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リリースノート – 2013 年 11 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。 

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。 

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。  

 

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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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。 

メールによる備忘通知：メール設定の HTML 編集ツールを更新 

概要   

メールの備忘通知ツールのユーザー

は、 [メールによる備忘通知]  ペー

ジの [メール メッセージ] セクショ

ンにある新しいツールバーとヘルパー ペインを使って、備忘通知のテキストをカスタム作成す

ることができます。ツールバーは、備忘通知メールの本文にあたる HTML テキストの書式を編

集する際に使用します。また、ヘルパー ペインは、たとえばメッセージ内の名前や URL のため

の置換トークンを使用する際にクイック リファレンスとして機能します。 

[Expense 管理] ＞ [メールによる備忘通知]  ＞ [新規（または修正）] の順にクリックして編

集ツールにアクセスします。メール メッセージ内にカーソルを置くと、ヘルパー ペインが現れ

ます： 

 

業務目的 

管理者がメールの備忘通知をより作成しやすくなりま
す。 
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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。 

 詳しくは設定ガイド「Expense: Email Reminders」をお読みください。 

更新：領収書ストアのメール アドレスが [プロファイル] に移行  

概要  

今年すでに、領収書ストアのメール 

アドレス照合プロセスがユーザー プ

ロファイルの [メール アドレス] セ

クションに移動しましたが、[領収書ストア] に、プロファイルに移動していない照合済みメー

ル アドレスを持っているユーザーがいる可能性があります。  

業務目的 

メールの取り扱いが Expense 内で統合されます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Email_Reminders.pdf
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本リリースより、ユーザーの同意の元にこれらのメール アドレスを移行できます。  

機能説明 

ユーザーがログインすると、Concur は領収書ストアで照合済みなのにプロファイルに存在して

いないメール アドレスがないかどうか確認します。そのようなメール アドレスがある場合、下

記のメッセージが表示されます。  

 

ユーザーは次のうちいずれかを行います： 

• リストされたメール アドレスをプロファイルに移動する 

– または – 

• 照合を解除し、これらのメール アドレスを削除する 

ユーザー プロファイルにリストできるメール アドレスは 5 つまでと制限されています。したが

って： 

• プロファイルに既存のメールアドレスがあり、メッセージ内のリストの合計数が 5 つ以

上ある場合は、既存のリストを編集するか、移動してもよいメール アドレスを移動する

ようメッセージが促します。 
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• プロファイルに既存のメール アドレスが 5 つ存在していて、移動できるメール アドレ

スがない場合、メッセージは表示されません。 

一度選択を行えば、その他のアクションは必要ありません。その後メッセージは表示されなくな

ります。 

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。 

ドイツの出張手当 - 2014 年にレートを変更（※ドイツのみ対象） 

概要   

2014 年 1 月 1 日よりドイツの出張

手当の規制が変更されます。2014

年からの新しい出張費精算に適用できるよう規制変更に備えて Expense を更新しました。   

主に以下の 2 点について規制変更があります： 

• レートを適用する時間帯が変更 

 

この変更は、2014 年のレートに直接影響しますが、アプリケーションの変更は必要あ

りません。  

国内レートの例：  

 

2013 年 - 3 つの時間範囲 2014 年 - ２つの時間範囲 

8 時間以上～14 時間未満 = 6 ユーロ 
8 時間以上～24 時間未満 = 

12 ユーロ 

14 時間以上～24 時間未満 = 12 ユ

ーロ 
初日/最終日 = 12 ユーロ 

終日 = 24 ユーロ 終日 = 24 ユーロ 

• 2 日以上の出張における初日と最終日の手当が単純化 

業務目的 

2014 年に変更するドイツの旅費精算規定をサポー
トします。 
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2 日以上の出張における初日と最終日  

