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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他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 

管理 

製品共通の「変更予定」のリリース ノートを統合 

概要 

本リリースより、各製品のリリース ノートで「変更予定」の情報を記載する代わりに、製品共

通の変更予定のリリース ノートが 1 つのドキュメントに統合されます。 

統合された「変更予定」の情報は、製品固有の「変更予定」のリリース ノートに加えて提供さ

れます。たとえば、出張予約のみが該当する変更予定の場合、出張予約のリリース ノートにの

み記載されます。そのため、「製品共通の変更予定」と併せて、製品固有のリリース ノートも

確認することをお勧めします。 

業務目的とユーザーへの利点 

ユーザーは製品共通の「変更予定」のリリース ノートを 1 か所で確認することができます。ま

た、「変更予定」のリリース ノートの更新を追跡しやすくなります。 

ユーザーへの表示 

ユーザーは、SAP Concur Professional リリース ノート（日本語版はこちら）の待ち受けペー

ジにある新しい製品共通の変更予定のリリース ノートにアクセスできます。  

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/_RN_CCC.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Docs_CCC_JAPAN.htm
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設定およびアクティブ化 

この変更は自動で有効になります。その他の設定やアクティブ化のステップは必要ありません。 

認証 

** 進行中 ** HMAC の廃止および SSO セルフサービスへの移行開始 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2019 年 7 月 12 日 — 
フェーズ I: 2019 年 7 月 

フェーズ II:  2020 年 7 月 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

これらの変更は、安全な認証を維持するという SAP Concur の継続的な取り組みの一環です。 

概要 

SAP Concur は、SSO オプションとしてハッシュ ベースのメッセージ認証コード（HMAC）を

削除する廃止プロセスを間もなく開始します。HMAC の代替サービスは SAML SSO です。これ

はセルフ サービス方式の設定方法で、組織管理者は SAP Concur 内で SAML 接続を完了するこ

とができます。 
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現在 HMAC をお使いのお客様は、リリース後すぐに SSO セルフ サービス ツールに移行するこ

とをお勧めします。新しい SSO セルフサービス ツールは、無料の機能としてすべてのお客様に

提供されます。新しい SSO セルフサービス ツールを使用すると、複数のポータル（ID プロバ

イダ）を追加できます。 

HMAC の廃止プロセスは 2 段階あります。 

フェーズ I: 

• お客様には、アイデンティティ プロバイダ（IdP）またはカスタム SAML 2.0 ソリュー

ションが必要です。 

• お客様は新しい SSO セルフサービス ツールのテストを開始します。準備ステップの要

件を満たしていれば、初回のテストは 2019 年 7 月に開始できます。（詳しくは下記を

ご参照ください。） 

• 2019 年 9 月にリリースされる予定の新しい SSO セルフサービス ツールを使用して、

新規のお客様向けに導入準備をします。 

• 2019 年 11 月 1 日の時点で、新規のお客様に HMAC を使用して導入することはあり

ません。新規のお客様は、新しい SSO セルフサービス ツールを使用して導入します。 

• HMAC をお使いの既存のお客様は、新しい SSO セルフサービス ツールを使用して移行

する必要があります。 

フェーズ II: 

• お客様は継続して、既存の HMAC のお客様を新しい SSO セルフサービス ツールに移

行します。 

• 全員が HMAC から新しい SSO セルフサービス ツールに移行したら、HMAC サービス

をシャットダウンします。フェーズ Ⅱ は 2020 年半ばに終了する予定です。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、SAP Concur の製品およびサービスにログインするユーザーのセキュリティが

向上し、サポートが向上します。 
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重要 – TMC の移行 

出張管理会社（TMC）は大きな影響を受けるため、今すぐ SAML SSO のテストを開始して、新

しい SSO セルフサービス ツールへの移行を準備する必要があります。 

TMC は、新しいお客様に対して HMAC ではなく SAML SSO を設定する必要があります。

SAML SSO を設定することで、TMC が SSO セルフサービス ツールをテストし、内部スタッフ

をトレーニングしてお客様を支援するための時間をより多く捻出できます。 

HMAC 廃止プロセスのフェーズ I の準備: 

