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リリース ノート 

Expense 

日本の公共交通機関: 経路検索の結果に IC カードまたはきっぷの運賃を表示 

概要 

日本の公共交通機関を使用する際、きっぷの代わりに IC カードの料金を検索結果に表示できま

す。これは最近の運賃変更に対応したもので、IC カードの利用者は券種に IC カードを指定する

ことができます。 

経路の検索をする際に、新しいチェック ボックス [IC カード運賃] で券種を指定します。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能強化によって移動経路に IC カード料金を適用しながら経路検索をすることができます。

これは日本で 4 月 1 日に改正された券種ごとの料金をサポートします。 

ユーザーへの表示 

経路検索の際に [IC カード運賃] のチェック ボックスが表示されます。このチェック ボックス

を選択（初期値は有効）することによって IC カードを使用した場合の検索結果を返します。 
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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。  

日本の公共交通機関: 旅程と区間に IC カード アイコンを表示 

概要 

移動区間に IC カード料金が含まれている場合、検索結果に IC カードアイコンが表示されます。

このアイコンはきっぷ料金に対しては表示されません。これによって、IC カード料金が含まれ

ている経路ときっぷ料金だけの経路を判別することができます。 

業務目的とユーザーへの利点 

検索で返された経路に両方の料金タイプが含まれている時に判別しやすく、移動費の金額が正確

に分かります。 
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ユーザーへの表示 

まず検索された経路に緑色の IC カード アイコンが表示されます。そして、IC カード料金が使

用される特定の区間にもアイコンは表示されます。この例では、最初の区間には IC カード料金

がありません。2 区間目は IC カード料金を使用するためアイコンが表示されています。 

 

ユーザーのお気に入りには、経路検索から作成された経路に IC カード料金であることを示す券

種が表示されます。 

 

ユーザーはお気に入りの経路に IC カード料金が含まれているかどうかを素早く判別することが

できます。新しい経路が作成されると料金タイプに基づいて料金の更新が表示されます。したが

って前回お気に入り経路を作成した時点から料金に変更があれば、ユーザーはそれを知ることが

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。  

 詳しくは、ユーザーガイド「Expense: 日本の公共交通機関」をお読みください。 

出張手当: ドイツの出張手当の機能強化 日本では対応しません 

2014 年の規定改正をサポートするため、ドイツの出張手当モジュールに任意の設定が新しく追

加されます。   

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

ください。 

既知の問題 

特定のシナリオで、[経費&調整] ページに間違った金額が表示されます: ユーザーが宿泊を [な

し] と選択し、1 日目の午後 8 時過ぎに出張を開始、2 日目の午前 4 時前に完了して出張の合計

時間が 8 時間以下となる場合、[経費&調整] ページの出張手当が、ユーザーが [経費の作成] を

クリックするまで誤った金額で表示されることがあります。   

出張手当は正しく計算されており、適切な経費がレートとシステム構成に基づいて作成されてい

ます。ユーザーが [経費&調整] ページに戻ると、正しい出張手当の額が表示されます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Exp_UG_Japan_Public_Trans-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/TA/CTE/Germany-TA_Config_Guide(CTE).pdf
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時刻帯共通 - 出張手当: 食事代基本レートを両方の通貨で表示 

本リリースより、割り当てたレートの通貨で出張の食事手当額を表示します。出張者は、出張で

使用する通貨での金額を知ることができます。  

 

任意の [食事代基本レートをレート通貨で表示] を選択（有効化）すると、 [食事代レート] の

列がレート通貨と払戻通貨の両方を表示するように変化します。  

この機能の制限と今後の展開 

本リリースでは、この機能は時刻帯共通のレート構成にのみ適用します。ただし、その他は今後

のサービス リリースで追加されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

出張手当を公表レートの通貨で表示することができます。 

出張者への表示 

[レポートの出張経費] ページの [ステップ 3: 経費 & 調整] に 2 つの図が表示されます。ただ

しこの表示は [出張手当の構成] にある設定がアクティブ化されているかどうかによります。 

例  
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出張者の払戻通貨が USD で、レートが EUR だと仮定します。この機能がアクティブならば、

