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リリース ノート 

管理ツール 

支払マネージャー チェックボックスの名称変更 

概要 

チェックボックス [法人カード インポートのみに使用] を [従業員の支払タイプ リストから除外

（インポートしたカード取引のみに適用）] と名称変更しました。 

NOTE: この設定の機能は変更されていません。 

業務目的とユーザーへの利点 

管理者にとって、この設定の機能を分かりやすく説明した名称になりました。 
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ユーザー管理者への表示 

[管理] ＞ [経費精算] ＞ [支払タイプ] に進むと、設定の名称が変わっています。 

 

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。 
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 設定ガイド「Expense: Payment Types」が更新されます。 

アプリケーション プログラミング インターフェース（API） 

Fetch List Callout バージョン 1.2 

概要 

Fetch List Callout が更新され、バージョン 1.2 になりました。新バージョンでは、2 つに分か

れていたリスト項目のフェッチ処理を 1 つにまとめています。Callout 1 つで、選択したリスト

項目を保存するのに必要なすべての情報を提供します。  

Fetch List Callout のバージョン 1.2 のドキュメントは開発者ポータルで入手できます: 

https://developer.concur.com 

設定およびアクティブ化 

Fetch List Callout を使用しているお客様は、Web サービスの開発・保守担当部署にこの変更

を通知してください。  

非推奨 API のサポート終了 

概要 

2016 年 2 月のリリース ノートでお知らせしたとおり、以下の Concur API は 2016 年 5 月 19

日より非推奨となっています。2016 年 11 月 19 日で、これらの API は運用が終了となります。

それ以後 Cooncur はこれらの API に関する新しい問題を取り扱いいたしかねます。 

重要: 現在必要とする API の最新バージョンを使用しているかどうかご確認ください。 

Concur プラットフォームの非推奨ポリシーについて詳しくはこちらをお読みください:  

https://developer.concur.com/tools-support/reference/deprecation-policy.html 

https://developer.concur.com/
https://developer.concur.com/tools-support/reference/deprecation-policy.html
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非推奨となる API 関数 

API API 関数 

Allocation Create Allocation v3.0 

 Delete Allocation v3.0 

 Get Allocation Details v1.1  

 Get Allocation Info v1.1  

Itemization Get Itemization v3.0 

 Update Itemization v3.0 

 Delete Itemization v3.0 

 Post Expense Entry Itemization 1.1 

List Update List v3.0 

Attendee/Attendee Type Get Attendee  v1.0 

 Delete Attendee v3.0 

 Create Attendee Type v3.0 

 Delete Attendee Type v3.0  

業務目的とユーザーへの利点 

使用されない API や関数を廃止します。  

追加情報については、Concur サポート ポータルをご参照ください: 

https://developer.concur.com 

https://developer.concur.com/
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Expense （経費精算） 

**近日サポート終了** 2017 年 3 月に TLS v 1.0 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。  

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。 

ご注意ください: 終了時期が 3 月に変更になりました 

ブラウザのセキュリティ設定を手動で変更するため、十分な準備期間が必要です。そのため、サ

ポートの終了時期を 2017 年 1 月 31 日から 3 月 31 日に変更しました。この変更についての詳

細情報は、今後のサービス リリースで提供します。 

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。
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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 v 1.1 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。 

社内での新バージョンへの移行 

TLS v 1.1 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を済ませているため、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 v 1.1 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、OS のアップデートによって対応できるデバイスもあれば、サ

ポートやアップデートがない古いデバイスは使用を終了させなければならいない場合もあります。 

日本  

日本の公共交通機関（JPT） - 配賦エラー メッセージ  

概要   

本リリースより、日本の公共交通機関（JPT）で、ユーザーが既存の経路を配賦した後に経路を

追加しようとすると警告するようになります。これは、従業員が経路を追加してそれを配賦し、

また別の経路を追加するというシナリオで、システムがこれを検知すると、既存の配賦が経費精

算レポートから削除されることをエラーメッセージで警告します。 
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この変更は、経費精算で配賦済みのレポートに経費エントリを追加すると起こる動作と揃えたも

のです。システムは、上記の場合はいつもユーザーに警告して新しいエントリや経費を追加でき

ないようにします。 

業務目的とユーザーへの利点 

経費精算の動作を補完し、ユーザーが誤ったレポートを作成すること防止します。 

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。 

 詳しい情報はユーザー ガイド「Expense: Japan Public Transportation」をお読みく

ださい。 

日本の公共交通機関（JPT）: ジョルダンのメンテナンス  

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。  
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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。 

11 月の例 

以下の例は本リリースの一例です: 

ケース ID 説明 

08542824 標準勘定抽出 

レポートが支払処理中のステータスで停留してしまう 

私用の項目および仮払が正しく処理されるように修正しました。 

07904429 印刷用レポート メール 

送信者情報が文字化けする 

送信者情報が読めるように修正されました。 

08599327 標準勘定抽出 

SAE V3 に重複する行がある  

重複する行を解決しました。 

 


