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リリース ノート 

管理ツール 

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  

本リリースより、Concur は管理者がこの支払タイプをグループに対してアクティブ化している

かどうかにかかわらず支払タイプ [保留中のカード取引] を使用するようになります。 

この支払タイプは [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、

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 から発生した経費であること 

• ユーザーの Concur アカウントに登録されている法人決済のコーポレート 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、出張プロファイルにユーザーが入力した個人用のカードには適用されま

せん。 

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、経

費がクレジット カードとマッチングされるのを待ってください。または、手動で経費タイプを

更新してください。 
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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 [保留中のカード取引] は表示されません。 

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。支払タイプの変更は、経費エントリに対する監査証跡に記録されます。 

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。 

 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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アクセス権の編集権をグローバルの法人カード管理者に限定 

概要 

経費精算の法人カード管理者ロールを持っていても、今後ユーザーに [法人カード] ページの 

[設定] タブの編集に必要なアクセス権を付与することができ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します。今後は、[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 グループではなく個別のグループを管理している管理者は、[設定] タブに対して読

取専用でアクセスできます。 

[法人カード管理] ページでアクセスできる他のタブにおいては、従来通りの動作を保持します。 
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カード プログラム管理者ロールへの影響 

編集権をグローバル グループの管理者に制限することにより、カード プログラムの管理者ロー

ルには以下の影響があります。 

 

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。 

Expense （経費精算） 

サード パーティーからの E メール領収書が [経費に添付できる領収書] で利用可能 

概要  

本リリースより、領収書を従業員の代わりに Concur の E メール送信するための送信者を承認

することができます。これは、領収書原本のスキャン サービスを提供している内部サービスに

最も適した機能です。しかし、お客様の管理者もこの機能を使用することによって、出張のチケ

ットを購入した従業員の代わりに出張管理会社（TMC）などのサード パーティー サプライヤー

から領収書をその従業員の領収書ストアにメール送信させることができます。 

この機能の主な要素:  

• 送信者は [承認済み送信者] リストに含まれていなければなりません。Concur の承認送

信者リストは、20 件の送信者まで対応します。 

• 送信者はユーザーの検証済み会社メール アドレスをメールの件名の最初のテキストにし

ます。Concur は E メール アドレスの第一受信者のみを使用し、ほかのワードや E メ

ール アドレスは無視します。 



 

Concur リリース ノート ページ 7 Expense Professional / Premium （経費精算） 

2016 年 9 月 

英語版の投稿: 9 月 9 日金曜日 10:30 AM 太平洋時間  お客様向け 最終版 

• 送信者は領収書を receipts@concur.com 宛てに送る必要があります。 

• ExpenseIt ユーザーの場合は、送信者が receipts@expenseit.com に送信し、かつ件

名にユーザーの検証済み会社 E メール アドレスがある場合、領収書は領収書認識に進

みます。 

• サポートされる E メール領収書のタイプは、現在ユーザーによる E メール送信でサポー

トされているものと同じです。    

業務目的とユーザーへの利点  

承認送信者からの領収書に関してステップを省略できるので、経費精算レポートの送信者にとっ

て時間の節約になります。 

ユーザーへの表示  

承認送信者から正しく Concur に領収書が送信されると、[経費に添付できる領収書] に表示さ

れます。 
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管理者への表示  

[領収書の取扱い] ページに新しいタブ [承認済み送信者] が追加されました。  

 

[承認済み送信者] タブは、お客様のグローバル レベルの管理者が編集することができます。グ

ループ レベルの管理者はこのタブに対して読み取り専用になります。 

設定およびアクティブ化  

[領収書の取り扱い] ページに自動的に新しいタブが表示されます。この機能を使用するには、

[承認済み送信者] タブに E メール アドレスを 20 件まで入力します。また、領収書や受信アド

レス、件名に記載するユーザーの E メールアドレスなどの情報を送信者に提供する必要があり

ます。 

 領収書ストアに直接アクセスできる送信者を追加する 

1. グローバル レベルの管理者として Concur にログインし、[管理] ＞ [経費精算] ＞ [領

収書の取り扱い] の順にクリックします。 
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2. [新規] をクリックします。新しい行がリストに表示されます。 

