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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 

このドキュメントには、Professional Edition の Concur Request のリリース ノートが記載さ

れています。 

NOTE: サイト全体または複数の製品 / サービスに適用される機能と変更は、「製品共通の変更

のリリース ノート」に記載されています。SAP Concur ソリューションに影響を与える

可能性のある本リリースのサイト全体または共有の変更については、製品共通の変更の

リリース ノート（日本語）をご参照ください。 

SAP Concur のプラットフォーム 

** 進行中 ** 既存の Concur Request API（v1.0、v3.0、v3.1）の運用終了と

廃止（2021 年 11 月 30 日） 

 

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 6 月 2021 年 12 月 3 日 2021 年 6 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 

2021 年 5 月 31 日の時点で、既存の Concur Request API（v1.0、v3.0、および v3.1）は廃

止されました。2021 年 6 月 1 日に、SAP は SAP Concur API Lifecycle & Deprecation 

Policy に従ってこれらの API の廃止を開始しました。これらの API は、Concur Request v4 

API に置き換えられます。廃止後、SAP ではこれらの API が非サポートとなります。 

2021 年 11 月 30 日の時点で、既存の Concur Request API（v1.0、v3.0、および v3.1）の

運用終了フェーズを完了しました。 

v1.0、v3.0、および v3.1 API の廃止は、API の運用終了から 3 か月後に開始されます。廃止

の具体的な日付は、個々のお客様の API の移行状況によって異なります。 

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
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Shared/_client_shared_RN_all-jp.htm
https://developer.concur.com/tools-support/deprecation-policy.html
https://developer.concur.com/tools-support/deprecation-policy.html
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v1.0、v3.0、v3.1 の API タイムライン: 

• 非推奨 – 2020 年 3 月 1 日～2021 年 5 月 31 日 

• 運用終了 – 2021 年 6 月 1 日～2021 年 11 月 30 日 

• 廃止 – 運用終了状態になってから 3 か月間非アクティブが続くと開始されます 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur Request API v1.0、v3.0、および v3.1 は、以前の認証方法のみをサポートしていま

す。これは、セキュリティのベストプラクティスではなく、Oauth2 のスタンダードを満たして

いません。さらに、Concur Request API の以前のバージョンでは、承認ワークフローを介して

申請を移動したり、カスタム シンプル リストフィールドと連結リスト フィールドを管理したり

する可能性が限られていました。これらの問題は、新しい Concur Request v4 API で解決され

ます。 

さらに、SAP は、以前のバージョンで管理されていた使用例の大半を Concur Request v4 API 

でも管理するために、現在の Concur Request API と新しい Concur Request v4 API（iso 互

換ではない）の間で下位互換プロジェクトを実行しました。 

UI 変更 

「残金」列を「事前申請管理」ページに追加 

概要 

事前申請のリストの表示時に、[事前申請管理] ページで [残金] 列を使用できるようになりまし

た。  

業務目的とユーザーへの利点 

この変更は、Concur Request の既存の UI と新 UI で同じです。 
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エンド ユーザーの操作性 

[事前申請管理] ページに [残金] 列が表示されます。 

 

設定とアクティブ化 

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

申請タイプが同じ場合に「申請タイプ」列が非表示に 

概要 

[事前申請管理] ページで申請のリストを表示しているときに、ページに現在表示されているす

べての申請の申請タイプが同じ場合、[申請タイプ] 列が非表示になります。  

[事前申請管理] ページに現在表示されている申請の申請タイプが異なる場合、[申請タイプ] 列

がページに表示されます。 

この更新以前は、[事前申請管理] ページでリクエストのリストを表示すると、[申請タイプ] 列

が常に [事前申請管理] ページに表示されていました。  
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業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、現在ページに表示されているすべての申請の申請タイプが同じ場合に、[事前

申請管理] ページに表示される情報が簡素化されます。 

エンド ユーザーの操作性 

[事前申請管理] ページにさまざまな申請タイプが表示されると、[申請タイプ] 列が表示されま

す。 
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[事前申請管理] ページに現在表示されているすべての申請の申請タイプが同じ場合、[申請タイ

プ] 列は非表示になります。 

 

設定とアクティブ化 

この変更は自動的に有効になります。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。  

NOTE: 本ドキュメントに記載されている変更予定は、こちらの製品に固有のものです。SAP 

Concur ソリューションに影響を与える可能性のある、対象のサイト全体または共有の

変更については、製品共通の変更のリリース ノート（日本語）をご参照ください。 

今月は変更予定についてのお知らせはありません。 

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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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。 

サポートされているブラウザ 

サポートされているブラウザおよびサポートの変更 

サポートされているブラウザ、およびサポートされているブラウザに予定されている変更につい

ては、「Concur Travel & Expense Supported Configurations」ガイドをご参照ください。 

ブラウザのサポートに変更が予定されている場合、変更に関する情報が製品共通の変更のリリー

ス ノート（日本語）でも提供されます。 

 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN-monthly-Access/_RN_access_client.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/Z_SuppConfig/Supported_Configurations_for_Concur_Travel_and_Expense.pdf
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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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 

製品内の [ヘルプ] メニューまたは SAP ヘルプ ポータルから、リリース ノート、セットアップ 

ガイド、ユーザー ガイド、管理者の概要、サポートされている構成、およびその他のリソース

にアクセスできます。 

お使いの製品のすべてのドキュメントにアクセスするには、SAP Concur の [ヘルプ] メニュー

のリンクを使用するか、SAP ヘルプ ポータル (https://help.sap.com) で SAP Concur 製品 

(Concur Expense、Concur Invoice、Concur Request、Concur Travel) を検索してください。 

SAP Concur サポート ポータル - 指定されたユーザー 

Concur サポート ポータルのリリース ノート、ウェビナー、および技術文書にアクセスしてく

ださい。 

必要なアクセス権をお持ちの場合は、SAP Concur の [ヘルプ] メニューと SAP Concur ページ

のフッターで [サポートへのお問い合わせ] を利用できます。  

 

[サポートへのお問い合わせ] をクリックして SAP Concur サポート ポータルにアクセスし、

[リソース] をクリックします。  

• リリース ノートや技術文書にアクセスするには [リリース / 技術情報] をクリックして

ください。  

• 録画や配信中のウェビナーを見るには、[ウェビナー] をクリックします 
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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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© 2022 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。  

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

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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