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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ほか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 

アクセシビリティ 

明確化: 「他のユーザーとして操作」のクイックヘルプ キーボード アクセス  

概要 

3 月のリリースで、[他のユーザーとして操作] のクイック ヘルプはキーボードからアクセス可

能になることをお知らせしました。  

 

具体的には、Tab キーを使用してアイコンにアクセスした後、スペース キーまたは Enter キー

を使用してクイック ヘルプ情報にアクセスできます。 
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このサンプルでは、Tab キーで [プロファイル設定]、[サイン アウト]、  アイコンの順に移

動します。 

 

アイコンまで移動したら、スペースキーまたは Enter キーを押してヘルプ テキストにアクセス

します。 
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設定およびアクティブ化 

この機能は 3 月のリリースで自動的に利用可能になりました。特別な設定やアクティブ化は必

要ありません。 

 

管理ツール 

備忘メール: カスタム フィールドでの個人データまたは機密データの入力不可 

概要 

すべての企業は従業員の個人情報および機密情報を保護するために、あらゆる妥当な対策を取る

必要があります。推奨されるセキュリティ関連のベスト プラクティスに従い、カスタム フィー

ルドに個人データおよび機密データを入力しないでください。 

! 重要: カスタム フィールドのデータは暗号化されません。不適切な使用に起因する一切の責

任はお客様が負うことになります。 

現在カスタム フィールドに個人データや機密データ（たとえば、社会保障番号、家族の名前、

またはその他の個人識別情報）を保存している場合は、サービス内の現在のフィールドからこの

情報を削除し、現在の構成を修正してください。 

次のステップ 

カスタム フィールドの構成および使用については、Concur のお客様サポートまたは社内のアカ

ウント マネージャーにお問い合わせください。 
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更新:「ブラウザを使用するユーザー」レポート – 北米のデータ センターのみ 

概要 

3 月のリリース ノートで、「ブラウザを使用するユーザー」レポートの更新について説明しま

した。 

 

 

ただし、現時点で更新されたレポートを使用できるのは、北米のデータ センターのお客様のみ

です。残りのデータ センターのお客様については、今後のリリースでレポートを更新します。 

設定およびアクティブ化 

この更新は、北米のデータ センターを使用するお客様に対し 3 月に自動的に実施されました。 
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監査ルール 

走行距離に対する新しいカスタム監査ルールが Mobile アプリで使用可能 

概要 

Concur Drive 機能を使用するお客様に対して、この機能により経費精算されるデータについて

走行距離関連の監査ルールの設定機能が強化されるようになりました。 

NOTE: Concur Drive は、Concur の Mobile アプリ > [走行距離] > [自動追跡] から有効化

される機能です。Concur Drive の有効化をご希望の場合は、Concur お客様サポートに

お問い合わせください。 

本リリースで、[マップを許可] と [経路ソース] の 2 つの新しいフィールドが使用可能になりま

す。これらの新しいフィールドにより、以下の状況についてカスタム監査ルールを設定できます。 

• Drive 未使用: 私有車の走行距離経費を還付請求する際に Drive 機能を使用していない

場合、コメントの入力が求められます。 

• Drive ポリシーの備忘メール: Drive 機能を使用していない場合、それを警告する規定

外フラグ メッセージによって通知されます。 

• 走行経路が必須: 対応する経路がない場合は規定外フラグが生成され、経路の追加が示

されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

管理者にとって走行距離の経費精算における視認性と管理性が向上します。 
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管理者への表示  

新しいフィールドは、[監査ルール] ページにあり、Concur Drive で使用できます。 
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[マップを許可] フィールド 
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[経路ソース] フィールド 

 

設定およびアクティブ化 

これらのフィールドは自動的に利用可能になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありませ

ん。 

 詳しくは、設定ガイド「経費精算: 監査ルール」 をご参照ください。 

 



 

SAP Concur リリース ノート ページ 9 経費精算 (Professional / Premium) 

2018 年 4 月 14 日  Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿:  

4 月 13 日金曜日 13:00 AM 太平洋時間 

Budget  

Budget のリリース ノート 

概要 

Budget のリリース ノート（ほかの製品のリリース ノートと同じページに提供）の提供を開始

します。予算に関する新機能および改善を参照できます。  

業務目的とユーザーへの利点 

独立したリリース ノートにすることで、予算の視認性が向上します。  

Concur のプラットフォーム 

コールアウト サーバー要件の更新 - アップグレードの延期 

SAP Concur は以前（4 月 16 日 午前 10 時 PST に）予定していた Concur プラットフォーム 

コールアウトをサポートするサーバーのメンテナンスを延期します。 

詳しくは今後のリリース ノートでご案内します。  

Expense Pay – グローバル  

カナダ ドルへの追加のカード プログラムのサポートを開始 

概要 

経費精算の Expense Pay – グローバルは以下のクレジット カード プログラムでカナダ ドル 

(CAD $) のサポートを開始しました。 

• Bank of America MasterCard CAD 
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• Bank of America Visa CAD 

