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リリースノート – 2013 年 8 月 

追加機能・追加製品リリースのお知らせ 

Travel のリリースノートを入手するには、  Concur Client Central にログインした後、次

の順に進みます。 Resources > Document Library > Travel > TMC Partner または 

Direct Customers 

その他すべての製品については、Concur Client Central にログインした後、次の順に進み

ます。 Resources > Release Documentation > Release Notes  

下の表からお使いの製品に応じたリリースノートを選んでダウンロードしてください： 

 

https://community.concur.com/web/guest/home
https://community.concur.com/web/guest/home
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セクション 1:  近日サポート予定の機能と変更の予告 

下記は、今後のリリースに含まれる予定の機能のプレビューです。 

場所リストの更新 – 9 月の予定（暫定）  

Concur は [場所] モジュールの国連 LOCODE（地域コード）リストを更新します。したが

って、お客様に表示されるのは更新後のコードになります。現在のところ、この機能変更は

9 月のサービス リリース（SU95）を予定しています。 

【重要事項】- 更新させないためのサイト設定 

会社の [場所] を変更したくない場合は操作が必要です。 

[場所] の管理者は、チェック ボックスを使って Concur が自動的に [場所] のリストを更新

するのを止めることができます。会社で使用する [場所] の自動更新をさせないようにする

には、このチェック ボックスを使ってください。 

動作の説明  

チェック ボックス [場所の自動更新を許可する] は、 [場所] の [設定] タブにあります。初

期設定では有効になっています。これは会社の [場所] リストに Concur の自動更新が適用

されているということです。  

 

チェックを外すと会社の [場所] リストは自動更新されません。この設定を無効にする時、 

Concur は確認のメッセージを表示します。   



 

Concur リリース ノート ページ 5 Expense 

2013年 8月 Concur をお使いのお客様 

 

! この設定を無効にする場合、場所のリストのメンテナンスはお客様の責任となります。

また、 お客様がこの設定を再度有効にしても、 Concur は無効の期間に遡って場所のデ

ータを特定したり更新したりすることはできません。設定の変更は、有効になった日か

ら後の期間に対してのみ有効です。 
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セクション 2:  Expense 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

出張手当：エクスポートしたデータ ファイルからレートのインポート ファイルを生成 

概要   

出張手当管理者はこの機能を使用して既存の

レートを編集可能なファイルにエクスポート

し、すばやく出張手当のレート構成を更新す

ることができます。このレート フィード ファイルを更新した後、出張手当の夜間インポー

トジョブを利用して Expense に再インポートします。ファイルのインポートを行うと、選

択した出張手当のレート構成に新しいレートが表示されます。  

機能説明  

この機能を使用するには、 [Expense 管理] ＞ [出張手当] ＞ [構成] タブから出張手当構成

を選択します。新しいボタン [レートをダウンロード] がアクティブになります。  

 

このボタンをクリックすると、レート フィードのエクスポート ファイルがダウンロードさ

れ、管理者はレートの確認と編集ができます。  

機能説明 

Expense が生成した既存のデータを使っ
て、出張手当のレートをすばやく正確に更新
することができます。 
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レートが編集されると、出張手当レートの標準インポート ジョブによって修正後のレートに

更新されます。  

設定  

更新した出張手当レートを再インポートするため、ファイルを編集後、出張手当レートのジ

ョブ処理によって FTP 経由で直接 Concur にアップロードする必要があります。お客様が

以前のバージョンの出張手当インポートをお使いの場合でも、フィード ファイルは最新のフ

ォーマット（V3）でエクスポートされますのでご注意ください。  

ヒント：お客様のインポート定義で以前のバージョン（V1、V2）の出張手当インポートを

お使いの場合、インポート定義を V3 に変更依頼するのが最も簡単な解決策です。 

 詳しくは 設定ガイド「Expense: Travel Allowance」 のチャプター15：「Travel 

Allowance Import (V3)」 をご参照ください。  

ワークフロー：既定の承認者の追加機能 

概要  

本リリースで 2 つのワークフローが追加され

ます。 

• 既定の承認者ロールはどのワークフ

ロー ステップにも使用することができます。従来は既定の承認者ロールは最初のス

テップにしか使用できませんでした。 

• 既定の承認者 2 のロールも追加されました。2 名の既定の承認者を使ったシンプル

な 2 ステップの承認ワークフローを作成することができます。 

機能説明 

中小企業におけるワークフローのメンテナン
ス作業を軽減し、承認処理をより迅速にしま
す。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_TA.pdf
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この既定の承認者は階層の一部ではありません。また、複雑な条件の組み合わせに合致する

