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リリースノート – 2013 年 2 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:  Client Suggestions Forum からの改善要望 

下記は Concur's フォーラムの Concur's Suggestion サービス（現在日本では利用できませ

ん）に投稿された改善要望です。これらは今回のリリースに含まれています。 

•  [承認して転送] と [承認者に送信] の際のコメント追加 

処理者および承認者ロールを持つユーザーは、他の承認者を追加する際、レポート

に任意のコメントを追加することができます。承認者は [承認して転送] 、処理者は 

[承認者に送信] のボタンでこの操作が可能です。ダイアログ ボックスのデザイン変

更により、2 つのステップが 1 つになり、レポート承認作業をより素早く行うこと

ができるようになりました。 

 このセクションは各変更について簡単に説明しています。詳細情報は当ドキュメン

ト内の個別セクションをご確認ください。 
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セクション 2:  今後登場する機能と注意事項 

Expense 製品の機能と注意事項について、下記をよくお読みください。 

3 月リリース予定の内容 

下記の機能は 3 月のサービス リリースに含まれる予定です。機能およびリリース日は変更さ

れる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 

ユーザー プロファイル - E メール アドレス セクション 

今後登場する機能に合わせて、ユーザー プロファイル画面表示と機能性に若干の変更があり

ます。  

領収書ストアおよび Concur Open Booking に E メールの検証処理が追加されます。この機

能は、 plans@concur.com に Concur 出張プランを送信し、receipts@concur.com に領

収書を送信する固有の E メールアドレスであることを検証します。 

ユーザーは E メールアドレスを 5 つまで追加することができます。 

画面表示の例： 

 

現在お使いの領収書ストアの E メール検証処理は撤廃する予定ですのでご了承ください。今

後は、ユーザー プロファイルでのみ E メール アドレスの検証を行います。 

 

mailto:plans@concur.com
mailto:receipts@concur.com
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セクション 3:  Expense 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

原価対象の承認者への表示制御 

概要 

従来は、経費精算レポートの行項目を審査する時に、原価対象の承認者には他の承認者が持

っている原価対象とレポートの総額が見えていました。本リリースから、原価対象の承認ス

テップの際に表示させるものを制御する設定が追加されます。原価対象の承認者がレポート

を開くと、その承認者のための行項目と原価対象の総額だけが表示されます。 

なおこの設定は、他の原価対象の情報をすべて非表示にするようには設計されていません。

原価対象の承認者が自分の項目に注視しやすいよう、他の情報を表示されないようにフィル

ターしているだけですので、原価対象の承認者が申請の全体を見たい場合は、印刷機能を使

えば印刷用レポートに記載されているすべての詳細を見ることが可能です。 

構成 

この設定を使用したい場合は Concur クライアント サポートにお問い合わせください。 

[承認して転送] と [承認者に送信] の際のコメント追加 

概要   

処理者および承認者ロールを持つユーザーは、

他の承認者を追加する際、レポートに任意の

コメントを追加することができます。承認者

は [承認して転送] 、処理者は [承認者に送

信] のボタンでこの操作が可能です。ダイアログ ボックスのデザイン変更により、2 つのス

テップが 1 つになり、レポート承認作業をより素早く行うことができるようになりました。 

機能の目的 

別の承認者を追加し、経費精算レポートにコ
メントを追加するステップが簡略になりま
す。 
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機能の説明 

下図は承認者がレポートを開いて [承認して転送] をクリックしたところです。図が示す通

り、 [レポートを承認して転送] のダイアログ ボックスでコメントを追加することができま

す。 

 

処理者には、承認者をワークフローに追加する際に [承認者に送信] をクリックすると、同

様のダイアログ ボックスが表示されます： 
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構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

