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2 つのユーザー インターフェース – 新 UI 

10 月に、現行のユーザー インターフェースから新しいユーザー インターフェースへの移行が始

まります。  

 

これまで月次リリース ノートでお知らせしてきたように、新 UI はさまざまなユーザービリティ

が強化されています。これには、画面の遷移や操作の動線が変更になるなどの大きな変更もあれ

ば、外観の変化など小さな変更も含まれます。 
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クイック ルック 

新 UI について簡潔にご紹介します。こちらのページをご覧ください: 

https://www.concur.com/en-us/introducing-concur-user-experience-updates 

移行の前に - ２つのガイド 

新エクスペリエンスの導入を支援するための 2 つのガイドをご用意しました。「ハイライト」ガ

イド（約 13 ページ）はエンド ユーザー向けに影響のある大きな変更について述べています。

「総合」ガイド（約 70 ページ）は管理者向けに編纂されています。内容は以下の通りです: 

• 新 UI に移行する前に必要なステップ 

• 管理者限定、選択したユーザーまたはグループ限定、あるいは会社全体でのプレビュー

期間について 

• 機能強化のすべて - 大きなものから小さなものまで 

管理者やエンド ユーザーにこれらのガイドをそのまま提供することはもちろん、いずれかまた

は両方を使用して独自のトレーニング資料を作成しても、あるいはこれらのガイドを編集するこ

とも可能です。 

このガイドはこちらで入手できます:   

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/GW/_TransGuidesProf.htm 

日本語版: 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Docs_CCC_JAPAN.h

tm 

リリース ノート - サンプル画面およびメニュー ナビゲーション  

サンプル画面として、月次リリース ノートでは現行の UI 、新 UI、もしくは両方記載します。

移行に伴って徐々に新 UI のみの表示になっていきます。 

メニュー ナビゲーションが異なる場合は、両方の手順を説明します。例：  

 

https://www.concur.com/en-us/introducing-concur-user-experience-updates
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/GW/_TransGuidesProf.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Docs_CCC_JAPAN.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Docs_CCC_JAPAN.htm
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プレビュー オプション 

概要 

プレビュー期間でユーザーが新 UI に慣れ、会社に展開していくためのオプションをいくつかご

用意しました。新 UI は次のようにアクティブ化することができます: 

• 管理者を個別にアクティブ化: ユーザーに新 UI を使わせる前に、ドキュメントやトレー

ニング資料を更新したり、管理者自身が新 UI に慣れておくことができます。 

• 選択したユーザーに対してアクティブ化: 他のユーザーより先に新 UI に慣れておくこと

によって、会社全体に展開する際に管理者や他のユーザーをスーパー ユーザーとして支

援することができます。 

• グループ/出張クラスに対してアクティブ化: 特定の部門やグループに新 UI を導入して

から徐々に展開することができます。 

• 会社全体にアクティブ化: 新 UI を会社全体に対して有効にします。2015 年に旧 UI が

使用できなくなる前に、計画的に切り替えをしておくことができます。 

これらは権限のある管理者が [ユーザー エクスペリエンス設定] ページ、またはユーザーやグル

ープの管理ページで設定することができます。これらのオプション、およびユーザーが新 UI を

使用するのに必要なロールやアクセス許可については後述します。 

管理者への表示 

Concur にログインすると、切り替えプロセスのご案内と、旧 UI が使用できなくなる期限まで

のカウントダウンが [My Concur] ページに表示されます。 
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メッセージに表示されているボタンをクリックすると、[ユーザー エクスペリエンス設定] ペー

ジが表示されます。このページには、ユーザー ロールやアクセス許可に応じたオプションが表

示されます。[管理] ＞ [ユーザー エクスペリエンス設定] からアクセスします。 

NOTE: これらのオプションによって 新 UI を有効にしたユーザーは、アプリケーション全体を

新 UI 表示で見ることになります。 

各オプションの詳細情報およびこれらを使用するロールについては切り替えガイドに記載してい

ます。 
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Expense における変更 

UI プレビュー ロール 

管理者には、 [ユーザーのアクセス許可] に [UI プレビュー] が表示されます。 

現行の UI: 

 

新 UI: 

 

