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リリース ノート 

Expense 

経費精算レポート タイル: 承認済の経費精算レポート  

概要                                     

従来は、承認済の経費精算レポートのタイルには上部に [承認済] と表示されていました:   

 

8 月のリリースで、このタイルの上部に [提出済] と表示され、下部のステータス セクションに 

[承認済] と表示されます: 
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レポートの支払いが済むまで、あるいは従業員にレポートが戻るまで [提出済] と表示されます。

レポートの支払いが済むと、タイルのタイトルは [支払済] に変わります。レポートが差し戻さ

れると、タイルのタイトルは [差戻し] に変わります。  

レポートの支払いが承認されると、タイルのステータス セクションは承認と支払ステータスの

両方を表示します。  

 

業務目的とユーザーへの利点 

タイル内の正しい位置にレポートのステータス情報を移動し、支払ステータスがユーザーに関連

する時点で表示されるようになります。      
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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。 

仮払: ドキュメント タブおよび承認フロータブを常に表示 

概要                                     

従来は、仮払申請の [ドキュメント] および [承認フロー] タブはユーザーが仮払申請を保存す

るまでユーザーには表示されませんでした。 8 月のリリースで、仮払申請の表示を更新し、[ド

キュメント] および [承認フロー] タブを常に表示するようにしました。ユーザーが仮払申請を

保存する前にいずれかのタブをクリックすると、システムが自動的に仮払申請を保存します。  

 

業務目的とユーザーへの利点 

ユーザーが仮払申請を作成している時に、情報とオプションを提供します。   
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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。 

経費支給ゲスト ユーザー: 会社の設定ページを更新 

概要                                     

[法人管理] の [会社の設定] ページに経費支給ゲスト ユーザーの設定を追加しました。  

 

業務目的とユーザーへの利点 

経費支給ゲスト ユーザー設定の目的を明確にします。    

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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デジタル税支払請求: 供給業者の税 ID が抽出に利用可能 

日本では対応しません 

概要                                     

デジタル税支払請求書を使用しているお客様は（現在はメキシコに適用）、会計処理抽出に 

[Report Entry Xml Receipt Supplier Tax ID] フィールドが使用できるようになりました。  

業務目的とユーザーへの利点 

会計処理抽出でデジタル税支払請求書（メキシコで使用）に関する情報を提供します。 

設定およびアクティブ化 

会計処理抽出にこのフィールドを追加したいお客様は Concur クライアント サービスに連絡し

てください。  

まもなくリリース: 経費に添付できる領収書 - 古い領収書の動的な読み込み 

概要                                     

[経費に添付できる領収書] および [領収書ストア] セクションを更新し、古い領収書イメージを

より効率的に扱えるようにします。1 年前のものまで表示できますが、[経費に添付できる領収

書] および [領収書ストア] に表示されるのは最新のイメージです。ユーザーが古い領収書を表

示するためにスクロール ダウンすると、システムは動的に領収書イメージをチャンクで取得し

ます。これは、Facebook でニュース フィールドを下にスクロールすればするほど情報が追加

されていくのに似ています。 

業務目的とユーザーへの利点 

パフォーマンスおよびページの読み込み時間を改善するため、最近のイメージに表示を絞った既

定のセクションを保ちつつ、古い領収書を見つける便利な表示方法を提供します。    
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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。 

法人カード 

購入カード プログラムの新規作成: 国フィールドの機能強化 

概要                                     

購入カード プログラムの新規作成ページの国フィールド リストをアルファベット順にしました。    

業務目的とユーザーへの利点 

適切な国をより簡単に探すことができます。  

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。 

取引の重複を解決するための VCF v.4.0 および v.4.4 フィードの機能改善  

概要 

システムが判断するインポート クレジット カード取引はユニークですが、実際に同一である場

合、重複するトランザクションを表示する原因となっています。この問題を解決するべく、VCF 

V.4.0 および V4.4 フィード ファイルに含まれるカード取引が異なっていること、または一致

していることを明確にするため、取引ファイル内に追加フィールドの分析を含めるようにしまし

た。 
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業務目的とユーザーへの利点 

標準 VCF v.4 仕様に従い、VCF v.4 フィード ファイル インポートによる取引の重複を防止し

ます。  

機能説明 

フィールドのデータが以下の同じ 6 つのフィールドを共有していて同一である時は、取引（T5 

レコード）が重複とみなされます:  

• Account Number （口座番号）(フィールド 2)  

• Posting Date （記帳日）(フィールド 3)  

• Transaction Reference Number （取引参照番号）(フィールド 4) 

• Sequence Number （シーケンス番号）(フィールド 5)  

• Source Amount （ソース金額）(フィールド 14) * 

• Transaction Date （取引日）(F フィールド 19) * 

*より確実に制御するため、標準 VCF4 定義に金額と日付が追加されます。 

この機能を使用する際は次の点に注意してください：  

• 重複の可能性がある取引が読み込まれた時は、それぞれ必要に応じてカード管理者が解

除することができます 

• 制御は発行者に固有ではありません 

• 再作成されたファイルは、標準のルールに従いません。指定の取引を異なるシーケンス

番号、記帳日または取引参照番号にも割り当てることができるためです。これらの重複

は、現時点では同一と見なされません。 

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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乗客名およびロッジカードに AirPlus CDF v.3.0 のサポート 

概要 

通常、分離レコード（例: シングル料金取引）を持っていない取引に対して、CDF v.3.0 取引と

適切な出張者の一致に乗客名の値が利用できるようになりました。これにより、Expense が 

AirPlus CDF v.3.0 インポートに基づくロッジ カード取引をサポートします。 

提供されるたびに、航空/鉄道に関わらず出張者名が [ロッジ取引の管理] ページに表示されます。

それによって管理者は手動で取引を従業員に割り当てることができます。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

AirPlus CDF v3.0 フィードファイルのインポートにおけるロッジ カード口座タイプのサポート

を改善します。 
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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。 

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 

各四半期に行った改善のハイライト ビデオを視聴（英語） 

 

2015 ハイライト 

第 2 四半期 • Concur Travel 直接接続の新しいパートナー 

• 仮払申請ワークフローの改善 

• Concur Invoice にて代理設定が利用可能 

• Concur App からアクセス可能な新しい TripLink パートナー 

第 1 四半期 • 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 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/_Qrtrly-Highlights.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。 

 

 

 


