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リリース ノート 

管理ツール 

**近日利用可能** 経費精算の Solution Suggestion アーカイブ 

概要 

毎月、Solution Suggestion（機能拡張のリクエスト）を使用して、リクエストを頂いた拡張お

よび機能を経費精算、出張予約、および請求書処理モジュールに追加しています。Solution 

Suggestion の改善のひとつとして、経費精算に関するリクエストで 2016 年と 2017 年に投票

やコメントがなく、かつ最低 20 票 （200 ポイント）に満たないものをアーカイブします。 

業務目的とユーザーへの利点 

お客様のコミュニティで最も票を集めたリクエストに Concur が注力することができます。 

NOTE: 提出から 3 か月未満のリクエストについてはアーカイブしません。 
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管理者への表示 

[サポートへのお問い合わせ] ページ（[ヘルプ] > [サポートへのお問い合わせ] > 

[Community Info（コミュニティ情報）] > [Solutions Suggestions] から利用可能）への

変更は表示されません。 

 

自身の SOLUTIONS SUGGESTIONS を表示する 

自身の Solutions Suggestions に反応があったかを確認するには、[Solutions Suggestions] 

> [お名前] > [Solutions Suggestions Submitted] または [Solution Suggestions 

Voted On] をクリックしてください。  
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Concur はステータスが [Declined] で、かつアーカイブ情報を伴うコメントがある Solutions 

Suggestions をアーカイブします。 

以下のテーブルは Solutions Suggestions のステータスを記載しています。 

ステータス 説明 

Under Points Threshold 
この Solution Suggestion は、確認および検討に入る前に追加の投票が必

須です。 

Product Team Review 
この Solution Suggestion は、確認および検討対象として割り当て済で

す。 

Under Consideration 
この Solution Suggestion は、現在のロードマップに沿っていませんが、

将来的には追加したいと思います。 

Added to Roadmap この Solution Suggestion はロードマップに追加済みです。 

Declined 
この Solution Suggestion は将来のロードマップまたは企業戦略に則して

いません。 

Existing Feature 
この Solution Suggestion はすでに機能として存在しています。想定通り

に動作しない場合、その旨をバグとしてレポートしてください。 

Duplicate この Solution Suggestion を類似のリクエストと結合済みです。 

設定およびアクティブ化 

Concur が上記に記載されたリクエストを自動でアーカイブします。 
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仮払申請 

仮払申請の返納割り当てロジックの変更 

概要 

昨年、仮払返納額のロジックに変更がありました。それにより、仮払返納は単一のジャーナル 

エントリにまとめられました。これはシステムが仮払返納を仮払申請上の通貨と異なる通貨で処

理した場合に適用されていました。 

本リリースで、仮払は以下の順序で構成されます： 

• 一致する返納通貨 

• 一致しない返納通貨 

• 経費 

業務目的とユーザーへの利点 

すべてのジャーナル エントリを伴う標準勘定抽出を生成します。 

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。 

 仮払機能について全般情報は、設定ガイド「経費精算： 仮払申請」およびユーザーガイ

ド「経費精算：仮払申請管理」をご参照ください。 
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法人カード 

Excel ファイル形式でインポート ログ  データをダウンロード 

概要 

（グローバル）法人カードの管理者は、指定の法人カードのジョブ インポートに対してインポ

ート済の取引データをエクセル ファイル ベースの形式でダウンロードおよび閲覧できるように

なりました。この機能は [インポート ログの表示] タブの [取引の詳細] 列に、新しい [ダウン

ロード] リンクとしてこのロールに対してのみ表示されます。この機能は、たとえば Concur コ

ンサルタントまたは Concur 管理者などの他のロールに対しては表示されませんのでご注意くだ

さい。 

業務目的とユーザーへの利点 

制限付きのロール タイプ（のみ）でインポート済の取引データを開いて閲覧することができ、

インポート ファイルを確認したり銀行取引明細書を含むファイルの内容を比較したりすること

が可能です。  

グローバル管理者への表示 

法人カードの管理者が [法人カード] ページで [インポート ログの表示] タブをクリックすると、 

[取引の詳細] という新たな列（行は[ダウンロード] リンクの各カード ジョブのインポート実行

機能）が表示されます。  
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管理者がこのリンクをクリックすると、Excel 形式でインポート済の取引データをダウンロード

および閲覧できるウィンドウが表示されます。 

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。 

Expense Pay 

日本では対応しておりません 

グローバル資金管理口座のステータス 

概要 

資金管理口座の [ステータス] 列にステータスの範囲が表示されるようになりました。この変更

以前は、ステータスの「グローバル口座」で、グローバル資金管理口座と従来の資金管理口座と

差別化する目的のみで使用されていました。 

表示されるステータスは次のとおりです。 
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• 実行中 - 開始済で、資金管理口座情報への入力は未完了。 

