
SAP Concur リリース ノート ページ i Concur Expense (Professional / Premium) 

リリース日: 2021 年 8 月 27 日   

英語版の投稿:  

8 月 26 日木曜日 12:00 PM 太平洋時間 

SAP Concur リリース ノート 

Concur Expense (Professional / Premium) 

月 対象 

リリース日: 2021 年 8 月 27 日 

英語版の投稿:  

8 月 26 日木曜日 12:00 PM 太平洋時間 

SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

目次 

リリース ノート .................................................................................................. 1 

API .......................................................................................................................... 1 

API 廃止ポリシーの変更 ............................................................................................ 1 

App Center ............................................................................................................... 1 

Amazon Business の統合 .......................................................................................... 1 

認証 .......................................................................................................................... 4 

HMAC のサポートが廃止 ........................................................................................... 4 

認証管理 .................................................................................................................... 5 

新しい会社リクエスト トークン セルフサービス ツール ..................................................... 5 

Client Web Services（クライアント Web サービス） ......................................................... 9 

「パートナー アプリケーションを登録」ページのアクティブ化終了 ...................................... 9 

アプリケーション管理用のセルフサービス ツール .......................................................... 10 

Expense Pay ........................................................................................................... 11 

用語のパートナーをプロバイダに更新 ......................................................................... 11 

ファイル転送のアップデート ......................................................................................... 13 



SAP Concur リリース ノート ページ ii Concur Expense (Professional / Premium) 

リリース日: 2021 年 8 月 27 日   

英語版の投稿:  

8 月 26 日木曜日 12:00 PM 太平洋時間 

** 進行中 ** SSH キー認証による SFTP の必須化 ......................................................... 13 

** 進行中 ** SAP Concur 従来のファイル移動の移行 .................................................... 14 

ファイル転送に使用可能なローテーション PGP 鍵 .......................................................... 15 

その他 ..................................................................................................................... 17 

5 つ星評価の代わりに新しいアンケートを採用 .............................................................. 17 

お客様のプライバシー保護方針のリンクが利用可能 ......................................................... 19 

新 UI ...................................................................................................................... 20 

（日本）新 UI での JPT .......................................................................................... 20 

** 進行中 ** Concur Expense エンド ユーザー向けの最新のユーザー インターフェース (UI) .. 38 

プロファイル ............................................................................................................. 41 

HR フラット ファイルのインポート時の携帯電話番号の検証 ............................................. 41 

SAP Concur ユーザー支援 ........................................................................................... 42 

SAP ヘルプ ポータルでオンライン ヘルプが利用可能 ...................................................... 42 

標準勘定抽出 ............................................................................................................. 46 

PAID_DATE フィールドの動作の変更 ......................................................................... 46 

推奨環境 .................................................................................................................. 47 

サポートされているブラウザ .................................................................................... 47 

テスト エンティティ .................................................................................................... 48 

UI フレームの変更 ................................................................................................. 48 

Web サービス管理者 ................................................................................................... 50 

** 進行中 ** アプリケーション コネクタのユーザー名とパスワードの文字数の要件の更新 ....... 50 

ワークフロー ............................................................................................................. 54 

仮払: 仮払申請のための新しい自動発行ステップ ............................................................ 54 

今後の変更予定 ................................................................................................. 58 



SAP Concur リリース ノート ページ iii Concur Expense (Professional / Premium) 

リリース日: 2021 年 8 月 27 日   

英語版の投稿:  

8 月 26 日木曜日 12:00 PM 太平洋時間 

従業員インポート ....................................................................................................... 58 

** 変更予定 ** EFT Supplemental Detail Bank Account Import を 820 として追加 ............ 58 

Expense Pay – 従来 .................................................................................................. 60 

**変更予定** すべての通貨の廃止 ............................................................................. 60 

テスト エンティティ .................................................................................................... 62 

** 変更予定 ** テスト エンティティのログイン更新とメール照合 ...................................... 62 

お客様へのお知らせ ............................................................................................ 66 

アクセシビリティ ....................................................................................................... 66 

アクセシビリティの更新 .......................................................................................... 66 

サブプロセッサ .......................................................................................................... 66 

SAP Concur の非提携サブプロセッサ ......................................................................... 66 

リリース ノートおよびその他の技術文書 .................................................................. 67 

オンライン ヘルプ - 管理者 ........................................................................................... 67 

SAP Concur サポート ポータル – 指定されたユーザー ........................................................ 67 

ケース ............................................................................................................ 69 

サポート ケース ステータスの確認 .................................................................................. 69 

 



SAP Concur リリース ノート ページ iv Concur Expense (Professional / Premium) 

リリース日: 2021 年 8 月 27 日   

英語版の投稿:  

8 月 26 日木曜日 12:00 PM 太平洋時間 

 

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 

API 

API 廃止ポリシーの変更 

概要 

SAP との連携をさらに進めるために、API 廃止ポリシーを変更しました。 

 詳細については、SAP Concur 開発者センターのリリース ノートをご参照ください。 

App Center 

Amazon Business の統合 

概要  

本リリースで、SAP Concur ソリューションは Amazon Business が SAP Concur と統合した

ことをご報告します。この統合により、Amazon Business で物品を購入する従業員は、経費精

算レポートにその経費を追加し、電子領収書を表示した後に経費精算レポートを提出できるよう

になり、領収書をインポートしたり、経費ごとにフォームを入力したりする必要がなくなります。 

業務目的とユーザーへの利点 

この統合により、従業員は Amazon Business で物品を購入した際の Concur Expense への経

費の提出が容易になります。 

https://developer.concur.com/tools-support/release-notes/api/2021-08-20.html
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ユーザーへの表示 

Amazon Business で物品を購入すると、Amazon Business の経費が Concur Expense の [レ

ポートに追加できる経費] リストに自動的に表示されます。 

 

NOTE: Amazon Business 取引が Concur Expense に表示されるようにするには、[プロファ

イル]（[プロファイル] > [プロファイル設定] > [メール アドレス]）でメール アドレ

スが照合済であることを確認する必要があります。 
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Concur 管理への表示 

SAP Concur App Center（[App Center] > [App Center] ページ）に Amazon Business 

のタイルが表示されます。 

 

 Amazon Business / SAP Concur の統合の詳細については、「How to Enable 

Amazon Business via the SAP Concur App Center Guide」をご参照ください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Amazon_Business/How_To_Guide_Amazon_Business_Concur_Integration.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Amazon_Business/How_To_Guide_Amazon_Business_Concur_Integration.pdf
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設定およびアクティブ化 

Concur 管理者は SAP App Center で Amazon Business を有効化して、従業員が Amazon 

Business で物品を購入した後、Concur Expense で Amazon Business 取引の経費精算を行う

ことができるようにする必要があります。 

認証 

HMAC のサポートが廃止 

 

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

概要 

ハッシュベースのメッセージ認証コード (HMAC) の SAP Concur サポートは廃止されました。 

SAP Concur は、お客様の管理者が SAP Concur サポート担当者に依頼することなく SAMLv2 

接続を設定可能にするシングル サインオン セルフサービス オプションを提供します。 

 シングル サインオン セルフサービス オプションについて詳しくは、「シングル サインオ

ン概要（製品共通）」および設定ガイド「シングル サインオン（製品共通）」をご参照くだ

さい。 

NOTE: SAML v2 は、複数のアイデンティティ プロバイダ (IdP) の使用をサポートしています。 

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に強化されたセキ

ュリティおよび改善されたサポートを提供します。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Shr_SSO_Service_Overview-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Shr_SSO_Service_Overview-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Shr_SG_SSO_Mgmt-jp.pdf
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設定とアクティブ化 

