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改訂履歴  

 

日付 注意事項 / コメント / 変更内容 

2020 年 4 月 17 日 [Authorization Request] チェック ボックスの名前を、ガイドのタイトル ページの 

[Request] に変更しました。表紙の日付に変更はありません。 

2020 年 1 月 6 日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。 

2019 年 4 月 13 日 イメージを含む請求書処理の新しいユーザー エクスペリエンスの一部として、「支払請

求（payment request）」という用語を「請求書（invoice）」に変更しました。 

2019 年 3 月 16 日 3 月のリリースで展開された発注管理者向けの新しい [すべての購買発注] リスト ペー

ジに関する注記を追加しました。 

2019 年 2 月 9 日 「支払請求（payment request）」という用語を「請求書（invoice）」に変更しました

（必要に応じて）。軽微な編集を行いました。その他の内容の変更はありません。 

2018 年 10 月 24 日 「Concur」から「SAP Concur」に変更しました（必要に応じて）。軽微な編集を行いま

した。その他の内容の変更はありません。 

2018 年 6 月 14 日 コピーダウンの英語表記を「copy-down」から「copydown」へ変更しました。表紙の

日付の変更はありません。 

2018 年 4 月 6 日 表紙のチェック ボックスを変更しました。そのほかの変更および表紙の日付の更新はあ

りません。 

2018 年 1 月 10 日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。  

2017 年 10 月 14 日 新しい納品書ユーザー ロールに関する情報と、商品の納品書用のカスタム フィールドを

追加する可能性についての情報を追加しました。 

2017 年 7 月 29 日 「ロール管理（Central Receiving）ロール」から「ロール管理者（Central Receiver）

ロール」へ変更しました。 

2017 年 7 月 8 日 「ロール管理者（Central Receiver）ロール」に関する情報を追加しました。 

2016 年 12 月 14 日 著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。 

2016 年 11 月 4 日 「ロール管理者（Central Receiver）」機能についての情報を追加しました。 
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日付 注意事項 / コメント / 変更内容 

2016 年 4 月 27 日 「複数発注」機能についての情報を追加しました。 

2016 年 4 月 15 日 購入申請行の関連付けに関する情報を購買発注行ルールに追加しました。 

2016 年 2 月 19 日 「3 way マッチング」機能についての情報を更新しました。 

2015 年 6 月 12 日 画像を現行の UI に更新して、コンテンツを全体的に更新しました。さらに、[照合の概

要]、[支払申請] および [発注] タブのリニューアルについての情報を追加しました。 

2015 年 1 月 16 日 データ属性による行項目識別に関する情報を追加しました。 

2014 年 10 月 17 日 発注抽出が利用可能になり、ヘッダー、行項目、または割り当てレベルでのシステム検出

による変更に基づいて再抽出できます。 

2014 年 9 月 16 日 2 種類のユーザー インターフェースについての情報を追加しました。そのほかの内容の

変更はありません。 

2014 年 4 月 16 日 著作権と表紙を更新しました。そのほかの内容の変更はありません。 

2014 年 1 月 17 日 次の内容を変更しました: 

• [権限者]、[購入者連絡先]、[発送先担当者]、[税 ID] の各フィールドが変更可能に

なりました。 

• 新しいフィールド [申請者] を [フォームとフィールド] ツールを使用して発注フォ

ームに追加できるようになりました。 

• [支払先名] と [支払先住所] が発注フォームにコピー ダウンされるようになりまし

た。 

2013 年 10 月 18 日 納品書確認タイプを選択してルール グループに追加された納品書確認メッセージは、翻

訳ツールを使用して、サポートされている言語に変更したり翻訳したりすることができま

す。 

2012 年 12 月 14 日 以下の情報を更新しました。 

• 複数の照合ルール セットを許可する条件ベースのルール 

• 発動したときに特定のルールについて表示するメッセージを追加 

• 規定外フラグが発生した場合でも送信を許可 

2012 年 10 月 19 日 発注ヘッダー、行項目、および購入申請への配賦レベルでコピーダウン操作を設定する機

能の情報を更新しました。 
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日付 注意事項 / コメント / 変更内容 

2012 年 2 月 17 日 新しい発注のオーバーナイト インポート ジョブに関する情報を更新しました。 

2011 年 10 月 21 日 広範囲にわたってガイドの更新を行いました。 

2011 年 9 月 15 日 設定ガイドを新規作成しました。 
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発注（PO） 

セクション 1:  アクセス許可 

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定の

グループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的

なアクセス権を持っている場合があります。  

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス許可がない場合は、社内の 

SAP Concur 管理者にお問い合わせください。 

さらに、このガイドに記載されている作業は SAP Concur にのみ許可されているものもあります。

必要に応じて SAP Concur サポートにご依頼ください。   

セクション 2:  概要 

発注の照合では、見積価格への支払、条件、注文数を制限するなど、サプライヤーに支払う前に、

会社が照合の規定外フラグを検証および承認することによって継続して管理することができます。  

これを実現するために、ポリシーに関連付けられた照合ルールは、請求書と発注の間に差異が検

出された場合のシステムの対応方法を指示します。 

ルールは、未解決の（一致しない）問題が解決されるまでワークフローに入らないようにする必

要がある請求書にフラグを付け、問題が見つからない場合は他の関連する請求書が続行できるよ

うにします。  

SAP Concur では、次の 3 つのタイプの照合方法を提案しています。 

• 2 way マッチング: 請求書と発注間の照合（納品書なし） 

• 3 way マッチング: 請求書と発注と受領済数量間の照合 

• 納品書確認: 請求書と発注間の照合（発注が完全に受領されたことに対する受領確認を含

む）  
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2 way マッチングでは、発注および請求書の情報が一致するかを検証し、3 way マッチングで

は、請求書が処理され支払われる前に、請求書と発注および受領済数量（商品の）が一致するか

を検証します。納品書確認を使用すると、請求書と発注を照合し、発注した項目が受領されたこ

とを示す受領確認書を含めることができます（Invoice は発注数をチェックしません）。 

 納品書確認についての詳細情報は、設定ガイド「Invoice: Receipt Confirmation（納品

書確認）」をご参照ください。 

必須ロール 

発注照合ルール機能は、Concur Invoice の構成管理者ロールを持つユーザーのみがアクセスお

よび設定できます。 

検収管理（Concur Receiving）のロール 

この表は、検収管理（Concur Receiving）の操作における各ロール、およびそれらのロールを付

与されたユーザーが実行可能な操作、不可能な操作を示しています。 

 