業務目的とユーザーへの利点 

これらの追加オプションにより、クレジット カード経費の処理が迅速に行えます。  

管理者への表示 

これらの追加のカード プログラムは、[支払マネージャー] > [バッチを構成] > [カード プログ

ラム]（タブ） > [新規カード プログラムを追加] ページで払戻管理者に対し利用可能です。 

  

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。 
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日本の公共交通機関 (JPT)  

IC カード リーダーが会社レベルの認証をサポート 

概要 

IC カード リーダー ソリューションの認証プロセスが、2018 年 4 月 14 日および 15 日の週末

に切り替えの予定です。  

メンテナンスの予定時刻は以下のとおりです。 

• 2018 年 4 月 14 日土曜日 10:00 AM から 2:00 PM（日本時間）（2018 年 4 月 13 

日金曜日 6:00 PM から 10:00 PM（太平洋夏時間）） 

• 2018 年 4 月 15 日日曜日 1:00 PM から 4:00 PM（日本時間）（2018 年 4 月 14 日

土曜日 8:00 PM から 0:00 AM（太平洋夏時間）） 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、ユーザーのアクティブ化が簡易化されるとともに、[レポートに追加できる経

費] に迅速に取引が表示されるようになります。 

ユーザーへの表示 

この変更についての重要な点は次の 3 つです。 

1. メンテナンス実施中は、IC カード取引の読取および経費精算への送信はできなくなりま

す。 

2. この変更の実施後、ユーザーのアクティブ化ステップは不要になります。このステップ

については、現在、ユーザー ガイド「経費精算: 日本の公共交通機関」に記載されてい

ます。 
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NOTE: この変更の対象となるのは、ピットタッチ・プロ 2 IC カード リーダー デバイ

スをお使いのユーザーのみです。Android タブレット タイプの IC カード リー

ダー デバイスをお使いの場合のユーザーのアクティブ化プロセスは変更ありま

せん。 

3. この変更の実施以降、複数の未送信の鉄道取引が Concur に届くようになり、[レポート

に追加できる経費] に表示されます。ユーザーごとの現在の認証が失敗し（トークンの

有効期限切れ）、ユーザーがアクティブ化メールを送信して再度アクティブ化を行わな

かった場合、鉄道利用取引のステータスは「未送信」のままです。このような未送信取

引が、この変更の実施以降、毎日、自動再試行プロセスによって送信されます。 

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。 

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。 

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。 
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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。 

新 UI 

** 進行中 ** 経費精算のエンド ユーザー向けの新しいユーザー インターフェース 

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、ユーザー操作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。  

次世代の経費精算は、SAP Concur のユーザー操作の絶え間ない進化によるものです。これは、

680 回にわたる 1 対 1 の対話、58 回の使いやすさに関する研究、3000 件以上の調査報告、

および 13 億の毎月のユーザー アクションを含む広範囲のユーザー調査およびデータ分析によ

って構築されています。  

今後 1 年間、次世代の経費精算をプレビューした後、必須カットオーバー日までに次世代の経

費精算を使用開始できます（以降のページで詳述）。 
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業務目的とユーザーへの利点 

これにより、次世代の経費精算のユーザー 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、経費精算ユーザーは次世代の経費精算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。 

• すべての経費精算（Professional/Premium および Standard）のエディション 

• エンド ユーザー（承認者、処理者、または管理者に変更はありません） 

重要: スケジュールおよびマイルストーン 

翌年にわたって既存の UI から次世代の経費精算に移行するにあたり、3 つの重要なマイルスト

ーンがあります。 
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• プレビュー期間（現在）: プレビュー期間は 2018 年 3 月 17 日に開始し、2018 年 9 