HMAC は廃止され、今後設定できません。シングル サインオン セルフサービス オプション

を使用できます。 

 シングル サインオン セルフサービス オプションについて詳しくは、「シングル サインオ

ン概要（製品共通）」および設定ガイド「シングル サインオン（製品共通）」をご参照くだ

さい。 

認証管理 

新しい会社リクエスト トークン セルフサービス ツール 

概要 

8 月下旬に、「組織管理者」または「Web サービス管理者」ロールが割り当てられた SAP 

Concur 管理者が新しい会社リクエスト トークン セルフサービス ツールを利用できるようにな

ります。 

NOTE: Concur Standard のエンティティを使用している管理者の場合、「管理可能」のアクセ

ス許可を持つユーザーは「Web サービス管理者」のロールを持っています。 

会社リクエスト トークン セルフサービス ツールを使用することで、SAP Concur プラットフォ

ームで API に接続する際に JSON Web Token (JWT) を要求するために必要となる会社リクエ

スト トークンを生成できます。 

業務目的とユーザーへの利点 

会社リクエスト トークン セルフサービス ツールにより、お客様は SAP Concur サポートに問

い合わせることなく、会社リクエスト トークンを生成できるようになります。また、会社リク

エスト トークンの有効期限が切れた場合や会社リクエスト トークンを紛失した場合に、SAP 

Concur サポートの支援を受けることなく、代替の会社リクエスト トークンを生成することもで

きます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Shr_SSO_Service_Overview-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Shr_SSO_Service_Overview-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Shr_SG_SSO_Mgmt-jp.pdf
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管理者への表示 

必要なアクセス許可を持つ管理者には、[管理] > [会社] > [認証管理] ページに [会社リクエス

ト トークン] ページへのリンクが表示されます。 
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[会社リクエスト トークン] をクリックすると、[会社リクエスト トークン] ページが表示され

ます。 
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[会社リクエスト トークン] ページで、クライアント ID を [アプリ ID] フィールドに入力した

後、[送信] をクリックします。 

NOTE: 以下のいずれかの方法で、クライアント ID を取得できます。 

 

• アプリケーション管理用のセルフサービス ツールへのアクセスを要求

したお客様が SAP Concur Client Web Services をお持ちの場合は、セ

ルフサービス ツールを使用してクライアント ID を生成できます。 

 

SAP Concur Client Web Services をお持ちではないお客様は、必要に応じて SAP 

Concur サポートに問い合わせてアプリ ID を取得できます。 

[会社リクエスト トークンが作成されました] というダイアログが表示されます。 

 

このダイアログに、会社 UUID と会社リクエスト トークンが表示されます。管理者はサインア

ウトまたはこのダイアログを閉じる前に、この会社 UUID と会社リクエスト トークンの両方を

コピーし、保存する必要があります。 

管理者はパスワード付与プロセスでこの会社リクエスト トークンを使用して、会社 JWT を生成

できます。 

パスワード付与プロセスの説明については、[会社リクエスト トークン] ページ、および SAP 

Concur 開発者ポータルをご参照ください。  

会社リクエスト トークンの有効期限は 24 時間です。管理者は 24 時間以内に会社 JWT を取得

する必要があります。 

https://developer.concur.com/api-reference/authentication/apidoc.html#password_grant
https://developer.concur.com/api-reference/authentication/apidoc.html#password_grant
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会社リクエスト トークンの有効期限が切れた場合や会社リクエスト トークンを紛失した場合は、

再度 [会社リクエスト トークン] ページにアクセスして、クライアント ID を [アプリ ID] フィ

ールドに入力した後、代替の会社リクエスト トークンを生成できます。 

設定とアクティブ化 

設定やアクティブ化を行う必要はありません。このページは、必要なアクセス許可を持つ管理者

に対し自動的に利用可能になります。 

Client Web Services（クライアント Web サービス） 

「パートナー アプリケーションを登録」ページのアクティブ化終了 

概要 

8 月 21 日、[パートナー アプリケーションを登録] ページはアクティブでなくなり、新しいす

べての認証アプリケーションで、新しいアプリケーション管理セルフサービス ツールを使用す

る必要があります。 

[パートナー アプリケーションを登録] ページは、新しいアプリケーション管理セルフサービス 

ツールに置き換わります。  

 詳細については、本ドキュメントの「アプリケーション管理用のセルフサービス ツー

ル」のリリース ノートをご参照ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

新しいアプリケーション管理ツールを使用すると、SAP Concur Client Web Services をお持ち

であれば、SAP Concur サポートに問い合わせることなく、クライアント ID（アプリ ID）とク

ライアント シークレットを生成できます。 
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NOTE: SAP Concur Client Web Services をお持ちではないお客様も、必要に応じて SAP 

Concur サポートに問い合わせてアプリ ID を取得できます。 

また、新しいアプリケーション管理用のセルフサービス ツールでは、Oauth 2.0 に準拠したア

プリケーションを作成することもできます。 

 Oauth 1.0 は、2017 年 2 月 4 日に廃止されています。詳細については、SAP Concur 

開発者ポータルをご参照ください。 

設定とアクティブ化 

[パートナー アプリケーションを登録] ページは、2021 年 8 月 21 日に自動的に読取専用に設

定されます。 

8 月下旬、SAP Concur Client Web Services をお持ちのお客様に対して、新しいアプリケーシ

ョン管理ツールは Client Web Services チームが有効化できます。有効化すると、このツール

は Web サービス管理者ロールを持つ管理者が使用できます。 

アプリケーション管理用のセルフサービス ツール 

概要 

8 月下旬以降、SAP Concur Client Web Services をお持ちのお客様は、新しいアプリケーショ

ン管理セルフサービス ツールへのアクセスを申請することができます。アプリケーション管理

セルフサービス ツールは、申請を行った SAP Concur Web Services をお使いのお客様の 

Client Web Services チームによって有効化できます。  

有効化すると、Web サービス管理者ロールが割り当てられている管理者ユーザーが SAP 

Concur Web UI でツールにアクセスできるようになります。 

NOTE: Standard のエンティティを使用している管理者の場合、「管理可能」のアクセス許可

を持つユーザーは「Web サービス管理者」のロールを持っています。 

https://developer.concur.com/api-reference/authentication/authorization-pre-2017.html
https://developer.concur.com/api-reference/authentication/authorization-pre-2017.html
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業務目的とユーザーへの利点 

アプリケーション管理ツールを使用すると、お客様は SAP Concur サポートに問い合わせるこ

となく、クライアント ID（アプリ ID）とクライアント シークレットを生成できます。 

NOTE: SAP Concur Client Web Services をお持ちではないお客様も、必要に応じて SAP 

Concur サポートに問い合わせてアプリ ID を取得できます。 

設定とアクティブ化 

アプリケーション管理ツールは、SAP Concur Client Web Services をお使いのお客様の Client 

Web Services チームによって有効化できます。有効化すると、このツールは Web サービス管

理者ロールを持つ管理者が使用できます。 

Expense Pay 

用語のパートナーをプロバイダに更新 

概要 

パートナーのインスタンスはプロバイダという用語を使用するようにアップデートされました。 
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管理者ユーザーへの表示 

[資金管理口座] ページに「プロバイダ」 (Provider) という用語の新しいインスタンスが表示さ

れます。 

 

NOTE: [プロバイダのアカウント ID] フィールドは支払プロバイダを選択し、[次へ] をクリッ

クした場合のみ表示されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更は統合を強化するために計画されている変更と連携しています。 

設定とアクティブ化 

これらの用語は更新されました。設定やアクティブ化は必要ありません。 
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ファイル転送のアップデート 

** 進行中 ** SSH キー認証による SFTP の必須化 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2021 年 4 月 9 日 2021 年 4 月 16 日 2021 年 進行中 

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 

このリリース ノートは、SAP Concur 製品でのファイル送信を担当する技術スタッフを対象と

しています。さまざまなセキュア ファイル転送プロトコルを介したデータのやり取りを行って

いる SAP Concur のお客様と支払先向けに、SAP はこれらのファイル転送のセキュリティを強

化するための変更を行っています。  

2021 年 4 月 10 日、SFTP（セキュア ファイル転送プロトコル）以外のプロトコルと SFTP パ

スワード認証は、ファイル転送のために SAP Concur に接続することができなくなりました。 

• 非 SFTP ファイル転送アカウントは、SSH キー認証による SFTP に切り替える必要があ

ります。 

• パスワード認証を使用する SFTP ファイル転送アカウントは、SSH キー認証に切り替え

る必要があります。 

• SFTP パスワード リセット要求では、認証用の SSH キーを提供する必要があります。 

! 重要: SSH キー認証による SFTP を使用していない場合、ファイル転送接続の中断を避ける

ために対策を講じる必要があります。 

2021 年 4 月 12 日に SAP は非準拠のファイル転送接続の無効化を開始しました。非準拠のア

カウントを無効にするプロセスは 2021 年中続く予定です。複数のファイル転送接続が設定され

ている場合、この変更はすべてのファイル転送接続に適用されます。 

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。 
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• st.concursolutions.com 

