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リリース ノート 

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。 

付加価値税: 経費処理者向けの変更点 

概要 

[税率] リストには税務局に使用する税率タイプが入力されているため、少々複雑です。たとえ

ば英国では利用可能な税率タイプに [標準]、[軽減]、[免除] などがあります。  

従来は、経費処理者が [税率] リストから異なる税率タイプを選択することができました。 

 

多くの場合、選択した経費タイプに対して正しい税率タイプが表示されていないため、処理者が

ここを変更します。処理者は、システムに税額を再計算させようとして正しい税率タイプを選択

するのですが、残念ながらそういう仕組みにはなっていません。税率タイプの変更を行っても、

税額や還付額の再計算は行われないのです。この操作は単に会計抽出の際に表示される税率タイ

プの名前を変更しているにすぎません。  

実際の税額を変更することは可能ですが、税率タイプを変更するには税管理設定の経費タイプと

税率タイプの対応付けを変更するしか方法がありません。 
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このような理由から、 [税率] フィールドが今後は読み取り専用になります。また、もう一つの

読み取り専用フィールドが追加されます。[税率 %] です。これは付随する税率のパーセンテー

ジを表示します。 

 

目的と利点 

この機能変更により二つの問題が解決します: 

• 経費タイプと税率タイプの対応付けを修正するための適切な方法（税の構成を修正す

る）へ導き、混乱を招くことがなくなります。  

NOTE:  処理者は Concur 管理者に対応付けに問題があることを連絡してください。管

理者が税構成を変更すると、処理者は経費を開いて保存することができるように

なります。設定の変更は直ちに反映されます。 

• 会計抽出とお客様の使用している財務パッケージの間の意図しない入力の不一致が解消

されます。 

ユーザーへの表示 

ユーザーに対する表示に変更はありません。 

設定および有効化 

この機能は自動的に有効になります。有効化したり、設定を行う必要はありません。 
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セクション 2:  Expense  

仮払申請： 新機能が利用可能になりました 

概要   

仮払申請の機能が強化されました。さらなる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: 

 利用可能な仮払申請へのリンクを示すプロンプトをレポート作成時に表示 

 レポートにリンクされた仮払申請の現時点での残高 

• 既定の仮払申請フォームに新フィールド（[目的]）追加 

• 未提出の仮払申請に [保存] ボタン 

 

• 新ボタン [従業員へ差戻し] および従業員が再提出できる新機能 
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• 仮払申請管理者は、仮払機能を有効にしていなくてもユーザーをまとめて仮払を発行す

ることができるようになりました。ユーザーは発行された仮払を使用することができま

すが、追加の申請をすることはできません。 

• すべてのユーザーに対して仮払申請リストのテーブル レイアウトが一部変更になります。 

新しい設定オプション 

フォームとフィールド： 

• 設定済みのフィールドを変更するための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（すべての仮払申請フォームに既定で追加されています） 

 出張開始日 

 出張終了日 

 申請した出金日 

 場所（都市） 

• フィールド レベルのアクセス権を持った新しいユーザー ロール（仮払申請管理者） 
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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。  

既知の問題: 仮払申請の発行 - お読みください 

仮払申請管理者が仮払を発行する際、新フォームが表示されないため、管理者が必要に応じて

（フィールド レベルで修正のアクセス権が許可されている場合）フィールド値を変更すること

ができません。  

フィールド値を変更しなければならない場合は、仮払を発行する前に次のアクションを行ってく

ださい。発行してしまうとフォーム フィールドの編集ができなくなります： 

1. 発行を保留している仮払申請を選択し、次に [詳細の表示] を選択してフォームを開き、

フィールドを表示します。 

2. 必要に応じてフォーム フィールドを確認し、編集します（編集のアクセス権が必要で

す）。 

3. フォームを保存します。 
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4. 保存した発行保留中の仮払申請を選択し、次に [発行] を選択します。 

通常の画面が表示されますので、確認して必要に応じて為替レートを変更し、仮払を発行します。

仮払が発行されると、フォームの値はロックされ、編集できなくなります。 

NOTE:  この問題は 2 月に修正される予定です。 

メールによる備忘通知:   

• メールによる備忘通知ルールで新しく仮払申請フィールドが利用可能になります:  

 

目的と利点 

この機能強化により仮払申請が Expense でさらに使いやすく、見やすくなります。 
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ユーザーへの表示 

未使用の仮払がある場合は、新しいレポートを作成する時に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:  

 

経費精算レポートには、現時点での仮払の残高が表示されます。 
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その他の機能の追加とともに仮払申請管理ツールが更新されています。[保留中の発行] タブが 

[仮払申請] へと名称を変更し、検索機能が追加されました。仮払申請管理者はさまざまなフィ

ールドで仮払申請を検索することができます:  

