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リリース ノート 

Expense 

経費処理： 仮払の払戻通貨と発行通貨の表示機能 

概要                                     

[レポートの処理] ページを機能強化し、処理者が [割り当て済の仮払申請] ウィンドウで仮払の

払戻通貨と発行通貨の両方を確認することができるようになりました。ユーザーの払戻通貨とは

異なる通貨で仮払申請したケースに、追加情報を提供します。 

処理者はレポートを開いた後、[詳細] > [仮払申請] > [割り当て済] の順にクリックします。  

 

金額が両方の通貨で表示されます。  

業務目的とユーザーへの利点 

経費処理者のための仮払申請情報を追加しました。 
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設定およびアクティブ化 

この機能は 2 つの [グループ構成] の設定が必要です。  

 

この 2 つの設定を選択しているすべてのお客様がこの機能を利用することができます。 
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仮払申請： 仮払申請の撤回をユーザーに許可 

概要                                     

ユーザーに仮払申請の撤回を許可することが可能になりました。この機能を有効にすると、ユー

ザーに対して、提出済みでまだ発行されていない仮払申請に [撤回] ボタンを表示します。  

業務目的とユーザーへの利点 

ユーザーは誤って提出した仮払申請を撤回することができるようになります。 

設定およびアクティブ化 

管理者はそれぞれの仮払申請ワークフローの [ワークフロー] 画面でこの設定を有効にしてくだ

さい: 
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ノルウェーの出張手当：規制変更をサポートする新プロパティ 

概要                                     

ノルウェーの規制変更により、国内出張と海外出張の控除を個別に分配するオプションが必要と

なりました。既存のプロパティ "use_prorated_deduction" を国外出張に適用するよう修正し、

国内出張には新しいプロパティとして  "use_prorated_deductions_domestic" を追加しまし

た。新しいプロパティは初期設定ではオフになっています。  

業務目的とユーザーへの利点 

ノルウェーのお客様に、国内と海外出張の控除を個別に構成する機能を提供します。 
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設定およびアクティブ化 

この機能を使用するには、管理者が新しいプロパティを有効化してください。 

 詳しくは設定ガイド 「Travel Allowance」 をお読みください。 

法人カード： 既存のカード所持者への新カード口座割り当て方法の変更 

概要 

カード発行元は、 カード口座の所有者名を VCF 4.0 および VCF 4.4 フィードに一度だけ送信

します。そのカードの有効期限が切れ、新しくカード口座が設定される時にその所有者名は再送

信されません。そのため、新しいカード口座は「カードに記された名前」のような既定値で作成

されてしまいます。 

そこで、本リリースより既存のカード所持者に新しいカード口座を作成して割り当てる時に、シ

ステムが既存のカード所持者名を参照して新しいカード口座名の値を設定するようになりました。  

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、新たに作成されたすべてのカード口座に、カード所持者名が設定されます。 

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。 

未提出の CR 支払明細 

本リリースより、未提出の突合せ支払請求に関連する配賦を、編集して保存することができます。

ただし、変更することができるのは配賦のみです。他のフィールドは変更できません。 

提出されると、配賦は読み取り専用となります。 

業務目的とユーザーへの利点 

出張システムや TMC が配賦していない、調整が必要な配賦を変更する事ができます。 
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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。 

フォームとフィールド： 新規 レポート ヘッダー フィールド ‐ レポート 開始日とレ

ポート終了日 

概要                                     

[レポート ヘッダー] フォームに追加できる 2 つの新しいフィールド、[レポート開始日] と [レ

ポート終了日] が登場します。このフィールドは、条件エディターで [レポート] データ オブジ

ェクトに対して利用できます。その後、勘定抽出に追加できます。このフィールドは日付フィー

ルドです。他のフィールド タイプへの変更はできません。  

業務目的とユーザーへの利点 

日付ベースの経費精算レポートを従業員に作成させたいお客様をサポートします。  

設定およびアクティブ化 

この機能は自動的にオンになっています。これらのフィールドは自動的に設定時の選択肢として

利用可能です。管理者は通常どおり [フォームとフィールド] でレポート ヘッダーにフィールド

を追加することができます。  

 詳しくは、設定ガイド「Expense: フォームとフィールド」をお読みください。  

管理者は [監査ルール] 画面でレポート開始日から終了日の範囲外の日付が入力された経費にフ

ラグを立てる監査ルールを作成できます。   

 詳しくは、設定ガイド「Expense： 監査ルール」 をお読みください。  
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フォームとフィールド: 条件フィールド検索が強化されました 

概要                                     

リスト条件フィールドの検索を強化しました。リスト項目名とリスト項目コードに関する検索オ

プションを提供します。条件フィールドを設定する時にリスト項目名もしくはリスト項目コード

のどちらで検索が行われるかを選べます。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

検索条件と比較するリスト項目値を選ぶ事ができるようになりました。これによりフィールドを

翻訳して項目名が変わっても、項目コードを検索に利用できます。より高い精度の条件設定が可

能になります。 

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。既存の条件は、従来と

同様に今後も [テキスト] に設定されています。 
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管理ツール 

従業員インポート:  Cliqbook ユーザーが出張ウィザード ユーザーに変更 

概要 

予約権限を持つ Cliqbook ユーザー ロールは本リリースで出張ウィザード ユーザーに変更され

ます。この変更はジョブ ベースの従業員インポートの 300 と 305 レコード、および Excel シ

ート内のオンデマンド ユーザー インポートに適用されます。 

 

NOTE: このアップデートは、下位互換性があります。今回のラベル変更は、既存の 300 および

305 の従業員インポートに影響はありません。また、保存されている Excel テンプレー

トは、オン デマンド ユーザー インポート に引き続き利用できます。  

業務目的とユーザーへの利点 

管理者が利用できる 2 つの従業員インポート機能が、明確で一貫性のあるものになるよう変更さ

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。既存の従業員インポー

トを従来通りに使用できます。変更の必要はありません。6 月のリリースより、新しいフィール

ド名は以下の通りとなります: 

• オンデマンド スプレッドシート インポート:    TRAVEL_WIZARD_USER 
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• 300、もしくは 305 従業員インポート: Travel Wizard User 

このフィールドで引き続き Ｙ/Ｎも選択できます。  

 詳しくは、ユーザー ガイド「共通: ユーザー インポート」および「インポート/抽出の

仕様」の「第 5 章: 従業員インポート」をお読みください。 

推奨環境 

Microsoft IE v.8 および v.9 のサポートが 2016 年 2 月 12 日に終了  

概要  

Concur 製品では、Microsoft Internet Explorer（IE）のバージョン 8 およびバージョン 9 の

サポートを 2016 年 2 月 12 日に終了します。IE v.8 または v.9 を使用しているお客様は、サ

ポート終了日前までに最新バージョンの ｖ.11.0 にアップデートするか、サポートされている他

のブラウザをインストールしてご使用ください。 

背景  

Microsoft は、製品ライフサイクル プログラムにより IE8 と IE9 のサポートを 2016 年 1 月

12 日に終了する予定です（詳しくはこちらをお読みください 

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer）。Concur はお客様

が時宜に即して新しいブラウザへの移行を完了することができるよう、その日を超えて 1 ヶ月の

サポート（2016 年 2 月 12 日）を継続します。 

 Concur 製品がサポートするブラウザについて詳しくは、「推奨環境」の「クライアン

ト ブラウザ」をお読みください。  

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
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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。 

 

 

 


