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リリース ノート 

監査証跡 

提出および差戻された経費精算レポートの監査を改善  

概要 

本リリースで、経費精算レポートに対する経費精算モジュールの監査証跡ログでいずれかのユー

ザーが行った変更の全履歴を含むようになりました。これらの変更は、レポートの初回の提出か

ら差戻しアクションを含むすべてにわたってログが取られます。この変更に含まれるアクション

は次のとおりです（これ以外にもあります）。 

• 手動を含む必要な手段で、「レポートに追加できる経費」の関連で追加、移動、または

削除された経費、およびレポートへ移動した経費 

• 変更または削除された領収書 

提出後に差戻された経費精算レポートは、差戻時に以下を含む変更が行われます。 

• 経費の行項目（経費タイプ、場所、金額、支払先、取引日、およびカスタム フィールド

値など）の値の修正 

• レポート ヘッダー値（ポリシー、カスタム フィールド（コスト センターなど））の修

正および類似点  

• レポートから追加、移動、または削除された経費 

• レポートまたは関連する経費へ追加または削除された領収書イメージ 

業務目的とユーザーへの利点 

監査証跡のログ機能が改善されます。 
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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。  

 法人カード 

MasterCard インポートで従業員 ID による自動割り当てをサポート 

概要 

本リリースで、MasterCard クレジット カード インポーターが強化され、Credit Mutuel コー

ポレート カードのクレジット カード フィードをとおして使用可能な従業員 ID データを取り込

みすることができるようになりました。この更新で自動割り当てがサポートされるため、割り当

て不足で影響を受けていたお客様は取引を手動で一致させる必要がなくなります。今後、フィー

ドはその他のインポーターと同じように割り当てを実行します。 

業務目的とユーザーへの利点 

MasterCard Credit Mutuel コーポレート カードのクレジット カード フィードを介した口座の

自動割り当てがサポートされます。 

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。  

突合: CDF3 一致ロジックの改善 

概要 

本リリースで、従業員または申請に突合取引を正確に割り当てるため、CDF3 カスタム財務デー

タが使用されるようになりました。これは、取引を一致させるため以前突合で使用していた従業

員 ID や申請 ID データを提供していた MasterCard のカスタム参照値 (CustomRefValues) の

廃止に伴う変更です。 
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MasterCard による今回の変更により、このデータは突合が従業員 ID および申請 ID の値を検

出するためにフィード内を参照するカスタム財務データ (CustomFinancialData) 値をとおして

のみ利用可能になります。  

業務目的とユーザーへの利点 

フィード データを使用した正確な取引の一致を継続するため、突合機能を MasterCard による

変更に適合させます。 

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。 

 詳しくは、設定ガイド「経費精算: 突合」およびユーザー ガイド「経費精算: 突合」を

ご参照ください。 

Expense Pay – グローバル  

導入情報の入力完了確認を支援  

概要 

お客様は、必須フィールドをすべて入力し、必須ドキュメントをすべてアップロードするまで、

Bambora の利用規約（Bambora で支払処理パートナーの資金管理口座を設定する）に合意す

る必要がなくなります。 

必須情報不足の Bambora の導入フォームに入力しているユーザーは利用規約への同意に進むこ

とができなくなります。[責任者] タブのうちひとつで情報が不十分な場合、対応するタブが赤

で表示されます。 
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業務目的とユーザーへの利点 

アプリケーション フォームが未完成な場合に、完成したかのような印象を持つことがなくなり

ます。利用規約に同意しフォームを提出することで、支払い処理パートナーに示す際にフォーム

が完成したことの確証が得られます。  

管理者（またはユーザーや実装）への表示 

情報が不十分な場合、[責任者] タブに赤い感嘆符（！）マークが表示されます。  

 

NOTE: すべての情報を入力した場合のみ、利用規約に同意できるようになります。 

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。 
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監査コードを有用なテキストに置換 

概要 

従業員支払が拒否された理由についての情報の有用性を改善するため、Bambora のリターン コ

ードを理由テキストに置き換えました。 

業務目的とユーザーへの利点 

ユーザーおよび管理者は、リターン コードではなくテキストで情報が得られるため、銀行シス

テムが支払を拒否した理由を把握することができます。 

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] > [支払先を監視] > [従業員の銀行情報] で [履歴を表示] を使用する際に、

管理者に Bambora コードに代わってテキスト メッセージが表示されます。 

例 

 

