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リリース ノート 

セクション 1:  Expense 

経費承認者: 新しいボタン [次のレポート/前のレポート] 

概要 

本リリースより、 [次のレポート] と [前のレポート] ボタンが承認者の経費精算レポートのペ

ージの下部に表示されます。これらのボタンは、承認者がデータを見直す時、以前に承認された

すべてのレポートに表示されます。承認者による承認または返却のアクションが必要な審査待ち

のレポートには表示されません。 

業務目的とユーザーへの利点 

承認者が過去のデータを見直す時にこれらのボタンを使うと、経費精算レポート間を簡単に素早

く移動することができます。 

承認者への表示 

経費承認者は [次のレポート] または [前のレポート] ボタンをクリックすると、過去に承認さ

れたレポートへ素早く移動することができます。 
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設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

出張手当: 入力を促すプロンプト表示のカスタム テキスト 

概要 

出張手当を設定する際に、出張手当ウィザードを自動的に起動する、起動しない、またはユーザ

ーに起動するかどうか尋ねるプロンプトを表示のいずれかを選択することができます。表示され

るプロンプトは次の通りです: [このレポートは出張手当経費を含みますか?] 

本リリースより、プロンプトのテキストをカスタマイズすることが可能です。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能によってユーザーにウィザードの使い方とタイミングを知らせることができます。 

ユーザーへの表示 

ユーザーには会社が提供するプロンプト テキストが表示されます。既定のテキストを編集しな

い場合は、 [このレポートは出張手当経費を含みますか?] と表示されます。 



 

Concur リリース ノート ページ 5 Expense 

2014年 4月 

最初の投稿: 4月 10日木曜日 7:00 PM 太平洋時間 お客様向け - 最終版 

設定およびアクティブ化 

Concur が提供する既定のテキスト [このレポートは出張手当経費を含みますか?] をこのまま

使用する場合、アクションは必要ありません。 

ユーザーに表示するテキストを修正するには: 

1. [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [出張手当] （左側メニュー）をクリックします。 

2. いずれかの操作を行います: 

 目的の構成をクリックし、 [修正] をクリックする。 

- または - 

 目的の構成をダブル クリックする。 

[出張手当構成の修正] ページが表示されます。 

3. [ウィザードの表示] リストから、 [プロンプト表示で入力を促す] をクリックします。 

  

[ウィザード プロンプト テキスト（オプション）] フィールドが表示されます。 
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4. フィールドに目的のテキストを入力します。文字や数字、シンボルを 512 文字まで使用

できます。 

Concur Request との統合: 配賦のコピーダウン 

概要 

申請の配賦から経費の配賦へのコピーダウン処理時の不足を補う新しい設定が追加されました。

申請から経費へ配賦のコピーダウンを設定すると、経費の配賦行に自動入力することができます。  

例 1: 

次の通りに仮定します: 

 申請の配賦フィールドにカスタム 1 から 4 がある。 

 経費の配賦フィールドにカスタム 1 から 4 がある。 
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 レポートが申請に関連している場合を除いて、経費の配賦フォームのフィールドは

経費入力のフィールドからコピーダウンするように設定されています。関連する申

請があれば、経費の配賦行には申請の配賦フィールドのデータが自動的に入力され

ます。 

 経費入力の [配賦] フォーム フィールドは申請入力の [配賦] フィールドからコピー

ダウンするように設定されています。この設定により、配賦のすべてが経費入力に

コピーされます。 

 Expense は申請入力にリンクしている経費入力だけでなく、申請からレポートの経

費入力すべてに配賦をコピーするよう設定されています（経費ポリシーの [不一致

な申請配賦のコピーダウン] オプションを使用）。  

申請が経費精算レポートに関連している場合、申請の配賦フィールド 1 から 4 の情報が、

経費精算レポート上のすべての経費の配賦フィールド 1 から 4 にコピーダウンされます。 

データ例: 

申請入力の配賦 経費入力の配賦結果 

50% ABC 123 0012 A4 50% ABC 123 0012 A4 

50% XYZ 234 0104 X5 50% XYZ 234 0104 X5 

例 2: 