ものでもありません。単にユーザーのプロファイルにリストされているものです。 

NOTE: これまでは、ユーザーのプロファイルには既定の承認者が 1 名リストされて

いました。後述するように、本リリースより 2 名になります。 

手順は次の通りです： 

• 管理者は既定の承認者 2 を使用するワークフロー ステップを設定します。  

• （ポリシーやグループを通じて）そのワークフローに関連するユーザーはすべて、 

[プロファイル] 画面に [既定の承認者] フィールドの他に [既定の承認者 2] フィー

ルドを持っています。  

 

• ユーザー管理者は従業員インポートを使って、または許可されている場合はユーザ

ー自身が、プロファイル画面の [既定の承認者 2] フィールドに入力します。 

NOTE:  Concur は従来から、ユーザー管理者が従業員インポートで承認者を追加で

きるほか、 ユーザーに自身の承認者を選択させるどうかを定義することが

できる機能も持っています。このオプションはここでも同様に使用すること

ができます。2 番目の既定の承認者についても、この機能は変わりません。

また、この機能のオン/オフ設定は、両方の承認者フィールドに適用されま

す。 

一例として、管理者が最初の承認ステップに既定の承認者を、次の承認ステップに既定の承

認者 2 を設定したと仮定します。次に、ユーザーがこのワークフローに関連する申請を作成

すると、 Concur はまず申請を既定の承認者に送り、次に既定の承認者 2 に送ります。 

次の点に注意してください： 

• ユーザーが異なるポリシーの選択を許可されていて、かつワークフローが既定の承

認者 2 を使用しない場合、ユーザーのプロファイルに設定された既定の承認者 2 は

無視されます。 
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• Concur は従来から、ユーザーや承認者に途中で承認者を変更させるかどうか定義で

きる機能を持っています。このオプションはここでも同様に使用することができま

す。2 番目の既定の承認者についても、この機能は変わりません。 

設定 

最初のステップ以外のワークフロー ステップで既定の承認者を変更したい場合は、 Concur 

クライアント サポートにお問い合わせください。 

既定の承認者 2 をワークフローに使用するには： 

• 既定の承認者 2 をワークフローに追加するには、 Concur クライアント サポート

にお問い合わせください。 

• ユーザー管理者またはユーザー（許可されている場合）がプロファイルの [既定の承

認者 2] フィールドを入力します。 

NOTE: 9 月に夜間インポートとオンデマンドの（スプレッドシート）ユーザーインポート

にも [既定の承認者 2] フィールドが追加される予定です。 

ワークフロー： 規定違反がある時にレポートの続行を中断する  

概要  

会社が承認者や経費処理担当者に経費精算レ

ポートのデータの編集を許可している場合が

少なからずあります。これまでは、そういった編集によって規定違反が発生した場合でも

（たとえば、必須の情報が足りないなど）レポートがワークフローを続行することができる

ため、会社の財務システムに影響を与える可能性がありました。  

本リリースより、ワークフロー管理者は新しいオプション [続行不可能な規定違反のあるス

テップを終了して続行] のチェックを外すことによって、ブロックの規定違反が解決するま

でレポートがワークフローを続行するのを防ぐことができます。 

設定 

ワークフロー ステップが設定されていれば、 [ワークフローステップの修正] ダイアログボ

ックスに（編集などで）このオプションが下図のとおりに表示されます： 

機能説明 

規定違反がある時に、レポートの続行を中断
します。 



 

Concur リリース ノート ページ 10 Expense 

2013年 8月 Concur をお使いのお客様 

 

NOTE:  このオプションは初期設定でオンになっており、これまでの動作を維持

して レポートにワークフローの続行を許可しています。それでは承認者と経費処理

者の承認権限の意味がないため、レポートの続行を中断するためにこのオプション

のチェックを外します。レポートを続行するためには、規定違反を解決する必要が

あります。 
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代理人が領収書ストアに領収書イメージを送信可能 