新しい規制では、2 日以上の出張の初日と最終日に対して、その日の滞在時間の長さに基づく算

定を行いません。代わりに、8 時間以上 24 時間以下に対して単純に同じ額の出張手当を受ける

ことになります。 

2 日以上の出張を 2014 年の新算定法でテスト可能 

2 日以上の出張における初日と最終日の計算は（有効にしておけば）、2014 年以上に開始する

出張にのみ適用されます。たとえ 2014 年に入力しても、2013 年に行われた出張には適用され

ません。つまり、この機能を来年の準備の為に今のうちから有効にしても、現行の（2013 年

の）規制が必要な出張の計算に影響を与えないということです。未来の（2014 年の）日付を入

力することで、この機能のテストを行うことができます。 

設定 

会社の税務部門の助言によって、この規制変更を排除したい場合は、この 2 つの新しい計算パラ

メーターの既定値を空白のままにしてください。 

 

パラメーター 基本的な値 

domestic_partial_day_flat_minute_rate 480（分） 

foreign_partial_day_flat_minute_rate 480（分） 

NOTE:  パラメーターの値を入力するには、グローバル グループの経費管理者（制限なし）ロ

ールが必要です。このロールがない場合は、 Concur にサービス リクエストを提出して

ください。 

 パラメーターの値を追加するには： 

1. [計算プロパティ] タブにアクセスし、 [算出方法] のドロップダウン リストから [ドイ

ツのルール] を選択します：  



 

Concur リリース ノート ページ 10 Expense 

2013年 11月 Concur をお使いのお客様 

 

2. プロパティを修正したい行を選択し、 [修正] をクリックします。 

 

3. [計算プロパティの編集] ダイアログ ボックスで、2 日以上の出張における初日と最終日

に使用する時間帯の開始時間を分単位で入力します。  

 

ヒント：ドイツ政府の発行する 2014 年の規制に基づいて、8 時間以上 24 時間未満に一

致するよう、期待値は 480 分とします。 

 詳しくは設定ガイド「Travel Allowance Configuration Guide - Germany」をお読み

ください。 
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セクション 3:  ジョブ 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

従業員インポート： 新しい従業員インポートが 305 レコードとして追加 

概要  

本リリースより、新しい従業員イン

ポート レコード セットの 

Enhanced Employee Importer が従業員夜間インポート ジョブに追加されました。この新し

いレコードセットは 305 レコード レベルで設定されており、300 レベルのレコードと同一のレ

コードを含んでいます。また、今後新たなフィールドを追加できるよう、予備のフィールドを追

加してあります。 

! 従来の従業員インポートには変更ありません。既存のフィード ファイルはお客様が変更され

ない限り、引き続き以前と同様にサポートされます。 

設定 

300 レベルの従業員インポート レコードを使っている（または使う予定の）ユーザーなら誰で

もこのレコード セットを使用できます。Concur への HR フィードを編集する理由がある場合

は、レコードタイプ 300 レベルから 305 レベルへ移動することを検討してください。この作業

のサポートが必要な場合は、会社の Concur 担当者に連絡するか、サポートへサービス リクエ

ストを提出してください。 

 詳細は 「Expense – Import and Extract Specifications」 の Chapter 5: 

Employee Import  をご参照ください。 

 

業務目的 

Expense に従業員をインポートする際の柔軟性がさ
らに高くなります。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SPECS/Spc_Exp/ExpIESpc_Chp_5_Emp_Imp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SPECS/Spc_Exp/ExpIESpc_Chp_5_Emp_Imp.pdf
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セクション 4:  Expense Pay 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