• 特定の従業員情報（従業員名など） 

• 申請日 

• 申請金額 

• 開始日 

• 終了日 

• 申請した出金日 

• 勘定科目コード 

• 仮払申請キー 

• グループ  

• 仮払申請のステータス 

 

設定および有効化 

NOTE: この機能は Concur Expense をお使いのお客様および Concur Expense と Concur 

Request を組み合わせてお使いのお客様にご利用いただけます。  
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自動的に利用可能になる機能 

「自動的に適用される更新」に挙げられた機能はすべて自動的に有効になっています。有効化し

たり、設定を行う必要はありません。 

仮払申請フォーム 

支援を受けるには、 Concur クライアント サポートにご連絡ください。 

新しい仮払申請フォームにアクセスするには、 [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [フォームとフィ

ールド] （左側メニュー）の順にクリックします。  

 

[フォーム タイプ] リストの [仮払申請] をクリックします。 

メールによる備忘通知 

新しい備忘通知を作成するには、 [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [メールによる備忘通知] （左

側メニュー）の順にクリックします。  

追加情報  

 さらに詳しい情報は、設定ガイド「Expense: Cash Advance」、「Expense: Forms 

and Fields」 または 「Expense: Email Reminders」をお読みください。  

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Cash_Advance.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Forms_Fields.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Forms_Fields.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Email_Reminders.pdf
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会社からのお知らせ: 従業員グループごとの設定が可能 

概要 

本リリースより、会社からのお知らせメッセージをグループごとに設定することができるように

なります。特定のグループに向けた情報を提供できます。たとえば、セールス グループのユー

ザーにのみセールス関連の情報を表示します。  

これを実現するために [会社からのお知らせ] ページに必須のフィールド [適用先] が新しく設

けられ、その情報を表示するべきグループを選択できるようになりました。 

 

目的と利点 

この機能拡張により特定のメッセージを特定のグループのユーザーに直接表示することができる

ようになります。 

NOTE:  リリース時に、既存のメッセージはすべてグローバル グループに割り当てられます。

リリース後に既存のメッセージにアクセスし、必要に応じて目的のグループに割り当て

てください。   
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ユーザーへの表示 

自分のグループに対して設定された会社からのお知らせが表示されます。 

管理者への表示 

NOTE: 会社からのお知らせ機能を使用しているすべての Concur 製品にこの変更が適用されま

す。次の例は Expense のプロセスを示しています。 

 グループに固有のメッセージを作成:  

1. [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [会社からのお知らせ] （左側のメニュー）の順にクリッ

クします。 

2. 通常通りにメッセージを作成します。ユーザーガイド「Shared: Company Info」を参

考にしてください。 

3. [適用先] リストでいずれかの操作をします:  

 1 つまたは複数のグループをクリックします。  

 全グループにメッセージを表示したい場合は [グローバル] をクリックします。  

設定および有効化 

この機能は自動的に有効になります。有効化したり、設定を行う必要はありません。 

同席者: 同席者タイプが変更されても検索値が保持されます 

同席者タイプが変更されても、検索から名前が消去されなくなります。名前が保持されますので、

新しい同席者タイプ フォームの検索基準として使用することができます。 

目的と利点 

同じ名前を繰り返し入力する必要がなくなります。名前はシステムに記憶され、検索フィールド

に自動的に入力されます。  
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ユーザーへの表示 

画面を更新して新しく検索したい同席者タイプのフォームを表示すると、検索フィールドに検索

基準（名前）が表示されます。 

設定および有効化 

この機能は自動的に有効になります。有効化したり、設定を行う必要はありません。 

ワークフロー: 既定の承認者 2 のステップをスキップ 

概要 

本リリースより、既定の承認者 2 を使用するようワークフローが定義されているのにユーザーの

プロファイルにその承認者が存在しない場合は、そのステップをスキップするように設定するこ

とができます。 

目的と利点 

既定の承認者 2 のいるワークフローを使う際に、その承認者が（意図的であっても誤りであって

も）割り当てられていなくても簡単に進めることが可能です。 

ユーザーへの表示 

ユーザーへの表示に変更はありません。 

設定および有効化 

この機能をご利用になりたいお客様は、Concur クライアント サポートにお問い合わせください。 

Concur が設定を行います。 

NOTE:  この例は、すでに既定の承認者 2 のワークフロー ステップを設定済みであり、これか

ら既定の承認者 2 が不在の時にそのステップをスキップする設定を行う想定です。 
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 既定の承認者 2 のステップをスキップするには: 

1. [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [ワークフロー] （左側のメニュー）にクリックします。 

2. いずれかの操作を行います: 

