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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: 

• 処理者: イベント申請の照会 

• 申請の承認者: 申請を開いた時のページを変更 

• 申請の承認者: 承認期限後の承認を防止 

• 代理店の提案: 新しいメール オプション 

• Concur Travel との統合: Concur Request カスタム フィールドのための最終処理エン

ドポイント 

• 統合管理者: 現行のユーザー インターフェースで利用可能 

• 新規 Concur ユーザー: 自動メール オプション 

• Budget Insight: 従業員インポートを使って予算承認者を読み込み 
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リリース ノート 

処理者: イベント申請の照会 

概要 

本リリースより、申請処理に新しい照会オプション [イベント申請あり] が追加されました。申

請管理者ロールを持つユーザーはイベント申請の照会を作成できます。 

業務目的とユーザーへの利点 

処理者はこのオプションを使うとイベント申請をより簡単に検索することができます。 

処理者への表示 

照会の作成時に [イベント申請あり] が表示されます。  

 

設定および有効化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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申請の承認者: 申請を開いた時のページを変更 

概要 

申請の承認者が申請を開くと、既定では [経費サマリー] が表示されます。本リリースより、 既

定で [申請ヘッダー] を表示する設定が追加されました。 

業務目的とユーザーへの利点 

申請承認のプロセスがより効率的になります。  

承認者への表示 

既定では、自動的に [経費サマリー] タブが表示されます。 

 

この新しいオプションを使うと、承認者が申請を開いた時に [経費サマリー] ページではなく 

[申請ヘッダー] ページが表示されます。 
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設定および有効化 

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。  

 

2. [承認者は申請ヘッダー タブから開始する] チェック ボックスを選択（有効）にします。 

申請の承認者: 承認期限後の承認を防止 

概要 

従来は、申請承認者は定義された承認期限の後でも申請を承認することが可能でした。たとえば、 

Concur Request が Concur Travel と統合していると仮定します。ユーザーは申請済みの出張

を作成するため、 Travel にアクセスします。Travel は、申請が特定の日付までに承認されなけ

ればキャンセルされることをユーザーに通知します。ユーザーは関連の申請を Concur Request 

で提出してありますが、何らかの理由によって申請承認者が期限内に承認しなかったとします。  

従来は、承認者は期限の最終日を過ぎても申請を開いて承認することが可能でした。本リリース

からは、期限後の承認を防止するワークフロー ステップ ルールを作成することができます。  
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業務目的とユーザーへの利点 

出張がキャンセルされた後に申請が承認されると、フライトの予約がなくなってしまったために

ユーザーが空港で足止めされたり、金額の大幅に高くなった新しいチケットを予約しなければな

らないという危険があります。この機能はこのような事態を防ぐことができます。 

承認者への表示 

この新ワークフロー ステップを使用すると、承認者が承認期限後に申請を承認しようとする時、

会社の定義する規定違反メッセージを表示して申請を承認できないことを知らせます。 

設定およびアクティブ化 

この機能をご利用になりたいお客様は、Concur クライアント サポートにお問い合わせください。   

Concur が下記の設定とアクティブ化を行います。 

基本的なプロセスは次の通りです: 承認期限が過ぎていないかどうかをチェックするワークフロ

ー ステップとステップ ルールを管理者が作成します。期限が過ぎている場合はステップ ルール

によって続行不可能な規定違反が生成されます。  

これを行うには： 

1. [管理] ＞ [Request 管理] ＞ [ワークフロー] （左側のメニュー）にクリックします。 

2. [ワークフロー] タブで、目的のワークフローをダブルクリックします。 

3.  [ステップ] ページで目的のステップをダブル クリックします。[ワークフロー ステ

ップの修正] ウィンドウが表示されます。 
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 [続行不可能な規定違反のあるステップを終了可能] チェック ボックスが選択されて

いない（無効）ことを確認します。 

NOTE:  この操作によって、承認者は続行不可能な規定違反を迂回することができ

なくなります。 

 [保存] をクリックします。 

4.  [ステップ ルール] ページで、目的のステップをクリックし、 [新規] をクリックし

ます。[条件の編集] ウィンドウが表示されます。 

 

 条件に名前をつけます。 

 [終了ステップでの評価] チェック ボックスを選択します。 
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NOTE:  この条件が実際に日付と時刻を評価します。この設定は、承認者がステッ

プから移動する時（申請を承認しようとする時）に評価するためのものです。

そのため、承認者が適切な期限内に申請を開いても、開いたままで期限をす

ぎてしまうと承認ができなくなります。 

 [データ オブジェクト] リストから、 [申請] をクリックします。 

 [フィールド/値] リストの [承認期限] をクリックします。 

 [演算子] リストから [いずれか] をクリックし、次に [現在または過去] をクリック

します。  

 [保存] をクリックします。 

5. 目的のステップをクリックして [ルール アクション] 領域の [新規] をクリックします。

[アクションの編集] ウィンドウが表示されます。 

6. [アクションの編集] ウィンドウの [規定違反] 領域から [新規] をクリックして新しい

規定違反を作成します。[新規の規定違反] ウィンドウが表示されます。 

 

 名前を入力します。 

 承認/提出を防止する規定違反レベルを入力します（続行不可能）。 

 メッセージを入力します。 

 [保存] をクリックします。 

7. ルールに新しい規定違反メッセージを選択して [保存] をクリックします。 
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メール通知: 新しいメール オプション 