このロールは個別にユーザーに割り当てられますが、このロールが割り当てられると、次のログ

インから新 UI になります。   
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NOTE: 一部のお客様には、10 月リリース前に [ユーザーのアクセス許可] の [出張] タブに 

[UI プレビュー] が表示されることがあります。10 月リリースまでこのロールをユーザ

ーに割り当てないでください。  

同席者セクションの更新 

新 UI では: 

• 同席者名の上のボタンが再配置されました。 

• ブラウザ サイズを縮小すると、同席者ボタン バーは左右からドロップ ダウンメニュー

表示になります。 

現行の UI: 

 

新 UI: 

 

個人のクレジット カードがプロファイルに 

個人用カード インポートを使って個人のクレジットカード取引をインポートしているお客様は、

カード情報が [My Concur] ではなく [プロファイル] に表示されることにご注意ください。 
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現行の UI: 

 

新 UI: 

 

設定および有効化 

この管理用プレビュー機能は 10 月リリースで自動的にオンになります。その他の設定やアクテ

ィブ化は不要です。会社全体を新 UI に移行しない限り、無効にすることはできません。 
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リリース ノート 

Expense 

Excel 同席者インポートの機能強化 

概要 

スプレッドシートによる同席者インポートが次のように変更になりました:  

• 必須フィールドが入力されていない同席者をインポート出来るようになりました。ただ

し少なくとも姓と同席者タイプ フィールドが入力されている必要があります。ユーザー

はインポート後にその他の必須フィールドを追加入力することができます。  

• ユーザーのお気に入りに入っている同席者は重複とみなされません。同席者レコードと

ユーザーのお気に入りの同席者には表れるのはそれぞれ 1 度だけです。 

• ユーザーによる新規作成ができない SYSTEP（従業員）の同席者をインポートできるよ

うになります。この場合、既存の従業員レコードとのマッチングが行われます。 

• ユーザーによるレコードの新規作成はできなくても、会社が管理するリストから検索す

ることはできる同席者タイプをファイルに含めてインポートできます。この場合、シス

テムが既存の同席者とのマッチングを行います。レコードに一致する同席者が存在しな

ければインポートは失敗します。 

NOTE: マッチングを行うためにすべての外部データを呼び出すことはしませんが、既に

使用されたことがある同席者にはマッチングを行いますので、Concur システム

で使用することができます。 

業務目的とユーザーへの利点 

スプレッドシートに必須情報がすべて含まれていなくても同席者をインポートすることができま

す。また、同席者インポートに独自の情報を含めることができます。ユーザーが同席者を新規作

成することができなくても、インポート ファイルに既存の同席者を含むことができます。それ

らのレコードはインポート プロセスでマッチングが行われます。  
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設定および有効化 

この機能は [Excel から同席者をインポート] が有効になっていれば自動的にオンになります。

その他の設定やアクティブ化は不要です。  

クレジット カード: レポート入力に乗客名をコピー ダウン 

概要 

本リリースより、 [乗客者名] データが American Express の APA e データ フィードに含まれ、

取引レベルの [説明 2] フィールドに対応づけできるようになります。これを行うと、このフィ

ールドはレポート入力にコピーダウンされ、同じレベルにある [業務目的] の値として表示され

るように設定されています。 

業務目的とユーザーへの利点 

航空会社の請求データと共に表示され、情報の追跡がしやすくなります。  

設定および有効化 

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。  

トレーニング管理: トレーニング資料（英語） 

概要 

10 月のリリースで、[トレーニング管理] ツールの英語版のトレーニング コンテンツが新しく変

わります。従来のトレーニング コンテンツに代わって新 UI に合わせた新しいコンテンツが登場

します。トレーニング管理のオプションでトレーニングを有効にしている場合は、トレーニング 

ツールキットのコンテンツが自動的に新しいデモとガイドに更新されます。この更新は止めるこ

とはできません。そのため、10 月リリースの後にカスタム トレーニングのコンテンツを新しい

コンテンツに基づいた内容に更新することをお勧めします。 

カスタム トレーニングの URL （[トレーニング管理] の [代替 URL] タブで設定）を持っている

お客様はこの変更による影響を受けません。  
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業務目的とユーザーへの利点 

