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リリース ノート 

日本語ユーザー インターフェースの文言変更 

Concur では品質改善のため、恒常的に日本語 UI の改善を行っております。来月のリリースで

変更される予定の主な文言について予告します。 

 「未提出の経費精算レポート」「未提出の申請」を「アクティブな経費精算レポート」「ア

クティブな申請」に変更します。これには、未提出のもの、差戻しになったもの、承認待ち

のものが含まれます。 

 「納入業者」を「業者」に変更します。 

 一部の「優先設定」を「個人設定」に変更します。 

Expense 

条件エディター 

概要                                     

監査ルール、経費処理、ワークフローで使用する条件エディターが使いやすくなりました。新し

いデザインでは、条件フィールドを縦に配置し、フィールドのリストを区切る線を挿入しました。   
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業務目的とユーザーへの利点 

長い条件をフィールドに入力するためのスペースが大きくなりました。また、フィールドの一覧

が見やすくなりました。  

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。 

[レポートに追加できる経費] [経費のインポート] の名称更新 

概要 

[経費に追加できる経費] の表示とインポートに関する UI の名称を明確にしました。  

経費精算レポートのページにある [請求と経費] のリンク（メニュー）を [経費のインポート] 

に変更しました。[経費のインポート] は、ユーザーが個人用カード請求のインポートを許可さ

れていない場合、リンクとして表示されます。ユーザーが個人用カード請求のインポートを許可

されている場合は、2 つのオプションを持つメニューとして表示されます。  
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従来の表示（個人用カード請求のインポートが許可されていない場合） 

 

新しい表示  

 

新しい表示（個人用カード請求のインポートが許可されている場合） 
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また、[経費精算レポート履歴] ページの [レポートに追加できる経費] ボタンも [経費のインポ

ート] に変更します。  

従来の表示 

 

新しい表示 

 

業務目的とユーザーへの利点 

新しいラベルはその機能をより分かりやすく表し、[経費の管理] ページの [レポートに追加でき

る経費] ラベルとの連続性もある用語を使いました。 

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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Digital Tax Invoice: Concur 領収書 ID 情報を追加できます 

日本では対応しません 

概要                                     

アイコンにマウス オーバーすると、 Concur 領収書 ID を Digital Tax Invoice の情報に追加で

きます。Concur 領収書 ID は Concur 内の領収書に一意の識別子であり、お客様とパートナー

の領収書照合業者との間でコミュニケーションに使用するためものです。  

   

業務目的とユーザーへの利点 

Digital Tax Invoice の照合をする業者とお客様、そして Concur が同じ情報を参照するための

情報となります。  

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。 
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Concur Salesforce Connector: [コスト追跡の構成] へのボタン 

日本では対応しません 

概要 

Salesforce のコスト追跡の構成タブに、 Concur のコスト追跡の構成と同期していないことを

検知する機能があります。ボタンを使用すると、Salesforce の組織構成を Concur の構成に一

致するようにすばやく更新することが可能です。 

業務目的とユーザーへの利点 

ボタンによって構成のメンテナンスが簡単になります。 

管理者への表示 

[コスト追跡の構成] タブの [Concur で現在構成されているオブジェクト] セクションに [同

期] ボタンが表示されます。 

NOTE: [Concur で現在構成されているオブジェクト] と [同期] ボタンは、必要な時にのみ表示

されます。 
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構成が同期されていない時 
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構成が同期されている時 

 

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。 

Concur Salesforce Connector: インストール プロセスの改善 

日本では対応しません 

概要 

Concur Salesforce Connector を再インストールする際のインストール プロセスを変更しまし

た。これまでは、アプリケーション コネクタや同席者タイプ、オポチュニティ オブジェクトが

すでに存在しているため再インストール時にはエラーが発生していました。5 月のリリースから、

アプリケーション コネクタのインストール プロセスは既存のアプリケーション コネクタや同席

者タイプ、オポチュニティ オブジェクトを検知して使用します。 
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業務目的とユーザーへの利点 

コネクタの再インストールが必要なお客様を支援します。  

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。 

管理ツール 

変更ログ: ワークフロー詳細 

概要                                     

ワークフロー ルールの変更を記録する時に追加情報を含めるよう変更ログの機能を強化しまし

た。ログ エントリーには以下が含まれます: 

