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概要 

主な機能は以下の通りです： 

• "Travel Request" から "Authorization Request" (または "Request") に名称変更 

• ポリシーごとに申請タイプを定義 

• 原価対象の承認者への表示制御 

• ヘルプ ＞ トレーニング リンクのリダイレクト URL オプション 

• 標準申請抽出の新しい情報 

 

 

 

 

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 

"Travel Request（出張申請）" から "Authorization Request（購買申

請）" (または "Request（申請）") に名称変更 

概要 

幅広い機能性に合わせて、[出張申請] から [購買申請] （または、 [申請]）に名称を変更します

（日本では 11 月に変更済みです）。従来、出張申請は主に出張に関連する経費や、仮払申請の

事前承認に使用されていますが、実際は物品の購入や購読料金、交際費の事前承認にも使用でき

る機能を兼ね備えています。 

2 月から、すべてのお客様に向けてインターフェイスを変更します。管理者の画面ではメニュー

オプションが [出張申請管理] から [申請管理] のように変更されます。 

 

ユーザーと承認者の画面では、My Concur の [アクティブな作業] と [承認順番待ち] のセクシ

ョンで次のように変更されます： 

• タブ名の [出張申請] が [申請] に変更 

• 列名の [出張申請名] が [申請名] に、 [出張申請 ID] が [申請 ID] に変更など 
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ユーザーと承認者は、進行中の申請を開くとタブや列、オプションの名称変更を確認できます。 

 

オンライン ヘルプおよび技術文書 

ヘルプおよびその他の技術文書にも、この名称変更が反映されます。  

構成 

大部分はサービス リリースとともに自動的に変更されます。ただし、翻訳ツールを使用して管

理しなければならないラベルがいくつかあります。 [管理] ＞ [Request 管理] ＞ [翻訳] （左側

メニュー）文字列のいくつかは翻訳済みですので、すぐにインポートできます。 

その他の翻訳インポートファイルはこちらから入手できます。 

設定ガイド「共通： 翻訳」 はこちらから入手できます（英語版のみ）。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Request/_RN/2013/4_other/2013_02(Feb)_lang/lang.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Shr/Shr_SG_Localization.pdf
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ポリシーごとに申請タイプを定義 

概要 

本リリースより、申請ポリシーに申請タイプが定義されています。 

• 出張：出張セグメントと予想経費の事前承認に使用します。 

• 仮払申請：出張のための仮払申請とその他の購入の事前承認に使用します。 

• 購買：出張以外の購入（事務用品など）や、購読料金、交際費の事前承認に使用するこ

とができます。 

申請タイプがポリシーの構成を限定したり制限したりすることはありません。申請タイプは単に、

ポリシーの特定利用の定義を可能にするものです。クライアントは申請タイプを使ってセグメン

トや予想経費、仮払申請を含めたり除外したりすることができます。たとえば： 

• 仮払申請のみのポリシーの定義に仮払申請タイプを利用できます。管理者が出張セグメ

ントや予想経費を含まないポリシーを設定すれば、ユーザーがこのポリシーを使って申

請を作成する時に仮払申請のみが利用可能なオプションとなります。 

• 事前購入のみのポリシーの定義に購買申請タイプを利用できます。たとえば、コンピュ

ーター機器、購読料金などです。管理者が出張セグメントや仮払申請の情報を含まず、

かつ購買関連の経費タイプのみを含むポリシーを設定すれば、ユーザーがこのポリシー

を使って申請を作成する時に購買関連の経費タイプを使った予想経費のみが利用可能な

オプションとなります。  

• 従来通り、出張申請タイプにセグメントや予想経費、仮払申請を含めることも可能です。 

NOTE: 上記で述べたとおり、利用可能な 3 つの申請タイプは出張、仮払、購買です。これらの

名称は編集可能です。ラベルと同様に管理者は翻訳ツールを使用して変更することがで

きます。詳しくは 共通: 翻訳設定ガイド をご参照ください。  

本リリースで、既存のポリシーはすべて出張申請タイプに割り当てられます。  
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ユーザー/承認者への表示 