新ユーザー インターフェースの導入を支援するトレーニング コンテンツを提供します。   

設定および有効化 

この機能は、英語で Concur をお使いのお客様には自動的にオンになります。その他の設定やア

クティブ化は不要です。その他の言語のトレーニング項目は今回のリリースに含まれません。今

後のリリースで更新される予定です。 

更新したトレーニング モジュールをユーザーに見せたくない場合は、次のオプションがありま

す:  

• 新トレーニング モジュールを非アクティブ化して、従来のコンテンツに移動するための

カスタム トレーニング モジュールのリンクを作成します。  

• 従来のトレーニング モジュールへのリンクを記載したカスタム トレーニング サイトを

作成して、そのサイトにトレーニング ヘルプ リンクを繋げます。今後の数か月に渡っ

て、Concur が提供するすべてのリソースはすべての言語で新 UI の内容に更新されます。

現行の UI を継続して使用したい、かつリソースが更新されるたびに毎月上記の操作を

行いたくないというお客様は、ユーザーに新 UI を使用させるまではカスタム トレーニ

ング ページを作成して使用することもできます。 

サイト全体を置き換えるには、まず自社のイントラネット上に新しいトレーニングに使

用するページを構築します。   

現行の UI のトレーニング モジュールへの URL はトレーニング ツールキット ページにありま

す: 

http://www.concurtraining.com/customers/concur/trainingtoolkit/onetouch.asp  

これを行うには以下の手順に従ってください: 

 新 UI のトレーニングを非アクティブ化する: 

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

2. [シミュレーション リソース] ページで [英語] を選択します。 

http://www.concurtraining.com/customers/concur/trainingtoolkit/onetouch.asp
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3. 目的のシミュレーションの [アクティブ] チェックボックスを解除（無効）にします。  

 従来のトレーニング モジュールへのリンクを追加する: 

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

2. [シミュレーション リソース] ページで [英語] を選択します。 

3. [新規] をクリックします。  

4. URL などのトレーニング リソースの詳細を入力します。 

 

5. [保存] をクリックします。 

 別のトレーニング サイトにユーザーを誘導するには: 

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. トレーニング 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。ここには、Concur 

の現行の UI トレーニング ツールキットの URL を入力してもよいですし、会社のカス

タム トレーニングサイトの URL を入力することもできます。 
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4. [保存] をクリックします。 

カード プログラム: 給油カード処理が可能に 

日本では対応しません 

概要 

WEX Fleet Card （旧 Wright Express Universal Fleet Card）をお使いのお客様は、ガソリン 

カード取引の処理ができるようになります。 

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。運転者は自

分で課金の確認、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、運転者が給油した場所またはガソリンを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。 
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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

/従業員は課金の確認、管理ができます。 

次の点に注意してください。 

• 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。 

業務目的とユーザーへの利点 

新しいカード プログラム タイプをサポートします。    

設定および有効化 

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。 

既存のサマリー レコードを常に付加データで更新 

概要  

金融機関はますます多くの付加データを提供、更新しています。付加データが Expense にイン

ポートされれば既存のサマリー レコードを更新することができます。  

これを利用し、Expense は設定に基づいて新しいデータが到着するとレコードを再作成し、既

存の金融取引のサマリー レコードを常に更新するようになります。また、取引がすでに経費精

算レポートにリンクしている場合は更新しないようにすることも可能です。   

NOTE: この機能は VISA VCF v4.0 カード フィード インポートに適用します。その他の カー

ドフィードは今後のリリースでサポートします。 

業務目的とユーザーへの利点 

金融取引からのサマリー レコードの作成を確実にし、関連の付加データを最新の状態に保ちま

す。 



 