 目的のワークフローをクリックして [修正] をクリックします。 

- または - 

 目的のワークフローをダブル クリックします。  

[ワークフロー] タブが表示されます。 

3. [ステップ ルール] タブをクリックします。 

4. [ステップ ルール] タブで次の操作を行います: 

 既定の承認者 2 を使用したステップを選択します。 

 [ステップ ルール] セクションで [新規] をクリックします。 

 

5. [条件の編集] ウィンドウで次の操作を行います: 

 [名前] および [評価を強制] フィールドを通常通りに入力します。 

 [データ オブジェクト] リストの [従業員] をクリックします。  

 [フィールド/値] リストの [既定の承認者 2 あり] をクリックします。 

 [演算子] リストの [等しい] をクリックします。 
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 [フィールド/値] リストの [いいえ] をクリックします。 

 [保存] をクリックします。 

6. [ステップ ルール] タブで次の操作を行います: 

 既定の承認者 2 を使用したステップを選択します。 

 [ルール アクション] セクションで [新規] をクリックします。 

 

7. [アクションの編集] ウィンドウで次の操作を行います: 

 [アクション名] リストの [ステップのスキップ] をクリックします。 

 [メッセージ] フィールドに目的のメッセージを入力します。 

 [保存] をクリックします。 

日本の公共交通機関: プロファイルの機能拡張 

本リリースより、 Expense に定期券を登録する時、 Expense システムがその開始日を記録し

ます。  
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また、 [自分のプロファイル] や [ユーザー管理] に経路を登録すると、システムは定期券の開始

日を参照し、ユーザーの入力した経路をジョルダンで検証します。新しい [定期券経路] 画面は、

ユーザーが経路と日付を入力し、通勤費を注記できる使いやすいインターフェースです。  

 

目的と利点 

検証（開始日チェック）によって無効な定期券の入力を防ぎ、精度を高めます。また、ジョルダ

ンを参照することにより従業員の通勤経路の詳細情報を追加します。 

設定および有効化 

この機能は自動的に有効になります。有効化したり、設定を行う必要はありません。 
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Digital Tax Invoice Validation: Mexico Only 日本では対応しません 

Overview 

Currently, the Digital Tax Invoice upload feature allows users in the supported countries 

(Mexico only) to attach the Digital Tax Invoice (CFD) to an expense. Once the tax 

invoice (in XML) has been added to an expense report, a new web service will allow 

third-party validators to use the Concur Platform to view and validate the tax 

information. The validators send their results back to Concur using the web service. The 

results appear in the expense report for processors and workflow steps to evaluate.    

BUSINESS PURPOSE / CLIENT BENEFIT 

This enhancement provides the ability to incorporate digital tax invoice validation into 

the expense report workflow to meet the requirements of the Mexican tax authority.  

What the User Sees 

The user will see no difference.  

Configuration 

This feature is currently available to clients in Mexico. The clients using this feature 

must coordinate with the validators to contract for validation services and to enable the 

web service. The validators must have a registered partner application capable of 

utilizing the Concur web services, and the client must grant access to the partner 

application before the validator can view their data. The client can choose to add 

workflow steps verifying that the tax invoice has passed validation before the report can 

be approved.   

As the first release of this new web service, it will be necessary to work with Concur 

Client Services to activate the partner application and to make any necessary 

configuration changes to the workflow.  
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Travel Allowance: Belgium 日本では対応しません 

Additional options are added to the Belgian travel allowance configuration for partial 

day international travel and meals.  

BUSINESS PURPOSE / CLIENT BENEFIT 

This enhancement ensures the client is traveling under the latest country and business 

requirements.  

Configuration/Feature Activation 

This feature is automatically on. There are no additional configuration steps to activate 

or configure this feature.  

 Refer to Travel Allowance Configuration Guide – Belgium for more information.  

場所 - 1 月のリリースでメンテナンスが更新されます 

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、1 月と 2 月のリリース日の

間（1 月 17 日～2 月 7 日）にシステムに約 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】- 場所を追加させないようにするには、サイト設定を更新してください。 

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] のリストを更新し

ないようにすることができます。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 
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チェック ボックス [場所の自動更新を許可] 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るとい

うことです。  

 

チェックを外しておけば、1 月から 2 月のリリース時、および今後のサービス 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。 

Concur の更新によって管理される「場所」（国連 LOCODE リストに基づく）をお客様が修正

することはできません。場所の更新を受けるよう設定されたこの期間にお客様が追加または更新

した場所はすべて Concur メンテナンスの対象としてマークされます。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。    

CONCUR がメンテナンスする「場所」の管理者への表示 

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 の更新対象となっている「場所」は、アクティブ化または非



Concur リリース ノート ページ 21 Expense 

2014年 1月 

最初の投稿:  

1月 17日金曜日 1：45 PM（太平洋標準時） Concur をお使いのお客様 最終版 

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。場所に対する変更のイ

ンポートは許可されません。 

 

