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リリース ノート 

管理ツール 

備忘メールの [承認者にコピー] 機能を更新 

概要  

[備忘メール] ページで [承認者にコピー] オプションが有効になっている時は、経費精算レポー

ト提出者の既定の承認者に備忘メールのコピーが Concur から送信されます。既定の承認者とは、

ユーザーのプロファイルで経費の提出者に割り当てられている承認者のことです。 

従来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でした。今回

のアップデートによって、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消します。  

NOTE: 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します。 
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[管理] > [経費] > [備忘メール]: （[修正] をクリック）。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

経費精算レポート提出者の既定承認者に確実に備忘メールが送信されます。 

設定およびアクティブ化  

Concur は自動的に変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

 さらに詳しい情報は、設定ガイド「Expense: メールによる備忘通知」をご参照くださ

い。 
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法人カード 

突合: VCF 4.x 付加データマッチング動作の遅延 

概要 

本リリースより、初回の取引の後に到着する VCF 4.0 または VCF 4.4 取引に含まれる付加デー

タは、従業員または申請 ID とのマッチングを試行し、取引の受信に関するレポートを生成しま

す。このマッチングは、設定によって従業員または申請 ID の値のいずれかに基づきます。 

背景 

TMC が関わっている場合、付加データ（従業員、申請 ID）を含む請求は、最大 2 または 3 日

間遅延する場合があります。このタイミングは事前申請を作成した後になってしまいますが、取

引のマッチングには絶対不可欠です。この機能を使って取引を更新すれば、一致するものが存在

する場合は自動的にマッチングされます。  

業務目的とユーザーへの利点 

CR 処理者が手作業でマッチングさせる回数が減ります。 

設定およびアクティブ化 

この機能は自動的に有効になり、従業員名または申請 ID の値のいずれか、お客様の構成に基づ

いて動作します。  

 さらに詳しい情報は、ユーザー ガイド「Expense: Central Reconciliation」 をご参照

ください。 
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経費精算 

参照が "鉄道（Rail）"から "鉄道（Train）" へ  

概要 

経費精算で以前は "鉄道（Rail）" だった参照が "鉄道（Train）" になりました。出張予約では、

本リリースに先駆けて "鉄道（Rail）"から "鉄道（Train）" へと更新されました。 

お客様やユーザーへの利点 

Concur が鉄道予約購入の事業を続けるためには、鉄道での出張が選べる出張者には、自然に慣

れ親しんだ言葉を使う必要があります。この言葉の変更は、鉄道出張者のための鉄道予約購入事

業への Concur のフォーカスと責任の強化の表れです。 
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管理者への表示 

例 

"鉄道（Rail）" 出費カテゴリーが "鉄道（Train）" と表示されます。 

 

 

設定およびアクティブ化  

Concur は自動的に変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

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。  

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2014/08/07/stay-up-to-date-with-internet-explorer.aspx
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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。 

 

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  

Concur は自動的に変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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近日リリース 

近日公開: 支払タイプ [保留中のカード取引] をアクティブに  

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ているクレジット 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

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。  
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設定およびアクティブ化  

Concur は自動的に変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

 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。 

近日公開: 法人カードの設定 – グローバル管理者に限定されたアクセスの編集 

概要 

経費精算法人カード管理者のロールでは、[法人カード] ページの [設定] タブの編集に必要なア

クセス許可がユーザーに付与されない場合があります。将来のリリースでは、グローバル グル

ープを管理する経費精算法人カードの管理者のみが [設定] タブを編集できます。 

 

グローバル グループではなく、1 つまたは複数のグループを管理する経費精算法人カードの管

理者には、[設定] タブを表示する読取専用のアクセス権があります。 

[法人カード管理] ページにアクセス可能な他のタブは、その現在の動作を保持します。 
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設定およびアクティブ化  

Concur は自動的に変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

近日公開: ポーランド語の用語の変更 -事前申請 

概要 

6 月のリリースでは、Concur 全体で用語の翻訳を一貫させるように、「Authorization 

Request（事前申請）」という用語を変更します。 

 

英語 従来のポーランド語訳 新しいポーランド語訳 

Authorization Request Wniosek o uwierzytelnienie Wniosek o zgodę 

Authorization Requests Wnioski o uwierzytelnienie Wnioski o zgodę 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング マテリアルに影響を与える可能性があります

のでご確認ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur のポーランド語版ユーザー インターフェースの正確性や一貫性を改善します。 

設定およびアクティブ化 

Concur は自動的に変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

近日リリース: 繁体字中国語の用語変更 - 'Itinerary' 

概要 

7 月のリリースで、出張予約に関する出張旅程の用語と日当に関する手当旅程の用語に統一性を

持たせるため、繁体字中国語の 'Itinerary' の用語を変更することになりました。  
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英語 従来の繁体字中国語 新しい繁体字中国語 

Itinerary 旅程 行程 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング マテリアルに影響を与える可能性があります

のでご確認ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur の繁体字中国語版ユーザー インターフェースの正確性や一貫性を改善します。 

設定およびアクティブ化 

Concur は自動的に変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

近日リリース: 手入力作成の CBS レポートの動作を統一  

概要 

7 月のリリースで、手入力の会社請求の取引明細レポートの動作を自動生成のレポートの動作と

統一します。ただし、引き続きコピーダウンと既定値の自動入力は手入力のレポートに対しては

この変更は行われません。変更後、設定に従ってフィールドは手入力と自動作成の両方で同じ表

示になり、同じように機能します。  

また、取引明細レポートの名前は自動生成のレポートと同様のルールに従い、手動で作成したレ

ポートにも既定で命名されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、会社請求の取引明細レポートの一貫性が向上し、必要な情報を含むヘッダー作

成が容易になります。 



 

Concur リリース ノート ページ 13 Expense Professional / Premium 

2016 年 6 月 

英語版の投稿:  

6 月 17 日金曜日 1:00 PM 太平洋時間  お客様向け 最終版 

設定およびアクティブ化 

Concur は自動的に変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

重要: 手動で作成した会社請求の取引明細レポートには、コピーダウンおよびポリシーの既定の

設定が引き続き適用されます。 
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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 サポート] 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。 

6 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。 

07797027 

突合  

不一致の取引をマニュアルで処理できない。 

初回の取引の後に到着する VCF 4.0 または VCF 4.4 取引に含まれる取引の付加データ

は、従業員または申請 ID への一致を試み、取引の受信に関するレポートを生成しま

す。 

 


