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リリース ノート 

管理ツール 

印刷用レポートのセキュリティの改善 

概要 

Concur 共通セキュリティ レビューの結果、印刷用レポートが改善されました。[印刷用レポー

ト] ページにおいて、経費精算では新規または修正済のレポートに対して、以下のフィールドで 

JavaScript の使用が許可されなくなります。 

• [印刷用レポート] > [印刷形式] > [テキスト] 

• [印刷用レポート] > [印刷テンプレート] > [テンプレート  コード] 

NOTE: この変更は、新規レポートおよび修正済のレポートに適用されます。最終的にはすべて

の JavaScript が通常のレポートのメンテナンスにおいて徐々に削除されるのが望まし

いですが、既存のレポートを編集する必要はありません。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、セキュリティ コンプライアンスのベストプラクティスを保つことができます。 

ユーザー管理者への表示 

印刷用レポートのコンテンツを作成または修正する際、[テキスト] フィールドおよび [テンプレ

ート コード] フィールドで JavaScript を使用できません。 
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テキスト フィールド 
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テンプレート コードのフィールド 

 

フィールドに許可されていないテキストがある場合、次のメッセージが表示されます。 

 

設定およびアクティブ化 

Concur が変更を行います。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

NOTE: JavaScript がアプリケーションに必要なコンポーネントである場合は、クライアント 

サービスへ連絡し、Concur に危機容認処理をリクエストしてください。 

 設定ガイド「経費精算: 印刷用レポート構成」が更新されます。 
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ファイル転送のセキュリティ更新 

 

概要 

2016 年 10 月中に、Concur Operations により、定期セキュリティ更新がファイル転送の基礎

構造（SecureTransport）に適用されます。これは、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

取り組みの一環です。この更新の一部として、FTP/S (FTP-SSL) および HTTPS プロトコルに

対して TLS v1.1 および TLS v1.2 のみがサポートされます。 

新しい暗号が 10 月 8 日に EMEA (st-eu.concursolutions.com) に対して導入され、10 月 22

日には米国の移行 (st.concursolutions.com) が行われます。各修正は、東部標準時の午前 10 

時を予定しています。  

 TLS および暗号のサポートに関する詳細は、ユーザーガイド「File Transfer」をお読み

ください。   

Concur が米国および EMEA のお客様がテストする SecureTransport のステージング環境を作

成しました。(URL: st-staging.concursolutions.com) このテストは接続に関してのみ行われま

す。この環境ではファイルのアップロードは可能ですが、ファイルは処理されません。

SecureTransport のステージング環境で使用可能なプロトコルは、HTTPS、SSH (SCP, SFTP)、

および FTP/S です。 

設定およびアクティブ化 

自動的に使用できるようになります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

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。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/FactSheets/Concur%20File%20Transfer%20Guide.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/FactSheets/Concur%20File%20Transfer%20Guide.pdf
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Expense （経費精算） 

E-Receipt にリンクしている経費フィールドをロック 

 

概要 

領収書 API のバージョン 4 (v4) の E-Receipt にリンクしている経費の新しい取り扱い方法が

追加されました。これは、App Center 経由で接続する新規または更新済みのパートナーのデー

タに基づく E-Receipt に影響します。  

NOTE: 現在テスト中のファースト パートナーは、主に乗車 (Uber) およびレンタカーのパート

ナーです。すべての新規パートナーはこれに従い、既存のパートナーについてはこのア

プローチにアップグレードするように奨励する予定です。 

キー値のデータ整合性を維持するため、エントリが E-Receipt に紐づいている時に次のフィー

ルドがロックされます:  

• 取引日 

• 取引金額と通貨 

• 支払先名 

これらのロックされたフィールドは誰も編集することはできません。  

この新機能は、既存の機能である法人カード取引に紐づく経費の動作と同様です。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更は、E-Receipt の形式で支払先から直接届くデータの信頼性を利用しています。 
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ユーザーへの表示 

送信者がこれらのフィールドを編集することはできません。 

例 

 

設定およびアクティブ化  

Concur は自動的にこの変更を実施しました。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

配賦できない経費タイプを制限 

概要 

このリリースで、配賦対象ではない経費を配賦できてしまうという現象を修正します。この現象

はユーザーが複数の経費を選択しているときに発生することが分かっています。ユーザー イン

ターフェースに変更はありません。ユーザーは引き続き複数の経費を選択し、配賦情報を提供す

ることができます。ただし、配賦できない経費タイプには経費レコードが紐づきません。その他

の経費は、従来通り複数選択しても配賦レコードを持たせることができます。  
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NOTE: この修正により、これらの経費タイプに配賦を許可したいお客様は設定変更が必要にな

