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概要 

重要 

本サービスは購買申請、 Concur Request、あるいは単に 申請、Request と呼ばれるもので、

以前は出張申請と呼ばれていたものです。Concur は、その広範囲な機能に合わせるため名前を

変更しました。（日本では 2012 年 11 月に変更しました。）  

このサービスは、Concur Expense 内で提供されていた従来の購買申請機能とは異なります。 

 

本リリースより Concur App Center で紹介されているアプリは現在、日本語対応しておりませ

ん。各アプリの仕様や機能、日本語対応を含めた機能拡張予定などについては、アプリの開発元

であるパートナーに直接お問い合わせください（[詳細] ボタン＞ [パートナー情報]）。また、

[Concur App Center] タブは非表示に設定することはできません。 

今月のリリース 

主な機能は以下の通りです： 

• Concur ロゴの変更 

• オンライン/オフライン ポリシーの強制 

• 予約ソースをルールに利用可能  

• リスク マネジメントとの統合 - リスク レベルの最小値が設定で変更可能 

• 従業員インポートに既定の承認者 2 が追加 
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リリース ノート 

Concur ロゴ の変更 

本サービス リリース適用後、ログイン後に表示される Concur のロゴが変更されます。 

  

オンライン/オフライン ポリシーの強制 

概要 

この機能は、新しいコンプライアンス オプションを提供します。 

代理店を通す代わりに Concur を介してセグメントを予約する必要がある場合など、ユーザーが

（不注意または意図的に）申請関連の出張ポリシーを迂回しないようにします。  

次の点に注意してください： 

• Concur Request と Concur Travel と統合している時にのみ、この機能を利用できます。 

• この機能は、 Request の [予約の切り替え] が有効であるかどうかに関わらず、その評

価基準を使用します（後述）。 

• この機能においては、「オフライン」は「Concur Request を介した代理店予約」を、

「オンライン」は「Concur Travel を介した自己予約」を意味します。 
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背景 - 予約の切り替え 

従来は、予約の切り替えが有効になっている場合、ユーザーが Concur Travel の [出張検索] パ

ネルを入力して [検索] をクリックすると、申請された出張セグメントを予約の切り替え機能が

評価していました。お客様が定義した基準に基づいて、どのセグメントがユーザーが Concur 

Travel を介して自己予約しなければならないか、または Concur Request を介して代理店が予

約しなければならないかを判断しています。たとえば、お客様定義の基準で、すべてのアフガニ

スタン出張は代理店予約が必須で、ヨーロッパ出張は自己予約が必須であるというケースです。 

この例では、代理店予約のために Concur Request へリダイレクトされると、ユーザーは本来

の予約の切り替え基準を迂回するか無視するかを選ぶことができます。 

新しい強制機能 

この新機能を使うと、システムはユーザーが申請を提出する時にもう一度出張データを評価しま

す。予約の切り替え基準を使って、申請に含まれるセグメントが Concur Travel を介した自己

予約であるべきかどうかを判断します。当てはまる場合は：  

• ユーザーに Concur Travel を使って予約しなければならないことをメッセージで伝えま

す。 

• 申請に含まれる出張データに基づいた空路/鉄道の日付と場所が入力された Travel ウィ

ザードが起動します。  

• ユーザーはウィザードを進めながら、必要な選択をしていきます。 

• 完了すると Concur Travel で予約されたセグメントが旅程に表示され、申請の出張デー

タと置き換わります。   

• これでユーザーは申請を提出することができます。 

申請提出時に再評価されることによって、本来の基準を迂回または無視しようとしている申請に

加えられた変更を漏れなく確認することができます。  

予約の切り替えと強制機能の違い 

次の点に注意してください： 
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• 予約の切り替えはユーザーが Concur Travel で [検索] をクリックしたときに出張の評

価を実行します。 

• 強制機能はユーザーが Concur Request で [提出] をクリックしたときに出張の評価を

実行します。 

• 予約の切り替えと強制機能のいずれも、予約の切り替えで定義された基準を使用します。 

• 予約の切り替えは、強制機能と併せて使用することも、単独で使用することも可能です。 

• 強制機能は、予約の切り替えと併せて使用することも、単独で使用することも可能です。 

詳細は以下で述べます。 

設定の組み合わせ 

さまざまな設定については以下に説明します。 

予約の切り替えが有効 

先述したとおり、予約の切り替えが有効になっている場合、出張データは一度だけ評価されます。

ユーザーが Concur Travel で [検索] をクリックした時です。評価の結果によって、ユーザーは 

Concur Travel または Concur Request のうち適切な方へ移動します。 

強制オプションが [はい] または [特例措置を伴う施行] に設定されている場合 

[オフライン/オンライン ポリシーを強制] フィールドが [はい] または [特例措置を伴う施行] 

に設定されている場合、出張データは一度だけ評価されます。ユーザーが Concur Request で 

[提出] をクリックした時です。 

[提出] をクリックすると：  

• 予約の切り替え基準で出張が自己予約でなければならないと決められている時、[オフラ

イン/オンライン ポリシーを強制] フィールドが次の値の場合：  

 [はい] の場合、ユーザーは Concur Travel に移動します。 
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 [特例措置を伴う施行] の場合、申請が会社のポリシーを遵守していないことを知ら