• 確認中 - 資金管理口座情報への入力は完了済で、支払処理パートナーへ照合のため提出

済。 

• 承認済 - 支払処理パートナーが口座情報を照合および承認済。 

業務目的とユーザーへの利点 

[ステータス] 列にグローバル資金管理口座のステータスが表示されるようになりました。  

管理者（またはユーザーや実装）への表示 

[支払マネージャー] > [バッチを構成] > [資金管理口座] タブに新しいステータスが表示され

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。 

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

「経費精算： 支払マネージャー（Expense Pay - グローバル）」  
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監査証跡で中止または拒否と表示される電子決済支払要求記録の新規レポート レベ

ル エントリ 

概要 

この機能では、払戻管理者が経費精算レポートの監査証跡を閲覧し、支払要請がいつ失敗したか

確認できます。払戻管理者は、支払要請が中止または拒否されて新規バッチに再スケジュールさ

れた場合に確認することができます。 

業務目的とユーザーへの利点 

払戻管理者は、支払の中止や拒否による支払遅延の詳細な履歴を含む支払サイクルに至るまでの

経費精算レポート処理全体を確認することができるようになりました。 

管理者への表示 

[電子決済支払要求記録ステータス] アクションにより、詳細な [説明] 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。 
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会計カレンダー 

**近日リリース** Analysis / Intelligence の新会計カレンダー 

概要 

Concur は間もなく Analysis / Intelligence の新しい会計カレンダーをリリースします。会計カ

レンダーでは、暦年から独立した組織の会計期間を定義できます。多くの組織は、それぞれのビ

ジネスの期を反映した財務レポートのモデルを作り、直接のライバルの結果と比較し、師走の繁

忙期を避けるため独自のカレンダーを定義しています。 

新しい会計カレンダーは、[管理] > [経費精算] の [分析レポート構成] でご利用頂けるように

なります。 

 詳しい情報は、Analysis / Intelligence のリリースノートをご参照ください。 

支払マネージャー 

資金管理口座の列が表示する非アクティブ ステータス 

概要 

バッチが非アクティブな資金管理口座に紐づけられた際に払戻管理者が簡単に確認できるよう、

支払マネージャーの [監視バッチ] ページの [バッチの表示] タブの資金管理口座の名前の前に

「（非アクティブ）」という赤いプレフィックス テキストを追加しました。  

業務目的とユーザーへの利点 

払戻管理者は、非アクティブな資金管理口座に紐づけられているためにシステムが処理しないバ

ッチを簡単に確認できます。  
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管理者への表示 

[支払マネージャー] > [監視バッチ] > [バッチの表示] で、[資金管理口座] 列の資金管理口座

名の前に [(非アクティブ)] の赤いプレフィックス テキストが表示されます。  

 

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。 

 この変更につきましては、こちらのユーザーガイド（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」 

印刷用レポート 

オプションの改善 

概要 

経費精算レポートを印刷するユーザーのため、PDF およびメールのレポート機能を改善しまし

た。現在、これらのオプションは詳細レポートに対してのみ表示されています。本リリースで、

すべての印刷用レポートで同じオプションが使用できるようになります。  
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業務目的とユーザーへの利点 

このユーザーが使用するすべての印刷用レポート形式において、PDF およびメールの一貫した

オプションをご提供できます。 

ユーザーへの表示 

提出済の経費精算レポートを印刷する場合、ユーザーに PDF およびメール オプションが表示さ

れます。 

 レポートを PDF 化、メール、および印刷するには： 

1. [レポートは正常に提出されました] ページで [印刷] をクリックします。 
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2. [印刷] リストで目的の印刷オプションを選択します。 
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3. [PDF]、[メール]、および [印刷] のいずれかをクリックします。 

 

設定およびアクティブ化 

この変更は、適切なポリシー設定を使用されているお客様に対して自動で実装されます。設定ま

たはアクティブ化のステップはありません。 

 ポリシーについての詳細情報は、設定ガイド「経費精算: Policies」をご参照ください。 

 本リリース ノートに記載されている変更点については、設定ガイド「経費精算：PDF 

and Email Reports」（更新版）をご参照ください。 
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プロファイル 

