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リリース ノート 

管理ツール 

監査ルール - チケットとクレジット カードの一致を修正 

概要 

本リリースより、チケット番号フィールドはシステムにより 14 文字から 13 文字に切り捨てら

れます。これは今年初頭に変更したものを元に戻すことになります。切り捨てられていない 14

文字のチケット番号が 13 文字の取引と文字数が一致しないために、監査ルールに規定外フラグ

が発生することがありましたが、これを防ぐために仕様を変更することになりました。今後、監

査ルールは文字数に基づいて規定外フラグを発生させることはありません。代わりに、レコード 

データの不一致によって規定外フラグを発生させます。 

業務目的とユーザーへの利点 

チケットとクレジットカードの値が実際に一致していて、システムがこれらを紐づけなければな

らないにも関わらず、監査ルールが間違った規定外フラグを発生させてしまうという問題を修正

します。 

設定およびアクティブ化 

自動的に使用できるようになります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

 詳しくは、設定ガイド「Expense： 監査ルール」 をお読みください。 
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クレジット カード フィードから出張フィールドをコピーダウン 

概要 

12 月のリリースで、以下のフィールドを Visa Commercial Format（VCF4）フィードから 

Concur の経費エントリに対応付けできるようになります。 

 

表 列 CTEShortCode CESShortCode 

CT_CC_TRANS_TRAVEL CUSTOM1 TravelCustom1 TravelCustom1 

CT_CC_TRANS_TRAVEL CUSTOM2 TravelCustom2 TravelCustom2 

CT_CC_TRANS_TRAVEL CUSTOM3 TravelCustom3 TravelCustom3 

CT_CC_TRANS_TRAVEL CUSTOM4 TravelCustom4 TravelCustom4 

CT_CC_TRANS_TRAVEL CUSTOM5 TravelCustom5 TravelCustom5 

NOTE: これらのフィールドは、突合には適用されません。 

業務目的とユーザーへの利点 

乗客名などの追加の読み取り専用情報を経費エントリに表示できます。 

設定およびアクティブ化  

この機能の使用をご希望の場合は、Concur クライアント サービスにお問い合わせください。  

NOTE: これは経費精算の機能であり、出張予約の構成や設定には関連しません。 
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インポート/抽出管理 – ジョブの実行確認とログ記録の変更 

概要   

統合抽出管理者ロールや統合抽出モニター ロールがインポート/抽出管理者ツールのオプション

を使用してインポート ジョブや抽出ジョブを実行する際、確認メッセージが表示されるように

なりました。さらに、このジョブがリクエストされると、そのアクションが変更ログ ツールに

記録され、ジョブを実行した従業員のメール アドレスが監査目的で記録されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

ジョブを実行する際に確認ステップが必要になるため、誤って実行するのを防ぐことができます。 

機能の説明 – ジョブの実行リクエストと変更ログの更新の仕組み 

管理者が、インポート/抽出管理ツールにある各タブのオプションを使用してインポート ジョブ

や抽出ジョブを実行するときに、新しい確認メッセージが表示されます。以下のアクションが対

象になります。 

• [インポート] タブ: インポートするために [今すぐ実行] をクリックする。 

• [スケジュール ジョブ] タブ: [実行履歴] の [表示] をクリックし、  記号をクリック

して表示を展開してから、[今すぐ実行] 列の [今すぐ再実行] をクリックする。 

• [抽出定義の設定] タブ: [今すぐ抽出] をクリックする。 

確認メッセージが表示され、 [OK] をクリックすると、そのジョブが順番待ち状態になってメ

ッセージが消えます。[キャンセル] をクリックするとメッセージが消え、そのジョブは実行さ

れません。 
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実行が正常にリクエストされると、エントリが変更ログ ツールに書き込まれ、ジョブを実行し

た従業員のメール アドレスが記録されます（経費精算クライアントの変更ログの表示はこの図

のようになります）。  

 

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。このリリース ノートで説明している以外の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、ユーザー ガイド「Import/Extract Administrator (製品共

