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概要 

主な機能は以下の通りです： 

• 航空券セグメントの周遊オプション 

• 代理操作を示す新アイコン 

• 親経費タイプをルールに使用可能 

• 承認者向けの初期表示 

• 全社員を同席者として検索可能  

• [主な目的地] フィールド - 追加機能 

 

 

 

 

 

本リリースについてのその他の情報は、次をご参照ください： 

• Request およびその他 Concur 製品の技術文書 

• Request およびその他 Concur 製品のリリース ノート 
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リリース ノート 

航空券セグメントの周遊オプション 

概要 

航空券セグメントで [周遊] が使用できるようになりました。 

 

この追加機能には 2 つの利点があります： 

• Concur Travel 以外で周遊券を予約した時、その情報を [コメント] の記入だけで知ら

せるのではなく、この画面で明確に定義することができます。そのため、管理部門の担

当者が正確な出張旅程を確認することができます。たとえば、パリ-シアトル間の往復直
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行便ではなく、正確にはアムステルダム経由であるということを記述することが可能で

す。 

• Expense も併せてお使いであれば経費と区間を完全に対応させることができ、レポート

と監査ルールの精度が向上します。従来は煩雑な処理が必要でした。 

構成 

サイト設定でこの機能を有効にします。 

1. [管理] ＞ [申請管理] ＞ [サイト設定] （ウィンドウ左側のメニュー） 

 

2. [周遊の申請を有効にする] をオンにします。 

3. [保存] をクリックします。 

その他の操作は必要ありません。これで [周遊] オプションが航空券の [セグメント] タブに表

示されます。 
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代理操作を示す新アイコン 

概要 

申請に新しいアイコンが登場します。 

 

次の場合に表示されます。 

• ユーザー代理： ある代理人がユーザーの代わりに申請を作成しましたが、その申請を

提出する権限を持っていません。申請を作成した後、代理人は [従業員に通知] をクリ

ックします。My Concur の [アクティブな作業] セクションにこのアイコンが表示され、

申請が提出できることをユーザーに示します。 

• 承認者代理： ある代理人が承認者の代わりに申請を確認しましたが、その申請を承認

する権限を持っていません。申請を確認した後、代理人は [承認者に通知] をクリック

します。My Concur の [承認順番待ち] セクションにこのアイコンが表示され、申請が

承認できることをユーザーに示します。 

構成 

自動的に機能しますので特に設定やアクティブ化は必要ありません。 
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親経費タイプをルールに使用可能 

概要 

これまで、経費タイプに対してルールを作成することはできましたが、親経費タイプに対しては

作成できませんでした。たとえば朝食、昼食、夕食に対してルールを作成できても食費にはルー

ルを作成することはできませんでした。 

 

本リリースから親経費も監査ルールやワークフロー ルール、検証ルールに使用できるようにな

りました。したがって、食費に対してルールが作成された場合はその下に属する経費タイプのす

べてに適用されます。 
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構成 

自動的に機能しますので特に設定やアクティブ化は必要ありません。 

承認者向けの初期表示 

概要 

承認者が申請を開くと、 [経費サマリー] タブが初期画面になります。この画面は作業開始時に

便利な全般情報を提供します。承認者はここから必要な画面に移動することができます。 

 

NOTE: [経費サマリー] タブは、予想経費が申請に含まれていてもいなくても表示されます。ま

た、実際に、予想経費を使用するように設定されているかどうかも関係なく表示されま

す。 

構成 

自動的に機能しますので特に設定やアクティブ化は必要ありません。 
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全社員を同席者として検索可能 

概要 

本リリースから、同席者としての対象に全社員が含まれます。個別に追加する処理が不要になり

ました。 

構成 

申請は同席者設定を Concur Expense と共有しています。この新機能を使用するには Concur 

Expense で設定を完了してください。 

 詳細は今月の Concur Expense リリースノートをご参照ください。  

[主な目的地] フィールド - 追加機能 

概要 

申請ヘッダーの自動入力 

先月のリリースで申請のヘッダーに新しく [主な目的地の国] と [主な目的地の都市] のフィー

ルドを追加することができるようになりました。 
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Concur Travel と併せて Request （申請）を使用していて、かつ、ユーザーに申請ヘッダーの

目的地フィールドの編集を許可している場合は、本リリースから Concur が目的地フィールドを

自動入力します。 

• 個別予約の航空券や鉄道の乗車券のセグメントでは、Concur Travel から取得した情報

が [都市] と [国] のフィールドに自動入力されます。 

• その他のセグメントでは、Concur Travel から取得した情報が [国] のフィールドに自

動入力されます。 

Concur Travel から取得した情報はフィールドに自動表示されますが、必要に応じてユーザーが

編集することもできます。 

NOTE: 目的地のフィールドがヘッダーにない場合やユーザーに編集を許可していない場合は、

フィールドに自動入力されません。 

ルール 

監査ルール、検証ルール、ワークフロー ルールおよびメール通知ルールに [主な目的地の都市] 

と [主な目的地の国] フィールドが追加されました。 

 以下の設定ガイドをご参照ください： 

申請： 監査ルール設定ガイド 

申請： 監査ルール（検証ルール）設定ガイド 

申請： メール通知設定ガイド 

申請： ワークフロー（概要）設定ガイド 

抽出 

標準申請抽出に [目的地] フィールドを追加しました。 

 標準申請抽出仕様書 をご参照ください。 

構成 

自動的に機能しますので特に設定やアクティブ化は必要ありません。 
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追加情報 

Request およびその他の Concur 製品に関する文書のダウンロード 

Concur Client Central > Resources > Document Library 

技術文書とリリースノートはすべて Concur Client Central の Resources > Document 

Library にて入手可能です。  
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Concur Client Central > Resources > Release Documentation 

技術文書とリリースノートはすべて Concur Client Central の Resources > Release 

Documentation にて入手可能です。Release Notes または Technical Documentation を

クリックしてください。 
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オンライン ヘルプ 

申請の管理者ロールを付与されたユーザーは、オンラインヘルプからも Release Notes や 

Technical Documentation にアクセスすることができます。 

 