ヘルプ ＞ トレーニング リンクのリダイレクト URL オプション 

概要   

代替のトレーニング サイトをお持ちのお客様

は、[ヘルプ] ＞ [トレーニング] のリンク先

を指定したページに設定することができます。

会社特有のページを作成するために Concur トレーニング サービスをご利用のお客様に便利

です。また、この機能のためのリンク先の会社ページを作成する際にも便利です。 

下図の通り、 [トレーニング管理] に新しく設けられた [代替 URL] タブのオプションを使

います 。 

 

ユーザーへの表示 

設定完了後は、ユーザーが [ヘルプ] ＞ [トレーニング] リンクをクリックすると指定した

URL へ移動し、新しいページを表示します。  

構成  

この機能を設定するには、トレーニング管理者ロールが必要です。 

機能の目的 

ユーザーを適切なアプリケーション トレー
ニングへ誘導することができます。 
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 リンク先を指定するには： 

1. [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [トレーニング管理] に進みます。 

2. [トレーニング構成] の画面で、 [代替 URL] タブをクリックします。 

3. リンクをクリックしたときに開きたいアドレスを、標準の URL 構文を使用して（エ

ラーがあればシステムから注意があります）入力します。 

 

4. [保存] をクリックします。 

5. ブラウザの接続をリセットして新しい情報に更新するため、一度ログアウトして再

度ログインします。そして [ヘルプ] ＞ [トレーニング] リンクを確認してください。 

 詳しくは 共通： 設定ガイド「トレーニング管理者」 をご参照ください。 

従業員の更新と同席者レコードの更新が同期します。 

概要  

従業員の "システム" 同席者レコードを使用

している会社は、インポートや [ユーザー管

理] によって従業員を更新すると同時に、従

業員に紐づく同席者レコードを自動的に更新することができます。これを行うことにより、

従業員の同席者レコードを一定に保つことができ、レコードの重複を防止することによって

分析レポートの質を上げることができます。 

機能の目的 

Expense 内の従業員ごとのレコードをメン
テナンスしやすくなりました。 
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機能の説明 

1 月のサービス リリースで追加された、会社の従業員全員を検索して同席者を追加できる機

能を拡張したものです。従業員が同席者として選択されると、システムは自動的にその従業

員の同席者レコードを作成します。  

本リリースより、管理者がシステム レコードの従業員の ID、姓、名、を更新するようなイ

ンポートを行ったり、 [ユーザー管理] での編集を行ったりすると、関連する同席者レコー

ドも更新されます。  

構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

 詳しくは、2013 年 1 月の Expense リリースノートをご参照ください。 

ユーザー インポート: クレジット カード インポートに新しいフィールドを追加 

概要   

クレジットカード ユーザー インポートのテ

ンプレートに新しいフィールドが追加されま

した。インポートの際に追加の口座情報をユ

ーザーに持たせることができます。[会社請求取引明細書レポート] を導入している会社のユ

ーザーのためのフィールドです。 

新しいフィールドは下記の通りです。 

• カード タイプ 

• 有効期限 

• 請求住所 

• 請求都市 

• 請求州 

• 請求郵便番号 

• 請求国コード 

• Travel と口座を同期 

機能の目的 

インポートの際に追加の口座情報をユーザー
に持たせることができます。 
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下記のフィールドは、会社請求の取引明細書をご利用のお客様にのみ適用されます： 

• カード プログラム タイプ 

• カード プログラム国 

• カード プログラム発行元 

• カード プログラム名 

機能の説明 

この機能は、ユーザー管理ツールのユーザー インポート機能を使用してデータをインポート

することで動作します。 

 

構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

 その他の情報については、 ユーザーガイド「ユーザーインポート」 および 設定ガ

イド「請求取引明細書レポート」 をご参照ください。 

領収書ストア：ギャラリーのリフレッシュ ボタンを追加 

概要  

領収書ストアの機能を使用する時に、ユーザ

ーは [リフレッシュ] ボタンをクリックして

領収書イメージの表示を更新することができます。領収書イメージを追加し、その結果をす

機能の目的 

領収書イメージの表示スピードが速くなりま
す。 
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ぐに確認したいときに役立ちます。イメージが表示されるまで若干の処理遅延が生じること