ロール 実行可能 / 不可能な操

作 

操作場所 条件 

発注の処理者  （可能）追加、編集、お

よび納品書や納品書イメ

ージの削除 

送信済の発注内  なし。 

請求書の処理者 （可能）追加、編集、お

よび納品書や納品書イメ

ージの削除 

オープンになっている請

求書の [発注] タブ内 

なし。 
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ロール 実行可能 / 不可能な操

作 

操作場所 条件 

発注申請ユーザ

ー 

（可能）追加、編集、お

よび納品書や納品書イメ

ージの削除 

送信済の発注内  管理者は [請求書処理の設

定] で [購入申請所有者に

自分の発注の編集を許可す

る] オプションを選択（有効

化）する必要があります。ま

たは、納品書ユーザー ロー

ルも保持している必要があ

ります。 

請求書処理ユー

ザー 

（可能）追加、編集、お

よび納品書や納品書イメ

ージの削除 

オープンになっている請

求書の [発注] タブ内 

なし。 

ロール管理者 （可能）グループ内のす

べての購買発注に対す

る、追加、編集、および

納品書や納品書イメージ

の削除 

（不可）請求書および発

注の送信や処理 

送信済の発注内 検収管理機能がアクティブ

である必要があります。 

納品書ユーザー （可能）追加、編集、お

よび納品書や納品書イメ

ージの削除 

（可能）自分の発注の納

品書データに限り、追加、

編集、削除 

送信済の発注内 検収管理機能がアクティブ

である必要があります。 

NOTE: 購入申請機能が有効になっていないエンティティで発注をインポートするお客様に対し、

「発注の処理者」または「発注の処理者（監査）」ロールを割り当てられたユーザーは、

[申請] > [すべての発注] ページに移動して、インポートされた発注のリストを表示でき

るようになりました。 
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その他のロール 

AP ユーザー: 後方処理の担当者に依存する請求書のコード化、割り当ての処理、および請求書

の再割り当てを行うサイトで使用します。 

請求書処理ユーザー: 請求書の作成、請求書の所有者への割り当て、および提出ができます。 

請求書処理の購入ユーザー: 請求書の作成または送信は制限されていますが、選択したフィール

ドへの修正アクセスが許可されています。一般的に、誤った合計、単価などの請求書を更新する

担当者向けです。 

用語 

このドキュメントおよび Concur Invoice では、以下の用語を使用しています。 

• 検収管理（Concur Receiving）: Concur Invoice に納品書データを手動で追加できる

機能。 

• 発注の支払申請: 発注に関連付けられた一意の番号によって発注に関連づけられた請求

書。 

• 現在までの累計: 発注に関連付けられたすべての請求書のスパン全体。 

• 関連付け: 申請ヘッダー フォームで一意の発注番号を入力することによって請求書が発

注と紐づけられるときに作成される関係。 

• 照合ルール セット: 特定のポリシー下で一致したすべての発注申請に対して実行される

ルールの組み合わせ。単純な単一のルールや、たとえば支出タイプ、プロジェクト、また

は部門で区別するカスタム フィールドに対して実行される「ネストされた」条件ベース

のルールを含む、より複雑な複数の照合ルールを使用できます。 

• 名前付きルール グループ: 条件ベースのルール グループなど、照合ルール セット内

（下）に存在するルール。 

発注の設定手順 

次の手順に従って発注を設定します。 
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• トレーニング: 概念、ベスト プラクティス、ドキュメントなど 

• 発注の請求書ポリシーで、用意されているコンポーネントは次のとおりです。 

 発注: フォームとフィールド 

 発注 - 支払申請: フォームとフィールド 

 発注 - 支払申請: ワークフロー 

 照合ルール 

• 発注のインポート - Web サービス 

• 発注の抽出 - 夜間作業 

 - または - 

• 発注の抽出 - Web サービス 

セクション 3:  発注のインポートの Web サービス  

発注は、Concur Connect の「発注」Web サービス API を使用して Concur Invoice にイン

ポートされます。このインポートは、SAP Concur に直接問い合わせて、優待サービスでお客様

のエンティティの Concur Connect モジュールをアクティブ化させると利用できます。その後、

ユーザーは [請求書処理] メニューの [Concur Connect] をクリックしてサービスにアクセス

します。  

発注のインポート ファイルには、発注が想定する納品書のタイプを示す際に使用できる、[納品

書タイプ] というフィールドがあります。この表示は、照合の設定には必要ありませんが、異な

る納品書のタイプが想定される複数の発注がある場合、および異なる照合ルールをそれぞれに応

じて設定する必要がある場合に役立ちます。[納品書タイプ] フィールドはオプションで、次のよ

うな値があります。 

• 0（既定。納品書なし。2 way マッチング） 

• 1（納品書確認） 

• 2（受領済数量。3 way マッチング） 
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発注 Web サービスのインポートを使用する 

サービスにサインアップすると、サンプルを含む完全なドキュメントが Concur Connect サイ

トで利用可能になります。その後、開発者は API と連動する独自のパートナー アプリケーショ

ンを作成するか、SAP Concur に問い合わせてカスタム アプリケーションを作成するかを決定で

きます。  

3 way マッチングの納品書インポート 

3 way マッチング機能を使用する前に、納品書ファイルをインポートする必要があります。イン

ポートは、FTP インポート経由、API 経由、または検収管理（Concur Receiving）を使用した

納品書データの入力によって行うことができます。Concur Invoice にインポートする納品書情

報によって、システムは受信する請求書行を関連付けたり検証したりすることができます。 

3 way マッチングと納品書確認を使用する必要がある場合、納品書確認インポートと納品書イン

ポートの両方を使用する必要があります。 

 詳しくは、 インポート/抽出の仕様「Invoice: Purchase Order Receipt Import Version 

1 (Receipt Confirmation) 」および「Invoice: Purchase Order Receipt Import Version 

2 (Quantity Receipt for Three-Way Match)」をご参照ください。 

セクション 4:  ポリシー – 発注ポリシー 

発注（PO）ポリシー タイプは、請求書への発注の照合を実装するときに使用します。ポリシー

として発注ポリシーを指定すると、いくつかの発注関連オプションが設定用に表示されます。そ

れ以外の場合、ポリシーは Invoice の他のポリシーと同じように機能し、固有のフォーム（およ

びフィールド）、ワークフロー、およびその他の設定オプションを提供するとともに、グループ

階層ノードの割り当てに基づいてポリシーへのユーザー アクセスを許可または禁止します。 

 さらに詳しい情報は、設定ガイド「Invoice: Policies」をご参照ください。 



 

設定ガイド Invoice: 発注の照合 7 

最終更新日: 2020 年 4 月 17 日 

エラー! プロパティ名に誤りがあります。 

発注ポリシーの特別な属性 

発注ポリシーの設定と動作は、本セクションに記載されているいくつかの例外を除いて、他のポ

リシーと実質的に同じです。 

フォームとフィールド 

「フォームとフィールド」ツールを使用して、発注機能に固有のフォームを使用できます。これ

らのフォームは発注照合をサポートするように設計されており、フィールドの追加または削除、

発注から発注ベースの請求書へのコピーダウン アクションの設定、およびロールごとのアクセス

権の設定によってカスタマイズされます。機能的には発注外フォームと同じですが、例として、

ヘッダー フォーム レベルの発注番号や行項目レベルのサプライヤー パーツ ID などの発注固

有のフォーム フィールドが含まれます。これらの追加項目は、発注の特定の機能をサポートする

ように設計されています。 

フォームは、フォームが割り当てられるポリシーを作成する前に設定され、選択できるようにな

ります。支払フォームと発注フォームには、[管理] > [請求書処理] > [ポリシー] からアクセス

します。 

支払申請フォーム 

 

発注フォーム 
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フォームとフィールドの選択肢は、発注ベースの請求書を詳細ビューで開き、[照合の概要] タブ

をクリックして並べて表示するか、ほかの 2 つのタブをクリックして請求書または発注の詳細を

表示すると表示されます。  

 

発注フォームを使用する場合は、次の点にご注意ください。 

• [発注番号] フィールドへの読み取りおよび書き込みアクセスによっては、フィールドが

必須フィールドなります。 

• 特定のフィールドは、関連付けられた発注ポリシーとそれに割り当てられたフォームを使

用するグループに含まれていないユーザーは使用できません。ユーザーがこれらのフォー

ムとフィールドを確実に使用できるように、ポリシー アクセスを設定してください。 

• インポートで使用されるフィールドは、発注フォームの同じフィールドに対応付ける必要

があります。 

 詳しくは、設定ガイド「Invoice: フォームとフィールド」を参照してください。 
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発注ポリシー フィールド 