せるメッセージがユーザーに表示されます。ユーザーは Concur Travel に移動する

か、そのまま申請を提出するかを選択することができます。 

• 予約の切り替え基準で出張が代理店による予約でなければならないと決められている時、

申請はそのまま提出されます。 

予約の切り替えが有効で、強制オプションが  [はい] または [特例措置を伴う施行]  

予約の切り替えが有効で、 [オフライン/オンライン ポリシーを強制] フィールドが  [はい] ま

たは [特例措置を伴う施行] に設定されている場合、出張データは 2 回評価されます：  

• ユーザーが Concur Travel で [検索] をクリックした時。 

- および - 

• ユーザーが Concur Request で [提出] をクリックした時。  

先述したとおり、評価の結果に基づいて適切なアクションを起こします。  

設定 

予約の切り替え 

予約の切り替えは次の場所で設定することができます。 

[管理] ＞ [申請管理] ＞ [予約の切り替え] (左側メニュー）  

 詳しくは Request: 設定ガイド「Booking Switch」 をご参照ください。 

オンライン/オフライン ポリシーの強制 

この機能の設定には、2 つのパートがあります：  

• Request のサイト設定 

- および -  

• 予約の切り替え基準 
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申請の設定 

申請の設定を行うには:  

1. [管理] ＞ [申請管理] ＞ [サイト設定] （左側のメニュー）に進みます。[申請設定] ペ

ージが表示されます。 

 

2. [オフライン/オンライン ポリシーを強制] フィールドでいずれかを選択します：  

 いいえ 

 はい 

 特例措置を伴う施行 

予約の切り替え基準 

[オフライン/オンライン ポリシーを強制] 機能は予約の切り替えが有効か無効かに関わらず、ま

た基準が定義されているかどうかに関わらず予約の切り替え基準をすることに注意してくださ

い：  

• 基準が定義されていれば、基準を使用します。 

• 基準が定義されていない場合は、出張関連のセグメントを含むすべての申請は自己予約

セグメントとして評価されます。 

基準を定義したい場合は、設定ガイド「Request: Booking Switch」を参照してください。基準

を定義しない場合は、特に作業する必要はありません。 
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予約ソースをルールに利用可能 

概要 

本リリースより、特別なセグメント予約ソースに適用するルールを作成できるようになりました。

たとえば、次のソースのセグメントを含めたり除外したりすることができます： 

• Amadeus 

• Concur Travel 

• Open Booking（TripLink としても知られています） 

• Travel Supplier  

• TripIt 

 

このルール機能の拡張は、以下のものに適用します： 

• 監査ルール 

• 検証ルール 

• ワークフロー ステップ ルール 

• 処理者の照会 

メールによる備忘通知には適用しません。 
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 詳しくは、以下の文書を参照してください： 

Request：Audit Rules 

Request：Audit Rules - Validation Rules 

Request：Workflows  - General Information 

Request：Processor 

また、予約ソースは Request 抽出にも含まれます。 

 詳しくは 「Standard Request Extract Specification」 をご参照ください。 

設定 

この機能は自動的に有効になるため、設定は必要ありません。 

リスク マネジメントとの統合 - リスク レベルの最小値が設定で変更可能  

概要 

Concur Request とともに Concur Risk Management をご利用の場合、ユーザーに表示するリ

スク情報の最低レベルを設定することができます。既定では 0 に設定されていますが、必要に応

じて 1 から 6 に変更できます。たとえば、この値を 2 に設定すると、リスク レベルが 3 以上の

国が出張に含まれている時だけ [出張に関する勧告] タブが表示されます。 

 Concur Risk Management を Concur Request とともに使用する場合についての詳し

い情報は、設定ガイド「Request: Risk Management」をお読みください。Concur 

Risk Management についての詳しい情報は設定ガイド「Concur Risk Management」

とユーザーガイド「Concur Risk Management」をお読みください。  

設定 

値を 0 以外に設定するには： 

1. [管理] ＞ [申請管理] ＞ [サイト設定] （左側のメニュー）に進みます。 



 

Concur リリース ノート ページ 9 Request 

2013年 10月 

最初の投稿:  

10月 18日金曜日 10：30 AM（太平洋標準時）  Concur Request をお使いのお客様 

2. [次のリスク レベル以上の時に潜在的な危険のある申請と見なす] フィールドに目的の数

字を入力してください。 

 

従業員インポートに既定の承認者 2 が追加 

概要 

本リリースより、管理者は従業員インポートの夜間ジョブとユーザー管理のオン デマンド イン

ポート（スプレッド シート）で従業員の既定の承認者 2 を指定することができます。 

従業員インポートの夜間ジョブへの変更は、300 レコードに既に存在している予備フィールドを

使用する予定です。この新機能を利用しないお客様には影響を与えません。 

 詳しくは 「第 5 章: 従業員インポート」およびユーザーガイド「Shared: User 

Import」をお読みください。 

設定                              

この機能を使用するためには、Concur と共同して従業員インポートの夜間ジョブの設定をする

以外には特に設定の必要はありません。 
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その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書 

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。  

• 録画や配信中の Web セミナーを見るには、 [Webinars（Web セミナー）] をクリッ

クします。 
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NOTE: 「青空」 以外のインターフェ-ス レイアウトを使用している場合は（出張構成のページ

で設定）、[サポート] リンクにアクセスするには [ヘルプ] をクリックする必要があり

ますのでご注意ください。  
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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。 

 

 