ユーザー 

ユーザーが異なるタイプの申請を複数持っている場合、My Concur およびその他の申請関連の

ページ（申請リストのページなど）に新しく [申請タイプ] の列が表示されます。 

 

 

すべての申請が同じタイプである場合は、 [申請タイプ] の列は表示されません。 

承認者 

承認者も同様です。承認の順番待ちに異なるタイプの申請が複数あれば、新しく [申請タイプ] 

の列を表示します。 
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Request の他の領域 

次の点に注意してください： 

• 経費処理者：処理者は申請タイプを利用して表示する列を定義（リスト設定）すること

ができます。 

 詳しくは ユーザーガイド「Request: 経費処理」 をご参照ください。 

• ルール：[申請タイプコード] フィールドを監査ルールおよびワークフロー ルール、メ

ールによる備忘通知に利用することができます。 

 詳しくは 設定ガイド「Request: 監査ルール」 および「Request: ワークフロ

ー（概説）」、「Request: メールによる備忘通知」 をご参照ください。 

• 印刷用レポート：[申請タイプコード] フィールドは印刷用レポートに利用できます。 

• 抽出：[申請タイプコード] フィールドは申請の抽出に利用できます。 

 詳しくは 「標準申請抽出仕様書」 をご参照ください。 

原価対象の承認者への表示制御 

概要 

従来は、申請を審査する時に他の原価対象承認表示されていました。本リリースから、それらの

情報の表示を制御する設定が追加されます。 

この設定により、原価対象の承認者が申請を開くと、その承認者のための原価対象の総額だけが

表示されます。なおこの設定は、他の原価対象の情報をすべて非表示にするようには設計されて

いません。原価対象の承認者が自分の項目に注視しやすいよう、他の情報を表示されないように

フィルターしているだけですので、原価対象の承認者が申請の全体を見たい場合は、印刷機能を

使用してください。印刷用レポートに記載されているすべての詳細を見ることが可能です。 

構成 

この設定を使用したい場合は Concur クライアント サポートにお問い合わせください。 
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ヘルプ ＞ トレーニング リンクのリダイレクト URL オプション 

概要   

Concur Travel & Expense トレーニング サイト へジャンプする [ヘルプ] ＞ [トレーニン

グ] のリンクをお持ちのお客様は、リンクを代替のトレーニング サイトに設定することができま

す。設定を行うには、[トレーニング管理] に新しく設けられた [代替 URL] タブのオプション

を使います 。 

 

設定完了後にユーザーが [ヘルプ] ＞ [トレーニング] をクリックすると、ユーザー プロファイ

ル ページで指定された言語またはログイン時に選択した言語でカスタム ページが表示されます。  

構成 

この機能を設定するには、トレーニング管理者ロールが必要です。 

1. [管理] ＞ [申請管理] ＞ [トレーニング管理] （左側のメニュー）に進みます。 

2. [トレーニング構成] の画面で、 [代替 URL] タブをクリックします。 

3. リンクをクリックしたときに開きたいアドレスを、標準の URL 構文を使用して（エラー

があればシステムから注意があります）入力します。 
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4. [保存] をクリックします。 

5. 重要：一度ログアウトして再度ログインします。そして [ヘルプ] ＞ [トレーニング] リ

ンクを確認してください。 

 詳しくは 共通： 設定ガイド「トレーニング管理者」 をご参照ください。 

標準申請抽出の新しい情報 

抽出のセクション ヘッダー部分に次の情報が表示されます。 

• 申請有効期限  

• 申請承認後の更新額 

• 仮払申請関連 

• 申請入力の予算日 

 詳しくは 「標準申請抽出仕様書」 をご参照ください。 
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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。 

 