ります。アクションについての詳細は後述します。  

背景  

経費を配賦するには、配賦フォーム定義に [配賦] フィールドを追加する必要があります。追加

しないと経費を配賦することができません。しかし最近行ったテストとお客様からのフィードバ

ックによって、システムがこの動作を守っておらず、[配賦] フィールドがないのに複数の異な

る経費の配賦を許可していることが分かりました。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

正しい動作に修正されます。 

設定およびアクティブ化 

Concur は自動的に変更されます。現時点でお客様の配賦の使用にあたり特別な設定やアクティ

ブ化は必要ありません。ただし、経費タイプに紐づいた配賦をご希望のお客様は、本リリース 

ノートの詳細をお読みください。 

お客様のアクション 

はじめに、配賦フォームに [配賦] フィールドを定義しているかどうか確認します（後述）。配

賦を許可しようとしていて、かつこのフィールドが定義されていない場合は Concur サポートに

既存の配賦機能に追加したい経費タイプのリストをご提供ください。 
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経費の配賦可否を判断する 

経費に対して配賦できるかどうかを判断する 2 つの方法があります。 

• ユーザー インターフェースで経費タイプを確認する: 経費精算にログインし、配賦した

い経費タイプがこのフィールドを持っているかどうかを見ます。 

• 構成レポートで確認する: [管理] ＞ [経費精算] ＞ [構成レポート] をクリックし、[経

費エントリ フォーム] をクリックして [配賦] フィールドがフォーム定義に含まれてい

るかどうか確認します。 

 

詳細情報 

 詳しくは 設定ガイド「経費精算: フォームとフィールド」および設定ガイド「経費精算: 

配賦」をお読みください。 

スペイン語の用語変更 

日本のお客様には対応しません 

概要 

スペイン語に 5 つの変更がありました。この変更は es (ヨーロッパ/スペイン)スペイン語にの

み適用され、es-la (南米)スペイン語には適用されません。 
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英語 従来のスペイン語訳 新しいスペイン語訳 

depart partida salida 

report (expense report) nota informe 

注意: 用語の統一を図るため、nota de gasto は informe de gasto に変更します。 

税務局 autoridad impositiva administración tributaria 

出張手当 dieta de viaje 
dietas por 

desplazamiento 

付加価値税率 tasa de IVA tipo impositivo 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング マテリアルに影響を与える可能性があります

のでご確認ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur のスペイン語版ユーザー インターフェースの正確性や一貫性を改善します。 

設定およびアクティブ化  

Concur は自動的に変更されました。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

**近日サポート終了** 2017 年 3 月に TLS v1.0 暗号化プロトコルのサポートを

終了 

概要 

Concur は TLS 暗号化プロトコル バージョン 1.0 のサポートを終了し、より安全な TLS バー

ジョン 1.1 や 1.2 のサポートを継続することを先月お知らせしました。TLS プロトコルとは、

電話やコンピュータとクラウド ベースのサービスとの間で安全な双方向コミュニケーションを

可能にするものです。  
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そのバージョン 1.0 は、ブラウザや電話を使用して Concur にログインするユーザーの 1％ 未

満に限られます。このサポート終了によって影響を受けるのはごく少数のユーザーです。 

新しいサポート終了日は 3 月となりますのでご注意ください。 

お客様にブラウザのセキュリティ設定についてご理解いただき、手動にて必須変更を行っていた

だく十分な時間を確保するため、サポート終了日を 2017 年 1 月 31 日から 3 月 31 日へ変更

しました。これらの変更の詳細については、今後のサービス リリースにてお知らせします。 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur は安全を慎重に考慮し、お客様がより堅牢な TLS バージョン 1.1 および 1.2 へアップ

グレードしやすいように今回の決断をいたしました。TLS v1.0 を終了することによって、お客

様がより新しいバージョンを使用した安全な Concur サービスをご利用いただけるようになりま

す。 

お客様へ 

安全でない接続を使用していると機密データが漏えいする可能性があるため、 あらゆる TLS 通

信チャンネル（Concur サービスなど）が危殆化する恐れがあります。そのため Concur は、お

客様にはこのプロトコルのサポート終了にあたり、十分ご準備いただくようお願いしております。

お客様の Concur 管理者は、Concur と共同して自社で TLS の新バージョンのコンプライアン

ス評価を開始することができます。 

この変更による影響 

一般的に、TLS を使用して Concur サービスとアウトバウンド/インバウンド通信をしているブ

ラウザや携帯電話が影響を受けます。デバイスによっては、TLS v1.1 またはそれ以降にアップ

グレードできない場合があります。 

バナー表示 

TLS 1.1 以降をサポートしていないブラウザでログインしようとすると、バナーを表示し、接続

できないようになります。これは、今後予定している変更を喚起するものです。 



 