 

3. 新しい行の [メール アドレス] 列をクリックします。行が編集できるようになります。 

 

4. 以下のフィールドを入力します: 

 

フィールド 説明 

メール アドレス サード パーティーの領収書送信者や支払先の E メール アドレスを入力

します。 

送信者説明 送信者の説明を入力します。 

連絡先 送信者との関係を管理している従業員の連絡先を入力します。 

必要に応じて複数の連絡先をコンマで区切って入力してください。 

5. [保存] をクリックします。 

 

スマート経費を手動で結合 

概要 

経費精算レポートにある同一取引の項目を手動で結合するオプションが登場しました。 

ユーザーは以下の項目を手動で結合することができます: 
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• カード取引 

• E-Receipt 

• 経費エントリ（オンライン入力またはモバイルでの入力いずれも） 

• ExpenseIt の領収書 

• 出張セグメント 

• 同席者の読み込み 

NOTE: 2 つのカード取引など、同じタイプの項目をマッチングさせることはできません。 

 

経費精算レポートからこれらの経費を削除して 、[レポートに追加できる経費] リスト内でこれ

らを手動でマッチングさせ、その後経費精算レポートにそれらをもう一度追加するという操作は

必要なくなりました。 

業務目的とユーザーへの利点 

経費精算レポートの作成がより簡単になります。  
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ユーザーへの表示 

同時に選択された同一の取引の経費に伴って、項目を組み合わせるオプションが経費精算レポー

トに表示されます。 

 

結合を解除したいときは、経費精算レポートから削除します。結合解除された経費は [レポート

に追加できる経費] に戻ります。 

設定およびアクティブ化 

この機能を使用するには、[管理] ＞ [経費精算] ＞ [サイト設定] にある次の設定を有効にしま

す:  

 Allow users to combine expenses into a single merged expense （経費の結合を

許可する） 

 

 詳しくは設定ガイド「経費精算: サイト設定」をご参照ください。 
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ユーザー API バージョン 1.0 を更新  

概要 

NOTE: ユーザー API v1.0 には、出張プロファイル情報が含まれません。ユーザーの出張プロ

ファイル データを変更するには、出張プロファイル API ｖ2.0 を使用してください。  

Concur はユーザー API v1.0 に関する既知の問題を修正しました。ユーザー API v1.0 のドキ

ュメントには、EmpId と LoginId 要素は両方ともユーザの作成と更新に必要であり、

NewLoginId と NewEmployeeId 要素は既存ユーザーの Login Id や Employee Id を修正する

のに必要であると言及されています。これらの要件を満たすようにユーザー API ｖ1.0 を更新

しています。ユーザーの EmpId や LoginId 要素を使用して EmpId や LoginId を変更してい

るパートナー アプリケーションは今後使用できなくなります。  

ユーザー API v1.0 のドキュメントは開発者ポータルで入手できます: 

https://developer.concur.com 

設定およびアクティブ化 

ユーザー API を使用しているお客様は、Web サービスの開発・保守担当部署にこの変更を通知

してください。  

**近日リリース** E-Receipt にリンクしている経費フィールドをロック 

概要 

10 月のリリースで、E-Receipt に紐づく経費の新しい取り扱い方法が登場します。キー値のデ

ータ整合性を維持するため、エントリが E-Receipt に紐づいている時に次のフィールドがロッ

クされます:  

• 取引日 

• 取引金額と通貨 

https://developer.concur.com/
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• 支払先名 

これらのロックされたフィールドは誰も編集することはできません。  

この新機能は、既存の機能である法人カード取引に紐づく経費の動作と同様です。   

業務目的とユーザーへの利点 

この変更は、E-Receipt の形式で支払先から直接届くデータの信頼性を利用しています。 

ユーザーへの表示 

送信者がこれらのフィールドを編集することはできません。 

例 

 

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** 配賦できない経費タイプを制限 

概要 

10 月のリリースで、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。この

現象はユーザーが複数の経費を選択しているときに発生することが分かっています。ユーザー 

インターフェースに変更はありません。ユーザーは引き続き複数の経費を選択し、配賦情報を提

供することができます。ただし、配賦できない経費タイプには配賦レコードが紐づきません。そ

の他の経費は、従来通り複数選択しても配賦レコードを持たせることができます。 

この修正により、これらの経費タイプに配賦を許可したいお客様は設定変更が必要になります。

アクションについての詳細は後述します。 

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。 
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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

