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リリース ノート 

法人カード 

ロッジ口座: VCF 4.x 付加データ一致動作 

概要 

先月、突合に対して行った更新と同様に、本リリースでは、ロッジ口座フィードにおいて初回の

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 ID

（のみ）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。 

背景 

TMC が関わっている場合、付加データを含む請求は、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。この機能を使って従業員 ID 経由で取引を更新すれば、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 

法人カード管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、お客様の従業員 ID の値のマッチング構成に基づいて動作しま

す。  

 詳しくはユーザー ガイド「Expense: 法人カードと会社請求の取引明細書の管理」をご

参照ください。 
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GL 1076 AMEX インポートにおける [From Zip] と [To Zip] フィールドのサポ

ート（日本では対応していません） 

概要 

本リリースより、購入カードのデータ抽出に使用される AMEX GL 1076 インポート ファイル

に、[From Zip（発送元の郵便番号）] と [To Zip（発送先の郵便番号）] フィールドが追加さ

れました。通常、「発送指向」の購買に関するもので、お客様が税務申告の際に購入支出に伴う

税務会計を是正しなければならない時にこれらのフィールドのデータが必要です。   

業務目的とユーザーへの利点 

お客様は税務データを使用して自社の税務申告を完了することができます。 

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。 

 詳しくはユーザー ガイド「Expense: 法人カードと会社請求の取引明細書の管理」をご

参照ください。 

カード口座フィールドの Intelligent コピーのサポート 

概要 

本リリースから、突合、ロッジ、または振替の口座タイプのカード口座データを正確に抽出、設

定するために、新しいフィールド "intelligent" キーが採用されることになりました。この機能

は、通常は購買カードに使用される AMEX GL1076 フィードに常駐する口座情報を抽出する機

能を取り扱いますが、あらゆるカード タイプにわたる全抽出機能に適用されます。すなわち、

本リリースより、すべての口座タイプがこの新しいキー フィールドを利用して、経費精算レポ

ートに口座データを設定することになります。 
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機能説明 

システムは今後、新しい ACTUAL_CCA_KEY フィールドを使用して、適用可能なすべてのフィ

ードから口座情報を特定し、取り込みます。次にこのデータは、このフィールドから、法人口座

については CCA_KEY、ロッジ タイプの口座については BILLED_TO_CCA_KEY フィールドに

コピーされます。この方法を使用すると、今後、すべてのカード タイプのフィードの口座情報

を抽出することができます。 

システムは、新しい ACTUAL_CCA_KEY フィールドを使用して、口座情報の特定と取り込みを

行い、次にこの情報がこのフィールドから、法人口座については CCA_KEY、ロッジ タイプ口

座については BILLED_TO_CCA_KEY へとコピーされます。  

業務目的とユーザーへの利点 

関連付けられた突合またはロッジ口座に、支払請求取引を迅速に一致させたいお客様を支援しま

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。ただし、既存

のフィールド CCA_KEY および BILLED_TO_CCA_KEY はそのまま利用でき、この機能強化

による変更はありません。そのため、現存する監査ルールまたはコピーダウン ルールをこの機

能に適応させる必要はありません。 

Expense （経費精算） 

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。 

中国語繁体字の用語変更 - 'Itinerary' 

概要 

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' の用語を変更しました。 
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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 は自動的にこの変更を実施しました。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

手入力の会社請求の取引明細レポートを統一  

概要 

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した。コピ

ーダウンと既定値の自動入力は、手入力で作成した CBS レポートに対して一貫して適用されま

す。設定に従い、フィールドは手入力で作成された CBS レポートと自動作成の CBS レポート

の両方で同じ表示になり、同様に機能します。  

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。 
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設定およびアクティブ化 

Concur は自動的にこの変更を実施しました。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。 

出張手当（XML v3） 

出張手当のインポートに新オプション: 場所コードの対応付け 

出張手当のインポートをお使いのお客様に、レートを直接特定のレート地と対応付けられる機能

が登場します。これは、レート検索で名前に頼らず確実に都市を見つけるのに役立ちます。 

検索のアルゴリズムは、この新しいステップを利用してレート レコードに対応付けられた場所

をチェックします。システムは以下のように動作します: 