ポリシー間で共有されるフィールドや、発注ポリシー タイプに固有のフィールドがあります。 

• 発注ポリシー: このオプションを選択すると、ポリシーを発注関連として定義できます。

これを選択することにより、ページには発注ポリシーで使用される追加のオプションが表

示され、このポリシーに関連付けられたすべての請求書に対して一致ルールが確実に実行

されます。 

 

 

• 発注照合のルール セット: ここでは、照合する請求書と発注の間にユーザー定義の差異

が検出された場合のシステムの対応方法を指示する照合ルール セットを指定します。 

• 外部 ID: この一意の識別子により、システムはこの同じ識別子を含むすべての請求書と

発注にポリシーを関連付けることができます。 

フォーム フィールド 

• 発注ヘッダー: [PO 番号]（発注番号）などの追加フィールドが既定で発注ヘッダーに含

まれています。 

購入申請にコピーダウンされる発注のフォームとフィールドの設定 

Concur Invoice は、発注（PO）の関連データを、発注に関連付けられた各請求書に直接自動的

にコピーできます。コピーされたデータには、通常、[部] や [部門] などの原価対象、または [経

費タイプ] などの支出タイプが含まれます。このモデルは、定期的に発注を配賦し、この原価所

有権と分配データを発注ベースの請求書に体系的に保存する必要のあるクライアントに最適です。  

この機能では、発注から購入申請へのフィールドのコピーダウン機能を利用します。発注および

購入申請フォームのヘッダー、行項目、配賦レベルにカスタム フィールドを追加し、さらにそれ

らをコピーダウン用に設定すると、発注上のデータは、システムが変更を検出するたびに、最初

の関連付け時に請求書にコピーされます。  
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コピーダウンの設定選択 

[フォームとフィールド] の [フィールドの修正] にある [空の場合にのみコピーダウン] オプ

ションを使用して、最適な情報のソース、発注または請求書を選択します。このオプションは、

既定の無効状態では、発注フィールドが購入申請レベルの関連フィールドへのコピーダウン時に

データを上書きしないようにします。有効にすると、発注レベルのフィールド データが購入申請

フィールドのデータにコピーされます。 

下図では、行項目のカスタム 02 は設定されているフィールドにデータが存在しない場合にのみ、

発注にそのフィールドにデータをコピーします。このように、申請レベルで最大量の優先データ

を柔軟に保持できます。 
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例 

[経費タイプ] および [説明] フィールドの完全なコピーダウン アクションの例: 

• コピーダウン前: 

 

フォーム 経費タイプ 説明 数量 料金 

発注 事務用品費 No. 2 鉛筆 - 967 5 $.05 

購入申請の行項目 null 鉛筆 5 $.06 

• コピーダウン後: 

 

アクション 経費タイプ 説明 数量 料金 

発注からコピーダウ

ン 

事務用品費 No. 2 鉛筆 - 967 5 $.05 

購入申請の行項目へ

コピーダウン 

事務用品費 No. 2 鉛筆 - 967 5 $.06 

以下では、コピーダウンは [経費タイプ] フ ィールドで許可されていますが、[説明] フィール

ドでは許可されていません。 

• コピーダウン前: 

 

 経費タイプ 説明 数量 料金 

発注 事務用品費 鉛筆 5 $.05 

購入申請の行項目 null No. 2 鉛筆 - 967 5 $.06 
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• コピーダウン後: 

 

 経費タイプ 説明 数量 料金 

発注からコピーダウ

ン 

事務用品費 鉛筆 5 $.05 

購入申請の行項目へ

コピーダウン 

事務用品費 No. 2 鉛筆 - 967 5 $.06 

発注按分：動作とベスト プラクティス 

発注ヘッダーと発注行項目は、ソースのコピーダウンとして使用できます。  ただし、発注按分

は異なる方法で処理されます。これらは設定ソースの選択肢としては表示されませんが、発注で

データが提供されている場合は、対応する一致した請求書行に常にコピーダウンします。そのた

め、発注按分フォームと支払申請按分フォームの構造が同じであることが重要です。たとえば、

発注按分のカスタム 3 は、支払申請按分のカスタム 3 と同じフィールドを表す必要があります。 

 

発注ヘッダー 発注行項目 発注按分 

カスタム 1 - 24 

通貨 

説明 

割引率 

割引期間 

名前 

正味支払期間 

発注日 

希望配達日 

発送 

税 

カスタム 1 - 20 

勘定科目コードの説明 

外部 ID  

行番号経費タイプ 

数量 

申請済  

配達日 

支払先のパート ID 

税 

単価 

設定なし 

 

「ソース」の選択ではない場

合: 

発注に利用可能なデータがあ

る場合は常にコピー 

 

発注と請求書按分フォームが

「一致する」ことを確認した

場合: カスタム 1 からカス

タム 1 へ 
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「複数の発注」機能のアクティブ化 

「複数の発注」機能を使用すると、複数の発注に関連付けられている請求書を処理できます。 

管理者は、フォームとフィールド ツールの [支払申請の行項目] フォームに [発注番号] フィー

ルドを追加して、複数の発注機能をアクティブにします。管理者は、ヘッダーと行項目レベルの

両方で [発注番号] フィールドを追加する必要があります。 

管理者がこの機能を有効化すると、ユーザーは複数の発注が該当の請求書に関連付けられている

かどうかを示すオプションを選択できます。この請求書に複数の発注番号がある場合、発注は請

求書の行項目レベルで表示されます。 

 機能をアクティブ化するには: 

1. [管理] > [請求書処理] > [フォームとフィールド] （左側メニュー）の順に選択します。

[フォームとフィールド] ページが表示されます。  

 

2. [フォーム タイプ] リストから [支払申請行項目の詳細] を選択します。  
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3. [フォーム フィールド] タブをクリックします。 

 

4. [発注番号] フィールドを追加するフォームを選択し、[フィールドの追加] をクリックし

ます。.  
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5. 表示される [フォームへのフィールドの追加] ウィンドウで、[発注番号] を選択し、[フ

ィールドの追加] をクリックします。選択したフォームにフィールドが追加されます。 

 

 複数の発注について詳しくは、ユーザー ガイド「Invoice: 発注の照合」をご参照くださ

い。 

3 way マッチングの [発送伝票番号] フィールド 

請求書に発送伝票番号を含める必要がある場合、管理者はフォームとフィールド ツールの支払申

請ヘッダー フォームに [発送伝票番号] フィールドを追加する必要があります。管理者がこのフ

ィールドを追加し、（対応する購買発注行のすべての GRN の中で）同じ値を持つ品目受領書番

号（GRN）が見つかった場合、Concur Invoice はこの GRN に対して照合を実行します。フォ

ームに [発送伝票番号] フィールドが追加されていない場合、Concur Invoice は受領順に照合

を実行します。 
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 詳しい情報は、本ガイドのセクション「3 way マッチングの設定」をご参照ください。 