もありますが、ページ全体をリフレッシュする必要はなく、 [リフレッシュ] ボタンをクリ

ックするだけで安全に同様の操作を実行できます。 

機能の説明 

この機能は、Concur イメージングサービスへの呼び出しを行って、進行中の領収書イメー

ジ表示セットにギャラリーが開かれた後に追加されたイメージを補うべきかどうかを判断す

ることで動作します。 

ボタンは下図の通りに表示されます： 

  

構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

 詳細は Expense:  設定ガイド「領収書の取り扱い – 領収書ストアと行項目の領収

書」  をご参照ください。 

仮払申請：通貨が同じ経費のみを仮払申請に適用 

概要  

本リリースから、仮払申請の通貨と一致して

いる経費のみを関連付けることができます。

これを行うと、同じ通貨の経費仮払申請に配

賦できます。為替レートの検索など、ユーザ

ーによる入力は必要ありません。システムが自動的に一致する通貨の経費を仮払申請に適用

し、その他の通貨は適用しません。 

機能の目的 

この機能によって、仮払申請の配賦時に、一
致しない通貨を外す手間が省けます。 
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構成  

この機能はグループ構成ツールを使って設定します。[管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [グルー

プ構成] ＞ [Expense] タブに進みます。         ポリシーを選択し、[修正] をクリックして 

[グループに対する構成] ダイアログ ボックスを開きます。 

 

[一致する通貨のみに仮払申請を適用] のチェック ボックスをオンにして、 [保存] をクリッ

クするとこの機能が有効になります。 

NOTE: 次のセクションで説明する新しい機能 [仮払申請から経費入力単位を除外する] とと

もにこの機能を使用することができます。その場合は、[仮払申請から経費入力単位

を除外する] を選択することもできますし、あるいは除外しない設定にすれば、 シ

ステムは "除外されない" 仮払申請と通貨のマッチング チェックを実行します。 

 詳しくは 設定ガイド「Expense:  購買申請」 をご参照ください。 

仮払申請：仮払申請から経費を除外する 

概要  

経費精算レポート上で経費入力を作成する際

に、立替払の経費を仮払申請から除外するこ

とができます。このアクションによって、そ

の従業員の仮払申請に対して経費が配賦されるのを防ぐことができます。  

下図では、経費作成の際に入力フォーム内の [仮払申請から除外する] をオフにしています。  

機能の目的 

より柔軟に仮払申請の作業ができます。 
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このフィールドは、入力フォームに表示されます。 

NOTE: 前のセクションで説明した新しい機能 [一致する通貨のみに仮払申請を適用] ととも

にこの機能を使用することができます。その場合は、[仮払申請から経費入力単位を

除外する] を選択することもできますし、あるいは除外しない設定にすれば、 シス

テムは "除外されない" 仮払申請と通貨のマッチング チェックを実行します。 

構成 

この機能を有効にするには、Concur にサービスリクエストを提出してください。 

 詳しくは 設定ガイド「Expense:  購買申請」 をご参照ください。 

Danish & Norwegian Travel Allowance:Optional Support for Negative 

Deductions on Partial Travel Days 

※こちらは日本非対応機能に関する情報です。 

Overview  

A negative allowance is now optionally 

permitted under Danish and Norwegian 

travel allowance for travel under a partial 

day where provided meals deduct more than the day’s allowance.The intent is that 

while the individual day and provided meals result in a negative allowance, the 

overall trip will result in a positive balance to the user. 

Business Purpose 

This enhancement provides additional 
flexibility when working with partial day 
travel in these countries. 
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Configuration 

This is an optional new setting available only with the Norwegian or Danish travel 

allowance modules.You must enable this new setting to use this feature, and 

existing clients will see no change in behavior unless they change their configuration 

to enable this option. 

 Refer to the Norwegian and Danish Travel Allowance guides for more 

information. 

