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リリース ノート 

経費精算 

エントリ レベルに新しいレポート フィールド: 加盟店税 ID 

概要  

管理者が経費エントリに追加できる新規のフィールド、加盟店税 ID が登場します。  

このフィールドは、[加盟店税 ID あり] として、以下の機能とともに使用できます: 

• 監査ルール 

• ワークフロー ルール 

• 領収書ルール 

• 処理者クエリ 

Concur の導入チームがその後すぐにこのフィールドを標準会計抽出（SAE v3）へ追加します。 

業務目的とユーザーへの利点  

法人税処理においてお客様の納税義務を果たすためのデータ収集を支援します。 

管理者への表示 

監査ルール 
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[監査ルール] ページに [加盟店税 ID あり] フィールドが表示されます。 

 

 

  

ワークフロー ルール 

[ワークフロー ルール] ページに [加盟店税 ID あり] フィールドが表示されます。 
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 領収書ルール 

[領収書ルール] ページに [加盟店税 ID あり] フィールドが表示されます。 

 

 

処理者クエリ 

処理者は、[加盟店税 ID あり] フィールドを使用して照会できます。 

 

 

設定およびアクティブ化  

この機能は自動的にオンになります。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

することができます。管理者は通常の処理と一緒にこのフィールドを追加できます。 



 

Concur リリース ノート ページ 6 Expense Professional / Premium 

2016 年 5 月 

英語版の投稿:  

5 月 13 日金曜日 12:30 PM 太平洋時間  Concur Expense Professional をお使いのお客様 

 詳細については次の経費精算のガイドをご参照ください。     

• 設定ガイド「Expense: Forms and Fields 」 

• 設定ガイド「Expense: Audit Rules」 

NOTE: デジタル税請求書をお使いのお客様のために、2015 年 8 月、メキシコ向けに  [Report 

Entry Xml Receipt Supplier Tax ID] フィールドを提供しましたが、このフィール

ドはメキシコのお客様限定でした。今回の新フィールド [加盟店税 ID] は世界中どの国

のお客様にもお使いいただけます。  

SAE グローバル テンプレート（および経費精算: インポート／抽出の仕様 - Standard 

Accounting Extract, Version 3 document）は 5 月のリリース後の週に更新されます。ファイ

ル エクスポート構成ツールにアクセスできるお客様がテンプレートを使用して、5 月のリリー

ス後の会計抽出においてこのフィールドを含めることができます。 

地域のリッチ データ サポート: 加盟店の州フィールド チェックを削除 

概要 

本リリースより、経費精算におけるリッチ データの領収書の取扱い機能のユーザーは、ユーザ

ーの地域の場所に基づき、VCF 4.0 および 4.4 フィードでこのデータを使用した作業ができるよ

うになります。従来は、 [加盟店の州] フィールドにリッチ データを処理するための値が含まれ

ているかどうかをシステム チェックしており、オーストラリア、カナダ、メキシコ、および米

国以外のユーザーには表示されませんでした。 

すなわち、その他の国に住む領収書の取扱いのリッチ データの使用機能のユーザー、およびこ

のチェックが必須でないユーザーは、リッチ データ経由で領収書を見ることができませんでし

た。このチェック機能を削除することで、リッチ データがシステムで正常に処理されます。 

さまざまな国々での [加盟店の州] フィールドの使用 

指定された状況がこれらの国にわたり同一の場合のある国々では、加盟店の場所を区別すること

が重要となります。つまり、[加盟店の州] フィールドに値があるかのチェックが、リッチ デー
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タ情報を完全に実装するためには必要でした。ただし、他の国々でのリッチ データ機能の用途

では、このチェックは意味のないものであり、多くの場合リッチ データが受領書として表示さ

れるのを妨げていました。 

この変更で、このチェックは国に基づき実行されるようになりました。これにより、加盟店の州

の値が選択的にチェックされるか、無視されるようになり、地域を考慮することなくリッチ デ

ータの受領書を提供できるようになります。 

業務目的とユーザーへの利点 

すべての国にわたり、リッチ データの使用がサポートされるようになりました。   

設定およびアクティブ化  

この機能に必要なその他の設定やアクティブ化のステップはありません。 
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クラシック サインイン ページの更新 

概要 

5 月と 6 月の期間中、クラシック サインイン ページを使用していた、あるいは 

director.concursolutions.com を通じてサインインしていたお客様は、自動的に新しいサイン

イン ページにリダイレクトされます。こうした移行は 5 月と 6 月に実施されます。 

旧 

 

新規 
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この更新でお客様に発生する変更はありません。この新しいサインイン ページで現在のユーザ