発注ポリシーの設定変更  

管理者は、フォーム、ワークフロー、イメージング、その他のオプションなどの発注ポリシー属

性を編集できます。ただし、発注ポリシーに関連付けられた請求書がない限り、発注ポリシーを

非発注ポリシーに変更することはできません。  

セクション 5:  ワークフロー – 既定の発注の支払ワークフロー 

承認プロセスを反映するワークフローは、通常、事前承認済の購入方法と併せて使用されます。

すでに承認されているため、請求書は処理者のステップなどに直接移動してワークフローを完了

することができます。  

一般的な発注ワークフローの例 

Concur Invoice に含まれる「既定の発注の支払ワークフロー」の例は次のとおりです。 

• 購入申請の提出（システム ステップ） 

• 処理のための承認 
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• 支払先の承認 

• 支払前検証（システム ステップ） 

• 保留中の支払（システム ステップ） 

• 支払勘定抽出（システム ステップ） 

• （オプション）変更が検出された場合は再抽出（システム ステップ） 

お客様は、「既定の発注の支払ワークフロー」をコピーして、サイトの要件に合わせて変更でき

ます。  

 さらに詳しい情報は、設定ガイド「Invoice: ワークフロー（概要）」をお読みください。 

セクション 6:  発注行 ID 

Concur Invoice では、順序またはデータ属性のいずれかの方法で行識別を実行できます。既定

では、順序による行識別が設定されています。 

たとえば、順序による行識別を使用する場合、システムは請求書行 #1 を発注行 #1 に一致さ

せ、請求書行 #2 を発注行 #2 に一致させます。 

データ属性による行識別を使用するには、[請求書処理の設定] にある [システムがデータ属性に

より請求書行を発注行に関連付けるのを許可] オプションを有効化（選択）する必要があります。  

お客様がこのオプションを選択（有効化）すると、Concur Invoice は、単価、数量、説明、発

注番号などのデータ属性で行識別を実行します。たとえば、請求書行 #1 に $5.00 の単価が表

示されている場合、システムは、この単価を発注の一致する単価で識別しようとします。Concur 

Invoice は、行項目データ属性を使用して、対応する発注行を識別します。 

 詳しくは、設定ガイド「Invoice: 請求書処理の設定」をご参照ください。 

セクション 7:  発注照合ルール 

照合ルールは、請求書と発注の間に差異が検出された場合の対応方法をシステムに指示します。

簡単な例では、請求書と発注の単価の違いなどです。条件ベースのルールを含むより複雑な照合
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ルール セットにより、単一のルール セットが、ユーザーが支払フォームに追加したカスタム フ

ィールドで指定されたさまざまな支出タイプ、部門、またはプロジェクト全体でチェックを実行

できます。  

お客様の Concur Invoice の使用方法によっては、異なる照合の組み合わせや、2 way マッチ

ング、納品書確認、3 way マッチングの組み合わせが必要になる場合があります。複数の照合ル

ールのニーズに対応するために、お客様は、それぞれの請求書や発注の組合せに対し、適切な照

合ロジックを使用するよう Concur Invoice に指示する複数のルール グループを設定すること

ができます。 

以下の例は、納品書を含む発注（3 way マッチング）、納品書を含まない発注（2 way マッチ

ング）、納品書確認を含む発注、の 3 つのルール グループを示しています。 

 

管理者は、[管理] > [請求書処理] > [発注照合ルール] に移動して、これらのルールを作成しま

す。  

発注照合ルールは次のような場合に使用します。 

• 発注に関連する請求書が発注の範囲外の金額および値を含むことを警告する 

• 発注の受領済数量が請求書や発注と一致しないことを警告する 

• 未照合の請求書の数量および金額を識別する際に、システムが使用する許容範囲を設

定する 
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• ルール タイプの組み合わせを使用して、請求書の処理を妨げてはならない軽微な差

異と一緒に有効な規定外フラグのバランスをとる 

• ポリシーごとに異なる照合ルール セットを作成する 

• ユーザーへの説明テキストを含む規定外フラグ メッセージを提供する 

• 規定外フラグが発生した場合でも、発注ベースの請求書の提出と承認を許可または禁

止する 

ご利用の前に 

購入申請の機能を使用する前に、次の点にご注意ください。 

照合ルール セットのテストと変更 

機能を実装する前にルール セットの設定をテストする場合は、最初のルール セットに対して命

名規則をテストすることが重要です。実装するルール セットを確認し、希望の運用の命名規則を

使用できます。  

これは、発注に関連付けられた請求書に対して照合ルール セットが実行されると、[使用中] の

ステータスが割り当てられ、ルール セットがロックされて、システムから編集や削除ができない

ためです。これらの条件下で最適な方法は、変更が必要な既存のルール セットをコピーして変更

し、サービスを開始することです。したがって、ベスト プラクティスの命名規則は、「Test – Rule 

Set V1」に似たもので、次のアプローチで行います。 

1. 既定のルール セットまたは現行のルール セットをコピーし、「Test – Rule Set V1」

という名前を付けます。 

2. 編集完了後、ルール セットを関連するポリシーに適用します。 

3. 結果をテストして評価します。 

追加の変更時はステップ 1～3 を繰り返し、毎回バージョンの数字を上げていきます。 
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テストが完了したら、最後にルール セットをコピーして、命名規則から「Test」を削除します。

これにより、運用時に使用されているセットを簡単に特定できます。さらに、[詳細] メニューの

監査証跡を見ることで、特定の請求書で実行されているルール セットをいつでも確認できます。 

照合ルール セットを「使用中」のステータスから「ロック解除」 

ステータスが「使用中」の照合ルール セットは、関連付けられているすべての請求書との関連付

けを解除することでロック解除できます。ルール セットに関連付けられている請求書数が少ない

場合（初期の制御されたテスト フェーズなどで）、[アクション] メニューの [発注以外に変更] 

オプションを使用して、照合ルール セットをすべての関連する請求書から削除することが可能で

す。これにより、ルール セットのロックが解除されます。  

 

これで、ルール セットのステータスは [いいえ] になり、[編集] ボタンを使用して編集できま

す。 
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照合ルール セットの為替レートを有効化 

通貨換算を行うための為替レートは、既定でオンになっています。（参考）この機能には、経費

精算の管理モジュールを使用してアクセスします。 

 

 さらに詳しい情報は、設定ガイド「Expense: 通貨管理」をご参照ください。 

発注照合ルールの作成 

既定のルール セットが提供されていますが、既定のルール セットをコピーおよび編集して独自

のルール セットを作成することもできます。別のルール セットを使用して、別の部門または地

域に対応できます。また、同じルール セットを複数のポリシーで使用できます。  

発注ポリシーを設定する場合、1 つ以上の名前付きルール グループを含む照合ルール セットを

作成します。照合ルール セットは、必要に応じて簡単なものにしたり、複雑なものにしたりする

ことができます。たとえば、請求書と発注の行項目の単価を比較する簡単な名前付きルール グル

ープを作成できます。または、すべてが親ルール セットにある複数の異なる名前付きグループ

「内」の条件ベースのルールを含むような、より複雑なものも作成できます。複雑なルール セッ

トは、フォームに追加して条件ベースのルールを設定できる、支出タイプ、プロジェクト、部門

などの一意のカスタム フィールド属性に基づいて規定外フラグを発動する場合に便利です。 
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全体的なルール セットに含めてポリシーに関連付けることができる 2 つの照合ルール タイプ