• TMC はまず SAML 2.0 をサポートする必要があります。TMC は SAML 2.0 ソリューシ

ョンを契約または開発する必要があります。TMC にはアイデンティティ プロバイダ

（IdP）が必要です。 

• SAML 2.0 のサポートが完了すると、TMC がさらに多くの情報を求めて SAP Concur 

サポートにサポートを依頼する可能性があります。新しい SSO セルフサービス ツール

は、無料の機能としてすべてのお客様に提供されます。TMC は、設定の依頼の際にオン

ライン注文フォームを使用する必要はありません。 

重要 – 従来の HMAC をお使いのお客様の移行 

お客様は、新しい SSO セルフサービス ツールへの移行に備えて、直ちに SSO のテストを開始

する必要があります。 

HMAC 廃止プロセスのフェーズ I の準備: 

• お客様には、アイデンティティ プロバイダ（IdP）またはカスタム SAML 2.0 ソリュー

ションが必要です。 

• お客様は SSO セルフサービス ツールのリリースの直後から設定できます。 
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詳細情報 

詳しい情報は、製品共通の変更予定のリリース ノート（日本語版はこちら）の「認証 | ** 変更

予定 ** シングル サインオン (SSO) セルフサービス オプションの提供」のリリース ノートを

ご参照ください。 

法人カード 

JP Morgan Chase MasterCard フィードの変更 

概要 

JP Morgan Chase (JPMC) MasterCard のカード フィードを使用しているお客様に対し、SAP 

Concur は特定のインバウンド取引の処理を修正して、それらが通常の経費として表示できるよ

うにしました。具体的には、次の ARC タイプと説明の組み合わせに該当するインバウンド取引

を指します。 

 

ARC タイプ 説明 

0130 DISPUTE REBILL 

0138 FRAUD REBILL 

0106 DISPUTE CREDIT 

0168 FRAUD CREDIT 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、特定の取引が（発行者である JPMC の意図したとおりに）、通常の経費とし

て表示されるようになり（現在の設定に基づく場合があるために非表示になるのではなく）、ユ

ーザーは経費精算レポートにそれらを含めることができます。 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN_shared_planned/_client_shared_RN_all.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Shared/_client_shared_RN_all-jp.htm
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設定およびアクティブ化 

これらの変更は自動的に有効になります。設定やアクティブ化は必要ありません。 

会社からのお知らせ 

[見出し] フィールドでの HTML の使用廃止 

概要 

ホーム ページの [会社からのお知らせ] セクションで、すべてのユーザー向けに表示されるメッ

セージを設定するとき、[見出し] フィールドでの HTML の使用が廃止となります。HTML を含

む見出しはレンダリングされず、実行不可となり、プレーンテキストとして表示されます。 

NOTE: 以下はこの変更による影響を受けません。 

 HTML を含む既存の [見出し] 設定は、引き続きレンダリングされクリック可能なリン

クを表示しますが、この新しい制限の対象にならない限り編集できません 

 [会社からのお知らせ] フィールドの現在の機能 

 [URL] フィールドの現在の機能（URL が [URL] フィールドに入力された場合、[見

出し] フィールドに入力されたすべてのテキストはその URL へのクリック可能なリンク

になります。） 

 お知らせに対する出張予約固有の設定の現在の機能 

業務目的とユーザーへの利点 

会社のデータに対し、更に強化されたセキュリティを提供します。 
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管理者への表示  

[会社からのお知らせ] フィールドに HTML 文字を入力しても、ハイパーリンクを含むテキスト

は表示されません。  

 

ユーザーへの表示  

クリック可能なリンクを含む、レンダリングされたテキストがメッセージに表示されなくなりま

した。 
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変更前の例 

 

変更後の例 

 

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。設定やアクティブ化は必要ありません。 

 詳細については、ユーザー ガイド「会社からのお知らせ（製品共通 ）」をご参照くだ

さい。 
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E-Receipt 

Uber からの正規のメールについての通知 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2019 年 6 月 2019 年 8 月 1 日 2019 年 8 月 16 日 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