• st-eu.concursolutions.com 

• vs.concursolutions.com 

• vs.concurcdc.cn 

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。 

設定とアクティブ化 

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「お客様やベンダー向けのファイル転送（製品共

通）」をご参照ください。 

** 進行中 ** SAP Concur 従来のファイル移動の移行 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2020 年 3 月 6 日 2021 年 7 月 9 日 2022 年 1 月 24 日まで継続 

概要 

このリリース ノートは、SAP Concur でのファイル送信を担当する技術スタッフを対象として

います。データのやり取りを行っているお客様と支払先に対し、SAP Concur はファイル転送サ

ブシステムを維持して、ファイル転送のセキュリティを強化しています。 

SAP Concur は、現在ファイルの移動に従来のプロセスを使用しているエンティティを API に

依存するより効率的で安全なファイル ルーティング プロセスに移行しています。 

現在、従来のプロセスを使用するようにエンティティを設定しているお客様は、現時点から 

2022 年 1 月 24 日までの間に、より効率的なプロセスに移行されます。より効率的なプロセス

に移行すると、次のような改善が見られます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
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• 従来のプロセスでは、指定された時間にファイル移動スケジュールが実行されるのを待

つ必要がありました。より効率的で安全な API ベースのプロセスにより、SAP Concur 

からの抽出およびその他の送信ファイルは、ファイルが作成された直後の既存の夜間処

理期間内に利用可能になります。 

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 

業務目的とユーザーへの利点 

これらの変更により、ファイル転送のセキュリティと効率が向上します。 

設定とアクティブ化 

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「お客様やベンダー向けのファイル転送（製品共

通）」をご参照ください。 

ファイル転送に使用可能なローテーション PGP 鍵 

概要 

SAP Concur 製品に転送するファイルは、SAP Concur の PGP 公開鍵 

concursolutionsrotate.asc で暗号化する必要があります。  

concursolutionsrotate.asc  

• 鍵ファイルはお客様のルート フォルダに置かれています 

• 鍵 ID 40AC5D35 

• RSA 4096 ビットの署名および暗号化サブ鍵 

• 鍵の有効期限は 2 年ごとです 

• 有効期限が切れる前に鍵を交換する必要があります 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
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 次回の有効期限: 2022 年 9 月 4 日 

 SAP Concur では、お客様のルート フォルダ内の現在のローテーション PGP 公開

鍵を有効期限の 90 日前に交換する予定です 

SAP Concur の従来の PGP 鍵（鍵 ID D4D727C0）は既存のお客様のためにサポートが保持さ

れていますが、今後廃止の予定です。 

SAP Concur は、ファイル転送により安全なローテーション PGP 公開鍵を使用することを強く

お勧めします。ファイル転送に対するより安全なローテーション PGP 公開鍵の使用を促進する

ために、SAP Concur は 2021 年 1 月 15 日金曜日に既存のお客様のホーム フォルダに鍵を追

加しました。 

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 

• mft-us.concursolutions.com 

• vs.concursolutions.com 

• st-eu.concursolutions.com 

• mft-eu.concursolutions.com 

業務目的とユーザーへの利点 

ローテーション PGP 公開鍵により、ファイル転送のセキュリティが強化されます。 

管理者への表示 

必要なファイル転送資格情報を有する管理者がファイル転送サイトにログインして、ルート デ

ィレクトリからローテーション PGP 公開鍵 concursolutionsrotate.asc を取得できます。 

設定とアクティブ化 

社内のファイル転送管理者が PGP の鍵束に鍵を追加することで、この鍵を使用して、SAP 

Concur に転送するファイルを暗号化できます。  
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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「お客様やベンダー向けのファイル転送（製品共

通）」をご参照ください。  

その他 

5 つ星評価の代わりに新しいアンケートを採用 

概要 

2021 年 8 月 1 日から、Concur Expense の新 UI をお使いのエンド ユーザーに対して、経費

精算レポートの提出時に新しいアンケートが表示されます。8 月 19 日以降は、Concur 

Expense のすべてのエンド ユーザーに新しいアンケートが表示されるようになります。簡単な

アンケートが断続的に表示され、Concur Expense の操作に関するフィードバックを行うことが

できます。 

これまでは、経費精算レポートの提出後、1～5 の星で評価するよう求めるメッセージが断続的

に表示されていました。  

業務目的とユーザーへの利点 

新しいアンケートでより実用的なフィードバックを収集することで、SAP Concur の製品チーム

はこの情報を参考にして、提供する機能に優先順位を付け、改善することができます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
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ユーザーへの表示 

経費精算レポートの提出後、次のメッセージが断続的に表示されます。 

 

[フィードバックの提供] をクリックすると、以下のような一連の短い画面が表示され、操作に

関するフィードバックを行うことができます。 

 

設定とアクティブ化 

この変更は自動的に行われます。 

NOTE: お客様は、ユーザーのフィードバック メカニズムをオプトアウトすることを選択できま

す。5 つ星による評価システムをオプトアウトしていた場合は、自動的に新しいアンケ

ートがオプトアウトされます。再度メカニズムを採用するには、SAP Concur 担当者に

お問い合わせください。 
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 この変更がユーザー評価サマリー レポートに与える影響については、2021 年 8 月の 

Analysis/Intelligence リリース ノートの「** 変更予定 ** 削除されたレポート: ユー

ザー評価サマリーレポート」リリース ノートをご参照ください。 

お客様のプライバシー保護方針のリンクが利用可能 

概要 

8 月のリリース以降、会社のプライバシー保護方針へのリンクを設定することができます。リン

クは、SAP Concur サイトのフッターに「お客様のプライバシー保護方針」というテキストとと

もに表示されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、お客様は GDPR およびその他の法的要件を満たし、プライバシー保護方針を

顧客に提供できるようになります。 

管理者への表示 

組織管理者は、[会社の設定] ページに [会社のプライバシー保護方針の URL] フィールドが表

示されます。会社のプライバシー保護方針の URL をフィールドに入力して、[変更の保存] をク

リックします。 

 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/Cognos/_RN/_CCC_RN.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/Cognos/_RN/_CCC_RN.htm
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ユーザーへの表示 

SAP Concur サイトにサインインすると、Web ページのフッターに [お客様のプライバシー保

護方針] へのリンクが表示されます。 

 

設定とアクティブ化 

[会社の設定] ページへのアクセス許可を持つ管理者は、会社のプライバシー保護方針の URL を 

[会社のプライバシー保護方針の URL] フィールドに入力します。 

新 UI 

（日本）新 UI での JPT 

これらの変更は、新 UI の操作性の一部に関連しています。 

概要 

新 UI の Expense を新規でご利用開始するお客様および日本の公共交通機関 (JPT) のユーザー

は、新 UI での JPT 機能を利用することで、日本で発生する JPT 経費に対して最新で一貫性の

ある合理的なユーザー操作を実現できます。 
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業務目的とユーザーへの利点 

新 UI での JPT により、高機能の経路検索を使用して払戻の対象となる走行区間を検索および選

択して JPT の経費を計上したり、定期券をプロファイルに追加したり、標準の走行区間を作成

および保存しておき JPT 経費の作成および送信時の検索を容易にすることができます。 

管理者への表示  

管理者は通常どおりに JPT 経費を処理できる他、さらにユーザーが追加した定期券を設定した

り、定期券をインポートして、ユーザーに割り当てることもできます。 

日本の公共交通機関の経路検索の経費処理 

[経費精算] > [処理者] > [処理請求] ページで、JPT 経費に関連する経費を検索します。 

 

請求検索結果の例 
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既定では、経費精算レポートが選択されると、その JPT 経費の経路の詳細が表示されます。 

 

