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リリース ノート 

アクセシビリティ 

グローバル ナビゲーション バー 

概要 

concursolutions.com 内で使用される青色のグローバル ナビゲーション バーに対する変更であ

り、外観には影響ありません。このナビゲーション バーの標準は、WCAG（ウェブ コンテンツ 

アクセシビリティ ガイドライン） 2.0 に正しく適合していませんでした。この変更は、読み上

げ機能のユーザーに影響します。 

業務目的とユーザーへの利点 

読み上げ機能のユーザーに提供される情報が改善されます。正しいロールにすることで、読み上

げ機能のユーザーに対して正しい指示が適切に提供されるようになりました。 

読み上げ機能関連 

改善前 

グローバル ナビゲーション バーで role =menubar が使用されていました。 

改善後 

グローバル ナビゲーション バーで <nav> が使用されるようになりました。 

設定およびアクティブ化  

Concur により自動で変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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キーボード ナビゲーションの改善 

概要 

concursolutions.com 内の SectionExpandable コンポーネント（別名ウィジェット）のキーボ

ード ナビゲーションに対する外観以外の変更になります。下記のウィジェットの例をご覧くだ

さい。実際の内容および外観は使用状況により変わります。WCAG 2.0 以降、キーボード ナビ

ゲーションに難点があるという問題に対してキーボード ナビゲーションの標準が正常に適用さ

れました。この変更は、読み上げ機能のユーザーに影響します。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

読み上げ機能のユーザーに提供される情報が改善されます。正しいロールにすることで、読み上

げ機能のユーザーに対して正しい指示が適切に提供されるようになりました。 

ユーザーの操作 

改善前 

SectionExpandable に対するキーボード ナビゲーションで、下矢印キーを押した場合の機能が

ありませんでした。 

改善後 

SectionExpandable に対するキーボード ナビゲーションが正しく行えるようになりました。 

設定およびアクティブ化  

Concur により自動で変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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管理ツール 

支出カテゴリの名前変更 

概要 

本リリースで、選択をより簡単にするため、また名前の一貫性を保つために、4 つの支出カテゴ

リの名前が変更されています。  

業務目的とユーザーへの利点 

この改善により、該当する支出カテゴリをより簡単に選択できます。 

管理者への表示 

[経費タイプ] ページの [支出カテゴリ] リストに 4 つの支出カテゴリの名前変更が表示されま

す。 

 

これまでの名前 新しい名前 

旅行会社および予約料 旅行会社 / 予約料 

オフィス 事務用品費 

印刷、コピー 印刷 / コピー 

電気通信 電気通信 / インターネット 

設定およびアクティブ化 

Concur により自動で変更済です。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

 支払カテゴリについて詳しくは、設定ガイド「経費精算: 経費タイプ」 をご参照くださ

い。 
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Concur Pay 

2018 年度の祝日 

概要 

2018 年度の祝日リストは 2018 年の年明けからご利用いただけます。 

 祝日リストは、ハイパーリンクをクリックして資金管理口座設定のヘルプ トピックから

開くことができます。 

Expense Pay – オンボーディング フォームのグローバル表示の改善 

概要 

新しい資金管理口座を作成する場合、または支払処理パートナーのオンボーディング アプリケ

ーションが実行中の資金管理口座を編集する場合、フィールドが 1 つのウィンドウに一緒に表

示されるのではなく、2 つのタブに分けて表示されるようになります。フィールド自体の変更は

なく、表示される場所の変更のみです。 

新しいタブは [アカウント情報] と [Partner Onboarding Application] です。[アカウント

情報] タブには、Concur で必要とされるデータのフィールドが含まれます。[Partner 

Onboarding Application] タブには、支払処理パートナーで必要となるデータのフィールド

が含まれます。 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur で必要とされるデータのフィールドと、支払処理パートナーで必要となるデータのフィ

ールドの違いは、管理者にお問い合わせください。さらに、この変更により、すべてのフィール

ドを表示するためにこれまで必要であったスクロールの回数を減らすことができます。 
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管理者への表示 