リターン コード 理由テキスト 

BSRP0003 無効な口座番号 

Expense Pay の通知: 支払拒否のメール通知で、銀行システムが支払拒否の理由を示した理由

テキストが提供されます。 

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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Bambora フォームの通貨固有の住所フィールド 

概要 

3 つの住所フィールドの名前を変更しました。変更後の名前は、選択した通貨の場所に正確に対

応しています。 

アメリカ合衆国ドル (USD) に対する名前変更は、以下のフィールドで行われました。 

旧フィールド名 新フィールド名 

地方 州 

郵便番号 ZIP コード 

カナダ ドル (CAD) に対する名前変更は、以下のフィールドで行われました。 

旧フィールド名 新フィールド名 

地方 県 

業務目的とユーザーへの利点 

操作の際に分かりやすくなりました。 

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。 

USD および CAD カード プログラム: ダイナース MasterCard 

概要 

Expense Pay – グローバルは以下のダイナース MasterCard のクレジット カードをサポート開

始しました。 

• アメリカ合衆国ドル (USD) 

• カナダ ドル (CAD) 
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業務目的とユーザーへの利点 

Expense Pay – グローバルをお使いのお客様に対し付加価値を提供します。 

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。 

プロファイル 

アップデート: プロファイルのアクセシビリティ設定 

先日リリースしたアクセシビリティ機能がオプションではなくなりました。すべての Concur サ

イトで既定でオン（有効）に設定されます。  

さらなる調査をした上で、この変更が様々な結果をもたらしているという結論に至りました。経

費精算をご使用のお客様への今後の方向性として、今後は経費精算の現在の表示および操作から

の変更はありません。 

TLS v 1.0 暗号化プロトコル 

完了 - TLS v 1.0 暗号化プロトコルのサポートを終了 

    - 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 7 月 12 日（水）に完了  

概要 

数か月前に、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。  



 

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

リリース ノート: 2017 年 7 月 29 日 

最初の投稿: 7 月 28 日金曜日 10:30 PM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

この処理には数か月間の期間を要し、完了しました。 

出張手当 

混合出張における食事手当の計算変更 - チェコ共和国  

概要 

次の 2 種類の混合出張におけるチェコ共和国の食事手当の計算を変更しました。 

• 5 時間を越える国内出張、および 5～12 時間の間の海外出張から成る混合出張 

• 12 時間以上かつ 18 時間以下の海外出張から成る混合出張  

新たな法令準拠の計算は以下の表のとおりです。 

新旧比較 

混合出張の種類 旧計算 新計算 

国内出張 > + 5 時間 

海外出張 > 5 時間および < 12 時間 

国内食事手当 + 海外食事

手当の 1/3 
海外食事手当全体の 1/3 

海外出張 > 12 時間および < 18 時間 
国内食事手当 + 海外食事

手当の 2/3 
海外食事手当全体の 2/3 

業務目的とユーザーへの利点 

チェコ共和国でビジネスを行うお客様に対し、法令順守のためのベスト プラクティスを維持す

ることができます。 

ユーザーへの表示 

食事手当の減少が表示されます。 
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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。 

 詳しい情報は、設定ガイド「出張手当の構成 - チェコ共和国」 をお読みください。 
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今後の変更予定 

このセクションの項目は、今後のリリースを予定しています。記載された新機能および機能変更

の実装を延期（あるいは完全に削除）する権利は Concur が所有するものとします。 

法人カード 

**変更予定** 日本向け - 海外取引データを取り込む新規フィールド 

概要 

本リリースで、海外取引に含まれる追加データを取り込む日本向けの新規フィールドが利用開始

しました。それにより、これらの項目をワークフローや勘定抽出の設定に含めて、自社の会計シ

ステムに取引データを取り込む際に役立ちます。 

新しいフィールドは次の通りです。 

• 加盟店の都市  

• 加盟店の都道府県または州 

• 加盟店の国コード 

業務目的とユーザーへの利点 

海外での取引に含まれる追加データを経費精算に取り込むことが可能です。 

設定およびアクティブ化 

この機能のサポートは今年の後半に利用可能になります。お客様のサイトでの有効化については、

アカウント マネージャーまたはセールス エグゼクティブにお問い合わせください。 

 詳しくは、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」を

お読みください。 
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Concur ソリューションのホーム ページ 

**変更予定** Concur ソリューション ページのクイック ヒント セクションを削除 

概要  

[Concur ソリューション] のホーム ページ (concursolutions.com) の [クイック ヒント] セ

クションは、8 月のサービス リリースにて削除予定です。 
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業務目的とユーザーへの利点 

