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リリース ノート – 2013 年 12 月 

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。 

仮払申請の機能強化 

概要  

注意：   この機能は 2014 年 1 月にリリース

されます。 

Concur は仮払申請機能を強化して、多様な

利便性と新しい設定を提供します。このリリースには以下のものが含まれます: 

自動的に適用される更新 

• 経費精算レポート処理の利便性を強化: 

 レポート作成時に利用可能な仮払申請へのリンクを示す新しいプロンプト表示 

 レポート上にリンクされた仮払申請の現時点での残高 

• 仮払申請フォームに新しく追加されたフィールド [目的] 

• 未提出の仮払申請のための [保存] オプション 

• 従業員による新しい再提出機能がついた新しい承認オプション（[従業員に返却]） 

任意で適用する更新:  

• 設定されたフィールドを変更するための、新しい仮払申請フォーム定義 

• 追加できる新しいフィールドは以下のとおりです: 

 目的 

 開始日 

 終了日 

業務目的 

この機能強化により Expense での仮払申請
がより使いやすく、見やすくなります。 
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 申請された発行日 

 場所（都市） 

• メールによる備忘通知に使用できる新しいフィールド 

新しいフォームは Expense と Request の両方に使用できます。仮払申請フォーム定義では、 

Expense や Request のユーザー ロールのアクセス権をロールに基づいて設定できます。  

ユーザーへの表示 

未発行の仮払がある場合は、新しいレポートを作成してそれらを割り当てるよう、ユーザーにプ

ロンプト表示します。 
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経費精算レポートには、割り当てられた仮払の現時点での残高が表示されます。 

 

場所 - 近日のリリースでメンテナンスが更新されます 

概要  

Concur による場所の更新を受ける設定にし

ているお客様には、近日のリリースでシステ

ムに約 40,000 件の新しい [場所] が表示さ

れるようになります。したがって、このメンテナンスを受けたくないお客様は近日のリリースで

更新が実行される前のタイミングでサイト設定を変更しておく必要があります。 

【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。 

業務目的 

場所リストを最新の国際連合リストに更新し
ます。 
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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。  

 

チェックを外しておけば今後のサービス リリース時に会社の [場所] リストが自動更新されませ

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。   

 

! 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。 

国際連合の LOCODE リストに基づいた場所の更新を Concur から受け取る設定にしているお客

様は、この場所リストを修正することができません。代わりに、場所の管理者には場所をアクテ

ィブ化したり非アクティブ化したりすることのみが許可されます。その他のアクションはできま

せん。  

管理者の操作 

場所の管理画面を操作する管理者には、自身が作成して管理している場所に対してあらゆる操作

ができます。ただし、 Concur による更新に含まれる場所は、アクティブ化または非アクティブ

化の選択のみに限られています。その他の操作はできません。 
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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。 

仮払申請：仮払申請の承認者は自己承認を禁止されます 

概要  

従来は、仮払申請管理者は自分の管理するグ

ループの仮払申請をすべて承認したり発行し

たりすることが可能でした。本リリースの変

更により、仮払申請管理者は自分自身の仮払申請を承認したり発行したりすることができなくな

ります。 

この安全対策には 1 つだけ例外があります。会社全体に 1 名しか仮払申請管理者が割り当てら

れていない場合は、自分の仮払申請を承認することができます。仮払申請管理者が複数いる場合

は、グループの責任者であっても自己承認は禁止されます。 

設定 

この機能を使用するための設定は必要ありません。 

従業員管理者に選択したロールの割り当てを禁じることが可能 

概要  

従業員管理者ロールがユーザー管理

のページで従業員を追加したり修正

したりする際に、選択したロールを割り当てるオプションを使えないようにすることができます。

この機能は、従業員や供給業者への不正支払を防止するために、ロール割り当てに関してより厳

しい安全対策ができるように設計されています。特に、不正の意図を持ったロールの割り当てに

よって発注や経費を通じてかなりの金額が承認されてしまうケースです。 

業務目的 

不正防止のための安全対策が強化されまし
た。  

業務目的 

ロールの割り当てに関する不正防止の安全対策が強化
されました。 
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NOTE: この機能は従業員管理者と従業員管理者（読み取り専用）のロールに適用されます。構