既存の配賦機能に追加したい経費タイプの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。 

• 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「経費精算: フォームとフィールド」 および設定ガイド「経費精

算: 配賦」をお読みください。 
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**近日サポート終了** 2017 年 1 月に TLS v 1.0 暗号化プロトコルのサポート終

了 

概要 

Concur は 2017 年 1 月に 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、より安

全な TLS バージョン 1.1 や 1.2 のサポートを継続することを先月お知らせしました。TLS プロ

トコルとは、電話やコンピュータとクラウド ベースのサービスとの間で安全な双方向コミュニ

ケーションを可能にするものです。  

そのバージョン 1.0 は、ブラウザや電話を使用して Concur にログインするユーザーの 1％未

満に限られます。このサポート終了によって影響を受けるのはごく少数のユーザーです。 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur は安全を慎重に考慮し、お客様がより堅牢な TLS バージョン 1.1 および 1.2 へアップ

グレードしやすいように今回の決断をいたしました。TLS v1.0 を終了することによって、お客

様がより新しいバージョンを使用した安全な Concur サービスをご利用いただけるようになりま

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おります。

お客様の Concur 管理者は、 Concur と共同して自社で TLS の新バージョンのコンプライアン

ス評価を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しているブ

ラウザや携帯電話が影響を受けます。デバイスによっては、 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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バナー表示 

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。これは、今後予定している

変更を喚起するものです。 

社内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、必要なのは非対応のブラウザを特定し

て新バージョンにアップグレードさせることだけです。 

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、場合によ

って対応が異なります。スマートフォンの OS を更新して準拠させるなどの対応を行ってくださ

い。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しなければならない

場合があります。 

**近日リリース** スペイン語の用語変更 

日本語環境では該当しません 

概要 

スペイン語に 5 つの変更があります。この変更は es (ヨーロッパ/スペイン)スペイン語にのみ

適用され、 es-la (南米)スペイン語には適用されません。 

英語 従来のスペイン語訳 新しいスペイン語訳 

depart partida salida 

report (expense report) nota informe 

注意: 用語の統一を図るため、nota de gasto は informe de gasto に変更します。  

税務局 autoridad impositiva administración tributaria 
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英語 従来のスペイン語訳 新しいスペイン語訳 

出張手当 dieta de viaje 
dietas por 

desplazamiento 

付加価値税率 tasa de IVA tipo impositivo 

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 のスペイン語版ユーザー 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。 

日本の公共交通機関（JPT） 

JPT 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日本の公共交通機関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。  

**近日リリース** E-Receipt サービスを利用した JPT のネットワーク IC カード 

リーダー サポート 

概要  

日本の公共交通機関（JPT）ユーザー向けに、Concur はネットワーク IC カード リーダーをサ

ポートすることになりました。ネットワーク IC カード リーダーを Concur の E-Receipt サー

ビスとともに使用するこの機能によって、交通系 IC カード（プリペイド方式）の経路を 

Concur にインポートすることができるようになります。経路は [レポートに追加できる経費] 

に表示されます。 

業務目的とユーザーへの利点  

USB IC カード リーダーの代替方法となります。 

設定およびアクティブ化  

この機能を使用するには、Concur クライアント エグゼクティブにご連絡ください。Concur が

推奨する特定の IC カードリーダーの購入と設定、短期の実装プロジェクトが必要です。 
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概要 

この機能を使用するための一般的な手順は以下の通りです: 

