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リリースノート – 2013 年 9 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。 

配賦レベルの規定違反を配賦レベルに表示 

概要  

本リリースより、 配賦レベルの規定違反が配

賦の行に直接表示されます。  

 

 

これまでは配賦レベルの規定違反が親経費の入力レベルに表示されていたため、関連する配賦を

すばやく特定できませんでした。本リリースより、規定違反を検知するとページが更新されて規

定違反が表示されますが、 [配賦] のページに留まりますのでユーザーはそのまま必要なアクシ

ョンを行えるようになります。 

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。 

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

業務目的 

規定違反のフラグが立った配賦を、より正確
に特定することができるようになりました。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Allocations.pdf
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監査ルール：旧機能のための同席者関連の監査ルール オプション 

概要   

Concur Expense の旧機能、購買申請をお使

いのお客様のみが使用できる同席者関連の監

査ルール オプションがいくつかあります。こ

れらのオプションは Request で利用可能です。  

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。 

 設定ガイド「Request: Audit Rules」にて詳しく説明しています。  

出張手当：旅程が 30 日以上の場合ユーザーに警告 

概要    

本リリースより、ユーザーが 30 日以上にわ

たる旅程を作成した時に、システムが日程を

確認するよう促すメッセージを表示します。

この [出張手当に関する警告] アラートは下図のとおり表示されます：  

 

この機能は、誤った旅程（多くの場合 30 日を超える）が作成されるのを防止します。ユーザー

に確認を促すことで、サポートによって解除しなければならない旅程が作成されるのを防止しま

す。 

業務目的 

旅程が作成される前に確認をすることによっ
て、旅程がロックされるのを防ぎます。 

業務目的 

新しい Request モジュールで複雑な同席者
ルールを利用することができます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Req/Req_SG_Audit_Rules.pdf
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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: Travel Allowance」をご参照ください。  

処理者は異なるフォームの経費タイプに変更可能 

概要   

本リリースより、レポート審査の際に経費タ

イプを変更できる権限をもつ経費処理者は、

同じフォームでなくても必要に応じてどの経

費タイプでも選択できるようになりました。従来は、システム制限のために同じフォームを持つ

経費タイプしか選択できませんでした（既定、交際費など）。今後は、どのフォームの経費タイ

プでも選択できるようになります。 

NOTE:  固定手当のように手入力での経費タイプ作成が必要なフォームは選択に含まれません。 

例： 経費タイプの変更 - 夕食から会議費（同席者）へ 

下図の経費タイプ [夕食] が [会議費（同席者）] にしていなければならなかったとします：  

 

業務目的 

この追加機能によって、より柔軟なレポート
処理ができます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_TA.pdf
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経費処理者がこのフォームの経費タイプを変更すると、新しいフォームには共通のフィールドが

表示され、新しいフォームに特有のフィールドは追加、新しいフォームに関係ないフィールドは

すべて削除されます。この例では、会社が [交際費] フォームに追加したカスタム フィールドの

他、 [同席者] のグリッドも表示されています：  

 

経費処理者が新しいフォームに対して持っているアクセス権に基づいて変更を行うことができま

す。この例では、経費処理者はいくつかのフィールドを入力できないよう制限されています。ま

た、会議費の同席者情報は入力が必須です。入力できるフィールドにすべて入力して本来の作成

者にレポートを差戻して完了します。経費処理者がレポートの分割機能を使って一部の経費を承

認し、その他の経費を従業員に差戻して完了する場合もあります。 

元に戻す場合 - 消去されたフィールド データの取得  

経費タイプの変更を元に戻さなければならない場合、異なるフォーム間で共通のフィールドには

元の値が表示されます。しかし、最初の変更で削除されたフィールドは元の値を取得しません。

その値は監査証跡に記録されますので、経費処理者はこれを参照して元のレポートを再現します。 

ベスト プラクティス：規定違反のあるレポートを阻止 

この新しい機能で経費処理者がエラーを修正することにより意図しないエラーが会社の満足いく

レベルに減少するまでは、ワークフロー ステップ設定の [続行不可能な規定違反のあるステップ

を終了可能] を無効にしておいてください（この機能については 8 月のリリース ノートで説明
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しています）。この機能を無効にしておくと、続行不可能な規定違反が解決するまでレポートは