全銀支払ファイル抽出の機能拡張 - 実行日が設定可能、従業員支払を集約可能 

※ この機能は、月次リリースより遅れてリリースされる予定です。 

概要  

本リリースより、全銀支払ファイル形式を採

用している日本市場のお客様向けに、 [実行

日] という設定フィールドを新しく設けまし

た。  

[実行日] フィールドはお客様が定める支払期

限であり、従業員への払戻を処理するために銀行が使用します。また、日本のお客様は [実行

日] を使用して内部の財務システムを更新します。 

また、この新機能によって繰り返し発生する同じ受取人への支払いを 1 つの支払取引にまとめる

ことができます。それにより、全銀支払ファイルの抽出を実行する際に、支払いの生成に関連す

る銀行手数料の削減になります。  

全銀支払ファイルについて 

全銀支払ファイル抽出とは、日本の銀行に対する特定の形式で銀行データの抽出をするもので、

日本市場の Concur Professional/Premium のお客様はこれを実装することができます。全銀支

払ファイルはお客様の FTP メールボックスに配信されます。次にお客様は自分の銀行に全銀フ

ァイルを電子送信します。承認済みの経費を請求者に払い戻すため、このファイルには円をお客

様の口座から経費請求者の銀行口座に送金するよう銀行への指示が記載されています。  

NOTE:  全銀支払ファイル抽出はコーポレート カードの送金はサポートしていません。 

業務目的 

全銀支払ファイルを使用するお客様は実行日
の設定ができるようになります。また、全銀
支払ファイルを実行する時に経費精算レポー
トの受取人を統合して支払いを 1 件に集約
できるため、関連する銀行手数料を削減する
ことができます。 
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実行日フィールドの機能 

[実行日] フィールドによって、いつ従業員が銀行から払戻を受けるかを決めることができます。

[終了日] フィールドに終了日を入力することによって、支払バッチを設定します。目的の終了

日を選択し、次に終了日後の +1、+2、+3、+4、または +5 日後となるよう [送信日] フィー

ルドに送信日を設定します。次に送信日後の +1、+2、+3、+4、+5 日後となるよう [実行日] 

フィールドに実行日を設定します。支払バッチを設定すると、システムは従業員にいつ払戻をす

るか計算します。祝日に対応する必要がある場合は、特定の支払バッチの実行日の計算を変更す

ることもできます。  

NOTE:  [実行日] フィールドは計算の一部として [送信日] フィールドの値を使用しているため、 

[送信日] フィールドの値に依存しています。 

例 

終了日が月曜日になるようバッチを設定し、金曜日に従業員の銀行口座に払戻が決済するように

したいと考えています。[終了日] フィールドに月曜日を選択した後、 [送信日] フィールドに 2

日後を設定し、次に [実行日] フィールドに 2 日後を設定します。バッチが月曜日に終了すると、

水曜日に送信され、実行日の値によって決済がいつ行われるかが決定します。この例では金曜日

になります。  

設定 

 この機能の設定と使い方：  

1. Concur は、全銀支払ファイル抽出の有効化をサポートします。サポートをリクエスト

するには、 Concur クライアント サポートに連絡してください。  

2. バッチ定義を作成するには、日本の資金管理口座の詳細を設定した後、次の順に進みま

す。[Expense ツール] ＞ [バッチを構成] ＞ [バッチ定義] ＞ [新規の従業員のバッチ

定義]  

3. 終了日、送信日、実行日を選択します。 
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4. 従業員は [プロファイル] をクリックすると自分の銀行情報を設定することができます。

[自分のプロファイル] ページが表示されます。 

5. [銀行情報] をクリックします。[銀行情報] ページが表示されます。必要な情報を記入

します。 

お客様の定義したスケジュールに従って、バッチ ジョブが支払データを抽出し、形式に則った

全銀支払ファイルをお客さまのエンティティの FTP メールボックスに配信します。お客様は転

送された出力ファイル（全銀支払ファイル）を FTP メールボックスから回収し、日本の銀行に

電子送信します。 

 詳しくは、 Zengin Bank File Extract Fact Sheet をご参照ください。 

Expense Pay カード プログラムのサポートが拡張 

概要  

以下のコーポレート カード会社をサポートす

るため、新しいカード プログラムのサポート

が追加されました：  

• American Express インド - インド ルピー（IND）による発行および支払（このカード

プログラムは、負の支払をサポートしません）  

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。 

業務目的 

インドのコーポレート カードをサポートし
ます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/FactSheets/Zengin_File_Extract_FactSheet_Internal.pdf
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セクション 5:  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。  

 詳しくは Concur 推奨環境をご覧ください。 

 

セクション 6:  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。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/2013/supported_configurations_for_concur_travel_and_expense_client-facing-jp.pdf
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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 11 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., Redmond, 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. 

601 108th Ave NE 
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Bellevue, WA 98004 

 