経費の配賦フィールドがカスタム 1 から 5 まであるということ以外は上記と同じ仮定で

す。 

申請の配賦フィールド 1 から 4 が経費の配賦フィールド 1 から 4 にコピーダウンされ、

フィールド 5 は空白のまま残ります。 

 

申請入力の配賦 経費入力の配賦結果 

50% ABC 123 0012 A4 50% ABC 123 0012 A4  

50% XYZ 234 0104 X5 50% XYZ 234 0104 X5  
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この新設定を使うと、経費の配賦フィールド 5 を設定に従って自動的に入力するよう選

択できます。この例ではフィールド 5 が経費入力フィールドからのデータが入力されま

す。 

 

申請入力の配賦 経費入力の配賦結果 

50% ABC 123 0012 A4 50% ABC 123 0012 A4 aa 

50% XYZ 234 0104 X5 50% XYZ 234 0104 X5 aa 

業務目的とユーザーへの利点 

ユーザーによる入力およびエラーを減らし、正確な結果を得られる選択肢を提供します。 

ユーザーへの表示 

あらかじめ値の入力された配賦フィールドが表示されます。   

設定およびアクティブ化 

この機能を使用するには: 

1. [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [サイト設定] （左側のメニュー）に進みます。 

2. [申請配賦データ（第一）と経費データ（第二）を使用して、配賦フィールドを事前入力

する] のチェック ボックスを選択（有効）します。  
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日本の公共交通機関: 同一定期券路線の終了日を更新 

概要 

本リリースより、既存の経路に一致する定期券経路がインポートされた時は、既存の経路の終了

日が自動的にインポートされた終了日に置き換えられます。これにより、終了日を更新するだけ

でユーザーの既存の経路の期限を延長することができるようになります。  

終了日を追加または上書きするには、インポートが次のカテゴリーで一致している必要がありま

す: 

• 駅と路線 

• 開始日の値 

業務目的とユーザーへの利点 

終了日を更新することによって、既存の定期券経路を更新し続けることが可能です。 

JPT 管理者への表示 

すでに定期券インポートに終了日フィールドがある場合は、日本の公共交通機関の管理者から見

て何も変化がありません。ただし、終了日がインポートで指定されている場合、終了日のない既

存の定期券経路には値が追加され、終了日のある経路には値が上書きされることが分かります。 

設定およびアクティブ化 

オン デマンドの定期券インポートによって更新します。終了日を以下のように設定してくださ

い。  

 

フィールド 形式 必須 定義 

終了日 YYYYMMDD の形

式で最大 8 文字 

N 定期券の終了日（非アクティブ化される

日）。 

 詳しくは、ユーザー ガイド「Expense: Japan Public Transportation Commuter 

Pass Import」をお読みください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/UG_Exp/Exp_UG_JPT_CommuterPass_Import.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/UG_Exp/Exp_UG_JPT_CommuterPass_Import.pdf
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メール通知 

概要 

本リリースより、日本のロケールで使用するユーザーへのメール通知はすべて姓、名の順で表示

されるようになります。たとえば、「Suzuki Hiro」や「Jones Sarah」などです。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能は、 Concur 製品を日本の姓名表記の慣習に合わせたものです。 

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

セクション 2:  ユーザー管理 

新規 Concur ユーザー: 自動メール オプション 

概要 

管理者が手入力でユーザーを追加したとき、その新規ユーザーに自動メールを送ることができま

す。既定ではメールにログイン情報が記載されていますが、管理者は必要に応じてカスタマイズ

することができます。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能によって処理が効率的になります。手作業でメールを作成して送る代わりに、ユーザー

の追加時に自動メールを送ることができます。 

ユーザーへの表示 

新規ユーザーにはログオン情報や、管理者が記載したいその他の情報が送られます。 
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管理者への表示 

この新機能を使用するには: 

1. いずれかをクリックします: 

 [管理] ＞ [法人管理] ＞ [ユーザーを追加] （左側メニュー） 

– または –  

 [管理] ＞ [法人管理] ＞ [ユーザー管理] （左側メニュー）＞ [新規ユーザーを追

加]   