成管理者やシステム管理者ロールに対してこのオプションを削除することはありません。 

機能説明 

新しい設定 [Expense と Invoice のロール追加/更新をユーザー管理者に許可] によって機能

します。お客様の代わりに Concur の担当者がアクセスします。この設定によって、従業員管理

者ロールがユーザーの追加や修正を行うためのユーザー管理モジュールから、選択したロールを

割り当てるチェックボックスが削除され、ロールの割り当てができないようにします。   

 

このオプションは既定で [はい] に設定されています（割り当て禁止の機能が無効であり、チェ

ックボックスは表示されている）。これまでの機能は保持されており、 Invoice ロールを割り当

てることができます。[いいえ] を選択すれば、チェックボックスを削除することができます。

ユーザーにロールを割り当てるためには、ユーザーのアクセス許可ツールを使用する必要があり

ます。 
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設定 

お客様は、この設定を変更するために必要なロールへのアクセス権がありません。これらのロー

ルの割り当てを制御するには、サポートにサービス リクエストを提出して設定の変更を依頼し

てください。  

 詳しくは設定ガイド「Expense: Forms and Fields」をご参照ください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Forms_Fields.pdf
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レポート提出後に処理者と承認者はレポート名を編集可能 

概要  

従来は、経費精算レポートの提出後

は、 [レポート名] フィールドが読み

取り専用になっていました。12 月の

リリースでは、経費精算レポートが提出された後でも、フィールドへの変更権限を持つ処理者と

承認者は [レポート名] フィールドを編集することができます。この機能変更により、処理者と

承認者は自分の処理待ちレポートの [レポート名] フィールドを変更することができます。処理

者と承認者は提出後にその他いずれのフィールドも変更することはできません。また、承認後に

レポートに変更を加えることはできません。  

設定 

レポートの提出後に [レポート名] フィールドの変更ができるのは、フィールド修正のアクセス

権を持っている処理者と承認者だけです。サービス リクエストを提出して、該当するロールに

対する現在のフィールドの権限を変えなければならないことがあります。リクエストには、修正

するフィールド、変更のために更新されるべきフォームのリスト、フィールドを編集すべき

（[修正] のアクセス権を持つべき）ロールをまとめた詳細を添えてください。 

突合せ処理者ロールのフィールド レベルのアクセス権 

日本では対応しません 

概要 

本リリースより、突合せ（CR）処理者ロール

は他の処理者と同様に選択した入力とヘッダ

ー フォームのフィールド レベルにアクセス

し、修正する権限が付与されます。既定では、このロールに対してはすべてのフィールドが [読

み取り専用] でした。しかし、この機能を使って [修正] を選択することによりアクセス権が付

与され、 [非表示] を選択することによって非表示にすることができます。 

業務目的 

突合せ処理者は、レポートが自分の処理待ち
にある時にフィールド レベルの経費の情報
を修正することができます。 

業務目的 

承認者と処理者は提出後のレポート名を更新すること
ができます。 
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この機能はフォームとフィールドツールを使う時に利用することができ、突合せ処理者ロールに

一度設定した経費精算レポート ヘッダーや入力、配賦フォームのフォーム フィールドの修正を

許可します。この機能は、突合せ処理者が経費の行項目のデータを変更しなければならない時に

役立ちます。たとえば、取引が直接経費タイプに対応付けられない時や、突合せ処理者が経費タ

イプを配賦する必要がある時などです。 

機能説明 

機能の変更は [フォーム フィールドの修正] （下図）に見られます。新しい [CR 処理者ロール] 

フィールドでアクセスレベルをリストから選ぶことによって、フィールドレベルのアクセス権が

付与されます。 

 突合せ処理者に対するフィールドのアクセス権を設定するには: 