Central Reconciliation:Work With CR Invoices in Expense Interface 

Overview   

With this release, invoices generated by 

Central Reconciliation (CR) can now be 

displayed within Expense.Along with this 

feature, the employee and manager 

within Expense can now work with directly these invoices.This is made possible by a 

new setting available in all workflows (via policies), any of which will now support 

your company paid transactions.This means that simple invoices can now be worked 

with within Expense and the user and manager who can best rectify any issues will 

now have direct access.  

For example, some business units require the user to review the CR invoices, and in 

others, the manager to approve them.Disputed transactions may need exposure to 

users who can resolve them within the Expense user interface, freeing the CR 

Processor who may not have the context to work with the specific transaction(s). 

Configuration:Enabling Within the Policy 

To enable a policy to allow CR invoices view within Expense, click Administration > 

Expense Admin > Policies and select the Show Central Reconciliation Invoices in 

Expense check box as shown in the figure below: 

Business Purpose 

This enhancement lets users and 
managers work with invoices directly in 
Expense, and lets the CR Manager route 
these invoices to users who can best 
resolve any issues. 
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Configuration:Workflow Flexible Configuration 

From a configuration standpoint, there is no longer a pre-requisite to use the 

standard CR workflow.Clients can now opt in using another, different Expense 

workflow.The workflow must have a CR Processor approval step, and can have none, 

part, or all of the employee submission and manager approval steps. 

 

Changes to Submit Action – Now Configurable  

While CR Invoices were previously automatically and systematically submitted in the 

workflow after being reconciled, this auto-submission can now be restricted (useful 

whenever a client wants the employee to manually submit).In use, the auto-

submission can be conditioned much the same way an audit-rule is.  

For example, assume a client wants their employees to save time by only reviewing 

those CR Invoices having an Exception level higher than 50.Now, all other invoices 

will be directly submitted. 
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What the User and Manager See 

Once enabled, the user and manager can now draw on a display of invoices similar 

to any report in Expense.In the figure below, the invoice appears within the familiar 

View Reports link:  

 

Central Reconciliation will continue to automatically reconcile invoices according to 

the Request ID or the Employee ID, and orphaned invoices may be reconciled by the 

CR Processor role using the Unmatched Invoices page.However, once reconciled, 

the option of having employees review and submit the transactions, and the 

Expense Approver role control these actions just as with any report. 



 

Concur リリース ノート ページ 18 Expense 

2013年 2月 Concur をお使いのお客様 

Finally, the end of the process remains the same, where the CR Processor’s final 

approval routes the centrally reconciled invoices to be part of the Standard 

Accounting Extract. 

 Refer to Central Reconciliation Setup Guide for more information. 
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テスト ユーザーが削除できるデータを追加 

概要   

本リリースから、テスト ユーザーが 

Expense を操作する際に削除できるデータが

追加されました。この機能は、環境をテスト

する際にテスト  ユーザー ロールを使って作成したデータを削除できる権利を増やすために

設計されました。 

テスト ユーザーが削除することのできるデータは次の通りです： 

• 法人カード取引 

• 出張セグメント（経費精算レポートを作成していないもの） 

• E-Receipts (Smart Receipts) 

NOTE: テスト ユーザーは上記のデータを削除できるようになりますが、非テストユーザー

（通常の Expense ユーザー）は今後も制御されます。 

構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

 詳しくは Expense: ユーザー ガイド「テスト ユーザー」 をご参照ください。 

機能の目的 

テスト ユーザーにデータのコントロール権
を追加しました。 
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セクション 4:  Expense Pay 

※こちらは日本非対応機能に関する情報です。 

The following features are included in this service release. 

Payment Manager:Cash Advance is Now Available  

Overview  

The Cash Advance feature now allows 

clients who use the Expense Pay service 

for expense reimbursement to pay their 

employees with approved cash advance requests. 

Cash Advance requests paid by Expense Pay are handled in a dedicated payment 

batch.This allows clients to utilize different scheduling, funding, and/or accounting 

attributes.  

