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リリース ノート 

管理ツール 

**お知らせ** 月次リリース スケジュールの変更 

概要 

2017 年のリリース カレンダーのとおり、3 月より経費精算のリリースが日本時間の日曜日に変

更になります。リリース関連の変更は月曜日に確認できます。 

リリース カレンダー 

リリース カレンダーはこちら: 

 2017 年カレンダー日本版 

従業員インポート：   

新規銀行フィールドおよび追加変更 

概要  

このリリースで、3 つの新規の銀行フィールドを 810 レコードまで追加しました。新規フィー

ルドは以下のとおりです。 

• 税 ID 

• 銀行口座ルーティング番号 

• 居住者 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Calendar2017_JAPAN.htm
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また、[住所 / 郵便番号] フィールドにおいて SEPA 諸国（欧州）の国々の郵便番号が必須では

なくなりました。さらに、[銀行情報番号（BIN）] フィールドを使用する際、ノルウェー クロ

ーネの値が必須ではなくなりました。 

業務目的とユーザーへの利点 

ユーザーからのご要望にお応えするとともに、銀行レコード データにおいてデータベースが必

須とする情報を提供します。 

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ます。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

 全般情報につきましては、インポート / 抽出の仕様 「従業員インポート（製品共通）」

をご覧ください。 

Expense （経費精算） 

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。 

以下のスペイン語の用語を変更しました。  

英語 従来のスペイン語訳 新しいスペイン語訳 

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。 
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業務目的とユーザーへの利点 

スペイン語版ユーザー インターフェースの正確性および一貫性が向上します。 

設定およびアクティブ化  

Concur により自動で変更済です。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

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。 

以下の中国語の用語を変更しました。  

英語 従来の繁体字中国語訳 新しい繁体字中国語訳 

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。 

業務目的とユーザーへの利点 

繁体字中国語版ユーザー インターフェースの正確性および一貫性が向上します。 

設定およびアクティブ化  

Concur により自動で変更済です。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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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。 

以下のオランダ語の用語を変更しました。 

英語 従来のオランダ語訳 新しいオランダ語訳 

airfare vluchttarief vluchtprijs 

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及ぼす可能性がありますのでご

注意ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

オランダ語版ユーザー インターフェースの正確性および一貫性が向上します。 

設定およびアクティブ化  

Concur により自動で変更済です。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

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。 
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以下のドイツ語の用語を変更しました。 

英語 従来のドイツ語訳 新しいドイツ語訳 

Report Totals Abrechnungssummen Abrechnungsdetails 

Less Cash 

Advance 

Returns 

Abzüglich Barvorschussrückzahlungen Abzug Barvorschuss 

Less Personal 

Amount 
Abzüglich privater Beträge Abzug private Beträge 

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及ぼす可能性がありますのでご

注意ください。 
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業務目的とユーザーへの利点 

ドイツ語版ユーザー インターフェースの正確性および一貫性が向上します。 

設定およびアクティブ化  

Concur により自動で変更済です。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が

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。 

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。 
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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。

会社の 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および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。 

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、状況に応

じて対応いたします。これは、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るためで

す。 
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Expense Pay 日本では対応していません 

拠出口座の詳細を Excel にエクスポート 

概要 

[Excel に送信] のリンクが、従来のおよびグローバル拠出口座の詳細のエクスポート時にも利

用可能になりました。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能は、ユーザーの利便性の向上および Concur 製品の一貫性の維持に寄与します。 

管理者への表示 

以下のいずれかをクリックすると、[拠出額の詳細] タブの [Excel に出力] リンクに表示されま

す。 

• [ダイレクト デビット] > [追跡番号] 

• [グローバル拠出] > [詳細] 

 



 

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

2017 年 1 月 

英語版の投稿 :  

1 月 20 日金曜日 9:00 AM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

設定およびアクティブ化 

Concur により自動で変更済です。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

日本 

ネットワーク IC カード リーダーの従業員認証の簡略化 

概要  

ネットワーク IC カード リーダーを使用す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した。 

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 により自動で変更済です。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「経費精算 :  日本の公共交通機関」をお読みください。 

出張手当 

混合出張の際の国内時間の計算に関する変更（ポーランド）  

概要 

新しい計算プロパティ [use_24_hour_day_separation] を「Y」に設定して、国内および

海外の各日の金額を別々に計算できます。手当の合計はこれらを組み合わせたものです。  
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この設定は暦日計算ではなく、24 時間計算に適用されます。  

業務目的とユーザーへの利点 

企業の法令順守のためのベスト プラクティスを維持します。 

ユーザーへの表示 

この機能を有効にすると、新しい計算方法に従って出張手当の払戻金額の変更が従業員に表示さ

れます。 

管理者への表示 

[出張手当] のページに、新しい設定プロパティが表示されます。 
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設定およびアクティブ化 