追加の操作（たとえば、「要レビュー」、「従業員へ差戻す」、または「承認者に送信」）が不

要であれば、管理者は経費精算レポートを承認します。 

定期券管理者の設定 

管理者は定期券情報を Microsoft Excel にエクスポートできます。 

管理者は、[定期券管理者] ページ（[管理] > [ツール] > [定期券管理者]）から、ユーザーの

定期券の設定を行うことができます。たとえば、ユーザーは定期券の有効期限を設定できないの

で、管理者に定期券の終了日の変更を依頼する必要があります。管理者が終了日を追加すると、

ユーザーは別の定期券を追加できるようになります。 
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定期券のインポート 

管理者は [定期券管理者] ページ （[管理] > [ツール] > [定期券管理者]）で、複数の定期券を

インポートし、ユーザーに割り当てることができます。 

 

また、ユーザーが設定できない定期券の設定を管理者が行うことができます。管理者は [定期券

の検索条件] フィールドを使用して、定期券を修正するユーザーを検索および選択することがで

きます。 

 

たとえば、ユーザーは定期券の終了日を変更できません。管理者はユーザーから依頼を受けると、

終了日を追加し、これによりユーザーは別の定期券を追加できるようになります。 

最終的には、Concur 管理者が定期券の削除や Microsoft Excel への定期券情報のエクスポート

を行うことができます。 

 詳しくは、設定ガイド「Concur Expense: 日本の公共交通機関」をご参照ください。 
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承認者 / 処理者への表示  

日本の公共交通機関の経路検索の経費処理 

ホーム ページ上の [自分のタスク] の [承認待ち] セクションで、承認者と処理者は確認および

承認する JPT 経費を表示および選択できます。 

 

承認者と処理者が経費を選択すると、その走行区間の経路の詳細が表示されます。これにより、

経路が組織の出張ポリシーに適合しているか確認できます。 
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定期券の追加 

承認者と処理者は定期券を追加できますが、制限があります。承認者または処理者は、定期券の

終了日の変更が必要である場合、Concur 管理者に連絡して、定期券の終了日の設定を依頼する

必要があります。 

 

ユーザーへの表示  

ユーザー（「従業員」）は、JPT 機能へのアクセスが付与されている必要があります。新 UI で

の JPT により、経路検索を使用して払戻の対象となる走行区間を検索および選択して JPT の経

費を計上したり、定期券をプロファイルに追加したり、標準の走行区間を作成および保存してお

き JPT 経費の作成および送信時の検索を容易にすることができます。 

経路検索を使用した新 UI での JPT の経費精算レポートの作成 

お客様で新 UI での JPT 機能が設定されていると、ユーザーは「日本の公共交通機関」経費タイ

プに関連するポリシーを使用して経費精算レポートを作成できます。 
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レポートが作成されると、そのユーザーに対応付けられている払戻通貨設定で JPT 経費が表示

されます。この例では、このユーザーに設定されている払戻通貨は日本円です。 

 

新しい JPT 経費を作成する場合は、[日本の公共交通機関] を選択します。 

 

ユーザーは必要な経路検索基準を設定する必要があります。 

 [出張日]: 出張が発生した日付。 

 [時刻]: 出張が発生した時刻。 

 [出張タイプ]: 出張のタイプ（[片道] または [往復]）。 
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 [座席種別]: [自由席]、[指定席]、[グリーン車（ファースト クラス）] の 3 つのオ

プションがあります。 

 

[出発駅] と [到着駅] の両方を検索および選択して、経路検索を行います。 

 

Concur Expense では、ユーザーが入力する際に検索およびフィルター リストを導入している

ため、ユーザーはリスト内の表示から適切な出発駅と到着駅を選択することができます。 
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必要に応じて、経路検索の一部として経由駅を 2 つまで追加できます。経由駅の入力時、検索

およびフィルター リストを使用して、リスト内から適切な経由駅を選択できます。 

 

既定では、[IC カード運賃] チェックボックスが選択されています。[IC カード運賃] の選択に

より、ユーザー（「出張者」）が乗車カードを使用してチケットの代金を支払ったのか、チケッ

ト カウンターでチケットを購入したのかを指定します。運賃は、使用する支払方法により異な

る可能性があります。 

NOTE: ほとんどの場合、ユーザーは [IC カード運賃] オプションを選択します。このため、

[IC カード運賃] が既定で選択されています。 

[検索] をクリックすると、Concur Expense は最大 5 つの経路結果を返します。経路（「走行

区間」）は、[早い]、[簡単]、[安い]、[定期券] に分類されます。ただし、こうした呼称がま

ったくない場合もあります。  

NOTE: こうした呼称は、パートナーがそのデータを SAP Concur を提供している場合に指定さ

れます。走行区間によっては、経路に複数の呼称（たとえば、[早い] と [安い]）が付

けられる場合があります。[簡単] という呼称が付けられている場合は、経由地数が最も

少ない経路です。 

 

このような呼称により、経路が組織の出張ポリシーに適合しているか確かめることがで

きるため、承認者と処理者が JPT 経費を確認する際の助けになります。 
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[並べ替え基準] リスト（[安い]、[簡単]、[早い] の 3 つの並べ替えオプション）を使用して、

経路結果を並べ替えることができます。経路に複数の呼称が付けられる場合もあれば、呼称がま

ったくない場合もあります。このため、[安い] で並べ替えを行った場合に、表示される経路結

果に他の呼称が付けられていることがあります。 
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[経路選択] をクリックして、経路の詳細を展開し、選択されている経路で到着駅まで行くのに

さらに交通機関が必要かどうかを確認します。バスや歩行者などのアイコンは、選択されている

経路で駅までバスや徒歩での移動が必要であることを示します。 
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経路を選択したら、必須フィールドをすべて入力して、JPT 経費精算レポートを保存できます。 
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NOTE: [経費タイプ] フィールドは必ず [日本の公共交通機関] になり、別の経費タイプに変更

することはできません。経費精算レポートを作成し、経費タイプとして [日本の公共交

通機関] を選択すると、経費詳細にハードコード化されます。 

 

たとえば、他の経費精算レポートと異なり、[日本の公共交通機関] の経費詳細を提供す

る際に、[経費タイプ] を [ホテル] や [夕食] などの別の経費タイプに変更することは

できません。 

 

 

 

JPT の経費詳細ページに関する追加情報: 

• 日付は経路検索から抽出されるため、[取引日] フィールドは編集できません。 

• 出張は必ず日本国内で発生するため、[国] フィールドは必ず既定で [日本 (JP)] になり

ます。 

• [通貨] フィールドは必ず、そのユーザーに対応付けられている払戻通貨の設定が既定に

なります。 

• 経費のソースは [経路検索] または [IC カード運賃]（電子領収書を使用）のいずれかで

す。今後、ユーザー自身が入力できる手入力オプションを提供する予定です。 
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• ファースト クラスの運賃に関連するものなど、追加料金がある場合は、[追加料金] フ

ィールドに表示されます。 

• [経路の詳細] エリアには、出張のタイプ（[片道] または [往復])および使用するチケッ

トのタイプ（[きっぷ] または [IC カード運賃]）が表示されます。 

定期券の登録 

ユーザーは定期券を登録できます。定期券を登録しておくと、JPT 経費に使用することができま

す。 

[プロファイル設定] ページで、定期券を追加できます。 

 

NOTE: 一度に保存できる定期券は 1 つのみです。 

 

日付期間で許容される定期券は 1 つのみです。同じ期間に複数の定期券を使用すること

はできません。たとえば、月曜日、水曜日、金曜日に使用する経路とは別の経路を火曜

日と木曜日に使用する場合、この 2 つの経路に個別の定期券を使用することはできませ

ん。 
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経路検索を使用した経路の登録 

JPT 経費の作成時に定期的に使用する経路（たとえば、自宅から会社まで）を登録しておくこと

ができます。さらに、定期券をプロファイルに登録しておくと、対象の経路に定期券が関連付け

られます。 

ユーザーは駅で定期券を事前に購入し、その代金は SAP Concur 外で払い戻されます。経費の

処理は、通常、HR システムを介して、給与に払い戻しされます。SAP Concur で二重に払い戻

されることはありません。 

[プロファイル設定] の [定期券経路] ページで、定期券経路を追加できます。 
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ユーザーは経路の検索および追加を行うことができます。必要であれば、経由駅を 1 つ追加す