概要  

領収書ストアで照合済みのメール アドレスが

あり、かつユーザーの代理として有効な代理

人は、ユーザーの代わりに領収書ストアに領収書イメージを送信することができるようにな

ります。このため、代理人にはユーザーの領収書ストアにイメージをアップロードする権限

を付与されます。これにより、ユーザーは（注： 代理人ではありません）そのイメージを経

費精算レポートに添付することができます。 

設定 

代理人がユーザーの領収書ストアに領収書イメージを追加できるようにするには、次の手順

に従ってください。 

 ユーザーの領収書ストアに領収書イメージをアップロードするには：  

1. 代理の関係が存在しているかどうか確認するため、ログインして代理をするユーザ

ーを選択します（確認のための手順なので、実際に代理としてアクションする必要

はありません）。 

2. メールを作成し、領収書イメージをメールに添付または埋め込みます。 

3. 領収書ストアに送信するメールの件名に、代理をするユーザーのメール アドレスを

入力します。 

4. メールを送信します。 

機能説明 

代理人はユーザーの代わりに領収書をメール
で送信することができます。 
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初めに、システムは代理されるユーザーと代理人の両方のアドレスが領収書ストアで照合済

みかどうかを確認します。次に、代理されるユーザーと代理人の間に代理の関係が存在して

いるかどうかを確認します（代理人となるユーザーが代理元となるユーザーの代理ができる

こと）。いずれも確認された場合は、ユーザーの領収書ストアに領収書イメージが追加され

ます。 

代理されるユーザーのメール アドレスが照合済みでない、または代理人とユーザーの間に代

理関係が存在しない（代理する権限を持っていない）場合、代理人が自分の領収書ストアに

イメージを送るのと同様に、システムは領収書イメージを代理人の領収書ストアに格納しま

す。代理人のメール アドレスが照合済みでない場合、メールは破棄されます。 

 詳細は 設定ガイド「Expense: Receipt Handling – Receipt Store & Line 

Item Receipts」 をご参照ください。 

Concur App Center が利用可能 

概要  

Concur に新しいタブ Concur App 

Center が登場します。パートナー

と Concur が開発したアプリケーシ

ョンをこちらから探して利用することができます。  

機能説明 

Concur と統合するサービスを提供します。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Rec_Hand_Receipt_Store.pdf
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これらのアプリケーションは Concur のプラットフォームを使用して Concur と融合し、

Concur に管理機能を追加して製品の付加価値を高めます。App Center には 2 つのタブが

あります： 

• 自分向けのアプリ： このタブにあるのは、エンド ユーザーが自分でアクティブ化

し、安全なデータ交換を許可することができるアプリケーションです。TripIt がこ

のタイプのアプリの一例です。エンド ユーザーは Concur アカウントを TripIt ア

カウントに接続し、自動的に Concur で予約した出張を TripIt アカウントで共有す

ることができます。TripIt アカウントを持っていない場合は、TripIt の Web サイ

トまたはモバイル デバイスのアプリ ストアにアクセスして詳細を確認し、アカウ

ントを作成してください。App Center ではアプリの購入やダウンロードはできま

せん。その他、 Concur モバイルやさまざまな形式の E-Receipt もあります。まも

なく Open Booking ユーザーは App Center を通じてさまざまな旅行サプライヤ

ーから Concur アカウントに接続することができるようになります。予約した旅程

を旅行サプライヤーの Web サイトから Concur に共有することができます。 

• 自分の業務向けのアプリ：このタブにあるアプリケーションは、さまざまなビジネ

スの機能を提供します。会社全体または複数のユーザーのために情報をやり取りす
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るため、 これらのアプリを使用するには Concur 管理者の許可が必要です。ビジネ

ス アプリの例には次のようなものがあります：  

 Concur から経費データを抽出して、対象の経費から付加価値税の還付を計算し

て処理するアプリ。  

 Concur と Salesforce.com の間で、連絡先と商談を共有する Concur 

Connector for Salesforce。 

App Center ではアプリの購入やダウンロードはできません。ユーザーと管理者がアプリケ

ーションについての情報を入手し、アプリの使用を開始するためのページです。ユーザーま

たは管理者がリストからアプリを選択すると、 [詳細] ページが表示されます： 
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TripIt などのユーザー アプリケーションには [接続] ボタンがあり、これをクリックすると

パートナー サイトのアカウントから Concur アカウントへ接続することができます。ビジネ

ス向けのアプリケーションには [お問い合わせ] ボタンがあります。パートナーに連絡して

アプリケーションを入手し、試用したい場合はこのボタンをクリックしてください。 

パートナー サイトの Concur の認証手続きに進みます。App Center のリストは Concur が

作成しています。これらはリストされる前にパートナーと Concur によって吟味され、承認

されたものです。   
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App Center は、 https://www.concur.com/appcenter の Web サイトでも利用可能で

す： 

 