How This Works 

The following requirements must be met before using this feature: 

NOTE: You must be using Expense Pay before the cash advance feature can be set 

up for a group. 

• The Cash Advance feature must be enabled for the entity 

• Expense Pay is enabled with at least one Employee batch definition created 

• Users must belong to an expense group for which a Cash Advance batch 

definition exists 

 To set up a cash advance: 

1. On the Payment Manager > Batch Definitions page, click New Cash 

Advance Batch Definition. 

NOTE: This is only visible if the Cash Advance feature is enabled. 

Business Purpose 

This enhancement provides additional 
expense reimbursement capabilities. 
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2. On the Cash Advance Batch Definition page, enter the appropriate 

information in each field. 

 

 

Field  Description  

Batch Name  Type the display name for this batch definition.The display 

name appears on the View Batches page and is passed on the 

funding debit.  

Reimbursement 

Method  

Select Expense Pay.  

Available For  Select the Expense Group(s) to which this batch definition 

applies.  

NOTE:This is an all-or-nothing functionality by expense 



 

Concur リリース ノート ページ 22 Expense 

2013年 2月 Concur をお使いのお客様 

Field  Description  

group.Therefore, either all employees in the group receive cash 

advances via Expense Pay or none of them receives cash 

advances through Expense Pay. 

Funding Account  Select the payer bank account for payment demands in this 

batch.  

Allow Employee to 

Modify their Bank 

Information  

NOTE:This field only appears if you choose to add or modify an 

employee batch definition.  

Liability Account Code  This accounting code appears in the Standard Accounting 

Extract Liability Account Code field for payments made with this 

batch definition.  

Cash Account Code  This accounting code appears in the Standard Accounting 

Extract Cash Account Code field for payments made with this 

batch definition.  

Schedule  Select the desired schedule for the batch definition.The 

scheduling will be the same as any other cash payment for that 

entity and funding account. 

Send Date The date the system sends the payment demands for 

processing. 

3. When finished, click Save. 

Cash Advance requests for employees in the expense group who have 

confirmed bank account information will receive their cash advance 

disbursement in their bank account via Expense Pay. 

Email Notification:Cash Advance Payment Completed Successfully 

When a cash advance payment is successfully completed, the following email 

notification is sent out: 

Cash Advance Payment Completed Successfully  

Expense Pay has arranged payment of your cash advance named <Cash Advance 

Request Name>. 
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Amount:<amount>  

Projected Payment Date:<date>  

Link To Concur Expense: 

http://<link> 

Configuration 

No additional configuration is required to use this feature. 

Monitor Payees:A Cash Advance Tab is Now Added  

Overview  

A new tab called Cash Advance Payees 

is now added to the Monitor Payees 

section of the Payment Manager. 

The Reimbursement manager uses the Cash Advance Payees tab to investigate 

the payment status of a specific expense report. 

 

Configuration 

No additional configuration is required to use this feature. 

Payment Manager - View Batches:Cash Advance List Item is Now 

Available  

Overview  

Business Purpose 

This enhancement updates the Payment 
Manager with a new functionality. 

Business Purpose 

This enhancement expands the selection 
of types that the client can search for in 
the View Batches tab. 
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In Payment Manager > Monitor Batches > View Batches, the Cash Advance list 

item is now added as a search criteria when the Payment manager is searching for 

historical cash advance batches. 

 

Configuration  

No additional configuration is required to use this feature. 

Payment Manager:Reverse Client Pay Functionality is Now Added  

Overview  

The Reverse Client Pay functionality has 

now been moved from the 

Reimbursement Manager to the 

Payment Manager > Monitor Payees > Report Payees page.  

Business Purpose 

This enhancement updates the Payment 
Manager with a new functionality. 
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Configuration 

No additional configuration is required to use this feature. 

Bank Information:Cash Advance Demand Statuses Are Now 

Automatically Updated 

Overview  

If a client is using Cash Advance feature 

and he/she updates and saves bank 

account information, the system 

automatically updates the Cash Advance 

demand so that it reflects the previous status of the demand. 