ー名とパスワードを使用することができます。ユーザーのブックマークを新しいログイン ペー

ジに更新するよう依頼する警告メッセージが表示されます。実行したあとは、同じ警告は表示さ

れません。  

業務目的とユーザーへの利点 

より安全な新しいサインイン ページがお客様に提供されます。既存のユーザー名とパスワード

は保持されるため、お客様はこれらの変更を強いられることはありません。 

設定およびアクティブ化  

この新機能の使用にあたり、お客様側で行う変更はありません。ユーザー名またはパスワードを

更新する必要はありません。警告メッセージで指示されたおとり、ブックマークは新しい URL 

に更新してください。  

IE バージョン 8、9 のサポート終了アラート 

概要 

Concur は 2016 年 2 月 12 日に Web ブラウザの Internet Explorer 8 および 9 のサポートを

終了しました。これは、2016 年 1 月 12 日に Microsoft が当該ブラウザのサポートを終了した

という発表に伴うものです。  

ログイン時にブラウザ移行を促すバナー 

ログイン時に IE バージョン 8 または 9 のブラウザが検出されたら、バナーがユーザーに表示

されるようになります。このバナーは、使用中のブラウザは機能するものの、すべての特長を利

用することはできないことをユーザーにお知らせします。 

バナーで [このメッセージを非表示にする] をクリックすると、1 か月間このバナーは非表示に

なります。 

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2014/08/07/stay-up-to-date-with-internet-explorer.aspx
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業務目的とユーザーへの利点 

Concur は、これらのブラウザで適切に動作しない可能性のある機能をすでに開発しています。

サポートされているブラウザに移行することで、ユーザーの方が Concur やご使用の他のアプリ

ケーション、ならびに Concur のような会社がリリースする最新の機能強化や機能をご利用いた

だけるようになります。   

設定およびアクティブ化  

この機能に必要なその他の設定やアクティブ化のステップはありません。 
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管理ツール 

変更ログ: 抽出構成の変更がログに含まれます 

概要 

このリリースでは、抽出構成ツールで行われた変更が変更ログに取り込まれるようになります。

すなわち、このツールを使用する管理者は、検索を実行する際に、有効な構成タイプとして「抽

出」を選択できるようになりました。管理者の名前は、変更ログ ツールの [説明] 列に表示され、

変更アクションを説明する行では「オブジェクト | アクション | 管理者名」として作成されま

す。 

 

HMC を通じて変更を行う CONCUR 管理者を記録 

この更新では、抽出構成タイプに変更を行う Concur 管理者の名前も記録されます。抽出を変更

する目的で HMC を使用してエンティティにアクセスした管理者のログイン情報を取り込むこと

で、名前の表示が行われます。したがって、Expense のアクセスに HMC を使用しない、また

は使用できない管理者は、[説明] 列に名前が記録されることはありません。  

業務目的とユーザーへの利点 

Concur サポートは、システムで参照目的で抽出（ファイル定義、フィールド）を変更した 

Concur の管理者名を取り込み、一方でお客様の表示から管理者名を非表示にすることで、抽出

の問題を解決できるようになりました。 
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管理者への表示 

管理者は、抽出に変更を行った Concur 担当者、またはこの変更を実行するために HMC を使用

して Expense にシングル サイン オンした Concur の担当者名がわかるようになりました。 

設定およびアクティブ化  

この機能に必要なその他の設定やアクティブ化のステップはありません。 

 詳細については、設定ガイド「Expense： Change Log」 をご参照ください。 

税グループ修正時の [グループを上書き] の動作を変更 

概要 

税グループを修正する際の [グループを上書き] オプションの一貫性が強化されました。[税・還

付申請グループ] タブの [グループを上書き] オプションの動作が変更され、管理者が [修正] ボ

タンを選択したり、税グループをダブルクリックする際には、選択された税グループを修正して

いることが強調されるようになりました。  

このリリースでは、[グループを上書き] オプションを選択すると、現行の発効日が必ず、[グル

ープ名] タブと [経費タイプ] タブの両方の [発効日] 列に設定され、ロックされるようになりま

す（修正中の税グループに対して）。管理者が [グループを上書き] オプションを選択している

間に経費の追加や削除を行うと、既存の税グループを起点に経費が追加されるか、削除されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、管理者が税グループを重複することが避けられます。 
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管理者への表示 

（税管理へのアクセス権のある）管理者にとっての変更はページの動作であり、外観が変更され

ることはありません。 

 

設定およびアクティブ化 

この動作の変更が行われました。設定やアクティブ化を行う必要はありません。 

既存の税グループの経費タイプの構成の変更 

新しい税グループを作成することなく既存の税グループの経費タイプの構成を変更する場合は、

[グループを上書き] オプションが必ず選択されるようにしてください。  
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既存の税グループの新バージョンの作成 

既存の税グループの経費タイプの構成を修正して新しい税グループを作成する場合は、[グルー

プを上書き] オプションのチェック ボックスを外し、当該経費タイプの変更を行い、適切な発効

日を選択します。 

[グループを上書き] オプションの既定の設定 

[修正] ボタンを選択するか、税グループをダブルクリックして既存の税グループを開くと、[グ

ループを上書き] オプションが既定で設定されます。 

非推奨の Concur API 

概要 

2016 年 5 月のリリースで Concur プラットフォームが提供している API および API 関数の一

部を非推奨とします。2016 年 2 月 19 日の最初の告知から 90 日後の 2016 年 5 月 19 日より非

推奨とします。2016 年 5 月 19 日に廃止が行われます。非推奨となる API と API 関数の問題

については 2016 年 11 月 19 日まで引き続き取り組む予定です。それ以降はこれらの API と関

数の問題については対応いたしません。また、新しい問題についても取り扱いいたしかねます。  

Concur プラットフォームの非推奨ポリシーについて詳しくはこちらをお読みください:  

https://developer.concur.com/tools-support/reference/deprecation-policy.html 

非推奨となる API 関数は以下の通りです: 