概要 

Uber は、8 月 16 日に、経費精算への古い接続方法（SMTP またはメールによる領収書のイメ

ージ）を廃止する予定です。Uber は現在、特定の SAP Concur ユーザーに、経費精算アカウン

トを Uber アカウントに再接続するよう依頼するメールを送信しています。  

これは、Uber がより安定した SAP Concur 領収書 v4 API への統合を更新し、その後 SMTP 

接続を廃止したためです。SMTP は、App Center に非接続または非 OAuth に対応していない

統合で、領収書の PDF 画像をユーザーの経費精算アカウントに転送します。 

具体的には、このメールを受け取った SAP Concur ユーザーは、Uber アプリ内でビジネス プ

ロファイルを設定し、経費精算プロバイダとして Concur を選択し、経費精算アカウントに関連

付けられたメール アドレスを確認したユーザーです。SMTP への接続は 2019 年 3 月まで利用

可能でした。 

NOTE: Uber for Business ユーザーを含め、SAP Concur 領収書 v4 API を介して E-Receipt 

を受領するユーザーには、このメールは送信されていません。 

このメールで促されたときに、経費精算アカウントと Uber アカウントに再接続した SAP 

Concur ユーザーは、Uber から経費精算に表示された E-Receipt を引き続き受領します。 

業務目的とユーザーへの利点 

Uber は、SAP Concur App Center でのより安定した領収書 v4 統合を支持して、SMTP や

「メール接続を介した領収書のイメージ」を廃止する予定です。SMTP 接続は、事前入力された



 

SAP Concur リリース ノート ページ 10 経費精算 (Professional / Premium) 

2019 年 8 月 17 日  SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿:  

8 月 16 日金曜日 10:00 AM 太平洋時間 

経費フィールドやコーポレート カード取引へのマッチング（利用可能な場合）など、領収書 v4 

統合による機能の多くを提供していませんでした。  

SAP Concur App Center で利用可能な新しい領収書 v4 統合の利点は以下のとおりです。 

• グローバルな可用性 - 米国 と EU のデータ センター間で動作  

• より簡単な接続ログイン   

• 領収書イメージのレンダリングの向上  

• 乗車場所や時間などのより詳細な領収書データ  

• すべての標準的な経費精算フィールドにデータが事前入力済  

• 自動的にコーポレート カード取引にマッチング（該当する場合）  

ユーザーへの表示 

Uber からの最初のメールでは、SAP Concur ユーザーに SAP Concur アカウントの再接続を求

めていました。8 月中旬に予定されているその他のユーザーへの 1 通のメールとともに、SAP 

Concur ユーザーにアカウントの再接続を求める 2 通の備忘メールがありました。 

メールの本文では、SAP Concur App Center にログインし、[接続] をクリックして画面上の指

示に従うか、または Uber モバイル アプリケーション（[支払] セクション > [ビジネス プロフ

ァイル]）の 経費精算への接続を切断して再接続する方法による再接続を求めています。  
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管理者への表示 

App Center では、Uber と Uber for Business の両方が領収書 v4 API を使用するようになり

ました。  
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 この機能についての全般情報は、「Uber Receipts Fact Sheet」をご参照ください。 



 

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

2019 年 8 月 17 日  SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿:  

8 月 16 日金曜日 10:00 AM 太平洋時間 

Expense Pay – グローバル 

(USD) 追加のカード プログラムのサポート 

概要 

経費精算向け Expense Pay – グローバルは、以下の商用クレジット カード プログラムでアメ

リカ合衆国ドル (USD $) のサポートを開始しました。 

• 受益国 – Visa – US   

業務目的とユーザーへの利点 

この追加オプションにより、クレジット カード経費の処理を迅速に行うことができます。  
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管理者への表示 

この追加のカード 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。 

ユーザーを支援するための段階的な直接入金承認指示リンクの追加  

概要 

支払処理パートナーに銀行口座への入金を承認していないために、予測どおりの資金を受領しな

かったユーザーを支援するための、段階的な直接入金承認の指示リンクが追加されました。 
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ユーザーのプロファイルにある銀行情報の口座履歴情報で、説明列に段階的な説明へのリンクが