EUR レート通貨と USD 払戻通貨が両方とも [食事代レート] の列に 38.73 EUR / 53.25 USD 

と表示されます。  

設定およびアクティブ化 

この機能は管理者が [Expense 管理] の [出張手当] ツールを使用してアクティブ化します。  

 2 つの通貨を表示させるには: 

1. [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [出張手当] をクリックします。 

2. [構成] タブで国構成を 1 つ選択し、 [修正] をクリックします。 

3. [出張手当構成の修正] ダイアログ ボックスで、 [料金オプション] までスクロールしま

す。 

 

4. [食事代基本レートをレート通貨で表示] のチェックボックスを選択（有効化）します。 

5. [保存] をクリックします。 

機能が有効になり、2 つの通貨が列に表示されるようになります。 

 詳しくは「Travel Allowance Configuration Guide – Generic Time Band」 をお読み

ください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/TA/CTE/GenericTimeBand-TA_Config_Guide(CTE).pdf
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** 近日利用可能 ** Concur のユーザー エクスペリエンスが進化します 

ビジネスの変化によって、組織やエンド ユーザーは常に高い基準のエンタープライズ ソリュー

ションを求められます。その多くは、直感的で操作が易しく、統合されていて効率的に業務がで

きるものが望まれます。Concur はこれまで世界 2 万以上のお客様のために最高の Travel、

Expense、Invoice、および関連ソリューションを提供するために尽力してきました。現在、こ

うした課題に応えるための強固な基盤を構築しています。   

Concur ユーザー エクスペリエンスの進化は、3 つの主な目標を達成する重要な取り組みで

す。   

• ユーザーエクスペリエンスを洗練させ、会社のポリシー強化機能を維持しながらもエン

ドユーザーが使いやすいアプリケーションにすること。   

• 組織への影響とお客様による変更管理を最小限に抑えながら、Concur 製品の最大の利

点をもたらす機能を実装すること。  

• 快適な操作性と魅力的なユーザー インターフェースを Web とモバイル デバイス製品す

べてに実装すること。 

Concur の目標は、お客様それぞれのニーズを満たすように製品のユーザー エクスペリエンスを

向上し続けることです。技術と競争力のある推進者は内部戦略の鍵であり、また技術革新を推進

し続けます。Concur はお客様に最適なソリューションの提供を推進するため、ニーズに応える

インターフェースを改良し続けます。ユーザー エクスペリエンスの進化は 2014 年に開始され、

現在もお客様とのより良いパートナーシップのために鋭意継続中です。 

影響を受ける指定製品ラインは以下の通りです: 

• Travel (Standard, Professional) 

• Expense (Standard, Professional, Small Business) 

• Invoice Management (Standard, Professional) 

• Request (Professional) 

• TripLink   

主な特徴と機能拡張は次の通りです: 
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• 簡単操作に改良されたホーム画面と Expense ページ、およびユーザー視点で洗練され

たアプリケーションのルック&フィール  

• 合理的な出張サマリー、予約、ワークフロー プロセス 

• Travel、Expense、Invoice を含むすべての製品ラインに一貫した用語とアイコン  

• 機能などを論理的にグループ化したダッシュボードのデザインと、完了までに必要なポ

ップアップやページ数を最小限に抑えたタスク 

• ユーザーにとって重要な数値指標やその他の役立つ情報を提供する正確な統計セクショ

ン 

• 定義が明確で分かりやすいアクション、アラート、通知 

• 同じページに主要機能を組み合わせ、経費と領収書のスマート一致を大幅に改善 

• ヘルプやサポート、およびその他の重要なリソースへの簡単なアクセス 

スケジュール 

特定のお客様向けに新 UI の実装を 2014 年 8 月に開始します。一般リリースは 2014 年 10 月

に開始し、2015 年の初めまで実施する予定です。一般リリースのお客様は、この期間中に新イ

ンターフェースと関連の変更点をプレビューすることができます。お客様は、現在のインターフ

ェースと新インターフェースを必要に応じて切り替えることができます。   

リソース  

Concur は今後、公式コミュニケーションと計画を開始します。計画には新ユーザー エクスペリ

エンス専用の Web セミナー、ビデオ、公式メッセージ、オンライン Web サイトなどがありま

す。お客様は情報を受信したりフィードバックをするために標準のサポート チャンネルとソー

シャル メディアを利用することができます。 
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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。   