ることもできます。 

 

JPT 経費の作成の場合と同様、最大 5 つの経路結果が返されます。経路結果は、呼称（[早い]、

[簡単]、[安い]、または [定期券]）で並べ替え、表示することができます。また、[経路選択] 

をクリックして、経路の詳細を展開し、経路に経由地があるかどうか、または経路の目的地まで

行くのにバスや徒歩が必要かどうかを確認できます。 

経路が作成されると、[定期券] ページに追加されます。 
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経路が追加されると、ユーザーは JPT 経費の作成時に選択できるようになります。定期券に経

路を追加してある場合、詳細な乗換駅（該当する場合）などの定期券経路の基準を経路が満たす

と、経路検索結果に [定期券] の呼称が付けられます。 

 

定期券に該当しない経路を選択した場合は、[定期券] の呼称は表示されません。 
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NOTE: 定期券に該当する経路を選択した場合、払戻率はゼロに設定されます。 

 

 

 

設定とアクティブ化 

この機能は、新 UI での JPT 機能が有効なユーザーに対し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は必要ありません。 

詳しくは、設定ガイド「Concur Expense: 日本の公共交通機関」をご参照ください。 
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** 進行中 ** Concur Expense エンド ユーザー向けの最新のユーザー インターフ

ェース (UI) 

 

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 3 月 2020 年 6 月 5 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 

Concur Expense ソリューションのユーザー インターフェースは、考え抜かれた設計と調査に

よって継続的な進化を遂げており、経費精算レポートの作成と送信において時代に合った直感的

で合理的な操作性を提供しています。 

Concur Expense をお使いのお客様は、プレビュー後の必須の移行前に、新 UI を使用開始する

ことができます。 

業務目的とユーザーへの利点 

これにより、新 Concur Expense 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

ースの提供にとどまらず、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 

これらの改善を活用するため、Concur Expense ユーザーは Concur Expense の新 UI 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 Concur Expense 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） 
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重要: スケジュールとマイルストーン 

既存の UI から新 UI に移行するにあたり、Concur Expense をお使いのお客様には 3 つの重要

なマイルストーンがあります。 

• 2020 年 7 月 1 日、早期アクセス期間終了: 期間中、最新の UI がプレビュー用として

世界中のお客様に提供されていました。管理者 / パワー ユーザーは、早期アクセス期間

を利用して、最新のインターフェースをプレビューして、内部トレーニング資料を更新

し、移行に向けて組織として準備することをお勧めしておりました。  

• 2020 年 7 月 1 日現在、オプトイン期間中: 早期アクセス期間に続いて、利用可能なオ

プトイン期間があります。このマイルストーンは、計画されているほぼすべての機能、

および全体的な品質と安定性を提供するためのものです。 

お客様は、この期間を活用して移行を計画し、ビジネスのプライオリティ上適している

場合は、Concur Expense の新 UI に移行してください。残りの機能の一部はこの期間

中にご利用できるようになるため、お客様はそれに応じてロールアウトを計画する必要

があります。 

NOTE: オプトイン期間中、既存の UI にて計画されている Concur Expense 機能のす

べてが新 UI で使用できるわけではありません。  

• Concur Expense 新 UI への強制移行: すべてのお客様が新 UI へ移行する必要があり

ます。これは、当社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

製品への改革やサポートを継続して提供することを保証します。その他のお客様の自動

移行の日付は、まだ決定していません。お客様は、この日付の発表後、少なくとも 12 

か月の間に移行を完了してください。 

お客様は、組織のスムーズな移行を確実にするために必要なタスクを完了し、オプトイ

ン期間中に移行することをお勧めします。 



 

SAP Concur リリース ノート ページ 40 Concur Expense (Professional / Premium) 

リリース日: 2021 年 8 月 27 日   

英語版の投稿:  

8 月 26 日木曜日 12:00 PM 太平洋時間 

移行資料 - ガイドおよびその他のリソース 

当社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 Concur Expense の新 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。  

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 Concur Expense の新 UI でまだ利用可能ではない機能

のリストもあります。これらは、お客様のユーザー向けに準備する際に便利です。 

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 Concur Expense の新 UI 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。新 UI は改善中のため、このガイド

はオプトイン期間中に必要に応じて更新されます。管理者はこのガイドを頻繁にご確認

ください。 

NOTE: 管理者ガイドのように、組織内でこのガイドの切り取り、コピー、貼り付け、削

除、または編集を自由に行っていただけます。 

• リリース情報: オプトイン期間中、改善に関するリリースは定期リリース スケジュール

に含まれません。代わりに、特別なリリース ノートを発行し、機能および改善について

の情報を近々のリリースで提供予定です。 

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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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。 

プロファイル 

HR フラット ファイルのインポート時の携帯電話番号の検証  

概要 

SAP Concur は、[プロファイル] > [個人情報] ユーザー インターフェースの [携帯電話] フィ

ールドで、数字、ダッシュ、スペース、括弧のみを許容するように更新しました（2021 年 7 月

にリリース）。これまで、括弧は許容されておらず、使用するとエラーになっていました。[会

社の電話] や [自宅の電話] などのその他の電話番号フィールドでは、この修正は行われていま

せん。 

350 出張分離インポート ファイルの [携帯電話] フィールドでも同じ修正が行われています。

具体的には、データベースに情報を保存する際、SAP Concur は許容されていない文字（数字、

スペース、ダッシュ、括弧以外の文字）を除外します。  

NOTE: [携帯電話（Mobile Phone）] と [携帯電話（Cell Phone）]は同じデータ フィールドで

す。ユーザー インターフェースとインポート ファイルで別の名称になっているに過ぎ

ません。  

お客様がインポート ファイルを変更する必要はありません。現在インポート ファイルに含まれ

ているものは、すべてそのまま許容されます。ただし、SAP Concur データベースへのインポー

ト時に保存された情報でも、以降の API 呼び出しで返され、ユーザーに表示される場合、[携帯

電話] フィールドには許容される文字のみが含まれます。  
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NOTE: この変更は、他の電話番号フィールドには一切影響しません。影響が生じるのは、[携帯

電話] フィールドのみです。[プロファイル] ページのフィールドにすでに保存されてい

る既存の数字は変更されません。 

業務目的とユーザーへの利点 

SAP Concur は、エラーを低減するために、お客様データの標準化に取り組んでいます。  

ユーザーへの表示 

括弧を入力しても、エラーにならなくなりました。 

 

設定とアクティブ化 

この機能は初期設定で有効になっています。設定手順は特にありません。 

SAP Concur ユーザー支援 

SAP ヘルプ ポータルでオンライン ヘルプが利用可能 

概要 

SAP は現在、SAP Concur ソリューションのオンライン ヘルプ情報を SAP ヘルプ ポータルに

公開しています (http://help.sap.com)。SAP ヘルプ ポータルではヘルプの外観と操作性を一

新し、さらに機能が追加されています。内容に変更はありません。  

新機能: 

• 高度のオプションによる検索 

• 各ページでのフィードバックの提供 

http://help.sap.com/
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• フォント サイズの変更 

• ヘルプの一部のページを選択することにより、カスタムな PDF の作成 

• リンク、メール、またはソーシャル メディアを介したページの共有 

• ページにお気に入りマークを付け、そのページのみに検索を限定（SAP ヘルプ ポータル

にログインしている場合。無料） 

NOTE: 今後のリリースで、SAP Concur ソリューションの [ヘルプ] メニューを、SAP ヘルプ 

ポータルをポイントするように更新する予定です。詳細については、2021 年 8 月の製

品共通の変更予定のリリース ノート（日本語）の「** 変更予定 ** SAP ヘルプ ポータ

ルに移動するヘルプ メニュー」リリース ノートをご参照ください。 

SAP Concur のオンライン ヘルプおよびすべての文書へのリンクを表示するには、該当する製

品の製品ページにアクセスしてください。 

Concur Expense: https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_EXPENSE/LATEST/en-

US 

Concur Invoice: https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_INVOICE/LATEST/en-

US 

Concur Request: https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_REQUEST/LATEST/en-