暫定リリース スケジュール  

Concur.com の App Center はこちらからアクセスできます： 

https://www.concur.com/appcenter 

App Center は、次のスケジュールで Concur に組み込まれる予定です。リリース スケジュ

ールは暫定であり、変更の可能性があります。 

2013 年 8 月のリリース： アメリカ、イギリス、オーストラリアにユーザーをお持ちの 

Professional Travel/Expense をお使いのお客様のみ 

2013 年 10 月のリリース： その他のすべてのお客様 

 

https://www.concur.com/appcenter
https://www.concur.com/appcenter
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会社請求の取引明細書： 追加でサポートされる国 

概要  

本リリースより、会社請求の取引明細書モジ

ュールがサポートする国が追加されました。

下図のように、ユーザーが新しい購入カード

のカード プログラム タイプを作成する際、 [カード プログラムを新規作成] ダイアログ ボ

ックスの [タイプ] のリストをドロップ ダウンすると、既存の国に追加されています：  

 

サポート対象に追加される国は次のとおりです：  

 

     

オーストリア ドイツ モロッコ ロシア連邦 トルコ 

ベルギー ハンガリー オランダ 南アフリカ 英国 

デンマーク インド ナイジェリア スペイン  

フィンランド アイルランド ノルウェー スウェーデン  

フランス イタリア ポーランド スイス  

機能説明 

会社請求の取引明細書モジュールがサポート
する国が追加されました。 
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 詳しくは 設定ガイド「Expense: Company Bill Statement Report」 および ユ

ーザー ガイド「Expense: 法人カードと会社請求の取引明細書の管理」をご参照く

ださい。 

Guarantee Compliance Service： 新しい 3 つの税グループが追加 

NOTE: Guarantee Compliance Service をご利用のお客様のみ対象です。 

概要  

本リリースより、ドイツの付加価値税を正し

く管理するため、新しい経費タイプを新しい

税グループに関連付けることができます。カ

スタム経費タイプを作成する時、新しい 3 つの税グループを経費タイプに追加することがで

きるようになりました。新しい税グループは次の 3 つです： 

• 標準レート - カスタム 

• 値引きレート - カスタム 

• ゼロ レート - カスタム 

これらの税グループは、同じ税務局の下に作成されます。また、これらの税グループにのみ

カスタム経費タイプを対応付けることができます。  

設定 

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

Compliance：領収書の取扱い監査ルールを更新  

概要  

本リリースより、領収書の取扱いオプション

が更新されました。領収書イメージの他に紙

の領収書が必須であるというメッセージを受け取らないようにすることができます。ルール

は次のように変更されます： 

機能説明 

領収書の取扱い監査ルールが更新されまし
た。 

機能説明 

ドイツの付加価値税を正しく管理するため、
新しい税グループが追加されました。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Comp_Bill_State.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Exp_UG_Co_Card_Admin-jp.pdf
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• 既定のルールは領収書イメージを必須としますが、紙の領収書は必須ではありませ

ん。 

• 領収書がない時に、ダミーの領収書を入力する必要がなくなります。 

• 領収書イメージと紙の領収書が必要な時は、従来通りに厳密なルールを追加して使

用し続けることも可能です。 

NOTE: この追加機能は、Compliance をお使いのお客様のみが対象です。 

設定 

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

Budget Insight、Analysis/Intelligence の新しいロール 

概要  

[法人管理] ＞ [ユーザーのアクセス許可] ＞ 

[分析レポート] タブに新しいロールが登場し

ます。このロールを Analysis/Intelligence ユーザーに割り当てると、

Analysis/Intelligence データ モデルの新しい予算モジュールにアクセスすることができま

す。 

 

機能説明 

予算レポート ユーザー ロールを従業員に割
り当てることができます。 
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! 重要：Analysis/Intelligence に関連するその他のロールは、分析レポート階層を使用し

てレポートユーザーに利用可能なデータを決定することに注意してください。Cognos 

向けの新しい予算ロールはそれとは異なります。予算の階層を使用してレポートユーザ

ーに利用可能なデータを決定します。 

 Analysis/Intelligence の新しい 予算モジュールについて詳しくは今月の 

Analysis/Intelligence リリース ノートをお読みください。 

従業員インポートを使ってこのロールを割り当てる 

従業員の夜間インポートを使って、予算レポートユーザー ロールを割り当てることができま

す。これを行うには、400 レベルのロール コードフィールド（列 3）を使用してこのロール

を従業員に割り当ててください： 

 