 

API API 関数 

Allocation Create Allocation v3.0 

 Delete Allocation v3.0 

 Get Allocation Details v1.1  

https://developer.concur.com/tools-support/reference/deprecation-policy.html
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API API 関数 

 Get Allocation Info v1.1  

Itemization Get Itemization v3.0 

 Update Itemization v3.0 

 Delete Itemization v3.0 

 Post Expense Entry Itemization 1.1 

List Update List v3.0 

Attendee/Attendee Type Get Attendee  v1.0 

 Delete Attendee v3.0 

 Create Attendee Type v3.0 

 Delete Attendee Type v3.0  

製品によっては、使用できない API もあります。  

業務目的とユーザーへの利点 

使用されない API や関数を廃止します。  

設定およびアクティブ化  

この変更については、社内の Web サービス担当またはサードパーティーの開発担当に連絡して

ください。  

追加情報については、Concur 開発者ポータルをご参照ください: 

https://developer.concur.com/ 

https://developer.concur.com/
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近日リリース 

支払タイプ [カード取引保留] 

概要  

まもなく、カード取引保留の支払タイプが利用可能になります。これは管理者がグループに対し

てこの支払タイプをアクティブ化しているかどうかにはかかわりません。 

レポートに追加できる経費を経費精算レポートに追加したときに利用できます。  

以下の条件をすべて満たす経費で使用できます: 

• 旅程、E-Receipt、ExpenseIt から発生した経費 

• ユーザーの Concur アカウントに保存された、コーポレート クレジット カードによる

予約の経費 

• カード取引との一致がない経費  

カード取引が Concur に取り込まれると、Concur はカード取引を経費とマッチングさせ、支払

タイプを更新します。  

重要: 支払タイプが [カード取引保留] の経費は提出できません。経費を提出するには、経費が

クレジット カードとマッチングするのを待つか、手動で経費タイプを更新します。 

[カード取引保留] は経費管理者がグループに対してアクティブ化しない限り、ユーザーが手動

で経費を編集する際には支払タイプの選択肢として表示されません。 

業務目的とユーザーへの利点 

カード取引が Concur に到着する前に誤って経費を提出するのを防止します。また、経費を提出

する前に、利用可能なデータの正しい要素をすべて揃えるのに役立ちます。ユーザーが支払タイ
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プの編集を選択した場合は、状況を考慮してそれに一致する支払タイプを選択したことを示して

います。  

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。ユーザーが [カード取

引保留] の支払タイプを異なる支払タイプに変更するたびに、監査証跡にその変更が記録されま

す。  

 支払タイプのアクティブ化について詳しくは、設定ガイド「Expense: Expense 

Types」 をご参照ください。 

近日リリース: [承認者にコピー] の更新 

概要  

備忘メールで [承認者にコピー] が有効になっている時は、Concur から経費精算レポート提出

者の既定の承認者にも備忘メールのコピーが送信されるようになります。現在のワークフロース

テップでは、Concur は承認者に備忘メールを送信しません。この更新により、既定の承認者で

はなくその時のステップ承認者が備忘メールを受信してしまうという問題を解決します。  

既定の承認者に備忘メールを送信したくない場合は、備忘メールに対して [承認者にコピー] オ

プションをオフにすることができます。 

詳しい情報は６月のリリースノートで公開される予定です。 
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その他の技術文書 

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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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。 
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ケース 

ステータスを確認する手順 

サービス リリースごとに、問題が修正されていることがあります。  

 提出したケースのステータスを確認するには 

1. https://concursolutions.com/portal.asp にログインします。 

2. [ヘルプ] > [サポートへのお問い合わせ] をクリックします。      

 

[Concur Support] ページが表示されます。 

 

https://concursolutions.com/portal.asp
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NOTE: ヘルプメニューの下にサポートへのお問合せオプションがない場合は、社内の Concur 

サポート デスクに連絡してください。社内のサポート デスクに連絡し、支援をお受け

ください。 

3. ケース ID を入力します。 

4. [検索] をクリックします。検索結果は、自分の会社のケースに限定されています。 

5 月の例 

以下の例は本リリースの一例です: 

ケース ID 説明 

07626213 

日本の公共交通機関 

お気に入りの経路レコードが突然消失する 

古い IC カード トランザクションを削除するルールをなくし、経路が消失しないように

しました。 

07711132 

EMEA P-Card リッチ データ  

加盟店の州がない EMEA トランザクションがリッチ データを表示しない。  

US 以外の P-Card トランザクションに対しても、リッチ データの必須条件から加盟店

の州を削除しました。今後はリッチ データを表示します。正確には加盟店の州は US、

オーストラリア、カナダ、メキシコでのみ必要です。 

 


