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概要 

重要 

本サービスは購買申請、 Concur Request、あるいは単に申請や 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、以前 Concur Expense で提供されていた購買申請機能とは異なります。 

今月のリリース 

新機能は以下の通りです： 

• [場所] ツールで都市と空港が別々になりました。 

• [翻訳] ツールで検索機能が利用可能 

• Expense と統合している場合、Expense の仮払申請を通じて申請を表示 
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リリース ノート 

場所 

都市と空港を分離 

概要 

本リリースより、管理者が使用する [場所] ツールで空港名と都市名を簡単に区別することがで

きます。[場所] ページに 3つの新しい列を追加しました。 

• 空港 

• 空港名 

• 親の場所コード（通常、空港がある都市） 

 

目的と利点 

場所を管理しやすくなります。 
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管理者への表示 

管理者が使用する場所ツール（左側メニューの [管理] ＞ [申請管理] ＞ [場所]）では、空港名

と都市名を区別することができるようになりました。 

 

この例では次のことに注意してください: 

• 一番上の黄色のハイライトはテキサス州の都市ダラスを表しています（[場所コード] の

列=USDAL、[空港] の列=いいえ）。 

• 二番目の黄色のハイライトは次のことを表しています: 

 ダラスにダラス フォート ワース国際空港があること（[場所コード] の列

=IATA_DFW、[空港] の列=はい、[親の場所コード] 列=USDAL） 

 ダラスにラブ フィールド空港があること（[場所コード] の列=IATA_DAL、[空港] 

の列=はい、[親の場所コード] 列=USDAL） 

ユーザーへの表示  

ユーザーへの表示に変更はありません。 
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設定および有効化 

この機能は自動的に有効化されます。有効化したり、設定を行う必要はありません。 

翻訳 

検索が利用可能 

概要 

管理者は翻訳ツールで特定の単語や語句を検索することができます。下図の例では、 [次を含む

テキストのカテゴリーを検索] フィールドに「Audit」を入力すると、「Audit」を含むカテゴリ

ーのリストを結果として返します。 

 

次にカテゴリーを開き、 [次を含むテキストを検索] フィールドに検索条件を入力します。 
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目的と利点 

語句を探して編集する時間を短縮します。 

ユーザーへの表示  

ログイン後、自分のロケールの言語に新しく翻訳された語句が表示されます。 

管理者への表示 

翻訳ツールに新しい検索機能が表示されます。 

 翻訳する語句を検索するには: 

1. [管理] ＞ [Request 管理] ＞ [翻訳] に進みます。 

2. [翻訳の編集] タブで [次を含むテキストのカテゴリーを検索] フィールドに単語や語句

（Audit や Audit Rules）を入力します。 

 

3. [検索] をクリックすると [カテゴリー] 列の下にカテゴリーのリストが返されます。 

4. カテゴリーを選択した後、 [修正] をクリックしてそのカテゴリーの語句を表示させま

す。 
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必要に応じて行ってください:この時、ソース言語に切り替えることができます。 

 

5. 検索語を [次を含むテキストを検索] フィールドに入力し、 [検索] をクリックします。 

6. 検索条件を含む語句が翻訳のためにリストされます。 

設定および有効化 

この機能は自動的に管理者に対して有効になります。有効化したり、設定を行う必要はありませ

ん。 

 詳しくは 設定ガイド「Shared: Localization」をお読みください。 

Expense との統合:  

Expense に仮払申請の表示 

概要 

これまでは Expense ユーザーや承認者、仮払申請管理者が Concur Request で作成された関連

の仮払申請の詳細を見たい時には Concur Request にアクセスしなければなりませんでした。

本リリースより、 Expense ユーザー、承認者、仮払申請管理者は申請にアクセスしやすくなり

ます。 

目的と利点 

Concur Request と Expense の両方を使うユーザーや管理者によりよい使用感を提供します。  

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Shr/Shr_SG_Localization.pdf
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ユーザーおよび承認者への表示 

これまで [申請] の列に申請番号として表示されていたものがリンクになりました。  

ユーザーへの表示: 

 

承認者への表示: 

 

ユーザーがリンクをクリックすると、印刷レポート（Request で設定）が表示されます。 



 

Concur リリース ノート ページ 9 Request 

2014年 2月 

最初の投稿:  

2月 06日木曜日 02：00 PM（太平洋標準時）  お客様向け 最終版 

  

仮払申請管理者への表示 

仮払申請管理者にも同様に表示されます。 
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設定および有効化 

この機能は自動的に有効になります。有効化したり、設定を行う必要はありません。 

この表示に使用される印刷レポートの形式は、提出済みの経費精算レポートの [経費サマリー] 

と同じです。この形式は [申請ポリシー] で設定します: 
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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。 

 

 


