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リリース ノート 

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。  

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

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2014/08/07/stay-up-to-date-with-internet-explorer.aspx
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ケーション、およびリリースに伴う最新のアップデート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。 

経費精算レポート履歴に追加されるレポート ID 

経費精算ユーザーの [経費精算レポート履歴] に [レポート ID] が表示されます。  

業務目的とユーザーへの利点 

提出者と管理者が特定のレポートについて言及する際に、この番号を参照することができます。 

ユーザーへの表示 

[経費精算レポート履歴] に、[レポート ID] という新しい列が表示されます。 
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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。 

国に固有の税フィールドの抽出をカスタム 

概要 

本リリースより、抽出設定ツールで自動的に財務抽出の [詳細] セクションに [カスタム 1-10 

エントリ税] フィールドを追加する設定にすることができます。この機能は、動的な税フィール

ド データを抽出ファイルに、続いてお客様の ERP に抽出する際の調整に役立ちます。 

業務目的とユーザーへの利点 

会計からお客様の ERP へ抽出する、国に固有の税データを分析の目的で修正するのに役立ちま

す。 

設定およびアクティブ化 

Concur は自動的にこの機能を追加しました。このフィールドを抽出テンプレートの詳細フィー

ルドに追加するには、Concur と共同する必要があります。   

ジョルダン メンテナンス  

概要  

ジョルダンの定期メンテナンスで JPT の駅と路線のデータベースに追加、名称変更、削除があ

りました。  

業務目的とユーザーへの利点  

経費作成時のリストに JPT の最新の駅と路線名が反映されます。  
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管理者への表示  

管理者が通勤定期券登録のために JPT 経路の検索や設定を行う際、最新の有効駅名と路線名の

リストを表示します。  

ユーザーへの表示  

ユーザーには、旧駅名に代わって新駅名が表示されます。削除対象の駅を含めて更新前に設定し

た通勤定期券とお気に入りの経路は、更新時点で進行中の経費精算レポートに対応するため、引

き続き表示されます。  

設定およびアクティブ化  

データベースのメンテナンスは完了しているため、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 

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 

9 月のリリースより、経費精算の法人カード管理者のロールで [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。この変更は、カード 

プログラムの管理者ロールにも影響を及ぼします。グローバル グループを管理する経費精算の

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の法人カードの

管理者には、[設定] タブに対して読取専用のアクセス権があります。 

[法人カード管理] ページのアクセス可能な他のタブは、現在の動作を保持します。 

カード プログラム管理者ロールへの影響 

グローバル グループの管理者にアクセスを制限することにより、カード プログラムの管理者ロ

ールに次のような影響を与えます。 
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設定およびアクティブ化  

9 月のリリースで、Concur はこの変更を自動的に実装します。特別な設定やアクティブ化は必

要ありません。 

配賦対象ではない経費の動作を修正 

概要 

近日のサービス リリースで、配賦対象ではない経費を配賦できてしまうという現象を修正しま

す。現在、経費タイプが配賦対象ではないことをシステムが正しく認識していないため、配賦対

象ではない経費が複数選択されている時に配賦リンクが無効にならず、配賦を許可してしまって

いるという現象があります。  

これを解決するには、Concur サポートのアクションが必要です。アクションについての詳細は

後述します。 
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背景 

経費を配賦するには、配賦フォーム定義に [配賦] フィールドを追加する必要があります。追加

しないと経費を配賦することができません。しかし最近行ったテストとお客様からのフィードバ

ックによって、システムがこの動作を守っておらず、[配賦] フィールドがないのに複数の異な

る経費の配賦を許可していることが分かりました。   

 