追加されました。 

 

さらに、システムがユーザーの口座に支払を行うことができなかったときにユーザーが受け取る 

Expense Pay 通知メールには、段階的な説明へのリンクが含まれています。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更は、ユーザーが支払処理パートナーを承認する際に役立ちます。 

管理者への表示  

[支払マネージャー] では、[銀行口座履歴] 表の [説明] 列の [支払先を監視] ページに新しいリ

ンクが表示されます。 

 

https://www.concurtraining.com/expense_pay_migration_direct_deposit_authorization 

 

ユーザーへの表示 

[プロファイル] では、[口座履歴] 表の [説明] 列の [銀行情報] ページに新しいリンクが表示さ

れます。 

 

https://www.concurtraining.com/expense_pay_migration_direct_deposit_authorization
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https://www.concurtraining.com/expense_pay_migration_direct_deposit_authorization 

 

 

システムがユーザーの口座に支払を行うことができなかったときにユーザーが受け取る 

Expense Pay 通知メールには、段階的な説明へのリンクが含まれています。 

 

https://www.concurtraining.com/expense_pay_migration_direct_deposit_authorization 

 

 

設定およびアクティブ化 

この機能は自動的に有効になります。設定やアクティブ化は必要ありません。 

https://www.concurtraining.com/expense_pay_migration_direct_deposit_authorization
https://www.concurtraining.com/expense_pay_migration_direct_deposit_authorization
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Expense Pay 

(USD/CAD) 更新: クラシック Pay の終了およびグローバル Pay への移行 (期日: 

9 月 1 日)  

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2018 年 12 月 2019 年 6 月 2019 年 9 月 1 日 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

概要 

SAP CONCUR 製品の EXPENSE PAY（クラシック）では、処理中の経費精算レポートに関連する

支払を実行します。 絶えず変化し続ける規制上の要件の順守と、地理的に多様な市場に適合す

るため、SAP CONCUR は専門性や経験値の高いサード パーティーの支払処理パートナーを採用

し、次世代の支払製品である EXPENSE PAY – グローバルを開発しました。 

これらのリリース ノートで以前ご案内したとおり (2017 年 9 月)、今後、SAP CONCUR はひと

つの EXPENSE PAY 製品を使用し、世界各国のお客様のビジネスに対してサービスを提供します。 

この EXPENSE PAY – グローバル 製品は、旧来の EXPENSE PAY （クラシック）が提供していた

サービス（NA PAY、EMEA PAY、および次の APA PAY を含む）を置き換えます。 EXPENSE PAY 

製品をお使いのお客様は、EXPENSE PAY – グローバルが今後ご利用いただく製品となります。 

このお知らせ以降、すべての旧来の EXPENSE PAY（クラシック）製品に対して終了処理を開始

します。 

EXPENSE PAY – 北米の終了日: 2019 年  9 月 1 日 

4000 以上のお客様が既に Expense Pay – グローバルへの移行を完了しています。米国ドルと

カナ ダドルで支払うお客様は、9 月 1 日の終了日より前に、減価償却サービスの「Expense 

Pay - 北米」から「Expense Pay - グローバル」にサブスクリプションを切り替える必要があり

ます。Expense Pay – グローバルは現在、米国ドル、カナダ ドル、英国ポンド、およびユーロ

をサポートしています。従来の Expense Pay でほかの通貨を使用しているお客様は、今年それ

らの通貨を移行することを義務付けられていませんが、移行プロセスを開始することをお勧めし
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ます。 移行スケジュールについてのご相談は、paymigration@concur.com へお問い合わせく