ホーム ページが簡略化され、情報の確認およびアクセスが簡単に行えるようになります。  

設定およびアクティブ化 

これらの変更は 8 月のサービス リリースで自動で実装されます。特別な設定やアクティブ化は

必要ありません。 

経費アシスタント 

**変更予定** 経費アシスタント 

概要 

9 月に経費精算で経費アシスタント機能が使用できるようになります。  

8 月にこの機能を無効化することが可能になります。 

NOTE: この機能を使用しない場合、解除のためのアクションが必要です。 

経費アシスタントの特徴は以下のとおりです。  

• この機能は会社に対して既定で有効になっていますが、無効にすることも可能です。ま

た、会社レベルですべてのユーザーのアクセスをブロックすることもできます。会社が

経費アシスタントへのアクセスを許可する場合は、どのユーザーもこの機能を有効にす

ることができます。  

• [レポートに追加できる経費] に経費エントリがある場合は、経費アシスタントがそれを

経費精算レポートに追加します。  

• 経費アシスタントは差戻された経費精算レポートには経費を追加しません。ただし、差

戻されたレポートに [レポートに追加できる経費] の経費に一致する取引が含まれてい

る場合は例外です。  
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例えば、差戻されたレポートに ExpenseIt の経費と、[レポートに追加できる経費] のひとつと

一致するクレジット カード取引が含まれている場合、経費アシスタントは ExpenseIt の経費と

クレジット カード取引を結合します。  

• ユーザーが最後にこのレポートを開いた時以降に経費アシスタントが追加した取引は、

太字で表示されます。太字表示は、ユーザーがその経費を開いて確認すると解除されま

す。  

• 経費アシスタントが経費精算レポートに対して行ったすべての活動の概要は、週 1 回ユ

ーザーに送られます。 

業務目的とユーザーへの利点 

経費精算の処理をさらに自動化して作業を簡単にします。  

設定およびアクティブ化 

会社に対して自動的に有効になり、ユーザーが使用することができます。  

一般のリリースで経費アシスタントが使用可能になる前に機能をユーザーに使用させないように

する、または会社のご予定に合わせて使用開始したい場合、8 月リリースでこの機能を無効にす

るオプションが表示されます。  

新しい経費アシスタントの設定が、経費精算の管理者の [サイト設定] に追加され、会社がこの

機能を使用しないよう設定をオフにすることができます。  

 その他の詳細は、[ヘルプ] > [経費精算管理のヘルプ] > [管理者用のリソース - 

Professional Edition] > [Client Fact Sheets (英語のみ)] から「Expense 

Assistant FAQ」をご覧ください。 
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会計カレンダー 

**変更予定** Analysis / Intelligence の新会計カレンダー 

8 月に Analysis/Intelligence  向けの新しい会計カレンダーをリリースする予定です。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。多くの組織は競合と比較するた

め、そして年末の繁忙期を避けるために会計期を元に財務レポートのモデルを作り、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] または [管理] > [請求書処理] 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。 

旧来の経費精算の事前申請機能 

**変更予定** 運用終了 

概要 

Concur は 2018 年 3 月 31 日をもって、旧来の経費精算の事前申請機能を終了します。  

この機能は、事前申請という単独製品の登場以前は多くのお客様にお勧めしておりました。現在

は、同等かつ強化された機能を提供しており、単独製品の事前申請を完全にサポートしておりま

す。Concur 製品で申請の機能のご活用をご希望のお客様は、事前申請をご購入し移行してくだ

さい。 

お客様向けの FAQ はこちらです：http://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-

us/legacy_request_retirement_faq.pdf  

http://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/legacy_request_retirement_faq.pdf
http://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/legacy_request_retirement_faq.pdf
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業務目的とユーザーへの利点 

この終了により、Concur は旧版を超える機能性を持ち、革新的で、価値ある単独製品の事前申

請のさらなる改善に開発リソースを注ぐことができます。 

設定およびアクティブ化 

Concur は旧来の経費精算の事前申請機能をご利用のお客様に対し既にご案内を開始し、単独製

品の事前申請への移行について計画しております。 

 この変更により、設定ガイド「経費精算: Authorization Requests」およびユーザー ガ

イド「経費精算: Authorization Requests」をアーカイブしました。 

Microsoft IE v.10  

**変更予定** サポート終了 

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。 

IE v.10 を使用しているユーザーにバナーが表示されます。 
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! 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、サポートされたブラウザ（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）。  