月まで続きます。この期間中に、新しい UI が全世界のお客様に提供されます。管理者

およびパワー ユーザーは、このプレビュー期間に新しいインターフェースおよび処理フ

ローに慣れておくことをお勧めします。これは、内部トレーニング資料の更新の開始や

必須の移行箇所に対して組織が準備する期間としても最適です。  

NOTE: このプレビュー期間中に、既存の UI のすべての機能が次世代の経費精算で利用

可能になるわけではありません。新しい機能および改善は約 2 週間ごとに利用

可能になります。このプレビュー期間は最終の製品に対するものではありません。

お客様が新しい UI について習得を開始し、移行の準備をする期間として設定し

ています。 

• 全般利用期間（確認期間）: プレビュー期間の次は 9 月に開始予定の全般利用期間で、

約 6 か月間（2019 年 3 月までを予定）続きます。この期間中、次世代の経費精算が完

了し、既存の UI のすべての機能が使用可能になります。 

この期間に、お客様は最適と判断されるスケジュールで、ご自身の組織の次世代の経費

精算の UI への移行計画を実行する必要があります。 

• 次世代の経費精算への必須カットオーバー: 必須カットオーバーの日（2019 年 3 月 29 

日に予定）に、すべてのお客様は次世代の経費精算への移行を必ず行う必要があります。

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。  

カットオーバーの日までお待ち頂く必要はありませんのでご注意ください。プレビュー

期間とその後の全般利用期間中の移行に際し、組織のスムーズな移行のため、必要なタ

スクを完了してください。 

移行資料 - ガイドおよびそのほかのリソース 

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

びそのほかのリソースを準備しています。組織の移行の開始に必要なすべての情報については、

以下よりご確認ください。 
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• Professional Edition 

• Standard Edition 

上記のリンクは以下へのアクセスを含んでいます。 

• 管理者ガイド、FAQ、移行リソース: 管理者ガイドは次世代の経費精算へのアクセス、

および必須ロールや許可についての情報を提供しています。  

管理者ガイドに加え、FAQ、そのほかのリソース（メール テンプレートおよびそのほか

のトレーニング資料など）、および次世代の経費精算でまだ利用可能ではない機能のリ

ストもあります。これらすべては、次世代の経費精算をお客様自身のユーザーへ準備す

る際に役立てていただけます。 

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 と次世代の経費精算を比較し、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 が最終化や改善されると、

プレビュー期間中に定期的に更新されます。管理者はこのガイドを頻繁に確認してくだ

さい。 

NOTE: 管理者ガイドのように、このガイドの切り取り、コピー、貼り付け、削除、また

は編集が可能です。 

• リリース情報: プレビュー期間中、改善に関するリリースは SAP Concur の定期リリー

ス スケジュールに記載されません。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。 

利用を開始 

上記の移行資料をご確認の上、移行の計画を立ててください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/NextGenEXP/_NextGenEXP_docs.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/NextGenEXP/_NextGenEXP_Stan_admin_docs.htm
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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。 

出張手当 

（チェコ共和国）食事手当の更新 

概要 

国外出張の場合の食事手当が変更されました。同日 18 時間を超える国外出張に対して、出張先

の国に対する手当てが 100% 従業員に支払われます。今回の変更の前は、この手当を受けるた

めに必要な滞在時間は 18 時間でしたが、今後は 18 時間を超える滞在が必要になります。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、正しい計算が維持されます。 

設定およびアクティブ化 

この更新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。 

 詳しい情報は、設定ガイド「出張手当の構成 - チェコ共和国」 をお読みください。 

（フィンランド）場所の更新 

概要 

出張手当の場所を決定するためのルールが更新されました。以下のルールは適用されなくなりま

す。 

• 手当の場所は、同日 10 時間以上の国外出張の場合、最後に訪れた国外の場所を基準と

します。 
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• 国外に滞在した時間が 10 時間に満たない場合は、国内出張の手当レートが適用されま

す。 

上記のいずれのシナリオにおいても、出張先から帰国する移動日数も考慮されるようになります。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、正しい計算が維持されます。 

設定およびアクティブ化 

この更新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。 

 さらに詳しい情報は、「出張手当構成ガイド - フィンランド」をご参照ください。 

（ポーランド）オプション「国境通過時刻を使用」が使用可能  

概要 

ポーランドの出張手当機能で国別オプション [国境通過時刻を使用] が使用可能になりました。  

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、ポーランドの出張手当機能のユーザーに対し、高度な機能性が提供されます。 

設定およびアクティブ化 

この更新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。 

 さらに詳しい情報は、「出張手当構成ガイド - ポーランド」 をお読みください。 
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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 SAP Concur が所有するものとします。  