があります。 

• 現在までの累計: このルール セットは、すべての関連する請求書と発注の間の 1 対多の

比較です。同じ発注番号を持つすべての請求書の累積合計に基づいて実行され、総額、正

味額、行項目の総額、行項目の数量（受領済数量と照合する場合）、または行項目の税額

を比較します。  

• ルール: このルール セットには、現在の請求書と発注の間の 1 対 1 の比較が含まれま

す。これは、[数量] 対 [数量]、[請求書総額] 対 [総額]、受領済数量の納品書、購買発

注行に関連付けられた購入申請行、さらには [カスタム フィールド] 対 [カスタム フィ

ールド] などの比較に対する、ヘッダー、行項目、行項目 – 納品書、支払先レベルの選

択に基づいて実行されます。 

ベスト プラクティス 

Concur Invoice は、作成した照合ルール セット、シンプルな単一の照合ルール セット（単価

対単価）と、複数の照合ルール セット（最初に [発送]、次に支払先の「Acme」、次に [行項目

の数量] など）の両方に対応しているため、照合ルール セットを柔軟に作成することができます。

許容範囲（Acme の許容範囲は、[数量] が 3 未満）は、カスタム規定外フラグ メッセージと

あわせて指定でき、発注ベースの請求書の提出と承認を許可または禁止できます。 

ルールを設定する際は、バランスを考慮して、解決の困難な規定外フラグが発生して請求書の処

理が妨げられることを回避できるような照合ルールを作成する必要があります。これを行うため

に、Concur Invoice では、ルール セット、許容範囲、[提出] アクション、および（該当する場

合は）規定外フラグ メッセージを使用して、問題を最小限にとどめつつ、請求書を処理できます。 

使用時に以下を作成できます。 

• 行項目で 5 個未満の [数量] の差異が検出された場合、支払先の Acme に対して規定

外フラグを発動するが、Acme は必要な修正に常時対応するため、送信を許可するルー

ル。 

• 規定外フラグが提出を妨げる場合の対応方法を詳しく説明するカスタム規定外フラグ メ

ッセージ。詳しい調査のために請求書を購入ユーザーに送信する必要があります。 
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金額と許容範囲 

金額ベースのフィールド（[行項目の総額]、[数量]、[税金]、[発送] など）では、請求書の金額

合計が発注金額を超えると規定外フラグが生成されます。これは、「現在までの累計」と「ルー

ル」の両方のルール タイプでも適用されます。ただし、これは、絶対通貨値または % 値に適用

される許容範囲レベルを含めることで調整できます。さらに、規定外フラグ ベースの情報メッセ

ージを含めることができるため、ユーザーは問題を解決できます。 

例 

たとえば、会社の支払先の発送料が若干異なり、請求書が発注金額と常に一致しないために規定

外フラグが発生するとします。懸念の必要がない低レベルの規定外フラグを防ぐために、次の許

容範囲を [発送] フィールドのヘッダーに適用できます（同じフィールドで複数のルールを実行

できます）。 

• [ヘッダー] フィールドの [発送] の差異が 1% 未満 

- および - 

• [ヘッダー] フィールドの [発送] の差異が $100.00 未満 

下図は、[発送] 対 [発送] の両方のフィールドの照合です。金額と割合でそれぞれ表示されてい

ます。 

 

ルールの調整： 「現在までの累計」と「ルール」のルール タイプを組み合わ

せる 

次の例は、「現在までの累計」と「ルール」のルール タイプを組み合わせて、特定の状況に対す

る規定外フラグの応答を調整する方法を示しています。 

発注は通常、発送料が異なる複数の発送で行われるとします。適度な範囲内での発送料金の変動

は許容されますが、請求書に含まれる基本的な商品またはサービスがもとの発注を超えたときに
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確実に規定外フラグが発生するルールを設定する必要があります。また、請求された単価が発注

の単価よりも高いインスタンスにフラグを設定する必要もあります。 

これを行うには、2 つのルールを作成します。 

• 現在までの累計: 正味金額が許容範囲の値 0 で選択されている 

 

 

• ルール: [レベル] の値として [行項目] を選択すると、請求書の [単価] フィールドは、

許容範囲レベルが 0 の同じ [発注] フィールドに一致するように設定されます。 

 

 

フラット スクリーン コンピューターの発注が生成されると、発注に次の情報が含まれます。 

• フラット スクリーン コンピューター 

単価 = $400 | 数量 = 4 | 発注の正味金額 = $1600 
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• 請求書 #1 受領済 

フラット スクリーン コンピューター | 単価 $500 | 数量 = 3 

現在までの正味金額: 規定外フラグなし - 発注の正味金額 $1600 下の金額 $1500 

ルール（単価）: 規定外フラグ発動 - 単価 $500 が発注の単価 $400 を越える 

• Invoice #2 Received 

フラット スクリーン コンピューター | 単価 $500 | 数量 = 1 

現在までの正味金額: 規定外フラグ発動（請求書 1 + 2 = $2000、$1600 は発注の正

味金額のしきい値) 

ルール（単価）: 規定外フラグ発動 - 単価 $500 が発注の単価 $400 を越える 

ルールの調整: 条件ベースのルールをルール セットに含める 

ルール セットには、発注の一意の属性を検出する条件ベースのルールを含めることができます。

これらの複雑なルール セットは、たとえば、支出タイプ（サービス対商品）、部門（米国、ヨー

ロッパ）、またはプロジェクト（内部対外部）の区別に基づいて照合ルールを実行する場合に使

用します。条件付きルールは、親ルールの「サブセット」として実行され、設定された条件付き

区別に基づいて一致分析を実行し、条件に関連付けられたルールに基づいて規定外フラグを生成

します。 

例 

次の例は、サービスと商品の発注タイプを区別する単一のルール セットを示しています。ルール

では分析が行われ、送信が許可されますが、サービス タイプの経費の差異についてはカスタム規

定外フラグ メッセージを表示します。また、超過した場合に提出を阻止する行項目の差異に関し

て、支払先である Acme を評価します。 
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条件が満たされない場合、既定のルール（単価と送金先住所の既定のルール セット）が実行され

ますのでご注意ください。 

 ルール セットに条件ベースのルールを追加する方法のについて詳しくは、「ステップ 4: 

名前付きルール グループに条件ベースのルールを追加する」をご参照ください。 

ルールの調整: 許容範囲外の場合でも提出を許可する 

照合ルール セットの許容範囲の限度により規定外フラグが生成された場合でも、請求書を提出し

て処理することができます。この「上書き」アクションは、[ルール] タブの [オプション] セク

ションにある [提出/承認を許可する] 機能を使用して選択します。 

 

選択すると、通常は提出を妨げる可能性のある許容範囲やその他のブロック アクションに関係な

く、請求書は処理と承認に進みます。 
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ルールの調整: 規定外フラグ メッセージを含める 

規定外フラグが発生した場合、作成中のルール向けにカスタマイズしたエラー メッセージを作成

することにより、ユーザーにアクションを実行させることができます。[規定外フラグ メッセー

ジ] オプションは [ルール] タブで使用でき、ユーザーが設定済のルールを発動したときにのみ

表示されます。 

 

発注照合ルールへのアクセス 

1. [管理] > [請求書処理] に進みます。 

2. [発注照合ルール]（左側メニュー）をクリックします。[発注照合ルール] ページが表示

されます。 

 

各ルール セットは、次の列を含む行に表示されます。 

• ルール セット名: ルール セットの名前。 

• 使用中: 照合ルール セットがアクティブな請求書に対して適用中（はい）か、システム

で未適用（いいえ）かを示します。 
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NOTE: [使用中] のステータスが [はい] のルール セットを変更する方法はありません。