2. 通常通りに新規ユーザー情報を追加します。 

3. ページ下部の [メール パラメーター] セクションの情報を確認します。 

 

4. 必要な変更を加えます。 

5. 完了したら、 [保存して新規ユーザーに通知] をクリックします。 
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次の点に注意してください: 

• ボタンとメール セクションは新規ユーザー作成時のみ表示されます。管理者が既存のユ

ーザー情報を修正する時には表示されません。 

• 既定のメール情報が表示されますので、管理者はメールの [差出人]、 [件名]、 [メッセ

ージ テキスト] を必要に応じて編集します。  

NOTE:  編集したメール テキストを初期値として表示する仕組みはありません。変更し

たい場合はユーザーを新規作成する度に変更を加える必要があります。  

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

セクション 3:  クレジット カード 

** まもなくリリース予定 ** 新しい給油カード プログラム 

日本では対応しません 

WEX Fleet Card （旧 Wright Express Universal Fleet Card）をお使いのお客様に、まもなく

給油カード取引の処理をご提供できることをお知らせいたします。 

カード プログラムには以下の 3 タイプがあります: 

• 運転者カード: 特定の運転者に割り当てたカード。その運転者がどの車両に乗っていて

も、発生するすべてのガソリン取引に使用されます。 

コーポレート カードや購買カードと同様に直接従業員に割り当てられますので、運転者

は確認や課金の管理ができます。 

• 車両カード: 特定の車両に割り当てたカード。どの運転者が乗っていても、その車両に

発生するすべてのガソリン取引に使用されます。   
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この口座には、運転者がガソリンを入れた場所または購入した場所で自分の運転免許証 

ID を入力する必要があります。Concur はカード課金をインポートし、運転免許証 ID 

を使って適切なユーザー（運転者）に送ります。 

• 管理車両カード: 特定の車両に割り当てたカード。どの運転者が乗っていても、その車

両に発生するすべてのガソリン取引に使用されます。ただし、すべての取引はお客様が

定義する運転者/従業員１名によって管理されます。 

コーポレート カードや購買カードと同様に直接従業員に割り当てられますので、運転者

/従業員は確認や課金の管理ができます。 

次の点に注意してください: 

• これは WEX Fleet Card （旧 Wright Express Universal Fleet Card）をお使いのお客

様にのみ提供する無償のサービスです。その他の車両カードは今後利用可能になる予定

です。 

• ガソリン取引はその他のカード課金と同様にユーザーの Expense に表示されます。 

詳しくは今後のリリースノートでご案内します。 

セクション 4:  Expense Pay 

抽出: 全銀支払ファイル抽出の機能強化  

概要  

日本市場で Expense Pay をご利用のお客様には全銀支払ファイルへのアクセス権があります。

4 月のリリースに次の機能強化が含まれます: 

• ファイルには [決済日] が含まれます。これは銀行が決める支払期限です。管理者は

バッチ スケジュール処理の一部として、 [決済日] をバッチの締日から銀行取引日

で 0 から 31 日に設定することができます。  

• 全銀支払ファイルのオン デマンド バッチでは、支払マネージャーの [今すぐ終了] 

リンクの代わりに [今すぐスケジュール] リンクが表示されます。オン デマンド バ
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ッチを終了またはスケジュール設定する時、管理者には [決済日] を入力するようプ

ロンプトが表示されます。日付はバッチ終了後 31 日まで設定することができます。   

• 決済日が祝日や週末にあたる場合は、自動的に最初の銀行取引日に調整されます。   

業務目的とユーザーへの利点 

この機能強化は日本市場の仕様をサポートします。   

設定およびアクティブ化 

この機能は日本市場で Expense Pay をお使いのお客様のみご利用いただけます。  

ガイド: 新しい支払マネージャー ガイド  

概要  

これまで、支払マネージャー ページは Expense Pay サービスをご利用のお客様のみ利用可能で

した。本リリースより Expense Pay をお使いでないお客様にもこのページを使って支払バッチ

を管理するアクセス権が付与されます。  

本リリースには次のガイドが含まれます: 