[フォームとフィールド] ツール（[管理] ＞ [フォームとフィールド])で、 [フォーム フィール

ド] タブにある [フォーム フィールドを修正] ページにアクセスするオプションを使用して、フ

ィールドを開きます。次に、 [アクセス権] セクションのオプションを使用して、突合せ処理者

のアクセスレベルを設定してください: 
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この機能を使用するときは次の点に注意してください: 

• これは任意で有効化する機能です。突合せ処理者ロールに対するフォーム フィールドの

アクセス ステータス既定値はすべて [非表示] です。 

• 自動提出機能が無効になっている時、取引は突合せ処理者が経費タイプを正しいものに

編集してレポートを提出するのを待ちます。 

• 修正を行う時、突合せ処理者には突合せのポリシーのすべての経費タイプが表示されま

す。 

• 突合せ処理者が更新を行うと、システムは自動提出条件をもう一度評価し、必要に応じ

てレポートを自動提出します。 

 

ヒント：  経費タイプが有効でかつ未定義ではない場合にレポートを自動提出するよう

条件を設定してフィードする必要があります。（自動提出条件で設定できます。「[レポ



 

Concur リリース ノート ページ 14 Expense 

2013年 12月 Concur をお使いのお客様 

ートの規定違反] の [規定違反コード] が UNDEFEXP と等しくない」という条件に設定

します）。 

設定 

既定では、突合せ処理者にはフォーム フィールドへのアクセス権がなく（非表示になっていま

す）、変更が及ぶことはありません。Expense は現在の設定を保持します。突合せ処理者のア

クセス権を変更したい場合は、サポートにサービス リクエストを提出して設定の変更を依頼し

てください。 

 詳しくは設定ガイド「Expense: Forms and Fields」をご参照ください。 

UK VAT Compliance: New Mileage Reimbursement Rates 

日本では対応しません 

Overview 

Concur has update the mileage 

reimbursement rates for UK VAT 

Compliance clients starting Dec 1, 2013 as follows: 

Petrol 1400 cc or less changes from 0.15 to 0.14 

Petrol 1401 cc - 2000 cc changes from 0.18 to 0.16 

Petrol Over 2000 cc changes from 0.26 to 0.24 

Diesel 1601 cc - 2000 cc changes from 0.15 to 0.14 

Diesel Over 2000 cc changes from 0.18 to 0.17 

Configuration 

This feature is only available to UK VAT Compliance clients. No additional configuration 

is required to use this feature. 

Business Purpose 

This enhancement aligns with current 
regulations. 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Forms_Fields.pdf
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Travel Allowance: Norway – New Option For Pro-rating Meals Deductions 

日本では対応しません 

Overview 

Concur has added a new option to the 

Norway travel allowance module, for pro-

rating meals deductions. 

When the traveler indicates an alternate method of lodging – other than hotel – the 

provided meals deductions may now be pro-rated accordingly. 

Configuration 

A new system calculation property is added to the NORWEGIAN calculation method  

use_prorated_deductions. The value for this property must be updated to Yes in order 

to make use of the new options. 

 For more information, refer to the Travel Allowance Configuration Guide - 

Norway. 

日本の公共交通機関：出張者の経路データに基づく監査ルール 

概要  

日本の公共交通機関（JPT)の管理者は本リリ

ースより、 JPT 出張者が交通経路を入力する

ために使用したソースに基づいて規定違反を生成する監査ルールを作成できます。この機能は、

固有のポリシー ルールによって従業員の経費や JPT のトランザクション（領収書が必要な場合

もある）を制限している会社を支援します。規定違反を生成することによって、会社のポリシー 

レベルでこれらの基準を強化することができます。 

 

Business Purpose 

This enhancement provides more 
flexibility for interpreting the regulations. 