Concur リリース ノート ページ 16 Expense 

2014年 10月 

英語版の投稿: 10月 17日金曜日 3:30 PM 太平洋時間  お客様向け 最終版 

機能説明 

この機能は２つの新設定を使用します。１つはサイト設定レベル、もう 1 つはエンティティ レ

ベルです。2 つの設定は、最初にこの動作を有効にするもの、次に取引がレポートに関連する時

にこの動作を許可するか禁止するかを決めるものです。 

金融取引の付加データが新しくシステムにインポートされると常に更新します。この機能が有効

の時は、カード フィードに付加データが受信されると更新します。カード取引がすでにレポー

トに使用されている時は更新を無効にするオプションもあります。  

設定およびアクティブ化 

この機能を変更するリクエストを Concur に提出してください。 

ユーザーに経費の結合を許可 

概要 

同じ経費に対して 2 つの経費が作成されることがあります。この新機能を使用すると、レポート

上の 2 つの経費を結合して 1 つの経費データに統合することができます。 

妥当な経費タイプ同士であれば結合することができますが、下記のような組み合わせでは結合で

きません。  

経費に含まれ

るもの 
なし カード取引 E-Receipt 領収書イメージ 

出張予約セグメ

ント 

なし X X X X X 

カード取引 X X    

E-Receipt X  X  X 

領収書イメー

ジ 
X   X  

出張予約セグ

メント 
X  X  X 
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次のタイプの経費は結合できません: 

• 固定手当/出張日当経費  

• 走行経費 

ユーザーへの表示 

この機能が有効な時は、ユーザーは 2 つの経費を選択することができ、かつ [結合] オプション

が表示されます。 

 

[結合] をクリックすると、2 つの経費は 1 つの入力に統合されます。  

業務目的とユーザーへの利点 

意図せずに同じ経費に対して余分な経費を作成してしまった時、2 つの経費を簡単に結合するこ

とができます。 

設定および有効化 

新しいサイト設定 [経費の結合を許可] が Expense のサイト設定ツールに登場します。選択さ

れている時（有効）は、ユーザーの経費精算レポートに [結合] オプションが表示されます。 

初期設定では無効になっていますので、これまでと同じです。  
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 [経費の結合を許可] を有効にするには:  

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

2. [サイト設定] で、[経費の結合を許可] までスクロールします。 

 

3. [経費の結合を許可] のチェックボックスを選択（有効）します。 

4. [保存] をクリックします。 

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

推奨環境 

Internet Explorer 7 - 今後使用できません 

概要 

Concur はまもなく、組織や変更管理への影響を最小限に抑えながら、豊かな経験を元にしたソ

リューションを提供する機能を持った Web ベースのユーザー インターフェースに一新します。

この更新は、以下のような改善によってお客様からのフィードバックに応えるものです:   

• Concur 製品すべてのユーザー エクスペリエンスを洗練されたユーザー インターフェー

スによって強化 

• World Wide Web Consortium (W3C) と 1973 年の米国リハビリテーション法セクシ

ョン 508 の  2.0 AA に準拠 

• バックエンド技術を設計することにより、エンドユーザーへの影響を抑えつつ短期間で

変更し、将来の変更を行いやすくします。  

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Docs_CCC_JAPAN.htm
http://www.hhs.gov/web/508/contracting/hhs508policy.html
http://www.hhs.gov/web/508/contracting/hhs508policy.html
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最初のステップは、デザインの再設計と主要な機能領域の基礎的な変更に焦点を当てたユーザー 

エクスペリエンスの進化です。http://www.concursolutions.com で提供するすべての製品が

新デザインのユーザー インターフェースになります。       

• すべての製品が利用者の視点に基づいた「ルック & フィール」アプリケーションへと洗

練されます。 

• 一貫性のある用語やアイコン、および Web とモバイル アプリ間の相互作用 

• 機能とタスクをグループ化し、プロセスを完了させるための主要ステップをページ内に

論理的に配置したダッシュボードのデザイン 

この更新は、最新の Web ブラウザテクノロジーを利用して、ユーザーに最高のユーザー エク

スペリエンスを提供します。そのため、新ユーザー インターフェースに移行すると IE 7 はサポ

ートされなくなります。最高の質で新 UI を体験するには、IE 10 以上、Google Chrome 

30.0 以上、Mozilla Firefox 25.0 以上の使用をお勧めします。  

ユーザーへの表示 

Internet Explorer 7 （IE7）で Concur にログインしたユーザーには、すべてのページの上部

に次のバナーが表示されます: Internet Explorer （7）のこのバージョンのサポートは 2014 年

12 月で終了します。アップグレードの方法を決定するには、Concur 管理者または IT 部門に連

絡してください。  

ユーザーは、ページの [閉じる] をクリックすれば非表示にすることができますが、このバナー

はその後のすべてのページに再び表示されます。 

 

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。 

http://www.concursolutions.com/
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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。 

 

 

 