通)」をご参照ください。 
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Expense （経費精算） 

オンライン ヘルプ - 対応言語の追加 

概要 

オンライン ヘルプの更新と拡張を実施しました。2016 年 12 月のリリースで、新しい翻訳済み

ヘルプへのリンクが [ヘルプ] メニューに表示されます。  

以下の言語が Tier 2 から Tier 1 になりました。 

• チェコ語（cs） 

• デンマーク語（da） 

• フィンランド語（fi） 

• 韓国語（ko） 

• ノルウェー語（no） 

• ポーランド語（pl） 

• ロシア語（ru） 

また、既存の Tier 1 言語の翻訳も更新されました。  

業務目的とユーザーへの利点 

新しいヘルプ コンテンツは 21 言語に翻訳されており、世界各地のお客様にヘルプ情報を利用

いただけるようになりました。  

設定およびアクティブ化 

自動的に使用できるようになります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。[ヘルプ] 

メニューのリンクは、サインイン ページで選択した言語に基づいて自動的に更新されます。   
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リリース ノートの管理者サマリーがオンライン ヘルプに表示されるようになりまし

た  

概要 

リリース ノート情報および管理者サマリーのページを追加し、オンライン ヘルプで利用できる

リリース ノートの情報を拡張しました。すべての管理者ユーザーに対して、オンライン ヘルプ

の左側に [新機能] および [リリース ノート管理者サマリー] リンクが表示されます。 

 

リリース ノート管理者サマリー（HTML 形式）は、すべての Tier 1 言語に翻訳されます。管理

者には、リリース ノート完全版（英語のみ、doc または PDF 形式）、リリース カレンダーも

表示されます。  

翻訳版の管理者サマリーは、月次リリースから間もなく、これらのページに掲載されます。      
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業務目的とユーザーへの利点 

[新機能] ページには、リリースごとに提供されるすべての情報が掲載されているため、お忙し

い管理者の皆様もこの一か所で情報をチェックできます。新しく翻訳される [管理者サマリー] 

では、月次の変更点の概要を各言語でご覧いただけます。 

設定およびアクティブ化 

自動的に使用できるようになります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。  

ConcurSolutions.com サインイン ページの背景画像の更新 

概要 

サインイン ページの背景画像は、四半期ごとに新しい画像に更新されます。 

サインイン ページが対象です。 

Professional 版と Standard 版のいずれも対象となります。 

お客様やユーザーへの利点 

サインイン ページの雰囲気が一新されます。 
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ユーザーへの表示 

サインイン ページの例: 

 

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。 

**近日サポート終了** 2017 年 3 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、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。 



 

Concur リリース ノート ページ 11 Expense Professional / Premium （経費精算） 

2016 年 12 月 

英語版の投稿:  

12 月 9 日金曜日 1:00 PM 太平洋時間  お客様向け 最終版 

ご注意ください: 終了時期が 3 月に変更になりました 

ブラウザのセキュリティ設定を手動で変更するため、十分な準備期間が必要です。そのため、サ

ポートの終了時期を 2017 年 1 月 31 日から 3 月 31 日に変更しました。この変更についての詳

細情報は、今後のサービス リリースで提供します。 

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。 

バナー表示 

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。 
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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セキュリティ設定の更新が必要な

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。つまり、OS のアップデートによって対応できるデバイスもあれば、サ

ポートやアップデートがない古いデバイスは使用を終了させなければならいない場合もあります。 

**近日リリース** スペイン語の用語変更  

概要 

この変更は、Concur のサインイン ページで [Español] を選択したユーザーが対象になります。

[Español (Latinoamérica)], を選択したユーザーには適用されません。 

1 月に以下のスペイン語の用語を変更します。  

英語 従来のスペイン語 新しいスペイン語 

receipt recibo comprobante 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング資料に影響を与える可能性がありますのでご

確認ください。 

BUSINESS PURPOSE / CLIENT BENEFIT 

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。 
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**近日リリース** 繁体字中国語の用語変更  

