
 

Concur リリース ノート ページ 1 事前申請 （Request） 

2017 年 11 月 4 日  Concur をお使いのお客様 最終版 

Concur リリース ノート 

事前申請 （Request） 

年/月 対象 

2017 年 11 月 4 日 

英語版の投稿:  

11 月 3 日金曜日 12:30 AM 太平洋時間 

Concur をお使いのお客様 最終版 

コンテンツ 

概要 .................................................................................................................. 2 

重要!!!! ...................................................................................................................... 2 

リリース ノート ................................................................................................... 3 

用語 .......................................................................................................................... 3 

フランス語（カナダ）の用語変更 ................................................................................. 3 

今後の変更予定 .................................................................................................... 4 

** 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 ..................... 4 

お客様へのお知らせ .............................................................................................. 6 

月次情報 - ブラウザの認証およびサポートされている構成 .................................................. 6 

解決したケース .................................................................................................... 8 

リリース ノートおよびその他の技術文書 .................................................................... 9 

オンライン ヘルプ - 管理者 ............................................................................................. 9 

Concur サポート ポータル - 指定されたユーザー ................................................................. 9 



 

Concur リリース ノート ページ 2 事前申請 （Request） 

英語版の投稿:  

11 月 3 日金曜日 12:30 AM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

概要 

重要 

本サービスは事前申請、 Concur Request、あるいは単に申請や Request として知られている

もので、以前は出張申請と呼ばれていましたが、その広範囲な機能に合わせるため名前を変更し

ました。（日本では 2012 年 11 月に変更しました。）  

このサービスは、以前経費精算で提供されていた旧購買申請機能とは異なります。 
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リリース ノート 

用語 

フランス語（カナダ）の用語変更 

概要 

11 月のリリースで、以下のカナダ フランス語の用語を変更しました。 

英語 従来のカナダ フランス語訳 新しいカナダ フランス語訳 

expense report  note de frais compte de frais 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング資料に影響を与える可能性がありますのでご

確認ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

カナダ フランス語版 Concur ソリューションの正確性および一貫性が向上します。 

設定およびアクティブ化  

Concur が自動で用語の変更を適用します。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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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としています。記載された新機能および機能変

更の実装を延期（あるいは完全に削除）する権利は Concur が所有するものとします。 

** 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。  

お客様への影響 

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

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

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

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

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

設定およびアクティブ化 

記載の変更で影響を受ける実際の DNS 名は次のとおりです。  

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

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



 

Concur リリース ノート ページ 6 事前申請 （Request） 

英語版の投稿:  

11 月 3 日金曜日 12:30 AM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

お客様へのお知らせ 

月次情報 - ブラウザの認証およびサポートされている構成 

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。 

 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。 
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解決したケース 

 

ケース ID 説明 

10641886 台湾 - 空港の更新 

10361676 空港のセグメント HRI を追加できない 

10434041 事前申請における空港名の更新 

https://login.salesforce.com/5000e00001FekppAAB
https://login.salesforce.com/5000e00001F1aOAAAZ
https://login.salesforce.com/5000e00001F73aQAAR


 

Concur リリース ノート ページ 9 事前申請 （Request） 

英語版の投稿:  

11 月 3 日金曜日 12:30 AM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

リリース ノートおよびその他の技術文書 

オンライン ヘルプ - 管理者 

管理ロールを持つユーザーなら誰でもリリースノート、設定ガイド、ユーザー ガイド、管理者

向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境、Concur ヘルプにアクセスすることができま

す。 

 

Concur サポート ポータル - 指定されたユーザー 

指定されたユーザーは Concur サポート ポータルを経由して、リリースノート、設定ガイド、

ユーザー ガイド、管理者向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境などのドキュメント

にアクセスすることができます。 
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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。 