銀行情報フィールドの変更 

概要 

[プロファイル] にシンガポールおよびトルコの新規の銀行フィールドを追加し、一意の国プロ

ファイルのなかったタイおよびすべての既定の国々に対して既存の銀行フィールドの名前を変更

しました。 

NOTE: これらの変更は [従業員の銀行情報のみ] 機能を使用しているお客様にのみ影響します。 

シンガポールおよびトルコの追加 

[プロファイル] の [銀行情報] ページに以下のフィールドを追加しました。 

 SWIFT / BIC  

NOTE: この新規フィールドは任意で、必須ではありません。Expense Pay は支払の処

理に対してはこのフィールドのこのデータを使用しません。 

タイについて 

[銀行情報] ページの以下のフィールドを名前変更しました。 

 [銀行のルーティング番号] は [BAHTNET] または [銀行のルーティング番号] にな

りました。 

既定の国々について 

[プロファイル] の [銀行情報] ページの以下のフィールドを名前変更しました。 

 [ルーティング番号] は [SWIFT / BIC] または [ローカル ルーティング番号] にな

りました。 

 [銀行口座番号] は [銀行口座番号] または [IBAN] になりました。 
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 [住所行 1] は [個人住所 1 行目] になりました。  

 [住所行 2] は [個人住所 2 行目] になりました。  

業務目的とユーザーへの利点 

ユーザーが銀行プロファイルを完成させる際に、よりスムーズな操作を可能にするベストプラク

ティスです。 

従業員への表示 

ユーザーが [プロファイル] > [プロファイル設定] > [銀行情報] をクリックすると、フィール

ドの変更が表示されます。  

シンガポールおよびトルコ 

 



 

Concur リリース ノート ページ 19 Concur Expense（経費精算）Professional / Premium 

2017 年 4 月 

最初の投稿: 4 月 21 日金曜日 13:00 PM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

タイ 

 

既定の国コード（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。 

 

 この変更にあたって、[経費精算のヘルプ]（オンライン）を更新しました。 

USD の銀行情報を入力または更新するユーザーの個人住所が必須に 

概要 

Expense Pay の拡大に伴って、支払の自動生成によく使用されるオプションの従業員の銀行情

報が [プロファイル] に必須になりました。本リリースで、アメリカ合衆国ドル (USD) ユーザ

ーはモジュールに新規の銀行情報を保存する前に追加情報の入力が必須となります。  

すでに情報を入力済のユーザーは、現時点では対応の必要はありません。ただし、モジュールの 

[銀行情報] を更新した場合、必須フィールドへの入力を完了する必要があります。  

この変更は以下のフィールドに影響します： 

• 銀行名（必須になりました） 

• 個人住所 1 行目（必須） - 新規フィールド 

• 個人住所 2 行目（任意） - 新規フィールド 

• 都市（必須） - 新規フィールド 

• 都道府県（必須） - 新規フィールド 

• 郵便番号（必須） - 新規フィールド 

NOTE: これらのフィールドの要件はインポート済のユーザー データには適用されません。  

この変更は、既存のインポート機能に影響しません。 

この変更は、[銀行取引のみ] のお客様を含むすべての米国のユーザーに影響します。 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur は支払処理に対して必須となる可能性のあるすべての情報を収集する必要があります。 
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従業員への表示 

ユーザーが [プロファイル] > [プロファイル設定] > [銀行情報] をクリックすると、[銀行名] 

フィールドが必須となっていることが確認できます。また、5 つの新規フィールドが表示され、

うち 4 つは必須となります。 

 

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。 

 

 この変更にあたって、[経費精算のヘルプ]（オンライン）を更新しました。 
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推奨環境 

Microsoft IE v.10 のサポートが 2017 年 8 月 18 日に終了 

概要   

Concur 製品では、Microsoft Internet Explorer （IE）のバージョン 10 のサポートを 2017 

年 8 月 18 日に終了します。IE v.10 を使用しているお客様は、サポート終了日前までに最新バ

ージョンにアップデートするか、サポートされている他のブラウザをインストールしてご使用さ

れることを強く推奨します。 

! 重要： 上記に加えて、この変更により TLS 1.0 も非推奨となります。Internet Explorer 

11 にアップグレードすることで、会社はサポートされた Microsoft のブラウザ（既定は 

TLS 1.2）を使用することができます。 

背景  

2016 年 1 月 12 日より、サポートされた OS に対して利用可能な Internet Explorer の最新版

に限り、Microsoft の製品ライフサイクル プログラムからのテクニカル サポートおよびセキュ

リティ アップデートを受信します（https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-

internet-explorer をご参照ください）。  

 Concur 製品がサポートするブラウザについて詳しくは、「お客様へ - Concur Travel 

& Expense 推奨環境 - 最終更新 2017 年 3 月 18 日（日本語 PDF）」の「ブラウザ サ

ポート」セクションをお読みください。  

ブラウザ別ユーザー レポートで従業員のブラウザ使用状況をリスト化 

経費精算、事前申請、請求書処理、出張予約 （Professional と Standard の両方）の管理者の

方は、レポート [ブラウザ別ユーザー] をご利用いただけます。  

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
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これは、ブラウザ バージョンを選択すると、そのブラウザを使用している従業員のリストを生