 詳細は 「Expense – Import and Extract Specifications」のチャプター5： 

Employee Import をご参照ください。 

Best Practices ダッシュボード - Travel と Expense のためのモバイル利用率 

概要  

8 月のリリースで Best Practices ダッシュボ

ード レポートに [モビリティ] セクションが

復活したことをお知らせします。 

Travel と Expense 両方をお使いのお客様の向けに、それぞれのために Best Practices ダ

ッシュボードの [モビリティ] セクションに 2 つのセクションを設けました。これにより、

各製品に対してモバイルがどのように利用されているか詳しい洞察を得ることが可能です。 

機能説明 

モビリティ モジュールがダッシュボード機
能に復活しました。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/Cognos/_RN/2013/Cog_2013_08_August_Client.pdf
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Travel または Expense をご利用のお客様は、分析レポートの該当する [モビリティ] セク

ションでのみデータを見ることができます。 

設定  

1. [法人管理] ＞ [分析レポート管理] （左側メニュー）の順に移動します。 

2. [Concur Best Practices ダッシュボード] レポートをユーザーに割り当てます。 

 

ユーザーへの表示 

Concur Mobile を使用する従業員の数によって分析レポートは異なる結果を表示します。下

図は、様々な組み合わせを実演した画面のショットです（すべての組み合わせではありませ

ん）。 

TRAVEL & EXPENSE：高い利用率 
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TRAVEL & EXPENSE：中程度の利用率（詳細を拡張したところ） 

 

TRAVEL & EXPENSE：低い利用率（レポート提出と出張予約ができない） 

 

EXPENSE のみ（低い利用率、詳細を展開したところ） 

 

TRAVEL のみ（低い利用率、詳細を展開したところ） 
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セクション 3:  Expense Pay ※ こちらは日本非対応機能に関する情報です。 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

銀行情報：その他の銀行情報詳細を表示  

概要   

ユーザーが過去に Expense Pay の銀行口座

を使用するように設定されていたが、現在は

関連するアクティブなバッチを持っていない

場合、銀行情報ページに銀行情報の詳細履歴

が表示されます。銀行情報ページでは、すべてのフィールドが読み取り専用で表示されます。 

設定 

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

監査証跡メッセージを修正  

概要  

本リリースより、現在の監査証跡メッセージ

に電子決済支払要求記録が作成された理由を

より詳しく説明する情報が追加されました。  

現在は、 Expense Pay がレポートの支払いをしていないため従業員に払戻されないという

意味の監査証跡メッセージが表示されます。新しいメッセージには、 Expense 以外の方法

でユーザーに支払われるということを説明します。メッセージは次のようになります： 

従業員がグループ <group>に対して <currency> の現金のバッチ定義を構成していないた

め、従業員への支払入力を処理できません。この支払いはお客様の会社が処理します。 

設定 

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

機能説明 

ユーザーが Expense Pay バッチの対象外に
なった場合、自分のプロファイル上で銀行法
座の履歴を見ることができます。 

機能説明 

監査について表示する情報が追加されます。 
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Expense Pay カード プログラムのサポートが拡張  

概要  

Expense Pay に以下のカード プログラム

のサポートが追加されます： 

• Expense Pay NA： ScotiaBank Visa CA（このカード プログラムは負の支払をサ

ポートします。）  

• Expense Pay NA： ScotiaBank Visa US（このカード プログラムは負の支払をサ

ポートします。） 

設定 

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

機能説明 

Expense Pay カード プログラムのサポート
を拡張しました。 
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セクション 4:  推奨環境 

現在または動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザはリリース ノートにて

お知らせします。  

 詳しくは本ガイドの 「ドキュメント アップデート」 をご覧ください。  

 

 



 

Concur リリース ノート ページ 26 Expense 

2013年 8月 Concur をお使いのお客様 

セクション 5:  ドキュメントアップデート 

本リリースに含まれるドキュメント変更は以下の通りです。 

Concur サポート ポータル  

Concur サポート ポータルのリリース ノート、Web セミナー、および技術文書にアクセス

してください。 

適切なアクセス権があれば、 Concur で [サポート] メニューが利用できます。[サポート] 

をクリックし、 Concur サポート ポータル内の [Resources（リソース）] をクリックし

てください。  

• リリース ノートや技術文書にアクセスするには [Release/Tech Info（リリース/

技術情報）] をクリックします。  

• 録画や配信中の Web セミナーを見るには、 [Webinars（Web セミナー）] をク

リックします。 
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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、 Concur のオンライン ヘルプを使ってリリース ノート、

技術文書およびその他のリソースにアクセスできます。 
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