• ワークフロー名 

• ワークフロー ステップ名 

• ワークフロー項目（ワークフロー ルール名） 

• 項目が作成/更新/削除されたかどうか 

業務目的とユーザーへの利点 

ワークフローの変更記録に情報を追加します。  

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。 
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インポート/抽出監視: アップロード/ダウンロード制限機能 

概要                                     

インポート/抽出監視ツールのファイル アップロードおよびダウンロードに関する会社の設定を

強化しました。この設定はインポート/抽出監視ユーザー ロールを持つユーザーのアクセス権を

微調整するのに使用することができます。設定により、インポート/抽出監視ユーザー ロールを

持つユーザーに以下のアクションを許可するかどうか決定することができます: 

• ファイルのアップロード  

• ファイルのダウンロード 

• 両方とも可能 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur へのファイル アップロードをユーザーに許可しながら、抽出した財務情報へのアクセス

を制限することができます。  

設定およびアクティブ化 

この設定は [ファイルのアップロード/ダウンロードを許可する] 設定と置換されます。サイト設

定で [ファイルのアップロード/ダウンロードを許可する] を Y（有効）にしている場合は、その

設定を保持します。インポート/抽出監視ユーザー ロールをもつユーザーはファイルのアップロ

ードと抽出ファイルのダウンロードが可能です。この設定は、会社全体のインポート/抽出監視

ユーザー ロールを持つすべてのユーザーに対して適用されます。  

設定を更新したい場合は Concur クライアント サービスにご連絡ください。  

Concur スタッフは以下の新オプションを使用してこの機能を設定します: 

• ファイルのアップロードを許可する 

• ファイルのダウンロードを許可する 

これらの設定は [ファイルのアップロード/ダウンロードを許可する] 設定と置換されます。[フ

ァイルのアップロードを許可する] を Y（有効）にすると、インポート/抽出監視ユーザー ロー
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ルを持つユーザーがインポート/抽出監視でインポート ファイルをアップロードすることができ

ます（カード フィードは除く）。[ファイルのダウンロードを許可する] を Y（有効）にすると、

インポート/抽出監視ユーザー ロールを持つユーザーがインポート/抽出監視で抽出ファイルを

ダウンロードすることができます。  

インポート/抽出監視: 並べ替えオプションを追加 

概要                                     

インポート/抽出監視ツールの [スケジュール ジョブ] と [インポート] タブ で [前回の実行日] 

列と [前回の実行ステータス] 列で並べ替えができるようになりました。  

業務目的とユーザーへの利点 

インポートと抽出の情報を並べ替えるオプションを増やし、必要な情報をさらに探しやすくしま

した。  

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。 

トレーニング管理: トレーニング資料（カナダ フランス語） 

日本では対応しません 

概要 

5 月のリリースで、[トレーニング管理] ツールのカナダ フランス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

更新を止めることはできないため、5 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。 
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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。  

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。   

設定およびアクティブ化 

この機能は、該当の言語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。  

トレーニング管理: トレーニング リンクの更新（アメリカ英語） 

概要 

5 月のリリースより、[トレーニング管理] のトレーニング リンクを更新します。  

以下のトレーニング リンクが、新しいリンク [申請の操作方法] に置き換わります:  

• 支払申請の作成 

• 支払申請のレビュー - 承認と提出 

• 未割当の支払申請を管理 

以下のトレーニング リンクは廃止します: 

• 支払請求処理のクイック スタート ガイド 

• Travel & Expense クイック スタート ガイド 

• 事前申請の作成と提出 

• マネージャー: 事前申請のレビューと承認 

• 事前申請を経費精算レポートに関連付ける 

• Concur Open Booking の操作 

• 申請の作成 
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• 承認者として申請をレビュー 

• 申請を経費精算レポートに関連付ける 

業務目的とユーザーへの利点 

内容の古くなったトレーニングリンクを削除し、トレーニング コンテンツを統合します。   

設定およびアクティブ化 

この機能は、該当の言語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。  

統合管理: [抽出を構成] の廃止 

概要                                     

[統合管理] ツールから [抽出を構成] の機能を廃止しました。この機能は今後 [インポート/抽

出監視] ツールで利用できます。   

業務目的とユーザーへの利点 

新しい UI で置き換わった機能を廃止します。  

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。Concur の管理担当者

と Concur のコンサルタントは引き続きこの機能にアクセスすることができます。  
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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。 
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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。 

 

 

 


