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リリース ノート 

Expense 

デジタル税支払請求 (CFDi): 重複する CFDi を識別する監査ルール フィールド 

概要                                     

監査ルールに新しいフィールド [重複 CFD あり] が追加されました。管理者は、このフィール

ドを使用して、添付の CFDi が別の経費の既存 CFDi と重複しているレポート入力や支払請求入

力にフラグを設定することができます。この新しいフィールドは、監査ルールに利用できます。

CFDi XML ファイルの収集は、メキシコ国内の税法上の要件に対応しています。この重複のチェ

ックは、添付ファイルと、XML ファイルの内容から取得される一意の識別子 UUID を比較する

ことにより実行されます。  

業務目的とユーザーへの利点 

同一の CFDi ファイルが複数の入力に添付されている箇所をマークすることができます。  

設定およびアクティブ化 

[管理] > [経費] > [監査ルール] のフィールドを使用して、新しい監査ルールを作成します。  

 

 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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Internet Explorer 11 の既知の問題: 安全でないとして報告されているサイト  

www.concurtraining.com   

概要                                     

IE11 を使用している一部の Concur ユーザーに、www.concurtraining.com は安全ではあり

ません: というメッセージが表示されます。 

  

この Concur トレーニング サイトのコンテンツは文書のみであり、ユーザー データに脅威を与

えることはありません。Concur は、Microsoft 社と協同して、この解決を図っています。問題

が解消するまで別のブラウザを使用するか、IE の SmartScreen フィルターをオフにすること

によって、このメッセージの表示を回避することができます。 

http://www.concurtraining.com/
http://www.concurtraining.com/
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[ツール] > [セーフティ] >  [SmartScreen フィルター機能を無効にする] をクリックします。 

 

設定およびアクティブ化 

追加設定や有効化を行う必要はありません。 

法人カード 

GL1025 の GL1080 との組合せ (のみ) に対する「分離データ更新」サポート 

概要 

金融機関が提供、更新する分離データはますます増えているため、分離データが Expense にイ

ンポートされればいつでも既存のサマリー レコードを更新することができます。   

本リリースより、分離データ GL1025 に続いて GL1080 が更新される場合は、会計取引データ

の消去と新しいデータの構築がサポートされるようになりました。ロッジ取引については、[顧

客の名前] フィールドの値はメインの GL1025 フィードで常に利用できるわけではありません
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が、通常はホテルに特化した GL1080 フィードで取得することができます。この値によって、

[従業員 ID] をプライマリ ID として利用できない取引のマッチングが可能になります。 

この機能は、次の分離データに適用されます。 

• VISA VCF4 

• Mastercard CDF3 

• AMEX GL 1080 と組み合わせた AMEX GL 1025 

業務目的とユーザーへの利点 

GL 1025 と GL 1080 の両方の分離データ フィードによって更新されている取引に、顧客の名

前の値を追加することができます。 

設定およびアクティブ化 

Concur に連絡し、お客様の会社について Enable Addenda Update（分離データ更新有効）の

設定を有効化するように申請してください。  

Bank of America Latina: 読み込み中の通貨コード除去 

概要 

Bank of America Latina では、合計 16 文字の口座番号が想定される場合に正しくない 19 文字

の口座番号が受信されます。これは、3 桁の通貨コード (032、840 など) が口座番号に付加さ

れるために起こります。この結果、口座取引に該当する正しいカード所有者を自動的に割り当て

て処理することができません。 

これを修正するため、想定される 16 文字の値を超える桁数の場合は必ず、通貨コード サフィッ

クスが口座番号から除去されるようになりました。この拡張は、MasterCard CDF 3.0 インポー

ト機能で Bank of America Latina によって使用されている口座番号フォーマット専用に適用さ

れます。 
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業務目的とユーザーへの利点 

無関係なデータを除去し、取引と関連付けられたカード所有者の自動的な割り当てを可能にする

ことによって、Bank of America Latina のカード フィード サポートを向上することができま

す。 

設定およびアクティブ化 

この機能は自動的に設定され、Bank of America Latina のカード フィードのみに適用されます。 

乗客名マッチング ロジックの拡張 

概要 

Expense でカード フィードの処理中、乗客名の値と口座所有者のマッチングに名前を識別する

際に、近日リリース予定の機能拡張で改良されたシステムロジックがサポートされます。 

これまでは、乗客名が複雑な場合や同じ名前の従業員がいる場合に、該当する口座所有者と取引

をマッチングができないことがありました。このような状況では、間違った従業員に取引が割り

当てられる可能性があります。 

この機能強化により、次の 2 つの場面で名前をマッチングするロジックが改善されます。 

• 複雑な名前: 乗客名の値の識別と抽出が、より成功しやすくなります。 

• 同姓同名: 1 つの取引に 2 人以上の所有者がいると判定されると、システムは取引を割

り当てる代わりに、取引詳細を使用する管理者が手動で取引を従業員に割り当てるよう

に、警告を発行します。 

業務目的とユーザーへの利点 

カード口座フィードを処理する際の名前のマッチング ロジックが強化されます。  

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。  
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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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当四半期のハイライト 

ビデオでご紹介します 

 

 

 2015 年の第一四半期に行われた以下に挙げるいくつかの拡張のハイライトについ

ては、動画をご覧ください。 

• Microsoft 社が Internet Explorer 8 のサポートを終了 

• Outlook 同席者の Expense への自動的なインポート 

• 経費支給ゲスト ユーザー (Professional Edition のみ) 

• Concur Business Intelligence に新しいアクティブなレポートを追加 

• Concur Messaging 機能の強化 

• 新しい TripIt Pro/TripLink ツールキット 

上記のリンクをクリックするか、ブラウザに下記の URL をコピー&ペーストします: 

https://youtu.be/GMJRCmIbah8  

http://bit.ly/2015-Q1-Release
https://youtu.be/GMJRCmIbah8
https://youtu.be/GMJRCmIbah8
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Additional Release Notes, Webinars, and Technical 

Documentation 

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。 

 

 

 


