監査ルールを作成できる新機能で
す。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_VAT.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_VAT.pdf
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（ユーザーが制御できない）未処理の仮払申請金額に対して、誤って監査ルールを発動

してしまう可能性があります。 

新しいルールは下図のとおりです：  

 

設定   

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

 詳しくは 設定ガイド「Expense: 監査ルール」をご参照ください。 

オーストラリア FBT: 従業員同席者を使用するための同席者ステータス フィールド 

オーストラリア付加給付税の追跡（FBT）の

規則では、経費に対して従業員のステータス

が出張中であるかそうでないかによって経費

の扱いが異なります。この FBT の新機能は、

1 月にリリースされた「同席者としての従業

員」に対応するものです。    

ユーザーへの表示  

出張ステータスによって異なる従業員同席者タイプを選択する代わりに、同じ同席者タイプを使

いながら同席者テーブル上で従業員のステータスを選択することができます。下図のように、経

機能の目的 

オーストラリアの FBT の扱いを拡張し、
「同席者としての従業員」の機能を使用でき
るようにします。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Exp_SG_Audit_Rules-jp.pdf
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費テーブルに従業員（SYSEMP）の同席者タイプが含まれている場合、[ステータス] フィール

ドは必須であることに注意してください。 

 

設定   

! 特に設定の必要はありません。会社が設定変更をリクエストしない限り、すべての機能は従

来のままです。 

この新機能を利用するには、設定の 3 つのエリアを変更する必要があります：  

• ステップ 1: FBT 設定を修正し、従来の 2 つの同席者タイプの代わりに新しい [ステー

タス] フィールドを使用します。 

• ステップ 2: 同席者の詳細表示フォームを修正し、FBT 追跡が必須であるグループに新

フィールド [ステータス] を追加します。 

• ステップ 3:「同席者としての従業員」機能を有効にします。 

 従業員を同席者として扱う方法については、2013 年 1 月の Concur Expense 

リリース ノートを参照してください。 

ステップ 1: FBT 設定 

新フィールド [同席者ステータス] と [従業員（SYSEMP）] 同席者タイプを使用するには、FBT 

設定を変更する必要があります。既存の設定を変更する場合は、この設定が現在 Concur で使用

されている 2 つの同席者タイプ（従業員が出張中かそうでないか）の代わりとなります。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/2013/CTE%20Client-Facing%20Release%20Notes%20Jan%202013-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/2013/CTE%20Client-Facing%20Release%20Notes%20Jan%202013-jp.pdf
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ステップ 2: 同席者の詳細表示フォーム 

このステップでは、 [フォームとフィールド] ツールを使用して [同席者の詳細] フォームに [ス

テータス] フィールドおよび列を追加します。 

 フォームに [ステータス] フィールドを追加するには：  

1. Expense 構成管理者は、 [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [フォームとフィールド] に進み

ます。 

2. [フォーム タイプ] の下の [同席者の詳細表示] を選択し、 [フィールド] タブをクリッ

クします。 

3. 必要に応じてユーザーのアクセス権などの [ステータス] フィールドを設定し、 [保存] 

をクリックします。 

4. [フォーム] タブをクリックし、 [フォーム名] の下の領域を拡げます。 

5. [フィールドの追加] をクリックし、 [ステータス] フィールドを選択します。次に [フ

ィールドの追加] をクリックします。 

6. 同席者が必須の経費タイプで同席者の詳細フォームを開くと、 [ステータス] フィール

ドが表示されるようになります。 
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ステップ 3: 同席者としての従業員 

従業員を同席者として扱う方法については、2013 年 1 月の Concur Expense リリース ノート

を参照してください。 
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セクション 3:  ドキュメントアップデート 

本リリースに含まれるドキュメント変更は以下の通りです。 

クライアント管理者向けリリース概要 

概要   

Concur をお使いのお客様は、月次リリース

の機能概要をお読みいただくことができます。

このクライアント管理者向けリリース概要は、

各機能の説明を短く要約したリストです。このドキュメントを先に確認すれば、さらに詳しく知

りたい情報を素早く選ぶことができます。従来、この情報は Expense だけに用意されていまし

たが、Concur の他のエリアにも拡充しました。 

 

クライアント管理者向けリリース概要の入手先 

次のいずれかの方法で入手可能です： 

機能の目的 

主要な変更点を簡潔にまとめたものです。短
時間で確認することができます。 
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• Expense 管理のヘルプから：[ヘルプ] ＞ [Expense 管理のヘルプ] をクリックしてヘ

ルプを開きます。次に左上のリンクをクリックするとドキュメントを開くことができま

す： 

 

（その他の管理者向けヘルプ モジュールにも同様のリンクがあります） 

 

• Concur Client Central:ログイン後、次のとおりに進みます。[Resources] > 

[Release Docs] > [Client Admin Release Summary] 
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セクション 4:  推奨環境 

本リリースでサポートしている動作環境は下記のとおりです。  

本リリースにおける動作確認 

Firefox ｖ. 19.0 のサポート 

本リリースでは Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Firefox 19.0 

のサポートを保証しています。 

Google Chrome v. 25.0 のサポート  

本リリースでは Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Google 

Chrome 25.0 のサポートを保証しています。 

Safari 6.0 と Mac OS X 10.8 のサポート 

本リリースでは Mac OS X 10.8 にインストールされた Safari 6.0 のサポートを保証していま

す。 

今後予定されている動作確認 

Internet Explorer v. 10.0 と Windows 8 のサポート 

Microsoft Windows 8 にインストールされた Internet Explorer 10.0 のサポートは今後のリリ

ースに含まれる予定です。 

Firefox v. 20.0 のサポート  

Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Firefox 20.0 のサポートは今

後のリリースに含まれる予定です。 
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Google Chrome v. 26.0 のサポート  

Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Google Chrome 26.0 のサ

ポートは今後のリリースに含まれる予定です。 
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