次のワークフロー ステップに移ることができません。それにより経費処理者にエラーのあるこ

とを警告し、会社の財務システムに悪影響を及ぼすレポートの提出を防止します。 

設定   

必要に応じて特定のワークフロー ステップに設定するには、 Expense の担当者に依頼してくだ

さい。 

 

また、特定のフィールドに対する経費処理者のアクセス権を変える必要がある場合は、 Concur

に依頼してください。 

 詳しくはユーザーガイド「Expense: 経費処理」をご参照ください。  

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_EXP/UG_Exp/Exp_UG_Processor-jp.pdf


 

Concur リリース ノート ページ 11 Expense 

2013年 9月 Concur をお使いのお客様 

会社請求の取引明細書： 取引明細書の期間終了後に提出可能 

概要   

取引明細レポートに含めたい取引が、取引明

細書の期間（レポートが提出されるべき期

間）を過ぎてから Expense にインポートさ

れることがしばしばあります。そういったケ

ースに許容範囲を与えるため、法人カード管理者は取引明細書の期間終了後から一定の期間まで

取引明細レポートの提出を許可することができます。こうすることにより、ユーザーが取引明細

レポートを提出する際、取引明細書の期間終了後に取引が到着した場合でも取引が含まれること

を知らせることができます。 

機能説明  

この機能は、 [会社請求の取引明細書ユーザーが取引明細レポートを提出できる取引明細書の期

間終了日よりも前の日数] の設定の名前とその裏にある論理を変更することで実現しています。 

変更は以下のとおりです：   

• 従来の動作： 値は取引明細書の機関の終了前 X 日を設定する正の整数のみ 

• 本サービス リリースの動作： レポートが提出されるべき期限を取引明細書の期間終了

日の前または後のいずれかに指定することができます。こうすることによって取引明細

レポートを期間終了日まで強制的に保留することができ、取引明細の周期の終わりに作

成される課金の到着を待つことができます。 

この再構成した設定 [会社請求の取引明細書ユーザーが取引明細レポートを提出できる取引明細

書の期間終了日よりも X 日 <前; 後>] は下図のようになります： 

 

業務目的 

取引明細レポートを指定の期間内に含める場
合の許容度が広がりました。 
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例 

取引明細書の期間内にレポートに含むべき取引が定期的に遅い到着になる場合は、レポート提出

日を期間終了日の後に延長することができます。管理者がこの設定を調整することによって、意

図した取引明細書の期間にレポートを含めることができない問題を解決することができます。 

例として、上図では管理者が取引明細書の期間終了日より 2 日後にレポートの提出日を設定して

います。こうすると、取引明細書の期間終了日より 2 日以内に提出されたレポートはすべてこの

取引明細書の期間に含まれます。 

設定  

提出できる期間が取引明細書の期間終了日の前か後のいずれか、およびその日数を設定する以外

は特に設定は必要ありません。  

 詳しくは 「Expense: 法人カードと会社請求の取引明細書管理」をご参照ください。  

監査ルール：旧機能のための同席者関連の監査ルール オプション 

概要   

Concur Expense の旧機能、購買申請をお使

いのお客様のみが使用できる同席者関連の監

査ルール オプションがいくつかあります。こ

れらのオプションは Request で利用可能です。  

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。 

設定ガイド「Request: Audit Rules」にて詳しく説明しています。  

業務目的 

新しい Request モジュールで複雑な同席者
ルールを利用することができます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Exp_UG_Co_Card_Admin-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Req/Req_SG_Audit_Rules.pdf
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ワークフロー：レポートの続行阻止  原価承認および予算ワークフローにも拡張  