ださい。 

EXPENSE PAY – 北米 および EXPENSE PAY – EMEA の制限 

SAP Concur は旧来 (クラシック) の製品に対する、次の通貨の追加についてサポートしていま

せん。対象は、米国ドル、カナダ ドル、メキシコ ペソ、ユーロ、スイス フラン、デンマーク 

クローネ、スウェーデン クローネ、英国ポンドです。これらの通貨を旧来の製品に既に実装し

て使用しているお客様は、新しいプラットフォームに移行するまで、または定義された終了日ま

での間、使用を継続することができます。 

 このドキュメントの 6 月版のリリース ノート 「Expense Pay  | 従来の資金管理口座の

新しい承認プロセス」もご確認ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

Expense Pay – グローバルは SAP Concur における支払処理の機能を業界のベスト プラクテ

ィスに保ちます。 

設定およびアクティブ化 

USD や CAD 支払をお使いのお客様は、paymigration@concur.com に問い合わせて移行のス

ケジュールをご相談ください。 ご契約のサービスを「Expense Pay – グローバル」に切り替え

後、アクティベーション チームがお客様の資金を Expense Pay のクラシックからグローバルに

切り替えるために作業します。お客様は、[支払マネージャー] のように慣れ親しんだ Expense 

Pay の同じサービスおよびツールを使用することができ、ゼロからの実装は必要ありません。 

 Expense Pay - グローバルについての一般的な詳細は、次のガイドをご参照ください。 

     ● ユーザー ガイド「経費精算: Expense Pay - グローバル」 

     ● ユーザー ガイド「経費精算: 支払マネージャー（Expense Pay - グローバル）」 

mailto:paymigration@concur.com
mailto:paymigration@concur.com
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ファイル転送 SSH プロトコル 

安全でない SSH プロトコル アルゴリズム/暗号のサポート終了 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2019 年 7 月 2019 年 7 月 23 日 2019 年 8 月 30 日 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

概要 

SAP Concur は、安全でない次の SSH プロトコル アルゴリズム/暗号のサポートを終了します。 

• （鍵交換）diffie-hellman-group-exchange-sha1  

• （暗号化）aes128-cbc 

• （暗号化）aes192-cbc  

• （暗号化）aes256-cbc  

• （メッセージ認証コード）hmac-md5  

• （メッセージ認証コード）hmac-sha1-96  

• （メッセージ認証コード）hmac-md5-96 

このお知らせは、次のファイル転送 DNS エンドポイントに関するものです。 

• st.concursolutions.com 

• st-eu.concursolutions.com 

• st-cge.concursolutions.com 

• st-cge-dr.concursolutions.com 

• vs.concurcdc.cn 
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! 重要: SAP Concur は、2019 年 8 月 30 日まで、これらの安全でない SSH プロトコル ア

ルゴリズム/暗号をお使いのお客様を引き続きサポートします。 

支援が必要な場合は、SAP Concur サポートまでお問い合わせください。 

 さらに詳しい情報は、ユーザー ガイド「File Transfer for Customers and Vendors

（製品共通）」をご参照ください。（このガイドは、他の経費精算、請求書処理、およ

び/または事前申請の設定およびユーザー ガイドと同じ場所にあります。） 

業務目的とユーザーへの利点 

さらに強化されたファイル転送のセキュリティを提供します。 

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、および削除がありました。 

業務目的とユーザーへの利点 

経費精算内のリストに 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、その他の設定やアクティブ化は必要ありませ

ん。 

その他 

Concur Open およびカスタマイズ版 Concur Open のアップデート 

概要 

今後数週間にわたって、Concur Open およびカスタマイズ版 Concur Open のいくつかの機能

強化が実施されます。   

ユーザーへの表示 

購読者メール（CONCUR OPEN およびカスタマイズ版 CONCUR OPEN） 

購読者に送信されるメールは、読みやすいコンテンツ レイアウトで表示するとともに、SAP の

エクスペリエンスに合わせてブランドとスタイルが変更されました。購読者へのメールの内容は

変更されていませんが、外観や操作性、そして見出しが更新されています。 
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新旧の見出しは次のとおりです。 

 

現在の見出し 新しい見出し 

Initial Impact Assessment Issue identified(特定済の問題) 

Confirmed Impact  

Status update(ステータス更新) 

Update 

Resolved Issue resolved(解決済の問題) 