管理ツール 

** 変更予定 ** 経費アシスタントで出張ベースの経費精算レポートの作成に対応 

詳しくは今後のリリース ノートでご案内します。 

** 変更予定 ** [プライバシー規約] ページの削除 

概要  

現在 [プライバシー規約] ページをユーザーに公開している場合は、5 月にこのページが削除さ

れるため、ご注意ください。いかなる状況でも、プライバシー規約は表示されなくなります。さ

らに、プライバシー規約テキストをカスタマイズするためのオプションおよびポリシーを適用す

る（たとえば、プライバシー規約の同意をユーザーに求めるなど）ためのオプションも削除され

ます。 

別のリリースで、ページ フッターのリンクからアクセスできる標準的なプライバシー保護方針

をご提供します。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更の意図は、すべてのお客様に対して、同じ未修正の内容の SAP Concur プライバシー

保護方針を提供することです。 

FAQ 

Q. なぜこの機能を今後も引き続き使用できないのでしょうか。 
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A. SAP Concur は、SAP Concur サービス内で提供される最新のプライバシー保護方針

にすべてのお客様が簡単かつダイレクトにアクセスできるよう取り組んでいます。  

Q. 現在の [プライバシー規約] ページはいつ削除されますか。 

A. 5 月に削除の予定です。それ以降、カスタマイズしたものであるか否かに関係なく、

プライバシー規約は一切ユーザーに表示されなくなります。 

今から 5 月までの間に、必要であれば、カスタマイズしたプライバシー規約を [プライ

バシー規約] ページから削除できます。カスタム テキスト オプションまたはプライバシ

ー規約設定にアクセスできる場合は、ご自身で変更を行うことができます。カスタム テ

キスト オプションまたはプライバシー規約設定にアクセスできない場合は、Concur の

お客様サポートにお問い合わせください。 

そのほかのアクションは必要ありません。特に必要でなければ、現時点で変更を行う必

要はありません。  

Q. 現在の [プライバシー規約] ページの代わりにどのようなものが提供されますか。 

A. [プライバシー規約] ページを使用して、会社固有の情報をユーザーに提供していた

お客様もいらっしゃると思います。しかし、このオプションは利用できなくなります。

その代わりに、SAP Concur プライバシー保護方針（ページ フッターのリンクからアク

セス）に、お客様のデータに対する SAP Concur の取り扱いが記載されることになりま

す。 

Q. 新しいプライバシー保護方針で業務上追加すべき伝達事項がある場合はどうしたらいいでし

ょうか。 

A. 個別のプライバシー保護方針や情報について従業員に伝達するための代替方法を検討

してください。 

Q. SAP Concur の新しいプライバシー保護方針はいつ実装されますか。修正したり、ユーザー

に同意を求めたりすることはできますか。 
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A. SAP Concur のプライバシー保護方針は、いかなる場合であってもお客様にて設定す

ることはできません。お客様のデータに対する SAP Concur の取り扱いを記載するため

のものです。 

Q. 詳細情報についてのお問い合わせ先はどこですか。 

A. この設定や Concur の新しいプライバシー保護方針については、Concur のお客様サ

ポートにお問い合わせください。 

設定およびアクティブ化  

[プライバシー規約] ページおよび関連する設定オプションは自動的に削除されます。削除予定

の設定オプションについては、出張予約のリリース ノートをご参照ください。 

** 変更予定 ** 新プライバシー保護方針が 5 月にリリース予定 

概要 

リリース ノートの「** 変更予定 ** 「プライバシー規約」ページの削除」で、現在のカスタマ

イズ可能なプライバシー保護方針の終了時に発生する変更についてお知らせしています。同時に、

SAP Concur がお客様のデータの「処理者」になる要件をお知らせする新プライバシー保護方針

について記載しています。 

NOTE: ここでの「処理者」とは、SAP Concur 製品の多くに使用される処理者ロールすべてに

関連するものではないということにご注意ください。 

これには、すべての SAP Concur 製品および Mobile アプリにおいてカスタマイズ済または固

有の保護方針のテキストを、SAP Concur 処理者のプライバシー保護方針にすべて置き換え、お

客様のデータに対して SAP Concur の処理アクティビティを記載するという意図があります。 

新テキストは間もなく（5 月予定）利用可能になりますのでご注意ください。 
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業務目的とユーザーへの利点 