概要 

この変更は、Concur のサインイン ページで [中文] を選択したユーザーが対象になります。 

1 月に以下の中国語の用語を変更します。  

英語 従来の繁体字中国語 新しい繁体字中国語 

segment 節段 區間 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング資料に影響を与える可能性がありますのでご

確認ください。 

BUSINESS PURPOSE / CLIENT BENEFIT 

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** オランダ語の用語変更  

概要 

この変更は、Concur のサインイン ページで [Nederlands] を選択したユーザーが対象になり

ます。 

1 月に以下のオランダ語の用語を変更します。 

英語 従来のオランダ語 新しいオランダ語 

airfare vluchttarief vluchtprijs 
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英語 従来のオランダ語 新しいオランダ語 

extract samenvatting uitvoerbestand 

location locatie plaats 

match matchen koppelen 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング資料に影響を与える可能性がありますのでご

確認ください。 

BUSINESS PURPOSE / CLIENT BENEFIT 

Concur のオランダ語版ユーザー 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** ドイツ語の用語変更  

概要 

この変更は、Concur のサインイン ページで [Deutsch] を選択したユーザーが対象になります。 

1 月に以下のドイツ語の用語を変更します。 

英語 従来のドイツ語 新しいドイツ語 

Report Totals Abrechnungssummen Abrechnungsdetails 

Less Cash 

Advance 

Returns 

Abzüglich Barvorschussrückzahlungen Abzug Barvorschuss 

Less Personal 

Amount 
Abzüglich privater Beträge Abzug private Beträge 
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英語 従来のドイツ語 新しいドイツ語 

Amount Due 

Employee 
An Mitarbeiter zu erstattender Betrag Betrag an Mitarbeiter 

Amount 

Claimed 
Angeforderter Betrag Kosten für Unternehmen 

Requested 

Amount 
Angeforderter Betrag Kosten für Unternehmen 

Total Amount 

Claimed 
Erstatteter Gesamtbetrag Geforderter Betrag 

Amount Due Fälliger Betrag Betrag Unternehmen 

Total 

Requested 
Gesamt angefordert Kosten für Unternehmen 

Total Paid By 

Company 
Gesamter vom Unternehmen bezahlter Betrag Kosten für Unternehmen 

Total Amount Gesamtsumme Gesamtbetrag 

Report Total Summe aller Beträge Gesamtbetrag 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング資料に影響を与える可能性がありますのでご

確認ください。 

BUSINESS PURPOSE / CLIENT BENEFIT 

Concur のドイツ語版ユーザー 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。 
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日本 

日本の公共交通機関（JPT）: ジョルダンのメンテナンス  

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。  

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** ネットワーク IC カード リーダーの従業員認証の簡素化 

概要  

ネットワーク IC カード リーダーを使用している日本の公共交通機関利用者を対象として、初期

の認証ステップを簡略化します。 

業務目的とユーザーへの利点  

従業員の初期の認証手順が簡単になります。 
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ユーザーへの表示 

従来の表示 

ワンタイム トークンを入力すると、その従業員がアクティブになります。 
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新しい表示 

認証を完了するためのリンクが記載されたメールが、従業員に送信されます。 

 

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。 

 詳しい情報はユーザー ガイド「Expense: Japan Public Transportation」をお読みく

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 

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。 

12 月の例 

以下の例は本リリースの一例です: 

ケース ID 説明 

08424168 カード 

AMEX Czech Feed について、フランス語の翻訳が CH に設定されます（cct_type = 

PAY）。また、ポーランド語では UN（cct_type = RPE.）になります。  

これらの AMEX ファイル フィードに対する翻訳の設定方法が一貫するように修正しま

した。 

08659024 ユーザー ログオン 

[ユーザー管理] の [ユーザー インポート] からファイルをアップロードする場合、[ログ

イン ID] と [従業員 ID] の大文字／小文字が区別されます。 

インポート時の大文字／小文字の区別を解消しました。これらのフィールドの大文字／

小文字がユーザーのプロファイルと一致しない場合にもエラーにならなくなりました。 

 