ユーザーガイド「Expense: Payment Manager」 

このガイドはリリース文書とともに利用可能です。支払マネージャー ガイドには、共通のプロ

セスと Expense 特有のプロセスに関する情報が含まれています。支払マネージャーの情報はユ

ーザー ガイド「Expense Pay」から削除され、ユーザー ガイド「Payment Manager」に移動

しました。 

業務目的とユーザーへの利点 

Expense Pay の利用に関わらず、 Payment Manager の文書を提供します。 
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セクション 5:  インポートと抽出 

Budget Insight: 従業員インポートを使って予算承認者を読み込み 

概要 

Budget Insight のユーザーは夜間従業員インポートを使って Budget Insight 承認者と承認者

詳細をシステムに読み込ませることができます。この機能はユーザー インターフェースから利

用できる既存の Excel ベースのインポートを補完します。また、日付や金額、そして一度に複数

の承認者がいる場合に階層ノードと連携しなければならないお客様への代替方法となります。 

以下は新しいインポート レコードです: 

• 400 レベル レコード セットに予算承認者という非グループ ロール 

• 新しい 730 レコード セットである [予算承認者のインポート] 

• 新しい 770 レコード セットである [予算承認者の削除インポート] 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能はお客様のサイトの Budget Insight 承認者の代替方法となります 

統合管理者への表示 

統合管理者ロールには夜間インポート ジョブに新しいフィールドとレコード セットが表示され

ます。 

設定およびアクティブ化 

この機能は正しいレコード セットと関連フィールドを使って承認者を追加したり、開始日や終

了日、階層承認レベルを指定したりするとアクティブ化します。  

NOTE:  730 レベルの属性を割り当てる前に、予算承認者ロールを 400 レベル レコード セッ

トに割り当てておく必要があります。 
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Budget Insight 承認者を削除する 

Budget Insight 承認者ロールは、予算グループや指定期間を通じてその承認者に経費精算レポ

ートが割り当てられていない時だけ削除できることにご注意ください。 

NOTE:  従業員インポート フィード ファイルを作成するにはサポートにサービス リクエストを

提出し、Concur 管理者と共同する必要があります。 

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

Import をご参照ください。 

統合管理者: 現行のユーザー インターフェースで利用可能 

概要 

これまで、統合管理者ツールは Concur のクラシック ユーザー インターフェースにありました。

本リリースより、ツールの一部である表示タスクのみが現行のユーザー インターフェースで使

えるようになりました。また、その機能性を反映して名称を [インポート/抽出管理] に変更しま

す。 

本リリースより: 

• すべての [表示] タスクが新旧両方の場所で利用できます。 

• その他のタスク（追加、編集、その他）は引き続き従来の場所で行います。 

業務目的とユーザーへの利点 

インポートや抽出の実行情報を表示したいユーザーがより簡単にアクセスできるようになりまし

た。 

ロール 

実際の権限とツールの名前を反映して、ロール名を更新します。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SPECS/Spc_Exp/ExpIESpc_Chp_4_Emp_Imp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SPECS/Spc_Exp/ExpIESpc_Chp_4_Emp_Imp.pdf
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従来のロール名 説明 新しいロール名 

統合管理者 (制限付) 表示専用のインポート/抽出の実行情

報 

インポート/エクスポート監視者 

統合管理者 インポート/抽出処理へのフル アク

セス 

インポート/エクスポート管理者 

管理者への表示 

新しいインポート/抽出管理ツールにアクセスするには次の通りに進みます。 

[管理] ＞ [Expense ツール] ＞ [インポート/抽出管理] 

 

インポート/エクスポート監視者ロールのユーザーはスケジュール ジョブやインポート実行の情

報を見ることができます。 

 

インポート/抽出管理者ロールのユーザーは新しいツールを使ってジョブ データを見ることがで

きますが、その他のタスクは（現行のインターフェースに移動するまで）クラシック ユーザー 

インターフェースを使って行う必要があります。 
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設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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セクション 6:  推奨環境 

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/SupportedConfig/Supported_Configurations_TE_Client-Facing-jp.pdf
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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。 

 

 

 