この変更の意図は、すべてのお客様に対して、同じ未修正の内容の SAP Concur プライバシー

保護方針を提供することです。 

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。 

法人カード 

** 変更予定 ** Income および Transfer 取引カテゴリを Yodlee に追加 

概要 

Yodlee をお使いの場合、今後のリリースで Income および Transfer カテゴリの取引データ

を処理できるようになります。現在、このいずれかのカテゴリに属する取引はシステムにより未

定義となり、表示されません。今後予定されている変更により、これらの取引は正しく分類され

るようになります。 

ただし、支払または口座決済と分類されている取引は、経費精算レポートに関連するものではな

いため、この機能改善でも除外されます。統合は個々の登録に基づくため、経費精算レポート払

戻の対象とならないものはエンド ユーザーが削除します。  

業務目的とユーザーへの利点 

この改善により、これまで足りなかった Income および Transfer カテゴリのサポートを経費

精算製品に取り込むことで、Concur の処理対象範囲が拡大し、カード取引を処理できるように

なります。 
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設定およびアクティブ化 

この新しい対応付けは設定不可で、すべてのお客様に自動的に提供されます。アクティブ化は必

要ありません。 

データ保持 

** 変更予定 ** 古いデータのための新機能 

概要 

この新機能により、「誰が、いつ、どこで」という基準に基づき、Concur にデータを保存して

おく期間を制御できるようになります。  

業務目的とユーザーへの利点 

この機能により、データ保持に関する固有のコンプライアンス ニーズに対応できます。 

管理者への表示 

この機能が利用可能になり、Concur のお客様サポートにご依頼があった場合、管理者の [組織

管理] ページに [データ保持] のリンクが表示されるようになります。 

詳しくは今後のリリース ノートでご案内します。 

 この機能が利用可能になった際、詳細情報については、設定ガイド「Data Retention

（製品共通）」およびユーザー ガイド「Data Retention（製品共通）」をご参照くだ

さい。 

設定およびアクティブ化 

この機能が利用可能になったら有効にするよう、Concur のお客様サポートにご依頼ください。 
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新しいフィルタ 

** 変更予定 ** 新しい 23 ヶ月間のフィルタ 

概要 

NOTE: 本リリース ノートは 1 月のリリース ノートの「レポートに追加できる経費」および

「** 変更予定 ** 新しい 1 年間のフィルタ」に取って代わります。 

新しいデータ保持機能には 23 ヶ月間のフィルタが含まれます。このフィルタの影響を受けるエ

リアは以下のとおりです。 

• レポートに追加できる経費  

• 法人カード取引 

• 未割り当ての仮払 

!  重要: データ保持機能が有効になっていない場合は、変更はありません。 

この新機能により、それ以前の取引が自動的にフィルタされます。23 ヶ月間という期間は変更

できません。新しいデータ保持機能を有効にすると、自動的に 23 ヶ月間のフィルタがオンにな

ります。 

[法人カード取引] では、取引明細書の期間が 23 ヶ月よりも前のものも除外されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

このフィルタにより、時間の経過とともに増大する未処理の取引を解消するとともに、新しいデ

ータ保持機能がサポートされます。 
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設定およびアクティブ化 

詳細情報については、今月のリリース ノートの「今後の変更予定」セクション内の「データ保

持」および「** 変更予定 ** 古いデータのための新機能」をご参照ください。 

プレーン テキスト ファイル転送プロトコル 

** 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。 

 

https://go.concur.com/rs/013-GAX-394/images/FAQ_Plain_Text_FTP_Retirement.pdf
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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。  

• st.concursolutions.com（US データセンター）  

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

SAP 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 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
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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ほかの月次リリース ノートとともに

公開されます。 

出張予約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、そのほかの技術文

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、そのほかの

技術文書、および推奨環境については、後述の「リリース ノートおよびそのほかの技術

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、およびそのほかのリ

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 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、およびそのほかの

リソース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。 

4 月の事例 

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 

 

11490864 

 

 

日本の公共交通機関モジュール 

ネットワーク IC カードのエントリから複数の経費を編集しようとすると、画面が反応しな

い。 

SAP Concur はコードを編集し、この問題を修正しました。複数の経費の編集の編集が常時

可能です。 

 

11149322 
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© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company.  All rights 

reserved. 

本書のいかなる部分も、SAP SE または SAP の関連会社の明示的な許可なくして、いかなる形

式でも、いかなる目的にも複製または伝送することはできません。  

本書に記載される SAP およびそのほかの SAP 製品やサービス、並びにそれらの個々のロゴは、

ドイツおよびそのほかの国における SAP SE（または SAP の関連会社）の商標または登録商標

です。商標に関する詳細や通知については、http://global12.sap.com/corporate-

en/legal/copyright/index.epx をご覧ください。  

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。 