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。  

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: 

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

 

2. [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。 

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
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3. [送信] をクリックします。 

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。 

 

 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」の「ブラウザ サポート」セクションをお読みください。  

USB IC カード リーダー（日本）  

**変更予定** サポート終了 

概要 

経費精算における日本の IC カードの出張情報を取り込みする USB IC カード リーダー ソリュ

ーションは、コンピューターに接続されたリーダーを利用して行います。Microsoft がこのソリ



 

Concur リリース ノート ページ 21Concur Expense（経費精算）Professional / Premium 

リリース ノート: 2017 年 7 月 29 日 

最初の投稿: 7 月 28 日金曜日 10:30 PM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

ューションで使われる ActiveX テクノロジを重要視していないことから、Concur はこのソリュ

ーションへのサポートを終了します。  

重要な日付： 

• 2017 年 8 月 1 日に、ソリューションのサポートを終了します。  

• 2017 年 12 月 31 日以降、ソリューションが使用中止となり、Concur で動作しなく

なります。  

代わりに、日本のお客様には既に展開しているネットワーク IC カード リーダーを利用した現行

のソリューションを使用します。ネットワーク IC カード リーダーでは、複数のユーザーが取引

を一か所からインポートすることができます。 

 ネットワーク IC カード リーダーのリリース ノートは、2016 年 10 月版の文書をご参

照ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

旧版の終了により、最新のテクノロジに沿った機能をご利用いただけます。 

設定およびアクティブ化 

このソリューションは Concur が自動で使用中止し、サポートを終了します。代替のネットワー

ク IC カード リーダー ソリューションのご利用には、Concur クライアント エグゼクティブへ

お問い合わせください。最新のソリューションの導入には、特定の製造業者による IC カード リ

ーダーの購入とインストール、短期の実装プロジェクトが必要です。 

 IC カード リーダーについての全般情報は、設定ガイド「経費精算: 日本の公共交通機

関」およびユーザー ガイド「経費精算: 日本の公共交通機関」をご参照ください。 
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お客様へのお知らせ 

ブラウザ証明書および推奨環境 

毎月のブラウザ証明書および推奨環境 

Concur リリースノート - 月次のブラウザ認証ドキュメントには現在のブラウザ認証と今後の予

定がリストされています。ドキュメントはその他の月次リリース ノートとともに公開されます。 

Concur Travel & Expense 推奨環境ガイドは設定ガイドやユーザー ガイド、その他の技術文書

とともに公開されています。 

 すべてのリリース ノート、ブラウザ認証、設定ガイド、ユーザー ガイド、その他の技

術文書、および推奨環境については、後述の「リリース ノートおよびその他の技術文

書」をお読みください。 
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リリース ノートおよびその他の技術文書 

オンライン ヘルプ - 管理者 

管理ロールを持つユーザーなら誰でもリリースノート、設定ガイド、ユーザー ガイド、管理者

向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境、Concur ヘルプにアクセスすることができま

す。 

 

 



 

Concur リリース ノート ページ 24Concur Expense（経費精算）Professional / Premium 

リリース ノート: 2017 年 7 月 29 日 

最初の投稿: 7 月 28 日金曜日 10:30 PM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

Concur サポート ポータル - 指定されたユーザー 

会社から指定されたユーザーは Concur サポート ポータルを経由して、リリースノート、設定

ガイド、ユーザー ガイド、管理者向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境などのドキ

ュメントにアクセスすることができます。 

適切な Concur サポート ポータルへのアクセス権があれば、[ヘルプ] メニューに [サポートへ

のお問合せ] オプションが表示されます。[ヘルプ] > [サポートへのお問い合わせ] をクリック

します。[サポート] ページで、[リソース] > [リリース/技術情報] をクリックしてください。  
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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。 

1. [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。 

2. ケース ID を入力します。 

3. [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。 

７月の例 

以下の例は本リリースの一例です : 

ケース ID 説明 

10037289 Expense Pay 

AMEX カード プログラムに誤った国コードがある。 

国コードを修正し、AMEX ドイツおよび AMEX インターナショナル ユーロ カードの両方で

の併用設定ができるようになりました。 

06149766 E-Receipt イメージ 

個別の E-Receipt イメージを経費得エントリに関連付けることができない。 

コードを修正し、E-Receipt が経費エントリに関連付けられるようになりました。 

 

 