After the Fact Issue identified and resolved (特定および解決済の問題) 

NOTE: 以前と同様に、Concur Open およびカスタマイズ版 Concur Open の購読者メールは

英語のみで提供されます。 
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サービス ステータス ダッシュボード（CONCUR OPEN およびカスタマイズ版 CONCUR OPEN） 

ユーザーが赤色または部分的な赤色の丸をクリックして [サービス ステータス ダッシュボード] 

ページでステータス情報を表示すると、情報は以前と同じように表示されますが、新しい購読者

メールに合わせて見出しが更新されます（上の表を参照）。 

サービス ステータス履歴ダッシュボード（カスタマイズ版 CONCUR OPEN） 

前と同じように、カスタマイズ版 Concur Open の [サービス ステータス ダッシュボード] ペ

ージの左下隅にあるリンクから、[サービス ステータス履歴ダッシュボード] ページにアクセス

できます。ページについては、以下のとおりです。 

• 現在の列見出しの [詳細 RCA] が [根本原因分析] に変更されました。  

• 各 P1 の根本原因分析レポートを表示するリンクが [根本原因分析] 列に表示されます。 

設定およびアクティブ化 

この機能強化は自動的に利用可能になります。その他の設定やアクティブ化のステップは必要あ

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 

更新: お客様からのフィードバックに応え、これを活かしていくとともに、スムーズな切り替え

の成功を保証するという SAP Concur の確約に従い、新 UI に合わせた新しい導入戦略に取り組

んでいます。 

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。
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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。  

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。 

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。 

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

• 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 

既存の UI から次世代の経費精算に移行するにあたり、お客様にとって 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）: 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 のすべての機能が新 UI 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、その後も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全般期間になります。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、ご自身の組織の新 UI への移行計画を実行します。 

• 次世代の経費精算への必須カットオーバー: すべてのお客様が次世代の経費精算へ移行

する必要があります。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。  

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 - ガイドおよびその他のリソース 

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

びその他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。 

• 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: 管理者ガイドは新 UI へのアクセス、および必要

なロールやアクセス許可についての情報を提供します。  

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/NextGenEXP/_NextGenEXP_docs.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/NextGenEXP/_NextGenEXP_docs.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/NextGenEXP/_NextGenEXP_Stan_admin_docs.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/NextGenEXP/_NextGenEXP_Stan_admin_docs.htm
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管理者ガイドに加え、FAQ、その他のリソース（メール テンプレートおよびその他のト

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。 

ご利用の前に 

上記の移行資料をご確認の上、移行の計画を立てることをお勧めします。 

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。 
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クイック経費 

クイック経費 v3 の廃止 

概要 

セキュリティ上の脆弱性が特定されたため、Quick Expense v3 API を廃止します。この API 

はクイック経費 v4 に置き換えられています。クイック経費 v3 API は、今後のリリースで廃止

されます。クイック経費 v4 API へ移行していただくようお願い致します。 

業務目的とユーザーへの利点 

クイック経費 v3 は以前の認証方法のみをサポートしており、公開する必要のない一部のフィー

ルドへのアクセスを可能にしていました。これらの問題は、新しいクイック経費 v4 API で解決

されます。 

クイック経費 v4 API が利用可能に 

概要 

クイック経費 v4 API がパートナーおよびお客様向けにリリースされます。クイック経費 v4 

API では、クイック経費 v3 API での問題点のうち、以下の点が改善されました。 

• 安全な認証: この API では現在の SAP Concur の認証方法をサポートしています。  

• マルチパート メッセージ: 開発者は、v3 では必須であった個別の呼び出しではなく、1 

回の呼び出しでデータと領収書イメージの両方を投稿できます。 

• デジタル ステータスのサポート: お客様がこの機能を使用しており、経費精算で必要な

設定が完了している場合、クイック経費 v4 POST API は e 文書タイムスタンプの要件

をサポートします。 

• グローバルな可用性: クイック経費 v4 POST API は、すべての SAP Concur データ セ

ンターでサポートされています。 
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クイック経費 v4 では、クイック経費 v3 の一部の機能が削除されています。 