1. レート地の対応付けテーブルをチェック（400 レコード タイプでインポートされます） 

1. レートの場所コードについて完全一致をチェック 

2. 国、都道府県、および市区町村について、完全一致をチェック 

3. 国と市区町村について完全一致、都道府県が空白をチェック 

4. 国と都道府県、郡（あるいは行政区）について完全一致、都市が空白をチェック 

5. 国と都道府県について完全一致、市区町村が空白をチェック 

6. 国について完全一致、都道府県および市区町村が空白をチェック 

7. 国と都道府県両方が空白で、「その他のすべての国」など、会社が定義したラベルがあ

るレコードをチェック  
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設定およびアクティブ化  

インポート データを準備する時、100 および 300 レコード タイプに新しく任意の設定が登場

します。これは、この対応付けのロジックを利用するために使用されます。  

 詳しくは、ガイド「経費精算: Import and Extract File Specifications – Travel 

Allowance Import (XML v3)」をお読みください。 

近日リリース 

法人カードの設定 – グローバル管理者に限定の編集アクセス 

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。今後のリリースで、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。 
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[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。 

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 [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できるようになります。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このタイプを利用できます。  

以下の条件をすべて満たす経費に使用できます: 

• 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。 
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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、データを正しく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。  

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の一般的な情報は、設定ガイド「Expense: 

Expense Types」 をご参照ください。 

2017 年 1 月に TLS v 1.0 暗号化プロトコルのサポートを終了 

概要 

2017 年 1 月 1 日に Concur は正式に TLS 暗号化プロトコル バージョン 1.0 のサポートを終了

し、新しいバージョンのサポートへと移行します。背景として、このプロトコルは、携帯電話や

コンピュータなどのクライアント デバイスからクラウド ベースのサービスなどの対象エンドポ

イントへの双方向通信を確保するために普遍的に使用されています。Concur はお客様の安全を

慎重に考慮し、より堅牢な TLS バージョン 1.1 および 1.2 へのアップグレードがしやすくなる

よう、バージョン 1.0 のサポートを終了することに決定しました。 

お客様へ 

安全でない接続を使用すれば機密データが漏えいする可能性があるため、 あらゆる TLS 通信チ

ャンネル（Concur サービスなど）が危殆化する恐れがあります。このため、確実な準備をして

いただけるよう、お客様には段階を追ってご案内いたします。お客様の Concur 管理者は、 

Concur と共同して TLS の新バージョンのコンプライアンス評価を自社で開始することができ

ます。 



 

Concur リリース ノート ページ 12 Expense Professional / Premium （経費精算） 

2016 年 7 月 

英語版の投稿:  

7 月 8 日金曜日 11:00 PM 太平洋時間  お客様向け 最終版 

業務目的とユーザーへの利点 

TLS v1.0 を終了することによって、お客様はバージョン 1.1 以上を使用して安全な Concur サ

ービスを使用していただけるようになります。 

この変更による影響 

一般的に、TLS を使用して Concur サービスとアウトバウンド/インバウンド通信をするブラウ

ザや携帯電話が影響を受けます。デバイスが TLS V1.1 またはそれ以降へアップグレードできな

い場合があります。たとえば、多くのブラウザがアップグレードするだけでこの変更に対応でき

る一方、一部の携帯電話はこの変更に対応できないハードウェアを内蔵していることがあります。

構成をよく確認した上で Concur と共同作業を行ってください。 

詳細情報 

Concur は、お客様のデータの安全性、およびサポートされているすべてのデバイスが当社の製

品と安全なセッションができるよう尽力いたします。TLS のサポート変更に関するその他の情報

は、今後のサービス リリースのリリース ノートに記載される予定です。変更に合わせた実行計

画を作成するための詳細情報は、今後のリリース ノートでご確認ください。  
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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 

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

9. [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。 

10. ケース ID を入力します。 

11. [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。 

７月の例 

以下の例は本リリースの一例です: 

ケース ID 説明 

07945723 

監査ルール 

 

監査ルール セクションが読み込めない 

 

読み込めるようになりました。 

07948292 抽出 

 

抽出しようとするとエラー 

 

正常に抽出できるようになりました。 

 