Concur リリース ノート ページ 13 Expense Professional / Premium （経費精算） 

2016 年 10 月 

英語版の投稿: 10 月 14 日金曜日 9:30 AM 太平洋時間  お客様向け 最終版 

社内での新バージョンへの移行 

TLS v1.1 以降のサポートへの移行には、お使いのブラウザのセキュリティ設定の更新が必要な

場合があります。多くの場合、会社はすでにサポート登録は済んでいるため、必要なのは非対応

のブラウザを特定して新バージョンにアップグレードさせることだけです。 

TLS v1.1 以降のサポートがないオペレーティング システムを搭載した携帯電話は、場合によっ

て対応が異なります。つまり、サポートのない旧バージョンの携帯電話や、古い更新方法は運用

を終了しなければならない場合がありますので、携帯電話の OS を更新して準拠させるなどの対

応を行ってください。 

日本の公共交通機関（JPT） 

E-Receipt サービスを利用した JPT ネットワーク IC カード リーダー サポート 

概要  

日本の公共交通機関（JPT）ユーザー向けに、Concur はネットワーク IC カード リーダーをサ

ポートすることになりました。ネットワーク IC カード リーダーを Concur の E-Receipt サー

ビスとともに使用するこの機能によって、IC カード経路を Concur にインポートすることがで

きるようになります。経路は [レポートに追加できる経費] に表示されます。 

業務目的とユーザーへの利点  

USB IC カード リーダーの代替方法となります。 

設定およびアクティブ化  

この機能を使用するには、Concur クライアント エグゼクティブにご連絡ください。特定の製造

業者による IC カード リーダーの購入とインストール、短期の実装プロジェクトが必要です。 

処理 

この機能を使用するための一般的な手順は以下の通りです: 
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1. Concur クライアント エグゼクティブに連絡し、次の前提条件を満たしているかどうか

確認します: 1）Concur JPT サービス; 2）Concur Web サービス; 3）静的 IP アドレ

スを持つプロキシ サーバーを少なくとも一つ 

2. 日本のお客様は、担当の Concur クライアント エグゼクティブが実装プロジェクトを実

施します。グローバルのお客様については、担当の Concur クライアント エグゼクティ

ブがプロジェクトについて富士ソフトの実装パートナーに連絡します。お客様はネット

ワーク IC カード リーダーを少なくとも 1 台購入する必要があります。パートナーに連

絡をするときは、Concur の連絡先 (CJPNWIC@concur.com) も含めてください。会社

の各オフィス分の台数を購入することもできます。 

3. IC カードの製造業者がネットワーク IC カード リーダーをインストールした後、導入マ

ネージャーがアクティベーション URL を付与します。ユーザーは Internet Explorer 

などのブラウザからこの URL にアクセスし、従業員 ID を入力後、受信した E メール

に含まれるワンタイム トークンを入力するとこの機能がアクティブ化されます。 

4. オフィスに設置したネットワーク IC カード リーダーにユーザーが初めてカードをタッ

チさせると、従業員 ID の入力を求められます（毎回ではなく、初回のみです）。そし

て Concur には経路が 20 件インポートされます。必要に応じて、[プロファイル設定] 

でユーザーは新しいカード「IC カード - (インポート日)」の既定の名前を変更すること

ができます。 

 スクリーンショットを含めたさらに詳しい情報は、設定ガイド「経費精算: 日本の公共

交通機関」とユーザー ガイド「経費精算: 日本の公共交通機関」をお読みください。 

JPT ジョルダン メンテナンス 

概要 

ジョルダンの定期メンテナンスで日本の公共交通機関の駅と路線のデータベースに追加、名称変

更、削除がありました。 

mailto:CJPNWIC@concur.com
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業務目的とユーザーへの利点 

経費作成時のリストに JPT の最新の駅と路線名が反映されます。 

管理者への表示 

管理者が通勤定期券登録のために JPT 経路の検索や設定を行う際、最新の有効駅名と路線名の

リストを表示します。 

ユーザーへの表示 

ユーザーには、旧駅名に代わって新駅名が表示されます。削除対象の駅を含めて更新前に設定し

た通勤定期券とお気に入りの経路は、更新時点で進行中の経費精算レポートに対応するため、引

き続き表示されます。 

設定およびアクティブ化 

データベースのメンテナンスは完了しているため、特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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その他の技術文書 

Concur サポート ポータル 

Concur サポート ポータルのリリース ノート、Web セミナー、および技術文書にアクセスして

ください。 

適切なアクセス権があれば、 Concur で [サポート] メニューが利用できます。[サポート] をク

リックし、 Concur サポート ポータル内の [Resources（リソース）] をクリックしてくださ

い。 

• リリース ノートや技術文書にアクセスするには [Release/Tech Info（リリース/技術

情報）] をクリックします。 

• 録画や配信中の Web セミナーを見るには、[Webinars（Web セミナー）] をクリッ

クします。 
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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、Concur のオンライン ヘルプを使ってリリース ノート、技術

文書およびその他のリソースにアクセスできます。 
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ケース 

ステータスを確認する手順 

サービス リリースごとに、問題が修正されていることがあります。  

 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: ヘルプメニューの下にサポートへのお問合せオプションがない場合は、社内の Concur 

サポート デスクに連絡してください。社内のサポート デスクに連絡し、支援をお受け

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、自分の会社のケースに限定されています。 

10 月の例 

以下の例は本リリースの一例です: 

ケース ID 説明 

8227495 

場所 

 

インドネシア バニュワンギ空港のシステムへの追加が必要でした。 

  

都市が追加されたため、空港も追加できるようになります。 

07861730 ユーザー管理、管理者、プロファイル 

 

更新中に空のログイン ID フィールドがあると、従業員インポート ログに誤った警告メ

ッセージが表示されていました。 

 

警告メッセージを変更しました。 

 