US 

Concur Travel:  

https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_TRAVEL/LATEST/en-US 

業務目的とユーザーへの利点 

この更新により、オンライン ヘルプで提供される機能が拡充されるとともに、SAP Concur ソ

リューションの文書が他の SAP 製品と SAP ヘルプ ポータルに一元化されます。 

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
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Shared/_client_shared_RN_all-jp.htm
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_EXPENSE/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_EXPENSE/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_INVOICE/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_INVOICE/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_REQUEST/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_REQUEST/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_TRAVEL/LATEST/en-US
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ユーザーへの表示 

製品ページのタブを使用して、タイプ別にコンテンツを表示できます。  

• [新着情報] にはリリース ノートが含まれます。 

• [実装] には設定ガイドが含まれます。 

• [統合] には API 文書および統合ガイドが含まれます。 

• [運用] にはエンドユーザー情報とユーザー ガイドが含まれます。 
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オンライン ヘルプのいずれかのリンクを開くと、詳細な機能にアクセスできます。 

 

設定とアクティブ化 

SAP Concur 製品ページは、2021 年 6 月に SAP ヘルプ ポータルに公開されました。  

今後のリリースでは、SAP Concur ソリューションの [ヘルプ] メニューはこの場所にリダイレ

クトされる予定です。  

 詳細については、2021 年 8 月の製品共通の変更予定のリリース ノート（日本語）の

「** 変更予定 ** SAP ヘルプ ポータルに移動するヘルプ メニュー」リリース ノート

をご参照ください。 

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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標準勘定抽出 

PAID_DATE フィールドの動作の変更 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2021 年 5 月 2021 年 8 月 9 日 2021 年 8 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。 

概要 

PAID_DATE フィールドの動作が本リリースで変更されました。これまで、以下のイベントが

発生した場合にこのフィールドが更新されていました。 

1. レポートの支払ステータスが支払ワークフローの終わりに達し、「支払処理中 / 抽出実

行待ち」から「支払済 / 抽出済」に更新された場合 

2. レポートの支払ステータスが「支払済」から「支払確認済」に更新された場合 

このフィールドは、しばしば、レポートに「抽出済」のマークが付けられ、支払ステータスが

「支払済」に更新されたことを判別するためのレポートの目的で使用されます。 

お客様およびパートナーから、このフィールドの値を最初のイベントの場合にのみ更新するよう

改善が要求されていました。 

この変更により、以下の使用ケースのお客様に大きな影響があるので、ご注意ください。 

• 支払確認ファイル インポートをお使いの SAE のお客様 

• 支払確認 API をお使いの SAP ICS のお客様 

• 「paid_date」の日付の値をお使いの App Center のパートナー、および何らかの支払

確認方法をお使いのそのお客様 
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業務目的とユーザーへの利点 

この変更は、このフィールドの値に依拠するユーザーのために、分析とその他の使用ケースを改

善することを目標にしています。  

設定とアクティブ化 

この機能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、インポート/抽出の仕様「Expense: Standard Accounting Extract, Version 

2」、または抽出ガイド「Expense: Standard Accounting Extract, Version 3」をご

参照ください。 

推奨環境 

サポートされているブラウザ 

概要 

Web ブラウザは頻繁に更新されているため、メンテナンスのしやすさを考慮するとともに、サ

ポートされているブラウザに関する記載情報が古くならないようにするため、サポートされてい

るブラウザについて個々のバージョンのデータを「Concur Travel & Expense Supported 

Configurations Guide」に公開するのを廃止しました。さらに、「月次のブラウザ認証」ドキュ

メントが廃止され、サポートされているブラウザのバージョン情報の毎月の更新が廃止されます。 

製品の応答速度や信頼性、安全性を最大限に引き出すには、開発元のディストリビューション、

および会社のサポートやセキュリティ ポリシーに準拠する最新技術を実装することをお勧めし

ます。 

 サポートされているブラウザの詳細については、「Concur Travel & Expense 

Supported Configurations Guide」をご参照ください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/Z_SuppConfig/Supported_Configurations_for_Concur_Travel_and_Expense.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/Z_SuppConfig/Supported_Configurations_for_Concur_Travel_and_Expense.pdf
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業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、「Concur Travel & Expense Supported Configurations Guide」に記載され

ているサポートされているブラウザの情報を最新状態に保つことができます。 

サポートされているブラウザについて最新の情報をユーザーに提供することで、Web バージョ

ンの SAP Concur にアクセスする際の操作性が向上します。 

設定とアクティブ化 

この変更は自動的に利用可能になります。 

テスト エンティティ 

UI フレームの変更 

概要 

エンド ユーザー、承認者、処理者、および管理者が SAP Concur テスト エンティティにログイ

ンした際に表示されるページ上部のグローバル バナーが変更され、UI Web フレームが識別し

やすい固有の色になりました。 

この変更の導入以前は、ログインしたユーザーのページ上部に青色のグローバル バナーのみが

表示されていました。このため、テスト環境と運用環境を区別しにくいという問題がありました。 

業務目的とユーザーへの利点 

7 月 20 日、すべての SAP Concur ユーザーに対して、テスト エンティティと運用エンティテ

ィの違いがはっきり表示されるようになりました。この変更により、テスト エンティティと運

用エンティティを明白に区別できます。また、間違ったエンティティにログインして、設定の更

新やデータの変更といった重要な作業を行う可能性も低くなります。 
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変更前の例 

 

変更後の例 
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設定とアクティブ化 

この機能は自動的に有効になります。その他の設定やアクティブ化は必要ありません。 

Web サービス管理者 

** 進行中 ** アプリケーション コネクタのユーザー名とパスワードの文字数の要件

の更新 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2021 年 6 月 18 日 2021 年 7 月 9 日 2021 年 10 月 4 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 

2021 年 10 月 4 日以降、アプリケーション コネクタに関連付けられているユーザー名とパス

ワードの文字数は 10 文字以上 50 文字以内にする必要があります。アプリケーション接続によ

るコールアウトの中断を回避するには、これらの要件を満たしていないユーザー名とパスワード

を 2021 年 10 月 4 日までに更新する必要があります。 

アプリケーション接続のユーザー名とパスワードは、組織管理者または Web サービス管理者の

ロールを持つ管理者が更新できます。 

NOTE: Standard のエンティティを使用している管理者の場合、Concur Expense の「管理可

能」のアクセス許可を持つユーザーは Web サービス管理者のロールを持っています。 

業務目的とユーザーへの利点 

パスワードとユーザー名の文字数制限を適用すると、アプリケーション コネクタを介して行わ

れるコールアウトのセキュリティ標準が向上します。 
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ユーザーへの表示 

この変更の影響を受けるのは、以下のコールアウト タイプです。 

• Fetch Attendee 

• Fetch List 

• Launch External URL 

• Event Notification 

2021 年 10 月 4 日に新しい要件が導入される前にユーザー名とパスワードを更新しなかった場

合、Concur Expense および Concur Request での作業が中断される可能性があります。中断

のタイプは、使用するコネクタのタイプによって異なります。  

• Fetch Attendee 

 経費項目: 経費項目に同席者を追加する際、同席者フィールドが空になり、同席者を

検索できなくなります。 

• Fetch List 

 経費項目: 経費項目を更新する際、Fetch List コールアウトに接続されたフィールド

が空になります。この結果、エラーが生成され、経費項目は未完了になります。こ

の状態でレポートを提出した場合、監査用のフラグが設定される可能性があります。 

 レポート ヘッダー: レポート ヘッダーを作成する際、Fetch List コールアウトに接

続されたフィールドが空になります。この結果、レポートを作成および完了できな

くなる可能性があります。 

• Launch External URL 

 経費項目: 経費項目フィールドを更新する際、Launch External URL コールアウト

に接続されたフィールドで URL を起動できなくなります。この結果、フィールドに

取り込むための関連するリスト情報を検索または選択できなくなり、経費項目が未

完了になり、エラーが生成されます。この状態でレポートを提出した場合、監査用

のフラグが設定される可能性があります。 
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 レポート ヘッダー: レポート ヘッダーを作成する際、Launch External URL コー