業務目的とユーザーへの利点 

正しい動作に修正されます。 

設定およびアクティブ化 

今後のリリースで Concur は自動的にこの変更を実施します。  

お客様のアクション 

はじめに、配賦フォームに [配賦] フィールドを定義しているかどうか確認します（後述）。配

賦を許可しようとしていて、かつこのフィールドが定義されていない場合は Concur サポートに

配賦フォームに追加したフィールドを含むリストをご提供ください。 

経費の配賦可否を判断する 

経費に対して配賦できるかどうかを判断する 2 つの方法があります。 
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• ユーザー インターフェースで経費タイプを確認する: 経費精算にログインし、配賦した

い経費タイプがこのフィールドを持っているかどうかを見ます。 

• 構成レポートで確認する: [管理] ＞ [経費精算] ＞ [構成レポート] をクリックし、[経費

エントリ フォーム] をクリックして [配賦] フィールドがフォーム定義に含まれている

かどうか確認します。 

 

詳細情報 

 詳しくは 設定ガイド「Expense: Forms and Fields」 および設定ガイド「Expense: 

Allocation」をお読みください。 

支払タイプ [保留中のカード取引] がすべての製品で利用可能 

概要  

まもなく、支払タイプ [保留中のカード取引] 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] から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 
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• ユーザーの Concur アカウントに登録された会社がスポンサーのクレジット カードによ

る予約または支払に関する経費  

NOTE: アカウントは、[管理] ＞ [会社] ＞ [ツール] ＞ [法人カード] で表示できます。

これは、出張予約に使用するプロファイルにユーザーが入力する個人用カードに

は適用されません。 

• カード取引と一致しない経費  

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 [保留中のカード取引] の経費は提出できません。経費を提出するには、そ

の経費がクレジット カード取引と一致するのを待つか、手動で経費タイプを更新します。 

[保留中のカード取引] は経費精算の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の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 に取り込まれ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。  

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。 
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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 

Concur は 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

ポートへと移行することを先月お知らせしました。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。  

2016 年 9 月のリリースから、新バージョンをサポートしていないすべてのブラウザ上にお知ら

せのバナーを表示します。これは、今後の変更についての喚起を目的としています。 

業務目的とユーザーへの利点 

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 へアップ

グレードしやすくなることを念頭にこの手順を踏むことになりました。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 サービスをご利用いただけ

ます。 

お客様へ 

安全でない接続を使用していると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。そのため Concur は、お

客様にはこのプロトコルのサポート終了にあたり、十分ご準備いただくようお願いしています。

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。 

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 v 1.1 またはそれ以降にアップグレードでき

ない場合があります。 
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サポートされていないブラウザでログインするとバナーが表示されます 

2016 年 9 月のサービス リリースより、TLS 1.1 以降をサポートしていないブラウザでログイ

ンしようとすると、バナーを表示し、接続できないようになります。  

会社での新バージョンへの移行 

TLS v 1.1 以降のサポートへの移行には、お使いのブラウザの更新が必要な場合があります。多

くの場合、会社はすでにサポート登録は済んでいるため、非対応のブラウザを特定し、これらの

デスクトップ上のブラウザを新バージョンにアップグレードすることだけが必要です。 

TLS v 1.1 以降のサポートがないオペレーティング システムを搭載した携帯電話は、臨機応変

に対応することができます。すなわち、各スマートフォンは、OS を更新して準拠させる、ある

いは別の方法で行うことができます。サポートのない旧バージョンの携帯電話や、古い更新方法

は運用を終了する必要がある場合があります。 
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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。 

8 月の事例 

以下の例は本リリースの一例です: 

ケース ID 説明 

07352103 

日本の公共交通機関 

カスタム リストから選択するとコストがゼロになっていました。 

カスタム フィールドを編集することで、コストを保持し、入力を削除したり、再び作成

したりする必要はありません。 

08086640 日本の公共交通機関 

6 番目の定期券経路が控除されませんでした。 

現在ではすべての経路が正確に控除されます。 

07658019 日本の公共交通機関 

出張者は、構成で許可されていない定期券経路も追加できていました。 

ユーザーによる経路の追加を許可しないよう構成されている場合には、ユーザーはプロ

ファイルに経路を追加することはできません。 

 


