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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（アメリカ時間の）土

曜日に変更になります。ほとんどのお客様には影響はありません。これまでどおり、リリース関

連の変更は月曜日に確認できます。週末にご使用されるお客様に関しては、リリース関連の変更

を日曜日まで確認することができませんのでご注意ください。 

リリース カレンダー 

 リリースカレンダーにアクセスするには 

1. Concur へログインします。 

2. [ヘルプ] > [Expense 管理のヘルプ] > [管理者用のリソース - Professional 

Edition] > 新機能 - Professional Edition] > [Release Calendar (英語のみ)] を

クリックします。 

リリース カレンダーはこちら: 2017 年 カレンダー日本版  

クレジット カード管理者検索の改善 

概要 

[法人カード] ツールの [取引管理] タブにおいて、検索機能の下記の点が改善されました。 

• [口座番号 (完全一致)] オプションを修正し、異なるカード番号に対し同じ結果を返すこ

とがなくなりました。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Calendar2017_JAPAN.htm
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• [取引管理] タブで、新オプションの [最終セグメント] がご利用いただけます。これは、

[口座の管理] タブにある [最終セグメント] オプションと同じように機能します。 

• フィールドをクリックすると以前入力した番号がクリアされるため、[口座番号 (完全一

致)] 検索の再実行がより早くなりました。 

業務目的とユーザーへの利点 

カード口座ごとの取引検索機能の改善により、所要時間の削減に繋がります。 

管理者への表示 

新検索オプション [最終セグメント] が [取引管理] タブに表示されます。 

 

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。 

 この変更につきましては、ユーザー ガイド「経費精算: 法人カードと会社請求の取引明

細書の管理」（更新版）をご参照ください。 
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経費精算 

**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。 

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。
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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 

新しい資金管理口座への変更 

概要 

[支払マネージャー] 内の [バッチを構成] ページの [バッチ定義] タブで、資金管理口座の管理

の簡単な方法が確認できます。[バッチを構成] > [資金管理口座] にすべての変更および各バッ

チの定義が表示されます。  

業務目的とユーザーへの利点 

アクティブで利用可能な資金管理口座はひとつのビューに表示され、ある口座から他の口座への

切り替えが簡単になりました。特定のバッチ定義画面から資金管理口座管理の作業を行うことが

できます。  

管理者への表示 

確認または定義作成の際に、[支払マネージャー] 内の [バッチを構成] ページの [バッチ定義] 

タブに資金管理口座の新しいビューが表示されます。 

例 
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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。 

 この変更につきましては、下記のユーザーガイド（更新版）をご参照ください。 

「経費精算: Payment Manager for Expense Pay Classic」 

「経費精算: Payment Manager for Expense Pay Global」 

監視バッチの新しい列 

概要 

あるタイプの資金管理口座からその他への変更を簡単にする操作のひとつとして、[支払マネー

ジャー] の [バッチの表示] > [詳細な検索] へ新たな列を追加し、実行したバッチに使用した資

金管理口座への追跡を有効にすることができます。 

 本リリース ノートの「新資金管理口座」の項も併せてお読みください。 
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業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、ユーザー管理者は従来の（方法の）資金管理口座と、最新のグローバルの（方

法の）資金管理口座を簡単に特定および区別することができます。これは、従来型からグローバ

ル資金管理口座への移行期間中に重要になります。 

管理者への表示 

[支払マネージャー] の [監視バッチ] ページの [バッチの表示] タブに、新しい列 [払戻方法] 

が表示されます。このフィールドは、特定のバッチに対して使用された資金管理口座元を特定す

る際に、資金管理口座列と併せて使用することができます。これは、従来型からグローバル資金

管理口座への移行中のお客様に重要になります。 

 

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。 

 この変更につきましては、下記のユーザーガイド（更新版）をご参照ください。 

「経費精算: Payment Manager for Expense Pay Classic」 

「経費精算: Payment Manager for Expense Pay Global」 
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USD および CAD で使用可能なグローバル資金管理口座 

概要 

Expense Pay Global を拡張し、アメリカ合衆国ドル (USD) およびカナダドル (CAD) をサポー

トを含むサービスを提供するようになりました。  

【重要】 Expense Pay Global は最新の製品で、Expense Pay – NA (Classic) とは異なります。 

業務目的とユーザーへの利点 

Expense Pay Global をお使いのお客様は、USD や CAD で払戻を受ける従業員および 

American Express (AMEX) の法人カードの支払に対し、グローバル資金管理口座を作成するこ

とができます。 

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。 

 この変更につきましては、下記のユーザーガイド（更新版）をご参照ください。 

「経費精算: Expense Pay Classic」 

「経費精算: Expense Pay Global」 

出張手当 

日本国外向けの内容です。 

24 時間後の場所に基づいて日当を計算（フィンランド） 

概要 

本リリースで、フィンランドでは「日当」のレートの計算について、出張者が出発からちょうど 

24 時間後にいた場所に基づいて計算されるようになりました。この変更は新しい法務規定に適

合し、標準的な暦日末締めの計算を廃止するものです。（1 日の終わりは 23 時 59 分 59 秒） 
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変更後、午前 8 時に出張へ出発すると、日当レートは次の日の午前 7 時 59 分 59 秒または出

発から 24 時間後に出張者がいた場所を基に計算されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能強化により、経費精算モジュールおよび出張者はフィンランドが改定した日当計算義務

を順守することになります。 

ユーザーへの表示 

上記のとおり、新しい計算に基づいた日当の払戻が表示されます。  

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。 

 この変更について記載した「Travel Allowance Configuration Guide – Finland」を更

新しました。 

VAT  

日本国外向けの内容です。 

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  

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 
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• 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。 

管理者への表示 

[課税および控除インポート] の 400 レベルにある [控除レコード] セクションに、新しいフィ

ールド [従業員ごとの最高付加価値税額] が表示されます。 

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 

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 

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

4. [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。 

5. ケース ID を入力します。 

6. [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。 

2 月の例 

以下の例は本リリースの一例です : 

ケース ID 説明 

08523328 翻訳および構成レポート 

サーバー タイムアウトの状況下でレポートへのアクセスがブロックされていました。 

リンクを修正しました。 

09155861 経費精算レポート 

ジョブ実行により抽出された特定のアクティブな経費精算レポートがユーザーまたはレ

ポート処理者に表示されなくなっていました。 

レポートを復元しました。 

 