• +ReceiptImageID 属性が非公開に: この属性には個人を特定できる情報が含まれ

ている可能性があるため、データ セキュリティを強化するために削除されました。  

• エンドポイント GET、PUT、DELETE が非公開に: これらのエンドポイントはビジ

ネス上の必要性がないため、v4 では提供されません。 

業務目的とユーザーへの利点 

新バージョンのクイック経費 API は、最新の SAP Concur API 認証方法をサポートし、一部の 

POST 機能が改善されます。  

SAP Concur サポートの画面共有 

サポート問合せ権限の保持者の画面共有の概要 

概要  

SAP Concur サポートは、同時ブラウズ機能を実装しています。これは、すべての「サポート問

合せ権限の保持者」（ASC）が利用できる画面共有アプリケーションです。  

業務目的とユーザーへの利点 

多くの場合、画面を共有することで、問題の説明、理解、解決がより簡単になり、ASC と SAP 

Concur サポートの時間の節約になります。 

機能説明 

新しい機能が段階的に導入されている間、ASC の [ヘルプ] メニューに新しい [同時ブラウズ] 

オプションが表示される場合があります。 
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機能が完全に実装された後、ASC が SAP Concur サポートに連絡し、サポート エンジニアが画

面共有セッションを有用であると判断した場合、サポート エンジニアは ASC を招待してリンク

をクリックし、画面を共有します。サポート エンジニアと共有するページには黄色い境界線が

表示され、ASC に画面を共有していることを明示します。  

 

同時ブラウズ機能を使用すると、サポート エンジニアは ASC のコンピューターで 

concursolutions.com の Web ページを表示できますが、ASC のコンピューターで実行されて
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いる可能性のある他の Web ページまたはアプリケーションは表示できません。ASC はいつでも

画面共有を停止できます。 

次の点にご注意ください。  

• ASC が [同時ブラウズ] リンクをクリックしたが、SAP Concur サポートとの通話（ま

たはライブ チャット）ではない場合、画面は共有されません。このプロセスは、ASC 

とサポート エンジニアが一緒に作業している場合にのみ機能し、ASC の許可により行

われます。 

• サポート エンジニアが ASC の許可なしに ASC の画面にアクセスすることはありませ

ん。 

• サポートエンジニアは ASC の画面を制御できません。同時ブラウズでは表示のみの権

限が付与されます。 

• サポート エンジニアは、パスワード、クレジット カード、パスポートの詳細などの個

人情報を表示、収集、または記録することはできません。 

• サポート エンジニアは、画面共有セッションを記録しません。 

• ASC が完全な実装の前に [同時ブラウズ] リンクをクリックすると、サポート エンジニ

アは機能がまだ利用できないことを ASC に通知します。 

設定およびアクティブ化 

この機能は、すべての ASC に対して自動的に有効になります。その他の設定やアクティブ化の

ステップは必要ありません。 
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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。  

重要: これらの変更予定は、この SAP Concur 製品またはサービスに影響を与える今後の拡張お

よび変更のすべてが記載されていない場合があります。複数の SAP Concur 製品やサービスに

適用される変更予定は、統合ドキュメントに記載されています。 製品共通の変更予定のリリー

ス ノートで、利用可能なその他の変更予定をご確認ください。 

E-Receipt 

** 変更予定 ** 領収書としての自動承認の廃止 

! 重要: E-receipt を途切れなく使用するには、管理者による操作が必要です。 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2019 年 1 月 2019 年 7 月 29 日 未定 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

概要 

E-RECEIPT のテクノロジは高速に進化しています。今日、領収書の取扱いルールは、イメージの

要件を満たして E-RECEIPT を承認するために決め打ちされています。  

今後、E-RECEIPT がより一般的になるにつれて、それにまつわる法案もより複雑化するため、こ

れがすべての国や状況に有効な前提とはいえません。 

現在のシステムの振る舞いを維持することを希望するお客様は、イメージの要件を満たして E-

Receipt を承認することを継続するために、カスタム領収書ルールを設定する必要があります。 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN_shared_planned/_client_shared_RN_all.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN_shared_planned/_client_shared_RN_all.htm
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業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、E-Receipt をお使いのお客様が、経費を裏付けるための文書に関する制限およ