[アカウント情報] と [Partner Onboarding Application] という新しい 2 つのタブが表示さ

れます。 

[アカウント情報] タブ 
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[PARTNER ONBOARDING APPLICATION] タブ 

 

設定およびアクティブ化 

Concur により自動で変更済です。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。  

言語  

新しい言語のサポート 

概要 

このリリースでは、下記の言語のサポートを追加しています。 

• ブルガリア語 (Български) 

• クロアチア語 (Hrvatski) 

• ルーマニア語 (Română) 

• スロバキア語 (Slovenčina) 
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• トルコ語 (Türkçe) 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、多くの Concur ユーザーが母国語で Concur をお使いいただけるようになり

ます。 

ユーザーへの表示 

Concur [サインイン] ページのリストに新しい言語が表示されます。 

 

設定およびアクティブ化 

この 5 つの新しい言語を有効にする場合は、お客様サポートにお問い合わせください。 
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USB IC カード リーダー（日本）  

サポート終了 

概要 

経費精算における日本の IC カードの出張情報を取り込みする USB IC カード リーダー ソリュ

ーションは、コンピューターに接続されたリーダーを利用して行っていました。Microsoft がこ

のソリューションで使われる ActiveX テクノロジを重要視していないことから、Concur はこの

ソリューションへのサポートを終了しました。  

重要な日付： 

• 2017 年 8 月 1 日に、Concur はこのソリューションのサポートを終了しました。  

• 2017 年 12 月 31 日以降、ソリューションが使用中止となり、Concur で動作しなく

なります。  

代わりに、日本のお客様には既に展開しているネットワーク IC カード リーダーを利用した現行

のソリューションを使用します。ネットワーク IC カード リーダーでは、複数のユーザーが取引

を一か所からインポートすることができます。 

 ネットワーク IC カード リーダーのリリース ノートは、2016 年 10 月版の文書をご参

照ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

旧版の終了により、最新のテクノロジに沿った機能をご利用いただけます。 

設定およびアクティブ化 

このソリューションは Concur が自動で使用中止し、サポートを終了します。代替のネットワー

ク IC カード リーダー ソリューションのご利用には、Concur クライアント エグゼクティブへ

お問い合わせください。最新のソリューションの導入には、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。 
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 IC カード リーダーについての全般情報は、設定ガイド「経費精算: 日本の公共交通機

関」およびユーザー ガイド「経費精算: 日本の公共交通機関」をご参照ください。 
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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 Concur が所有するものとします。 

管理ツール 

** 変更予定 ** 2018 年 5 月 15 日にプレーン テキスト FTP のサポートが終了   

概要 

Concur にデータ転送を送受信する手段として使用していたプレーン テキスト FTP の終了をご

報告します。   

プレーン テキスト FTP はセキュリティ保護されたプロトコルではなく、もともとセキュリティ

の脆弱性がありました。2018 年 5 月 15 日に、Concur 運用部門はファイル転送の基礎構造に

対しセキュリティ アップデートを適用します。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

みの一環として、プレーン テキスト FTP の使用を制限します。  

 詳細情報は、「Plain Text FTP Retirement FAQ」をご参照ください。  

業務目的とユーザーへの利点 

サポート終了日以降にプレーン テキスト FTP を使用した Concur とのデータ転送の送受信をす

ると、受信接続が失敗する可能性があります。プレーン テキスト FTP をご使用のお客様は、ユ

ーザー ガイド「File Transfer」に記載されているとおりにセキュリティ保護された手段のいず

れかひとつを使用して、データの転送を続行する必要があります。この変更はお客様側で行うこ

とが必須となります。これらの操作に際し Concur のサポートがご利用いただけます。 

設定およびアクティブ化 

記載の変更で影響を受ける実際の DNS 名は次のとおりです。  

https://go.concur.com/rs/013-GAX-394/images/FAQ_Plain_Text_FTP_Retirement.pdf
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• st.concursolutions.com（US データセンター）  