このルール セットを更新するには、[コピー] ボタンを使用してコピーを作成し、

必要に応じてルール セットを編集してから、ポリシーの発注照合のルールセット

の値を変更して新しいルールを実装します。または、ポリシーへのすべての関連

付けを削除して、ポリシーのルールセットの選択を設定できるようにします。詳

細については、このドキュメントの「照合ルール セットを「使用中」のステータ

スから「ロック解除」をご参照ください。  

• 関連するポリシー: この発注照合ルール セットを含めるように設定されている Invoice 

の発注ポリシーを表示します。[ポリシー] の [発注照合のルール セット] オプションを

使用してルール セットを選択します。 

ステップ 1: 発注照合ルール セットを作成する 

このステップで作成する発注照合ルール セットには、以下のステップで設定するすべてのサブル

ール セットが含まれます。 

 発注ルール セットを作成するには: 

1. [発注照合ルール] で、[ルール セット名] の下にある既存のルール セットを選択し、[コ

ピー] をクリックします。 

 

2. [コピー元] をクリックして選択し、[名前変更] をクリックして、照合ルール セットの

わかりやすい名前を入力します。完了したら Enter キーを押します。 
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3. [完了] をクリックします。 

以下のステップ 2、ステップ 3、ステップ 4 に進み、新しい発注照合のルール セットにさらに

照合ルールを追加します。  

ステップ 2： 「現在までの累計」照合ルール セットを作成する 

 「現在までの累計」照合ルール セットを作成するには： 

1. [発注照合ルール] ページでルール セットを選択し、[編集] をクリックします。 

2. [既定] を選択し、[ルールを編集] をクリックします（この名前付きルール グループは、

新しいルール グループの基になります）。 

 

3. [発注照合ルール] で、[名前] に新しいルールのわかりやすい名前を入力します。 
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4. [現在までの累計] タブをクリックし、ルール タイプの横にあるチェック ボックスをオ

ンにして、以下の表を使用しアクティブ化します。 

 

選択 説明 

総額 発注の総額を、この発注番号を含むすべての請求書の累積総額と比

較します。 

正味金額 発注の正味金額を、この発注番号を含むすべての請求書の累積正味

額と比較します。 

行項目の総額 関連する各行項目で、この発注番号を共有するすべての請求書の発

注行項目の総額と累積行項目の総額を比較します。 

行項目の数量 関連する各行項目で、この発注番号を共有するすべての請求書の発

注の数量と累積の数量を比較します。 

受領済数量との照合 このルールは、関連付けられた発注の各行項目について、（照合し

た数量に基づいて）請求された合計数量を、関連する納品書の合計

数量と比較します。 

行項目の税額 関連する各行項目で、この発注番号を共有するすべての請求書の発

注の税と累積の税を比較します。 

NOTE: システムは、行項目番号を使用して、発注と請求書の行項目を関連付けます。お

客様が順序による行識別を使用する場合、ユーザーは、照合ユーザー インターフ

ェースでの作業時に [行項目番号の順番] を変更できます。 

 詳細については、ユーザー ガイド「Invoice: 発注」の「発注に一致するよ

うに行項目の順番の関連付けを修正する」、および本ガイドの「発注行 ID」

セクションをご参照ください。 

5. 各チェック ボックスをオンにすると、許容範囲を調整できるオプションが表示されます。 
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6.  以下から選択します。 

 値: ルール セットが規定外フラグを発動する数値（等しい、またはそれ以上）を指

定します。たとえば、値が 100 で発注金額が 1000 の場合、1100 に等しいまた

はそれ以上の請求書は規定外フラグを発動します。 

 

- および - 

 

通貨: 会社が使用する基本の通貨を選択します。システムは、受信した請求書で使用

されている代替通貨の換算を自動的に計算して適用します。これは、監査ルールを含

む他のルール セットと同様に機能します。 

 

- または - 

 パーセント値: ルール セットがフラグを発動する％値を選択します。たとえば、％

値が 1 で発注金額が 1000 の場合、1010 以上の請求書で規定外フラグが発動しま

す。 

 詳しくは、本ドキュメントの「照合ルール セットの為替レートを有効化」を

ご参照ください。 

7. 含めるオプションごとにチェック ボックスをオンにして繰り返します。 

8. （任意）また、規定外フラグ メッセージを設定し、[規定外フラグ メッセージ] および 

[オプション] 領域を使用して、請求書の提出を許可または禁止することもできます。 

 規定外フラグ メッセージ: [変更] をクリックした後、[新規作成] をクリックしてメ

ッセージを追加するか、既存のメッセージを選択し [編集] をクリックして編集した

後、[保存] をクリックします。 
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 提出/承認を許可する: 規定外フラグが発動した場合でも、請求書の提出と処理を許

可するには、このチェック ボックスをオンにします。 

9. ステップ 3 に進み、発注を [申請] フィールドの照合ルールに追加します。 

ステップ 3: 発注対申請フィールドの照合ルールを作成する 

ルール タイプの照合ルール セットは、[支払先]、[ヘッダー]、および [行項目] のレベルに基づ

いており、システムによって現在の受領予定の請求書と発注間で 1 対 1 で適用されます。[レ

ベル] ではさまざまなレベルが選択でき、それぞれのフィールド セットごとに、[支払申請] と 

[発注] で利用可能な選択肢が表示されます。次に、[追加] ボタンを使用して各ルールを追加す

ると、それらは [ルール] ウィンドウの下に行で表示されます。 

 ルール セットと照合するルールを作成するには： 

1. [発注の照合セット] で、[ルール] タブをクリックします。 

2. （任意）既定のルールを選択して更新するか、[削除] をクリックして削除することで既

定のルールを変更できます。使用しない場合は、既定のルール セットを「選択解除」し

てください。 

3. [レベル]（[ヘッダー]、[支払先]、[行項目]、[行項目 - 納品書]）から値を選択すると、

比較するフィールドに対して照合ルールが機能します。 

NOTE: [行項目] レベルのルールでは、請求書項目の数量を関連する納品書の利用可能な

数量と比較し、関連する納品書に請求書の条件を満たすのに十分な受領済数量が

ない場合は規定外フラグを発動します。 

4. [支払申請] リストで、発注にある同じフィールドと照合する申請フィールドを選択しま

す。  

5. [発注] で、請求書と照合する発注フィールドを選択します（上記のステップで選択した

フィールドに応じて変更されます）。 
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6. （任意、フィールドの選択に応じて）[許容範囲] のオプションを使用して、ルールが発

動されるときに許可する許容範囲を決定します。 

許容範囲を 1 つ選択します。 

 なし: フィールド間の偏差が検出された場合にルールを発動するには、これを選択し

ます（いずれの許容範囲も許可されません）。 

 以内 (+/-): 同じ申請フィールドと照合する発注フィールドの許容範囲の上下に等

しい許容差分を指定するには、これを選択します。  

 カスタム: 同じ申請フィールドと照合する発注フィールドの許容範囲の上下に不均

整の許容差分を作成するには、これを選択します。 

 通貨: 会社が使用する基本通貨を選択します。システムは、受信した請求書で使用さ

れている代替通貨の換算を自動的に計算して適用します。これは、監査ルールを含む

他のルール セットと同様に機能します。 

 詳しくは、本ドキュメントの「照合ルール セットの為替レートを有効化」を

ご参照ください。 

 

7. [追加] をクリックして、このルールを [ルール] の下の行に挿入します。 
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8. （任意）さまざまなレベル、フィールドの組み合わせ、許容範囲の追加を続けて行い、ポ