よくある質問 

Q. 私の会社では既定の「場所」にかなり変更を加えたため、 Concur に更新されると困るので

すが。 

A. 場所の更新設定をオフに（無効に）してください。Concur からの場所の更新を受け

ないようになります。（この設定は 6 か月前からありますので、すでに無効にされてい

るかもしれません） 

Q. 会社が追加した「場所」はどうなるのですか？ 

A. お客様の追加した「場所」はいずれも変更されません。これまでと同じようにユーザ

ーに利用可能です。  
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国連の「場所」と全く同じ場所コードを使った都市が追加されている場合、本当に同じ

場所かどうか確認できないため、 Concur はその場所を追加しません。お客様のデータ

ベースに既に存在しているレコードは、今後もお客様固有の「場所」であり、 Concur 

のメンテナンス対象にはなりません。 

Q. Concur のメンテナンス対象の「場所」に他の名前が必要な場合はどうしたら良いですか？ 

A. 場所の別名を提供するため、 Concur は国連 LOCODE の他にも複数のデータソース

を使用しています。 

たとえば、日本の場所コード JPTYO には Tokyo、 東京、ﾄｳｷｮｳ という名前があります

し、フィンランドの場所コード FISIP には Sibbo、 Sipoo、 Sibboviken、 

Sipoonlahti という名前があります。 

ユーザーが使用したい都市名が含まれていない場合は、リストにその名前を追加するよ

う Concur にお知らせください。 

Q. 今回 Concur のメンテナンス対象になった「場所」に以前、別名をつけましたが、その名前

はどうなりますか？ 

A. お客様が編集を加えた「場所」はすべて、お客様固有のものとして残ります。 

Concur のメンテナンス対象としてマークされませんので、それらのレコードは更新さ

れません。 

Q. Concur から提供される「場所」を非アクティブにしている場合はどうなりますか？ 

A. その「場所」のレコードは Concur が別名や都道府県情報などの情報を更新しても、

非アクティブのままです。 

Q. Concur のメンテナンス対象となっている会社の所在地（都市）が適切ではありません。ど

うすればよいでしょうか？ 

A. Concur のメンテナンス対象となっている特定の「場所」が会社の業務目的に合わな

い場合は、その「場所」をまず非アクティブにしてください。次に、会社のために必要

な正しい情報を持った新しい「場所」を作成します。事業施設のある都市や、ユーザー

が頻繁に出張する都市でこういったケースが考えられます。   
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たとえば、会社がアメリカの出張手当を使用している場合、レートはその「場所」の郡

（行政区域）に基づいて割り当てられます。複数の郡にまたがる都市の数は少ないため、

その都市に割り当てられた郡と施設が配置されている郡が正確に一致しない場合があり

ます。 

 場所の作成と管理についての情報は、設定ガイド「Shared: Location」をお読みくださ

い。 

Cognos バージョン 10.2.1 にアップグレード 

Congnos がバージョン 10.2.1 にアップグレードします。このアップグレードによって既存の

機能に影響することはありません。新機能の追加と既存の機能の拡張です。 

 詳しくはリリース ノート Concur Analysis / Intelligence をお読みください。（注: 

2014 年 1 月 21 日現在、リンク先のドキュメントはドラフト版です。最終版が公開され

次第、差し替えます） 

セクション 3:  Expense Pay 

バッチ: 終了を複数の曜日に設定可能 

概要  

Expense Pay のバッチ スケジュール オプションを更新し、バッチの終了を平日の中から複数の

曜日を選択できるようになりました。  

目的と利点 

SAE オプションに合わせた柔軟なスケジュールを組むことができます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Shr/Shr_SG_Locations.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/2014/COG_2014_01_all_DRAFT-jp.pdf
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設定および有効化 

管理者は [支払マネージャー] の [バッチ定義] タブ、 [スケジュール] セクションでバッチ ス

ケジュールを設定します。スケジュール オプション [毎週] および表示されている曜日のチェッ

クボックスを選択します。バッチの終了スケジュールを平日の中から複数の曜日を選択できます。

バッチは選択した曜日に終了します。 

セクション 4:  推奨環境 

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。 

 

http://www.concursolutions.com/


Concur リリース ノート ページ 25 Expense 

2014年 1月 

最初の投稿:  

1月 17日金曜日 1：45 PM（太平洋標準時） Concur をお使いのお客様 最終版 

 

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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動作保証するブラウザについての月次情報 

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別途、月次リリース ノートに

てお知らせします。 

 その他のリリース ノートやブラウザの動作保証については、この文書に記載されている

別途リリース ノート、 Web セミナー、技術文書をお読みください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/_SupportedConfig_JAPAN.htm
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その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書 

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。 

 

 

 