ルアウトに接続されたフィールドで URL を起動できなくなります。この結果、レポ

ートに取り込むための関連するリスト情報を検索または選択できなくなり、レポー

トが作成されず、レポートを完了できなくなる可能性があります。 

 配賦: 配賦フィールドを更新する際、Launch External URL コールアウトに接続さ

れたフィールドで URL を起動できなくなります。この結果、関連するリスト情報を

検索または選択できなくなり、エラーが生成され、配賦は未完了になります。レポ

ートを提出できるものの監査用のフラグが設定されるか、またはレポートを提出で

きない可能性があります。 

• Event notification v1.0 

 レポートが提出された際に、通知に添付されたイベントが発動されない可能性があ

ります。この結果、レポートは外部検証待ち状態のままになります。 

管理者への表示 

アプリケーションコ ネクタのユーザー名とパスワードは、[アプリケーション コネクタを管理] 

ページで設定できます。  

 アプリケーション コネクタのユーザー名とパスワードを変更するには、次の手順に従います。 

1. [管理] > [会社] > [Web サービス] をクリックします。 

 

2. [アプリケーション コネクタを管理] をクリックします。 
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3. 更新するアプリケーション コネクタを選択し、[変更] をクリックします。 

 

4. 新しいユーザー名とパスワードを入力し、[テスト接続] をクリックします。 

 

5. [保存] をクリックします。 

NOTE: アプリケーション コネクタのユーザー名とパスワードを更新した後、アプリケーション 

コネクタをコールアウト サービスに使用する前に、[テスト接続] をクリックして変更

を確認する必要があります。 

設定とアクティブ化 

ユーザー名とパスワードの要件は自動的に変更されます。 

アプリケーション接続によるコールアウトの中断を回避するには、これらの要件を満たしていな

いユーザー名とパスワードを 2021 年 10 月 4 日までに更新する必要があります。 
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 詳細については、SAP Concur Developer Center の「Callouts and Application 

Connectors」のドキュメントを参照してください。 

ワークフロー  

仮払: 仮払申請のための新しい自動発行ステップ 

概要 

本リリースで、申請者への仮払発行を自動的に実行するように仮払ワークフローの仮払申請のレ

ビュー ステップを設定できるようになりました。これを体系的に行うと、手動発行のステップ

を置き換え、その代わりに、このステップの条件の基になるルールやアクションの設定に応じて、

承認されている仮払申請の発行を自動的に処理します。 

たとえば、ステップの関連条件に名前を付けてから、許容される仮払発行を $1,000 未満に制限

するように設定します。これで、申請者が現金の金額を入力するときにその金額がこの額を上回

ったり、下回ったりすると、仮払を発行または却下するロジックが作動するため、管理者がそれ

と同じ目的で個々の申請を確認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、時間を節約し、管理者による手動確認の手順を体系的な手順で代替することで、

お客様の大規模サイトで仮払申請管理者の発行エラーを防止することができます。 

設定とアクティブ化 

この機能については設定が必要です。サービス管理者またはそれに相当する担当者がお客様のサ

イトでこのタスクを実行できない場合は、お客様はその管理者や担当者と連携して、この機能を

有効化する必要があります。 

https://developer.concur.com/api-reference/callouts/callouts-application-connectors.html#modifying-app-connector-reg
https://developer.concur.com/api-reference/callouts/callouts-application-connectors.html#modifying-app-connector-reg
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 仮払申請のレビュー ステップの自動発行ルールを設定するには: 

1. [管理] > [経費精算] > [経費精算の管理] > [ワークフロー] の順にクリックします。

[ワークフロー] ページが [ワークフロー] タブ上で開きます。 

2. 仮払ワークフローの名前を選択して [修正] をクリックします。 

 

3. [ステップ ルール] をクリックし、[仮払申請のレビュー] ステップを選択して [新規] 

をクリックします。  

 

4. [条件の追加] ウィンドウで、ルール名（たとえば、「自動発行」）を入力して、[評価

を強制] チェック ボックスを選択します。 

5. ステップ ルールの基になる条件を作成します。 

 [仮払] を選択した後、[フィールドを選択] から [申請金額] を選択します。 
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 演算子を選択します。この場合では、次のステップで設定する金額に対して [次より

小さいか等しい] を選択します。 

 

 最後に、[値] を選択した後に、[金額] から通貨と金額を設定します。 

 

6. [条件の追加] ウィンドウで [保存] をクリックします。 

7. 条件にはアクションが必要です。[新規] をクリックして [アクションの編集] ウィンド

ウを開きます。 

8. [アクション名] リストから [ステップのスキップ] を選択し、任意で [メッセージ] テキ

スト ボックスを追加します。 

 

9. [アクションの編集] ウィンドウで [OK] をクリックします。 
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10. すべてのルールおよびアクションの編集が完了したら、[ワークフロー] タブの [完了] 

をクリックします。 

 詳細については、ユーザー ガイド「Concur Expense: 仮払申請管理」のトピック

「Issuing a Cash Advance Automatically Without Manual Review」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、今後リリース予定のものです。SAP Concur は、ここに記載されてい

る拡張機能 / 変更の実装の延期または完全削除の権利を保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（日本語）で、利用可能なその他の変更予定をご確認ください。 

従業員インポート 

** 変更予定 ** EFT Supplemental Detail Bank Account Import を 820 と

して追加 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2021 年 7 月 20 年 8 月 2021 年 9 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。 

概要 

新しい従業員インポート レコード セット EFT Supplemental Detail Bank Account Import が

従業員夜間インポート ジョブに追加されるようになります。この新しいレコード セットは 820 

レコード レベルで、810 レベルのレコードと同一のレコードに加え、今後必要となる情報のた

めのフィールドと検証機能が追加されています。 

NOTE: 現時点では、現在の従業員インポート EFT Detail Bank Account レコード 810 または

支払実施要件に対する変更は予定されておらず、引き続きサポートされます。 

820 レコードにのみ存在する補足フィールドは以下のとおりです。 

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
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Shared/_client_shared_RN_all-jp.htm
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• フィールド 20: 電話番号（任意） 

• フィールド 21: 生年月日（任意） 

• フィールド 22: 銀行の支店の住所 1 行目（任意） 

• フィールド 23: 銀行の支店の住所 2 行目（任意） 

• フィールド 24: 銀行の支店の住所の市区町村（任意） 

• フィールド 25: 銀行の支店の住所の都道府県（任意） 

• フィールド 26: 銀行の支店の郵便番号（任意） 

カナダ ドル (CAD)、インド ルピー (INR)、メキシコ新ペソ (MXN)、シンガポール ドル (SDG)、

および日本円 (JPY) に対しては、さらに以下の通貨固有の検証機能が追加されます。 

• CAD では個人住所（フィールド 11～15）が必要です。 

• INR および SDG では銀行口座ルーティング番号（フィールド 18）が必須であり、銀

行の Swift/BIC を入力する必要があります。 

• MXN では銀行識別番号 (BIN)（フィールド 4）と税 ID（フィールド 17）が必須であ

り、指定する必要があります。ここで、BIN は 8 文字または 11 文字の SWIFT コード

で、税 ID は RFC コード（13 文字 – 例: MALA780724988）または CURP コード

（18 文字 – 例: GOJO601228HVZRML07）です。 

• JPY では、SWIFT/BIC（フィールド 4）、個人住所（フィールド 11-15）、銀行の支

店の住所（フィールド 6） が必要です。  

NOTE: 銀行名、支店名、および口座所有者名にラテン英数字を使用できるようになりま

した。SAP Concur の JPY 通貨支払プロバイダを使用する必要がある形式にな

ります。 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur Expense には、支払処理に必要となる可能性のあるすべての情報が入力されている必要

があります。 
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設定とアクティブ化 

Expense Pay をお使いのお客様は 810 レベルから 820 レベルのレコード タイプに移行して、

現在および今後従業員への払戻を正しく行うためにさらに必要なデータ フィールドの提供を開

始することができます。この作業のサポートが必要な場合は、SAP Concur 担当者に連絡するか、

Concur サポートへご依頼ください。 

 詳しい情報は、インポート/抽出の仕様「従業員インポート（製品共通）」をご参照くだ

さい。 

Expense Pay – 従来  

**変更予定** すべての通貨の廃止 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

8 月 2021 日 2021 年 8 月 27 日 2022 年 1 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。 



 