業務目的 

監査ルールを強化します。 
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フィールド名 このフィールドに選択できる値 

ソース / タイプ分類 JPT 出張者が使用した経路データのソースに基づきます:   

• MANL = 直接入力による経路データ 

• CARD = IC カードによって入力された経路データ 

• RSRC = 検索（ジョルダンなど）によって入力された経路データ 

エンティティで JPT を有効にし、入力オブジェクトが選択されると、これらの新フィールドが

表示されます。  

 

設定 

この機能を使用するには、日本の公共交通機関（JPT）を有効にする必要があります。 

 詳しくは ユーザー ガイド「Expense: Japan Public Transportation」 をお読みくださ

い。 

法人カード管理者：クラシック ユーザー インターフェースから削除 

概要 

法人カード管理ツールをクラシック ユーザー 

インターフェースから削除しました。  

 

業務目的 

現在のインターフェースに移動しました。   

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/UG_Exp/Exp_UG_Japan_Public_Trans.pdf
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セクション 3:  Expense Pay 

日本では対応しません 

The following features are included in this service release. 

Expense Pay Card Program Support is Expanded 

Overview  

Support for a new card program has 

been added to support the following 

corporate card provider: 

• MasterCard Australia - Issued and paid in Australian dollars (AUD) 

• MasterCard Hong Kong - Issued and paid in Hong Kong dollars (HKD) 

• MasterCard India – Issued and paid in Indian Rupees (IND)  

• MasterCard Singapore - Issued and paid in Singapore dollars (SGD) 

These card programs do not support negative payments. 

Configuration 

No additional configuration is required to use this feature. 

Business Purpose 

This enhancement expands corporate 
card support in Australia, Hong Kong, 
India, and Singapore. 
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セクション 4:  推奨環境 

現在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  Concur 推奨環境にてお知ら

せします。  

Internet Explorer バージョン 11:Concur 製品を使用するためのベスト プラクティス 

概要  

Internet Explorer (IE) バージョン

11.0 のリリースに伴い、 Expense 

や Invoice などの Concur 製品を使

用にあたって不具合の恐れがある問題がいくつか確認されました。  

この問題を解決するには、IE の [ツール] メニューから互換性リストに Concur の URL を追加

して IE を互換モードにすることを強くお勧めします。 

 IE バージョン 11 の互換性リストに Concur を追加するには: 

1. IE バージョン 11 で Concur のページを読み込みます (例: 

www.concursolutions.com)。 

2. [ツール] ＞ [互換表示設定] をクリックし、 [互換表示設定] ダイアログボックスを開

きます。 

 

業務目的 

これは IE バージョン 11 との互換性問題を解決する
ためのベスト プラクティスです。   

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/2013/supported_configurations_for_concur_travel_and_expense_client-facing-jp.pdf
http://www.concursolutions.com/
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必要に応じて行ってください:[ツール] メニューが表示されない時は、 Alt キーを押し

てメニューを表示します。 
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3. [追加] をクリックして Concur の URL を [互換表示に追加した Web サイト] リスト

に追加します。 

 

ヒント： [Microsoft 互換性リストの使用] チェックボックスにチェックを入れて、 

Concur 製品にアクセスする時にこのリストが使用されるようにします。 

4. [閉じる] をクリックします。 
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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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NOTE: 「青空」 以外のインターフェ-ス レイアウトを使用している場合は（出張構成のページ

で設定）、[サポート] リンクにアクセスするには [ヘルプ] をクリックする必要があり

ますのでご注意ください。  
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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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免責事項 

このドキュメントに含まれる情報は、このドキュメントの発行時点の以下の製品に適用されま

す： 

 

Travel & Expense 2013 年 12 月 

 

本ドキュメントに含まれる上記製品と情報は、事前通知なく変更されることがあります。従って 

Concur 社は、いかなる保証をも否認し、上記製品と本ドキュメントの間で生じるいかなるエラ

ー、遺漏、あるいは不一致によって直接的・間接的にもたらされる全ての影響に対する責任を負

いかねます。  

© 2004 – 2013 Concur Technologies, Inc., Bellevue, Washington.All rights reserved. 

（不許複製・禁無断転載） 

Concur® は Concur Technologies, Inc. の商標です。すべての会社と製品の名前は全て各保有

者の知的財産です。 

Published by Concur Technologies, Inc. 
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Suite 1000 

Bellevue, WA 98004 

 