Configuration 

No additional configuration is required to use this feature. 

Business Purpose 

This enhancement automatically updates 
the cash advance status when the users 
update their bank information. 
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セクション 5:  ジョブ 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

勘定抽出のクレジット カード番号を一部非表示にする 

概要   

勘定抽出から受け取るクレジット カード番号

を一部非表示にする新しいオプションが追加

されました。この機能はクレジットカード 番

号の全桁を表示したくないお客様をサポートする目的で設計されました。番号を全桁表示す

る代わりに、最初の 6 桁と最後の 4 桁を表示します。 

ユーザーへの表示 

下記のように、最初の 6 桁と最後の 4 桁を表示します： 

• 123456******9876 

新規のお客様にはこの表示が初期設定になりますが、従来からのお客様には今まで通りの表

示になります。この機能をご希望の場合はサービス リクエストを提出してください。 

クレジット カード番号が全桁必要なアプリケーションでこの機能を使用する場合は 

この機能を有効にすると、抽出元から出力されるすべてのクレジット カード番号が一部非表

示になります。そのため、クレジット カード番号が全桁必要なアプリケーションのファイル

を使用することができなくなります。そういったアプリケーションは、クレジット カード会

社への支払ファイルを生成します。クレジット カード会社へ払戻する必要がある場合、直接

カード会社へ払い戻すには Concur Pay オプションを使用するか、あるいはサービス リクエ

ストを提出して設定を変更し、口座番号の全桁を受け取れるようにする必要があります。そ

の設定にすれば、クレジットカード番号は Concur で内部的に処理されますので、お客様が

カード番号の全桁を受け取ることはありません。 

構成  

この機能を有効にするには、Concur にサービスリクエストを提出してください。 

機能の目的 

PCI 規格に準拠していないクライアントのた
めに、セキュリティの柔軟性を高めます。 
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セクション 6:  ドキュメントアップデート 

※こちらは日本非対応機能に関する情報です。 

The following documentation changes are included in this service release. 

New Client Admin Release Summary Document 

Overview  

Clients can now take advantage of a new 

document summarizing Concur's monthly 

feature set.This new document, the 

Client Admin Release Summary, is an abbreviated list with short descriptions of each 

feature.By reviewing this document the client can quickly determine what features 

to further investigate.This information has been available for Expense for some time 

and has now been expanded to other areas. 

 

Where to Find the Client Admin Release Summary 

Clients can find this document in one of two ways: 

Business Purpose 

This enhancement provides a quick 
overview of the key changes, reducing 
the time it takes to review. 
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• Using the Expense Admin Help:Clicking Help > Expense Administration 

Help opens the help system - use the upper-left link to open the summary 

doc: 

 

(Other administration help modules have similar links.) 

 

• Concur Client Central:Log in, then proceed to Resources > Release Docs > 

Client Admin Release Summary 
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セクション 7:  サポートしている構成 

本リリースでサポートしている構成は下記のとおりです。  

本リリースにおける動作確認 

Firefox ｖ. 17.0 のサポート 

本リリースでは Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Firefox 

17.0 のサポートを保証しています。 

Google Chrome v. 24.0 のサポート  

本リリースでは Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Google 

Chrome 24.0 のサポートを保証しています。 

Safari 6.0 と Mac OS X 10.8 のサポート 

本リリースでは Mac OS X 10.8 にインストールされた Safari 6.0 のサポートを保証してい

ます。 

今後予定されている動作確認 

Internet Explorer v. 10.0 と Windows 8 のサポート 

Microsoft Windows 8 にインストールされた Internet Explorer 10.0 のサポートは今後の

リリースに含まれる予定です。 

Firefox v. 18.0 のサポート  

Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Firefox 18.0 のサポート

は今後のリリースに含まれる予定です。 
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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。 

 

2013 年 2 月 Travel & Expense 

 

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。 

発行元：Concur Technologies, Inc.18400 NE Union Hill RoadRedmond, Washington  

98052 

 