概要   

続行不可能な規定違反がレポートに存在する

時に承認者や経費処理者が処理を続行しない

ようブロックする機能が、本リリースより原

価対象の承認と予算のワークフロー タイプにも拡張されます。 

これは原価対象の承認と予算のワークフロー ステップに [続行不可能な規定違反のあるステップ

を終了可能] のチェック ボックスを追加することによって実現しました。 本リリースより管理

者はステップを開いてこの機能を選択（有効）または空欄（無効）にすることができます。 

  

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。 

 詳しくは設定ガイド「Expense: ワークフロー（概要）」をご参照ください。  

業務目的 

レポート続行阻止の機能を原価承認および予
算ワークフローにも拡張しました。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Exp_SG_Workflow_General-jp.pdf
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税管理： 領収書オプションをユーザーに選択させるため空欄に設定する  

概要  

本リリースより、付加価値税のある国のため

に、 [領収書ステータスの既定オプション] 

のリスト項目から [領収書あり] や [領収書なし] の他に [既定なし] を選択することができるよ

うになりました。管理者が [既定なし] のリスト項目を選択すると、 [領収書ステータス] フィ

ールドに値が自動入力されることはありません。こうすることによって領収書ステータスを選択

する時にユーザーに選択させることになります。 

 この機能を設定にするには： 

1. [Expense 管理] ＞ [税管理] の順に進みます。 

2. [従業員関連の構成] タブをクリックします。  

3. [領収書ステータスの既定オプション] の列から [既定なし] を選択します。 

 

4. [保存] をクリックします。 

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。 

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

業務目的 

[税管理] ページの領収書オプションにもう
一つの既定が追加されました。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_VAT.pdf


 

Concur リリース ノート ページ 15 Expense 

2013年 9月 Concur をお使いのお客様 

車両走行設定：不特定グループを使用可能  

概要   

本リリースより、車両走行構成に直接関連す

る不特定グループの階層を作成することがで

きます。また、これはプロファイルに基づく

車両オプションを経由して各ユーザーにも関連します。これまで、ユーザーはグループを指名す

ることしかできず、またそれらは直接作成したり設定したりすることができませんでした。  

本サービス リリースで機能が以下の通りに変更されます：  

• これまで、車両走行経費は指名したグループのグループ レベルで国と車両タイプに基づ

いた払戻が行われていました。 

• 本リリースより、車両走行構成の割り当てに対して階層ツールで従業員連結リストを使

った不特定のグループを作成することができます。これにより、車両走行構成で階層ノ

ードに直接アクセスして選択することができます。 

下図は、 車両構成のステップ 1 を表示しています。 [階層] で作成された階層のツリー構造から 

[Global-PSO] グループが選択されています。 

業務目的 

車両走行構成のグループへの割り当てをより
使いやすく改善しました。 
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設定 

 この設定をするには：  

1. [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [サイト設定] に進みます。  

2. [車両走行構成に指名グループを使用] のチェック ボックスを空欄（無効）にします。 
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3. [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [車両走行構成] に進みます。このグループ リストの項

目に基づいたレートを選択することができます。  

グループ リストの選択をするとすぐに、新しく不特定のグループが作成されます。これにより

車両走行構成がレートと結びつき、車両走行構成への変更を最小限にします。 

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

Expense Pay UK：走行距離レートの変更が実施されました  

概要  

本リリースより、下記のとおりに推奨燃料比

が変更されました：  

• ガソリン 1401cc - 2000cc が 0.17 から 0.18 へ 

• ガソリン 2000ｃｃ 以上が 0.25 から 0.26 へ 

• ディーゼル 1601cc - 2000cc が 0.14 から 0.15 へ 

変更は 2013 年 9 月 1 日から有効です。すべてのお客様に影響します。 

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。 

 

  

業務目的 

英国の走行距離レートが更新されました。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Car_Config.pdf
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セクション 3:  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。  
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セクション 4:  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イス 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 
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