この新機能を使用するには、新しい計算プロパティ [use_24_hour_day_separation] を

「Y」に設定してください。 

 この機能を有効にするには ： 

1. [管理] ＞ [経費精算] （サブメニュー内）に進みます。 

NOTE: アクセス許可によっては、[管理] をクリックしてすぐにこのページが表示され

ることもあります。 

2. [出張手当] （左側メニュー）をクリックします。  

3. [計算プロパティ] タブをクリックします。 

4. [算出方法] のリストから、[ポーランドのルール] を選択します。 

5. [use_24_hour_day_separation] をクリックして、[修正] をクリックします。 
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6. 次に含まれる [値フィールド] の「N」を「Y」にして、[保存] をクリックします。 

 

 この機能について記載した「Travel Allowance Configuration Guide – Poland」を更

新しました。 

ユーザー銀行プロファイル 

プロファイルにおける新規銀行情報フィールド 

概要 

お客様の多様な支払方法に対応するため、Concur は銀行情報（[プロファイル] > [プロファイ

ル設定] > [銀行情報]）に従業員が入力できる以下の新規フィールドを追加しました。 

• ポーランドにおいて、従業員が PLN（ポーランド ズウォティ）にて払戻を受ける銀行取

引のみのお客様を対象に、以下のフィールドを追加しました。 

 SWIFT コード（空白可） 

• スイスにおいて、従業員が CHF（スイス フラン）にて払戻を受ける銀行取引のみのお

客様を対象に、以下のフィールドを追加しました。 

 SWIFT コード（空白可） 

• 英国において、従業員が GBP（英ポンド）にて払戻を受ける Expense Pay および銀行

取引のみのお客様を対象に、以下のフィールドを追加しました。 
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 分類コード（銀行情報が編集されている場合、空白不可） 

 口座番号（銀行情報が編集されている場合、空白不可） 

NOTE: [IBAN] フィールドは今後表示されません。以前に入力した IBAN データは今

後 [口座番号] フィールド内に表示されます。Expense Pay のお客様の支払に

は影響しません。 

• 銀行取引のみの場合、Expense Pay でサポートしていない国と通貨の組み合わせを使用

するすべての国を対象に、以下のフィールドを追加しました。 

 税 ID（空白可） 

 口座タイプ（当座（小切手）と預金（普通）、空白可）  

NOTE: この変更による Expense Pay ユーザーへの影響はありません。 

業務目的とユーザーへの利点 

この従業員の銀行情報の定期メンテナンスにより、払戻の処理に有効なデータを継続して保持す

ることができます。 

設定およびアクティブ化 

これらのフィールドは Concur により自動で追加されました。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、Client Fact Sheet 「Employee Banking Only for Concur 

Professional/Premium」をご覧ください。 

 



 

Concur リリース ノート ページ 18 Concur Expense（経費精算）Professional / Premium 

2017 年 1 月 

英語版の投稿 :  

1 月 20 日金曜日 9:00 AM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

VAT  

**近日リリース** 継続中の議会コンプライアンスにおけるスウェーデン (SE) の交

際費の更新  

概要 

雇用主は経費タイプ「交際費」を所得の控除対象としない、とするスウェーデン政府の指示に伴

い、Concur は付加価値税 (VAT) の要件を更新します。  

また、付加価値税の最大控除額は、1 人または 1 件あたりの付加価値税を除く 300 SEK（スウ

ェーデン クローナ）となります。 

影響を受ける経費タイプは以下のとおりです。 

• 交際費 : 朝食 

• 交際費 : 昼食 

• 交際費 : 夕食 

業務目的とユーザーへの利点 

企業の税制順守のためのベスト プラクティスを維持します。 

設定およびアクティブ化 

インポート ファイルを使用して控除する課税対象の構成の変更を行い、この変更を適用してく

ださい。 

 詳しくは、 インポート/抽出の仕様「経費精算: Taxability/Deductibility Import」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 ヘルプからリリース 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 

各サービス リリースでは、ケースが解決している場合があります。  

 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、社内でサポート

を行うよう設定されています。社内のサポート デスクにお問い合わせください。 

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、ご自身の会社のケースに限定されています。 

1 月の例 

以下の例は本リリースの一例です : 

ケース ID 説明 

08970837 出張手当 

オーストラリアの出張旅程を入力する際に、アプリケーション エラーが表示されていま

した。 

オーストラリアの時間帯のアプリケーション エラーを修正し、旅程の入力および払戻が

正常に行われるようになりました。 

08579616 監査ルール 

システム設定で、数位の形式が 1.000,00 に設定され、さらに為替レートの差異が 0,01 

に設定されている場合、アプリケーション エラーが発生していました。 

小数点のエラーを修正し、払戻が処理されるようになりました。 

 