リシーに追加する照合ルール セットのルール セット全体を構築します。 

9. [保存] をクリックします。 

ステップ 4: 名前付きルール グループに条件ベースのルールを追加する 

照合ルール セットには、1 つ以上の名前付きルール グループを含めることができます。これら

のグループでは、ステップ 2 と 3 で説明したとおり、「ルール」および「現在までの累計」オ

プションで作成したルールを組み合わせることができます。ただし、ユーザーは、既存のルール グ

ループ「下」にある条件ベースのルール グループを追加することもできます。これらは、照合ル

ール セットに追加された追加のルール グループから、複数照合ルール セットといいます。  

条件ベースのルール グループを照合ルール セットに追加する理由 

詳細な条件ルールを追加すると、会社はカスタム プロジェクト、部門、または支出タイプのフィ

ールドをフォームに追加し、これらのフィールドをルール定義内の一意の識別子として指定でき

ます。これらのフィールドは、照合ルール セットで検出されると、照合ルール セット全体で指

定された条件に従って分析されます。これにより、発注および請求書内の属性が一意の属性に完

全に基づいて実行するルールを発動するという確信のもとに、さまざまな発注タイプにわたって

実行できる単一のルール セットが生成されます。 

 詳細と例については、本ドキュメントの「ルールの調整: 条件ベースのルールをルール セ

ットに含める」をご参照ください。 

 条件ベースのルール グループを照合ルール セットに追加するには: 

1. [発注照合ルール] で照合ルール セットを選択し、[編集] をクリックします。 

2. 条件ベースのルール セットが含まれる名前付きルール グループを選択し、[追加] をク

リックします。 
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3. [発注照合ルール グループ条件] で、システムが検出し、照合ルール セットを実行する

条件を設定します（下図では、支払先の「Brooks」）。 

 

4. [挿入] をクリックして追加条件を追加した後、[保存] をクリックします。 

5. 新しい条件を選択し、[ルールを編集] をクリックして、システムが条件を検出した（支

払先である「Brooks」を見つけた）ときの動作を指定します。 

下図では、支払先である「Brooks」が見つかった場合、請求書と発注数量の値を 5 単位

以内の差異と比較してから、規定外フラグが発動されます。 
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6. [更新] をクリックして、ルールを行に追加します。 

7. 追加のルールを追加し、[更新] をクリックして新しいルールを行に追加してから、[保存] 

をクリックします。 

条件を追加した名前付きルール グループを選択し、右側のパネルの設定を確認することで、現時

点で一致するルール セット全体を把握できます。 
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ステップ 5: 納品書確認タイプの説明テキストを変更および翻訳する 

必要に応じて、ルールに納品書確認を説明するヘルプ テキストを追加できます。これらは、条件

エディターを使用してルール グループの条件を作成するときに選択したフィールド タイプに関

連付けられています。  

 

これを行うには、[確認を編集] をクリックして [確認タイプを選択] ウィンドウを開き、ルール 

グループに基づいて確認タイプを選択します。 

 

納品書確認の説明テキストは、請求書の項目の受領が確認されていないためにワークフローで請

求書を進めることができない場合の問題解決方法をエンドユーザーに示します。このツールにア

クセスするには、[管理] > [請求書処理] > [翻訳] をクリックして、既定のテキストをカスタマ

イズし、他の言語に翻訳できます。 
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納品書確認の説明テキストのオプション 

Concur Invoice は 3 つの確認タイプを提供しています。4 つ目（なし）はテキストがないもの

に割り当てられます。それぞれのオプション（[なし] を除く）はプロンプト メッセージに関連

しています。ルールに基づく 3 つの確認タイプのうちの 1 つに関連するメッセージが表示され

ます。   

既定のテキスト（文言を変更する場合でも、請求書の所有者に伝える必要のある主旨）は次のと

おりです。 

 

確認タイプ 既定のメッセージ テキスト 主旨 

請求書 

(INVC) 

製品またはサービスの支払申請の納品

書が未確認です。 

すべてのもの（請求書全体）が納品され

ているかどうか所有者に確認させる。 

個々の納品書

（RIND） 

未受領の発注の行項目があります。申請

の提出/承認前に納品書ステータスを更

新してください。 

この請求書を発行するため、基幹業務ソ

フトウェア（ERP）の納品書を所有者に

確認させる [その方法についての説

明]。 

受領担当者

（RCEN） 

未受領の発注の行項目があります。納品

書ステータスを更新するよう処理者に

連絡してください。 

この請求書はロール管理者が処理を完

了するまで次に進めることができませ

ん。 

 納品書確認テキストを変更または翻訳するには: 

1. [管理] > [請求書処理] に進みます。 

2. [翻訳] をクリックします（左側メニュー）。 

3. 言語を選択し、次に [カテゴリー] から [請求書の納品書確認メッセージ] の項目を選択

します。 
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4. [修正] をクリックします。[翻訳の編集] ページが表示されます。  

5. [メッセージ] 列で、テキストをクリックしてメッセージを編集します。 

 

6. 各言語のテキストの編集が完了したら [保存] をクリックします。選択した言語での規定

外フラグの説明が設定どおりに変更されているか確認するため、テストを行ってください。  

ログイン ページの最上部に表示されている利用可能な言語をユーザーが選択してログインし、納

品書の規定外フラグが発生した時にこのテキストが表示されます。 

3 way マッチングの設定 

管理者が 3 way マッチングの設定を開始する前に、お客様は FTP インポートまたは API を介

して、または検収管理（Concur Receiving）を使用して Concur Invoice に納品書を入力し、納

品書ファイルをインポートする必要があります。 

3 way マッチングは次のように設定します。 
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• 発注に 3 way マッチング ルールを追加する: 3 way マッチングを使用するには、管理

者は [ルール] タブで [行項目 - 納品書] ルールを選択し、[現在までの累計] タブで 

[受領済数量との照合] ルールを選択します。SAP Concur では、お客様が 3 way マッ

チングに際し、これらの 3 つのルールすべてを使用することをお勧めします。 

• （任意）ヘッダー フォームに [発送伝票番号] フィールドを追加する: 請求書に発送伝

票番号が必要な場合、管理者はフォームとフィールド ツールの [支払申請ヘッダー] フ

ォームに [発送伝票番号] フィールドを追加する必要があります。  

• （任意）監査ルールを追加する: 監査ルール ツールの [発注行関連] または [納品書関

連] フィールドを使用してルールを作成できます。これらのルールは、[発注行関連] ま

たは [納品書関連]であり、管理者が [支払申請の詳細の保存] または [支払申請の詳細

の提出] イベントを選択したときに使用できます。 

 発注に 3 way マッチング ルールを追加するには: 

1. [管理] > [請求書処理]> [発注照合ルール]（左側メニュー）をクリックします。 

2. 使用するルールをダブルクリックし、[ルール グループ] リストでルール グループを選

択して、[ルールを編集] をクリックします。[発注照合ルール グループのルール] ウィ

ンドウが表示されます。 

3. [レベル] リストで [行項目 - 納品書] を選択し、次に [支払申請] および [発注] リス

トで、次のオプションのいずれかを選択します。 

 [行の数量] と [受領済数量]（請求書の行項目の数量と関連する納品書の利用可能な

数量を比較します） 

 [納品書関連] と [納品書関連]（行項目が発注行に関連付けられているが、納品書が

関連付けられていないかどうかを確認します） 

4. 必要に応じて、[許容範囲] セクションで [なし]、[次以内]、または [カスタム] を選択

し、[値] または [％値] を選択します。 

 値: ルール セットが規定外フラグを発動する数値（等しい、またはそれ以上）を指

定します。 

 ％値: ルール セットがフラグを発動する％値を選択します。 



 