1. Concur クライアント エグゼクティブに連絡し、次の前提条件を満たしているかどうか

確認します: 1）Concur JPT サービス; 2）Concur Web サービス; 3）静的 IP アドレ

スを持つプロキシ サーバーを少なくとも一つ 

2. 担当の Concur クライアント エグゼクティブがプロジェクトについて実装パートナーに

連絡します。お客様はネットワーク IC カード リーダーを少なくとも 1 台購入する必要

があります。必要な台数を複数購入することもできます。パートナーに連絡をするとき

は、Concur の連絡先(CJPNWIC@concur.com) も含めてください。 

3. Concur が推奨する交通系 IC カードリーダーの製造/販売事業者がネットワーク IC カ

ード リーダーを設定した後、Concur サポートがアクティベーション URL を付与しま

す。ユーザーは Internet Explorer などのブラウザからこの URL にアクセスし、受信

した E メールに含まれるワンタイム トークンを入力するとこの機能がアクティブ化さ

れます。 

4. 設置後のネットワーク IC カード リーダーにユーザーが初めてカードをタッチさせると、

従業員 ID の入力を求められます（毎回ではなく、初回のみです）。そして Concur に

は経路が 20 件インポートされます。必要に応じて、[プロファイル設定] でユーザーは

新しいカード「IC カード - (インポート日)」の既定の名前を変更することができます。 

 スクリーンショットを含めたさらに詳しい情報は、設定ガイド「経費精算: 日本の公共

交通機関」とユーザー ガイド「経費精算: 日本の公共交通機関」をお読みください。 

mailto:CJPNWIC@concur.com
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Salesforce Connector 

日本のお客様には該当しません 

絞り込みフィールド 

概要  

Concur Salesforce Connector の version 1.106 で、Salesforce 管理者は [原価対象の構成] 

オブジェクトを絞り込むことができる新しいフィールドを使用することができます。新フィール

ド [フィルター フィールド] を使用している時は、リストがユーザーに表示され、より素早く簡

単に目的の項目へ移動でき、スクロールの手間が省けます。 

業務目的とユーザーへの利点  

経費精算レポートにかかる時間を節約します。 
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ユーザーへの表示 

フィルター フィールドを使用しているときは、リストの選択肢が少なくなります。 

 

Salesforce 管理者への表示 

新しい [フィルター フィールド] は原価対象の構成オブジェクトに対して表示されます。  

例 
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設定およびアクティブ化  

この機能を使用するには [フィルターフィールド] を [原価対象の構成] オブジェクトに対して

設定してください。 

[フィルターフィールド] の値を自動入力するには、カスタム フィールドから [API 名] を使用

してください。 

NOTE: [フィルター フィールド] の計算式は真か偽を決定しなければなりません。 

例 

 

付加価値税（VAT) 

日本のお客様には該当しません 

（英国）HMRC 推奨燃料レート 

概要  

Concur Expense Professional を英国の国パックとともにご利用で、かつ Concur の保証コン

プライアンス サービスをお使いの既存のお客様を対象に、Concur は付加価値税（VAT)レート

を英国歳入関税局（HMRC)の推奨燃料レートに伴って更新しました。  

ガソリン車の種類に対する変更は以下の通りです: 
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• 1400cc 以下 → 11 ペンス 

ディーゼル車の種類に対する変更は以下の通りです: 

• 2000cc 以上→ 13 ペンス 

• 1601cc から 2000cc → 11 ペンス 

業務目的とユーザーへの利点  

企業がベストプラクティスの税務コンプライアンスを維持することができます。  

管理者への表示  

9 月 1 日より、[管理] ＞ [経費精算] ＞ [税管理] をクリックすると新しいレートが表示される

ようになっています。  

 

設定およびアクティブ化  

[課税] ページに新しいレートが自動的に表示されます。その他の設定やアクティブ化は必要あ

りません。  

NOTE: Concur の保証コンプライアンス サービスを使用していない英国の既存のお客様は、 

経費タイプ税グループ マッピングをお客様が管理しているため、お客様自身で変更を行

う必要があります。  
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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。 

9 月の修正例 

以下の例は本リリースの一例です: 

ケース ID 説明 

06652441 

日本の公共交通機関 

複数の通勤定期券が同じ路線に重複しているとき、経路検索が失敗する 

この動作は仕様です。 

08364539 支払マネージャー 

ダウンロード リンクがない 

Concur は構成を修正し、レポートを失敗バッチから処理待ちのオープン バッチに移動

しました。 

08310065 SAE 

標準勘定抽出（SAE）ジョブが実行中ステータスのまま終わらない 

[今すぐ実行] リンクをクリックすることにより、実行成功 

 