SAP Concur リリース ノート ページ 61 Concur Expense (Professional / Premium) 

リリース日: 2021 年 8 月 27 日   

英語版の投稿:  

8 月 26 日木曜日 12:00 PM 太平洋時間 

概要 

SAP Concur は支払ソリューションのポートフォリオを支払プロバイダとの協業ソリューション

に移行するため、長年取り組みを続けてきました。これは、Bambora を使用した既存の 

Expense Pay Global ソリューション、および Western Union Business Solutions を使用した 

Expense Pay Flex ソリューション（予定）によって証明されています。 

現在、SAP Concur では 2022 年 1 月 1 日にレガシー Expense Pay の従来のソリューション

を廃止する予定です。支払プロバイダ ソリューションによる支払戦略の次の段階に移行すると、

この廃止に伴い、Expense Pay - 従来をお使いのお客様は代わりのソリューションを有効にす

る必要があります。2021 年 12 月 15 日以降、従業員およびクレジット カード プロバイダへ

の Expense Pay - 従来の支払はすべての通貨で停止されます。Expense Pay の従来のソリュ

ーションをお使いのお客様には、この変更に関して、直接お知らせしています。 

! 重要: 現在、Expense Pay Flex（別名、Direct）は既存のお客様（Expense Pay - 従来をす

でにお使いのお客様）のみに提供されており、新規のお客様や現在、Expense Pay ソリュ

ーションを使用していないお客様には提供されていません。 

NOTE: Bambora を使用する既存の Expense Pay - グローバルのソリューションは引き続き利

用可能であり、全面的にサポートされるため、このお知らせの影響はありません。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更は、支払プロバイダとの協業ソリューションへの移行の一環であり、今後の製品の改善

および統合の強化をサポートします。 

設定とアクティブ化 

利用可能な代替オプションを検討する際は、お客様の SAP Concur アカウント チームにお問い

合わせください。 



 

SAP Concur リリース ノート ページ 62 Concur Expense (Professional / Premium) 

リリース日: 2021 年 8 月 27 日   

英語版の投稿:  

8 月 26 日木曜日 12:00 PM 太平洋時間 

テスト エンティティ 

** 変更予定 ** テスト エンティティのログイン更新とメール照合  

 

対象製品: Expense Invoice Request Travel その他 

Edition Professional Professional Professional -- -- 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2021 年 8 月  — 2021 年 10 月 1 日～2022 年半ば 

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 

現在、SAP Concur の一部のユーザーは、本格運用エンティティに導入する前に、テスト エン

ティティを使用して、新しい設定のセットアップ、テスト、トレーニングを行っています。運用

エンティティでは、経費精算レポートの提出や出張の予約など、実際の取引を行います。 

現在、テスト エンティティは実装環境という個別の環境にあり、運用エンティティは運用環境

という個別の環境にあります。SAP Concur では、テスト エンティティの安定性、パフォーマ

ンス、モニタリング、セキュリティを向上させるため、Amazon Web Services (AWS) への移

行の一環としてテスト エンティティと運用エンティティを同じ環境に移行させる予定です。 

この変更により、テスト エンティティと運用エンティティが同じ運用環境に共存することにな

ります。 

NOTE: この変更は、AWS 環境に移動または AWS 環境で作成されたテスト エンティティに適

用されます（今後に予定）。 

テスト エンティティのログイン ID の更新 

現在、テスト エンティティと運用エンティティは別の環境にあるため、同一のログイン ID を保

持することができます。今後テスト エンティティと運用エンティティを同じ AWS 運用環境に

移行させる予定があり、各ログイン ID は一意である必要があることから、同一のログイン ID 

を保持できなくなります。  
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この変更を考慮し、ログイン ID が一意であることを保証し、既存の運用ログイン ID と競合し

ないようにするため、SAP Concur は移行時およびユーザー作成時の両方でテスト エンティテ

ィのすべてのログイン ID に「.uat」ドメインを追加します。たとえば、johnsmith@123.com 

の場合は johnsmith@123.com.uat になります。 

! 重要: 現在の CoLo 実装環境のログイン ID については変更はありません。 

 

この処理は、移行時とユーザー作成処理時の両方で、バックグラウンドで行われます。この

処理は SAP Concur が管理するため、ユーザーがログイン ID を変更する必要はありません。  

 

移行ユーザーの場合は、AWS に移行する以前に使用していた実装 URL とログイン ID をそ

のまま使用できます。  

 

新規ユーザーの場合は、ドメインを追加したログイン ID（たとえば、図示のように 

johnsmith@123.com.uat）と運用 URL を使用します。 

 

 

この変更により、運用ログイン ID との競合を防ぐことができます。  

mailto:johnsmith@123.com
mailto:johnsmith@123.com.uat
mailto:johnsmith@123.com.uat
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ユーザー作成: さらに、運用時とまったく同じ従業員インポート ファイルを使用できます。.uat 

ドメインは、FTP インポート、Excel インポート、エンティティ復元など、ユーザー作成のあら

ゆる要素にも適用されます。 

抽出: 勘定抽出や財務統合のドキュメント生成時、SAP Concur はユーザー作成時に追加された

ログイン ID から .uat ドメインを自動的に削除します。これにより、追加されたドメインの削

除など、お客様には一切アクションを必要とすることなく、実際的な抽出を生成できます。 

メール照合 

テスト エンティティを AWS 運用環境に移行する際、既存のテスト エンティティの照合済メー

ルは新しいテスト エンティティには引き継がれません。このため、今後のテスト エンティティ

で照合済メール機能をテストする場合、運用エンティティで設定されたメールと異なるメールを

従業員が使用することをお勧めします。既存のテスト エンティティのメールは運用環境ですで

に照合済である可能性が高く、別のエンティティでは照合できないため、この処理が必要になり

ます。 

ユーザーのメール アドレスについては、領収書認識サービスがユーザーのメール アドレスを検

証するため、メール アドレスの 1 つのインスタンスのみをユーザー アカウントに関連付けるこ

とができます。運用環境でテストを実施するには、運用ユーザー アカウントと現在関連付けら

れていない代替メール アドレスを使用する必要があります。該当するユーザー プロファイルに

すでに関連付けられているメール アドレスを使用して運用環境でテスト アカウントを設定した

場合、検証処理が失敗になります。 

変更前 – 既存のテスト エンティティの既存のメール 
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変更後 – 新しい / 今後のテスト エンティティの新しいメール 

 

業務目的とユーザーへの利点 

AWS において、テスト エンティティは運用エンティティと同じセキュリティ、安定性、モニタ

リング、およびパフォーマンスを得ることができます。 

設定とアクティブ化 

これらの機能は自動的に有効になります。その他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 

アクセシビリティ 

アクセシビリティの更新 

SAP は、現在の Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) に合わせて変更を実装します。

SAP Concur ソリューションに対するアクセシビリティ関連の変更については、四半期ごとに公

開しています。四半期ごとの更新は、「アクセシビリティの更新」ページで確認できます。 

サブプロセッサ 

SAP Concur の非提携サブプロセッサ 

非提携サブプロセッサのリストについては、「SAP Concur サブプロセッサのリスト」をご参照

ください。 

ご不明な点やご意見がございましたら、Privacy-Request@Concur.com までお問い合わせくだ

さい。  

 

 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN-monthly-Access/_RN_access_client.htm
https://support.sap.com/content/dam/support/en_us/library/ssp/my-support/trust-center/sap-tc-04-0011.pdf
mailto:Privacy-Request@Concur.com
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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。 

 

SAP 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

ートへのお問い合わせ] 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 

サポート ケース ステータスの確認 

この手順内のステップに従って、ケースが解決しているかどうかを確認してください。  

 提出したケースのステータスを確認する方法 

1. https://concursolutions.com/portal.asp にログオンします。 

2. [ヘルプ] > [サポートへのお問い合わせ] をクリックします。 

 

NOTE: [ヘルプ] メニュー下に [SAP Concur  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。 

3. [サポート] > [ケースを表示] をクリックします。 

https://concursolutions.com/portal.asp
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4. 表で、[表示] リストの選択に基づいて、目的のケースのタイプを表示します。検索結果

は、ご自身の会社のケースに限定されています。 
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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。 