設定ガイド Invoice: 発注の照合 41 

最終更新日: 2020 年 4 月 17 日 

エラー! プロパティ名に誤りがあります。 

5. （任意）また、規定外フラグ メッセージを設定し、[規定外フラグ メッセージ] および 

[オプション] 領域を使用して、請求書の提出を許可または禁止することもできます。 

 規定外フラグ メッセージ: [変更] をクリックした後、[新規作成] をクリックしてメ

ッセージを追加するか、既存のメッセージを選択し [編集] をクリックして編集した

後、[保存] をクリックします。 

6. 提出/承認を許可する: 規定外フラグが発動した場合でも、請求書の提出と処理を許可す

るには、このチェック ボックスをオンにします。 

7. [追加] をクリックします。 

8. [現在までの累計] タブをクリックし、[受領済数量との照合] オプションを選択します。 

9. [超過許容値] セクションで、[値] または [％値] を選択します。 

 値: ルール セットが規定外フラグを発動する数値（等しい、またはそれ以上）を指

定します。たとえば、値が 100 で、この購買発注行の受領済数量が 1000 の場合、

1100 に等しい、またはそれ以上の請求書は規定外フラグを発動します。 

 ％値: ルール セットがフラグを発動する％値を選択します。たとえば、パーセント

値が 1 で受領済数量が 1000 の場合、1010 以上の請求書は規定外フラグを発動し

ます。 

10. （任意）また、規定外フラグ メッセージを設定し、[規定外フラグ メッセージ] および 

[オプション] 領域を使用して、請求書の提出を許可または禁止することもできます。 

 規定外フラグ メッセージ: [変更] をクリックした後、[新規作成] をクリックしてメ

ッセージを追加するか、既存のメッセージを選択し [編集] をクリックして編集した

後、[保存] をクリックします。 

 提出/承認を許可する: 規定外フラグが発動した場合でも、請求書の提出と処理を許

可するには、このチェック ボックスをオンにします。 

NOTE: 単価や支払先などの適合する状況で一般的に使用するその他すべてのルールを含

めることをお勧めします。 

11. [保存] をクリックします。 
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 発注照合ルールの設定についての詳細情報は、設定ガイド「Invoice: 発注照合ルール」

をご参照ください。 

 ヘッダー フォームに [発送伝票番号] フィールドを追加するには： 

1. [管理] > [請求書処理] > [フォームとフィールド] （左側メニュー）の順にクリックし

ます。 

2. [フォーム タイプ] リストで、[支払申請ヘッダー] フォームをクリックします。 

3. [フォーム] タブで、フィールドを追加するフォームを選択します。 

4. [フィールドの追加] をクリックします。[フォームへのフィールドの追加] ウィンドウが

表示されます。 

5. [発送伝票番号] フィールドをクリックしてから、[フィールドの追加] をクリックします。

Concur Invoice が、フィールドを [支払申請ヘッダー] フォームに追加します。  

検収管理（Concur Receiving）の設定 

ユーザーは納品書データを手動で Concur Invoice に追加できます。これは、Concur Invoice で

納品書を受け取り、3 way マッチングを使用して請求処理をより詳細に制御するお客様にとって

便利です。 

ユーザーが Concur Invoice で納品書を操作および管理する前に、管理者は [管理] > [請求書

処理] > [ポリシー] に移動して、検収管理機能をアクティブにする必要があります。 

 機能をアクティブ化するには: 

1. [管理] > [請求書処理] > [ポリシー]（左側メニュー）を選択します。[ポリシー] ペー

ジが表示されます。  

2. 新しい購入申請ポリシーを作成するか、既存のポリシーを開きます。 

3. 表示されたページの [発注構成] セクションで、[検収管理の有効化] オプションを選択

します。 
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4. [保存] をクリックします。 

NOTE: この機能がアクティブになると、フォームとフィールド ツールの「発注領収書」フォー

ムが自動的に使用されます。 

購入申請ヘッダー フォームに [納品書タイプ] フィールドを追加する 

納品書照合ルールを適用するには、発注行項目レベルの [納品書タイプ] が [納品書] である必

要があります。この納品書タイプの値は、購入申請項目の作成時にユーザーが指定するか、発注

インポート（外部発注の場合）を通じてインポートされます。 

[納品書タイプ] フィールドを購入申請ヘッダー フォームに追加する必要があります。これによ

り、システムは、[納品書タイプ] として指定された [納品書] を含む発注行項目に設定済の納品

書照合ルールを適用できます。 

お客様は通常、ユーザーが購入した特定の項目の納品書のみを入力します。たとえば、商品の納

品書は有効化し確認するが、サービスは確認しない、というようなことです。  

商品の既定の [納品書タイプ] は [納品書] で、サービスの既定の [納品書タイプ] は [なし] で

す。 

商品の納品書向けのカスタム フィールドを追加する 

検収管理機能をご使用のお客様は、商品の納品書に対してカスタム フィールドを 10 件まで追

加および使用して追加のデータを保存できます。 

管理者はフォームとフィールド ツールの [フォーム フィールドの追加 / 修正] ウィンドウで 

[必須] チェック ボックスを選択（有効化）してカスタム フィールドを作成できます。さらに、

管理者はカスタム フィールドに正しいデータが入力されたか確認するための検証を設定できま

す。 
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発注に対して商品の納品書を入力するユーザーには、[納品情報入力] ウィンドウ（[受領元] の

イメージ内）に、管理者が追加したいずれかのカスタム フィールドが表示されます。 



 

設定ガイド Invoice: 発注の照合 45 

最終更新日: 2020 年 4 月 17 日 

エラー! プロパティ名に誤りがあります。 

 

さらに、アクティブな発注の [明細] セクションにカスタム フィールド（[受領元] のイメージ

内）が表示されます。  

 

発注照合ルールのコピー 

既存の発注照合のルール設定をコピーするステップは、本ドキュメントの「ステップ 1: 発注照

合ルール セットを作成する」のステップと同じです。  

発注照合ルールの編集 

管理者は、[使用中] ステータス以外の発注照合ルールのみを編集するように制限されています。

これらのルール セットは 1 つ以上の請求書に適用されており、編集できません。使用中のルー

ル セットを編集するには、既存の発注照合ルール セットをコピーするステップに従います。[発

注照合ルール] ページで、ポリシーに関連付けられた作業ルール セットをコピーしてリセットし

ます。 
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 ルール セットをコピーして更新し、ポリシーを介して更新されたルールを適用するには、

このドキュメントの「ステップ 1: 発注照合ルール セットを作成する」セクションをご

参照ください。 

 既存の発注ルールを編集するには: 

1. [発注の照合セット] で、[ルール セット名] の下にあるルール セット行を選択します。 

2. [編集] をクリックして、[発注の照合セット] を開きます。 

3. 「ステップ 2： 「現在までの累計」照合ルール セットを作成する」および「ステップ 3: 

発注対申請フィールドの照合ルールを作成する」のステップに従って、照合ルール設定を

変更します。 

4. [保存] をクリックします。 

NOTE: [使用中] のステータスが [はい] のルール セットを変更する方法はありません。このル

ール セットを更新するには、[コピー] ボタンを使用してコピーを作成し、必要に応じて

ルール セットを編集してから、ポリシーの発注照合のルールセットの値を変更して新し

いルールを実装します。または、ポリシーへのすべての関連付けを削除して、ポリシーの

ルールセットの選択を設定できるようにします。 

一般的な注意事項  

経費タイプまたは勘定科目コードに基づいたルール セットの作成は不可 

ルール セットは、選択によってだけでなく、ポリシーに固有の属性（地域や国など）によってポ

リシーに関連付けられます。したがって、経費タイプや口座コードごとに異なるルールを設定す

ることはできません。 

 