成できるレポートです。リストには、姓名、ログイン名、最終ログインおよびログイン カウン

ト、メール アドレス、IP アドレスの区別が記載されます。 

 ブラウザ レポートの実行: 

4. [管理] ＞ [会社] ＞ [ブラウザ別ユーザー] の順にクリックします。 

 

5. [ブラウザ レポート] ページで [Web ブラウザ] の下からブラウザを選択します。 

 

6. [送信] をクリックします。 
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選択したブラウザ バージョンを使用しているユーザーが特定できるよう、ユーザー名と

その情報（ログイン名、ステータス、その他データ）を返します。 

 

TLS v 1.0 暗号化プロトコルのサポートが終了  –  US データセンターの日付が変更 

以下の日付に注意してください: 

  - EU データセンター: 2017 年 4 月 4 日（火）に完了 

  - US データセンター: 2017 年 5 月 31 日（水）に変更  

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 5 月末に変更になりました 

お客様にブラウザのセキュリティ設定についてご理解いただき、手動にて必須変更を行っていた

だく十分な時間を確保するため変更しました。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。 
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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。

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
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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。 

用語 

イタリア語の用語変更 

概要 

以下のイタリア語の用語を変更しました。  

英語 従来のイタリア語訳 新しいイタリア語訳 

segment segmento tratta 

workflow regola del flusso di lavoro workflow 

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 

イタリア語版 Concur ソリューション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 が自動で用語の変更を適用します。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

スペイン語の用語変更 

概要 

以下の中南米スペイン語の用語を変更しました。  
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英語 従来のスペイン語訳 新しいスペイン語訳 

allocation distribución asignación 

allocate distribuir asignar 

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 

スペイン語版 Concur ソリューション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 が自動で用語の変更を適用します。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** ブラジル ポルトガル語の用語変更 

概要 

5 月のリリースで、以下のブラジル ポルトガル語の用語を変更します。 

英語 従来のブラジル ポルトガル語

訳 

新しいブラジル ポルトガル語訳 

route rota trajeto 

employee empregado funcionário 

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 

ブラジル ポルトガル語版 Concur ソリューションの正確性および一貫性が向上します。 
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設定およびアクティブ化  

Concur が自動で用語の変更を適用します。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 

5 月のリリースで、以下のオランダ語の用語を変更します。  

英語 従来のオランダ語訳 新しいオランダ語訳 

vendor leverancier / aanbieder / merchant / bedrijf leverancier 

supplier leverancier / aanbieder / bedrijf leverancier 

merchant leverancier / merchant handelaar 

provider 
leverancier / aanbieder / verstrekker / 

provider / verlener / uitgever 
aanbieder 

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 Concur ソリューション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 が自動で用語の変更を適用します。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** イタリア語の用語変更 

概要 

5 月のリリースで、以下のイタリア語の用語を変更します。  
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英語 従来のイタリア語訳 新しいイタリア語訳 

cash advance anticipo di cassa anticipo 

line item voce riga voce 

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 

イタリア語版 Concur ソリューション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 が自動で用語の変更を適用します。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** スウェーデン語の用語変更 

概要 

5 月のリリースで、以下のスウェーデン語の用語を変更します。 

英語 従来のスウェーデン語訳 新しいスウェーデン語訳 

line item radobjekt radpost 

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 

スウェーデン語版 Concur ソリューション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 が自動で用語の変更を適用します。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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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。  
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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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動作保証するブラウザについての月次情報 

毎月のブラウザ証明書のリリース ノートは、リリース ノート – Professional / Premium 

Edition の下部でご確認いただけます。 

 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/_RN_CCC.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/_RN_CCC.htm
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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。 

4 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 

08905432 同席者 

経費エントリを追加しつつ同席者データを編集した場合、[同席者数] が 

 1 に変更される。 

同席者数が正確に保持されるようコードを修正しました。 

09465074 変更ログ 

ユーザーが代理をつとめている間に 

[管理] > [経費精算] > [支払タイプ] でプロパティ変更があった場合、その変更ログは

代理人が変更したものとして表示される。 

ログにユーザーが代理として操作したことが反映されるようコードを修正しました。 

 