• st-eu.concursolutions.com（EMEA データセンター）  

Concur 側: セキュリティ保護されたプロトコルが自動的にサポートされます。追加設定や有効

化を行う必要はありません。 

お客様は、お使いの FTP ソフトウェアや接続スクリプトを設定して、下記にリストされている

ようにセキュリティ保護されたプロトコルでの接続を行う必要があります。 

• SFTP (SSH-FTP) プロコトルはポート 22（Concur 推奨の手段）が必須 

• FTPS (FTP-SSL) はポート 21 および TLS v.1.1、TLS v.1.2 が必須  

• HTTPS はポート 443 および TLS v.1.1、TLS v.1.2 が必須 

 さらに詳しい情報は、ユーザー ガイド「File Transfer」をご参照ください。  

社内の IT チームと協力してこの変更に対応し、ファイル転送処理が引き続きスムーズに動作す

ることを確認してください。技術的なお問い合わせは、サポートまでご連絡ください。 

レポートに追加できる経費 

** 変更予定 ** 新しい 1 年間のフィルタ 

概要 

まもなく、[経費ホーム] ページの [レポートに追加できる経費] リストに、1 年以上前の経費が

表示されなくなります。 

業務目的とユーザーへの利点 

この新しい機能により、取引日が 1 年以上前の経費が自動的にフィルタされ、エンド ユーザー

の操作を簡易化するため、12 ヶ月以内に追加された経費だけを表示します。この変更は、[経費

に添付できる領収書] セクションの動作（1 年以上前の未使用の領収書は表示されません）と一

貫性を保ち、古い不要なデータを減らすことで、パフォーマンスの向上を図ります。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/FactSheets/Concur%20File%20Transfer%20Guide.pdf
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設定およびアクティブ化 

Concur により自動で変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

旧来の経費精算の事前申請機能 

** 変更予定 ** 運用終了（2018 年 3 月） 

概要 

Concur は 2018 年 3 月 31 日をもって、旧来の経費精算の事前申請機能を終了します。  

この機能は、事前申請という単独製品の登場以前は多くのお客様にお勧めしておりました。現在

は、同等かつ強化された機能を提供しており、単独製品の事前申請を完全にサポートしておりま

す。Concur 製品で申請の機能のご活用をご希望のお客様は、事前申請をご購入し移行してくだ

さい。 

お客様向けの FAQ はこちらです：http://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-

us/legacy_request_retirement_faq.pdf  

業務目的とユーザーへの利点 

この終了により、Concur は旧版を超える機能性を持ち、革新的で、価値ある単独製品の事前申

請のさらなる改善に開発リソースを注ぐことができます。 

設定およびアクティブ化 

Concur は旧来の経費精算の事前申請機能をご利用のお客様に対しすでにご案内を開始し、単独

製品の事前申請への移行について計画しております。 

 この変更により、設定ガイド「経費精算: Authorization Requests」およびユーザー ガ

イド「経費精算: Authorization Requests」をアーカイブしました。 

http://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/legacy_request_retirement_faq.pdf
http://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/legacy_request_retirement_faq.pdf
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新しい Concur ロゴ 

** 変更予定 ** 新しい SAP Concur ロゴ  

概要 

1 月のリリースでは、Concur の全製品に SAP Concur ロゴが表示されます。  

ユーザーへの表示 

新しいロゴは各ページの左上隅に表示されます。 

 

フッターには SAP と Concur の両方のロゴが表示されます。 

 

たとえば、TMC がブランド変更された場合、フッターには TMC ロゴに加え、SAP ロゴが表示

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。追加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 

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。 

出張申請および経費精算の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 

管理ロールを持つユーザーなら誰でもリリース 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、Concur ヘルプにアクセスすることができま

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 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、推奨環境などのドキュメント

にアクセスすることができます。 

適切な Concur サポート ポータルへのアクセス権があれば、[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 にログインします。 

1. [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、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。 

2. ケース ID を入力します。 

3. [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。 

12 月の例 

このリリースの（ケース）修正には、以下のケース以外の修正も含まれます。 

ケース ID 説明 

10642831 経費アシスタント 

第 2 レベルの連結リストが空の場合、リストは空と表示されユーザーが値を選択することが

できない。この問題は経費アシスタント レポートのみで発生し、レポートを開くと自動的に

レポート ヘッダーが開く。 

コードを修正しました。 

 

 