び契約上の要件に準拠し続けることができます。 

管理者への表示 

現在、経費精算の管理者は領収書制限ルールを設定し、イメージが必要な条件を発動できます。

これは、お客様の地理や国をもとに決定されるものです。 

有効な領収書イメージとして E-Receipt を承認する必要のある管理者は、領収書制限ルールの

条件を、[エントリ] --> [E-receipt あり] --> [等しい] --> [値] --> [いいえ] と設定できま

す。すると、経費エントリに E-Receipt がない場合に「領収書イメージが必須」が発動します。 

 

有効な領収書イメージとして E-Receipt を承認する必要のない管理者は、E-Receipt の領収書

制限ルールに条件がありません。E-Receipt でエントリを除外する条件が設定されていない場合、

レポート エントリに E-Receipt を含めると、その領収書を必須としてマークします。  

ユーザーへの表示 

経費エントリの領収書の要件は、ルール設定にもとづいており、ユーザーには領収書が必須また

は関連する規定外フラグの表示などの、いずれの変更も表示されません。 
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設定およびアクティブ化 

この変更は自動的に適用されます。その他の設定やアクティブ化は必要ありません。 

アクションが必要です: お客様の組織が、ユーザーがアップロードしたイメージまたはユーザー

によって提供された紙の領収書の代わりに E-Receipt を承認する場合、領収書ルールに上記の

条件を追加するために、それらのルールを確認する必要があります。 

アクションは必要ありません: お客様の組織の領収書ルールに既にこの条件がある、またはユー

ザーによって提供された紙またはイメージの代わりに E-Receipt を承認しない場合。 

 この機能についての全般情報は、 

設定ガイド「経費精算: メール承認」をご参照ください。 

 現在のシステムの振る舞いを維持するために、カスタム領収書ルールの追加または編集する

には: 

1. [管理] > [経費精算] をクリックします。 

NOTE: アクセス許可によっては、[管理] をクリックしてすぐにこのページが表示され

ることもあります。 

2. [領収書の取扱い] をクリックします（左側メニュー）。[領収書の取扱い] ページが表

示されます。 

 

3. [領収書制限] タブで、次のいずれかの操作を行います。 
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 目的の領収書制限をクリックし、続けて [修正] をクリックする。  

- または - 

 目的の領収書制限をダブル クリックする。 

[全般] ステップが表示されます。 

4. 必要に応じてフィールドを編集します。 

NOTE: フィールドの説明に入力する際は、本ガイド記載の領収書制限の追加についての

情報をご参照ください。 

5. [次へ] をクリックします。[条件] ステップが表示されます。  

6. 領収書制限ルールの条件を、[エントリ] --> [E-receipt あり] --> [等しい] --> [値] 

--> [いいえ] と設定します。 

 

7. [完了] をクリックします。 
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お客様へのお知らせ 

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他の月次リリース ノートとともに公

開されます。 

「お客様へ - Concur Travel & Expense 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、およびその他のリソ

ースにアクセスできます。 

 

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 SAP 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、およびその他

のリソースにアクセスすることができます。 
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適切な SAP Concur サポート ポータルへのアクセス許可があれば、[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 にログオンします。 

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


 

SAP Concur リリース ノート ページ 40 経費精算 (Professional / Premium) 

2019 年 8 月 17 日  SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿:  

8 月 16 日金曜日 10:00 AM 太平洋時間 

NOTE: [ヘルプ] メニュー下に [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。 

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 

11673115 スマート経費 

手動エントリとスマート経費間の一致が承認された場合、同席者が削除されていました。 

コードを更新し、この問題は再現しなくなりました。 
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© 2019 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 およびその他の SAP 製品やサービス、並びにそれらの個々のロゴは、ド

イツおよびその他の国における 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。  

各国の製品仕様は異なる場合があります。  

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。 