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。 
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ExpenseIt 

American Express をお使いのお客様に ExpenseIt の新機能 

日本では対応しません  

概要   

Concur Expense、ExpenseIt をお使いで、かつ American Express (Amex) をお使いのお客

様に、 Amex からリアルタイム通知の機能がリリースされることをお知らせします。この機能

は、 ユーザーの Amex が使用されると Amex はユーザーの iPhone や Android に通知を送り、 

ExpenseIt に使用する領収書イメージを撮影するかどうかユーザーに尋ねます。 

ユーザーが領収書の写真を撮ると、 ExpenseIt が自動的に領収書の情報を使って経費入力を作

成します。 

業務目的とユーザーへの利点 

領収書を溜めておくよりも、すぐに写真を撮っておけば備忘通知となります。また、領収書の写

真を撮らない場合でも、この通知はユーザーの Amex が使用されたことを本人に知らせますの

で、もう一つのセキュリティ手段にもなります。 

設定およびアクティブ化 

リアルタイム通知機能のアクティブ化は、すべて Amex が制御します。一部のお客様に対して、

6 月の初めに段階的にサービスを開始する予定です。  

NOTE:  この機能は現在、 米国とオーストラリアの Amex ユーザーにのみ利用可能です。  

会社がユーザーへのリアルタイム通知機能をオンにしていて、ユーザー個人はこれを使用したく

ない場合、ユーザーは自分のデバイスから（ExpenseIt アプリの [設定] で）プッシュ通知を無

効にすることができます。 

不明点がありましたら Concur クライアント サポートにお問い合わせください。 
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インポート/抽出 

従業員インポート: 「非」従業員の属性を追加 

多くの会社で、あるユーザーを正式な社員ではない人物として指定しなければならないケースが

あります（契約職員など）。この機能は、同席者などのように特定のユーザーまたはユーザー 

タイプをシステムに入力したり機能に含めたりしたくない時に便利です。 

2014 年 3 月のリリースでは、ユーザー管理でこの属性がサポートされました。今回のリリース

では従業員インポートにこの属性を設定できる機能が追加されます。 

インポート/抽出管理者（以前は統合管理者と呼ばれていました）は、インポートする時にどの

ユーザーにもこの属性を指定することができます。この属性を指定すると、選択した Expense 

の機能にそのユーザーが含まれません。 

業務目的とユーザーへの利点 

異なるユーザー タイプを取り扱う際の柔軟性を高めます。 

設定およびアクティブ化 

この新属性フィールドを使用するには従業員インポートを修正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。 

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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推奨環境 

Microsoft Internet Explorer バージョン 7.x が 2014 年 12 月でサポー

ト終了 

Concur 製品では、Microsoft Internet Explorer（IE）のバージョン 7.0 のサポートを 2014 年

12 月 31 日に終了します。IE バージョン 7.0 をお使いのお客様は、12 月 31 日の最終日までに

円滑に切り替えを済ませるため、2014 年 8 月 1 日までに IE の最新バージョンに更新してくだ

さい。 

背景 

Microsoft は製品のライフサイクル プログラムに従って、このバージョンのサポートを終了しま

した。Concur は、お客様が時宜よく新しいブラウザに移行できるようサポートしています。 

 Concur がサポートするブラウザについて詳しくは推奨環境のドキュメントをお読みく

ださい。 

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
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Docs_CCC_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。 

 

 

 