概要 

従来は、申請の開始時やその他の修正時に、代理店にメールが送られていました。しかしどちら

も同じテンプレートを使っていたため、代理店にとって申請が新規なのか修正なのか区別がつき

にくいものでした。 

本リリースより、新しいメール オブジェクト変数が利用できるようになり、申請の開始には

「予約」、続くメールには「修正」というテキストが代理店へのメールに記載されるようになり

ます。 

業務目的とユーザーへの利点 

ユーザーと代理店のどちらにとっても、この機能によって効率と精度が高まります。  
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代理店への表示 

開始時のメールの例: 
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修正メールの例: 

 

設定およびアクティブ化 

既定ではこの新しい変数が含まれていません。既存のメール テンプレートまたは新規作成メー

ルにこの変数を追加することができます。 

新しい変数を追加するには: 

1. [管理] ＞ [Request 管理] ＞ [ワークフロー（左側メニュー）] をクリックします。 

2. [メール通知] タブをクリックします。 

3. 目的のメールを選択するか、新規メールを作成します。 
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4. 新しいオプション %ChangeType% を追加します。 

 

NOTE:  件名とメール本文の両方にこの新しい変数を追加するようにしてください。 

Concur Travel との統合: Concur Request カスタム フィールドのための

最終処理エンドポイント 

TMC は、支払請求や分析レポートのために PNR で申請データを利用する必要があります。申請

ヘッダーのカスタム フィールド ラベルは既に利用可能になっています。本リリースより TMC 

の事務処理に対応するため、Concur Travel の最終処理データポイントとして、Concur 

Request からカスタム フィールド コードも 20 個用意しました。 

 さらに詳しい情報は、今月の Travel リリースノートをご参照ください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/TravelDocs/ReleaseNotes/2014/4_prof/Tra_RN_2014_04(Apr)_client_prof_FINAL.pdf
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統合管理者: 現行のユーザー インターフェースで利用可能 

概要 

これまで、統合管理者ツールは Concur のクラシック ユーザー インターフェースにありました。

本リリースより、ツールの一部である表示タスクのみが現行のユーザー インターフェースで使

えるようになりました。また、その機能性を反映して名称を [インポート/抽出管理] に変更しま

す。 

本リリースより: 

• すべての [表示] タスクが新旧両方の場所で利用できます。 

• その他のタスク（追加、編集、その他）は引き続き従来の場所で行います。 

業務目的とユーザーへの利点 

インポートや抽出の実行情報を表示したいユーザーにとって、アクセスがより簡単になりました。 

ロール 

実際の権限とツールの名前を反映して、ロール名を更新します。 

 

従来のロール名 説明 新しいロール名 

統合管理者 (制限付) 表示専用のインポート/抽出の実行情

報 

インポート/エクスポート監視者 

統合管理者 インポート/抽出処理へのフル アク

セス 

インポート/エクスポート管理者 
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管理者への表示 

新しいインポート/抽出管理ツールにアクセスするには次の通りに進みます。 

[管理] ＞ [Expense ツール] ＞ [インポート/抽出管理] 

NOTE:  インポート/エクスポート ロールが割り当てられると、 Expense ツールに関連するロ

ールがないユーザーにも [管理] ＞ [Expense ツール] メニュー オプションが表示され

ます。 

 

インポート/エクスポート監視者ロールのユーザーはスケジュール ジョブやインポート実行の情

報を見ることができます。 

 

インポート/抽出管理者ロールのユーザーは新しいツールを使ってジョブ データを見ることがで

きますが、その他のタスクは（現行のインターフェースに移動するまで）クラシック ユーザー 

インターフェースを使って行う必要があります。 
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設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

新規 Concur ユーザー: 自動メール通知オプション 

概要 

管理者が手入力でユーザーを追加したとき、その新規ユーザーに自動メールを送ることができま

す。既定ではメールにログイン情報が記載されますが、管理者は必要に応じてカスタマイズする

ことができます。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能によって処理が効率的になります。手作業でメールを作成して送る代わりに、ユーザー

の追加時に自動メールを送ることができます。 

ユーザーへの表示 

新規ユーザーにはログオン情報や、管理者が記載したいその他の情報が送られます。 

管理者への表示 

この新機能を使用するには: 

1. いずれかをクリックします: 

 [管理] ＞ [法人管理] ＞ [ユーザーを追加] （左側メニュー） 

– または –  

 [管理] ＞ [法人管理] ＞ [ユーザー管理] （左側メニュー）＞ [新規ユーザーを追

加]   

2. 通常通りに新規ユーザー情報を追加します。 

3. ページ下部の [メール パラメーター] セクションの情報を確認します。 
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4. 必要な変更を加えます。 

5. 完了したら、 [保存して新規ユーザーに通知] をクリックします。 

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

Budget Insight: 従業員インポートを使って予算承認者を読み込み 

概要 

Budget Insight のユーザーは夜間従業員インポートを使って Budget Insight 承認者と承認者

詳細をシステムに読み込ませることができます。この機能はユーザー インターフェースから利

用できる既存の Excel ベースのインポートを補完します。また、この方法は日付や金額、そして

一度に複数の承認者がいる場合に階層ノードと連携しなければならないお客様にとっての代替方

法となります。 
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以下は新しいインポート レコードです: 

• 400 レベル レコード セットに予算承認者と呼ばれる非グループ ロール 

• 新しい 730 レコード セット [予算承認者のインポート] 

• 新しい 770 レコード セット [予算承認者の削除インポート] 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能はお客様のサイトの Budget Insight 承認者にとっての代替方法となります。 

統合管理者への表示 

統合管理者ロールには夜間インポート ジョブに新しいフィールドとレコード セットが表示され

ます。 

設定およびアクティブ化 

この機能は正しいレコード セットと関連フィールドを使って承認者を追加したり、開始日や終

了日、階層承認レベルを指定したりするとアクティブ化します。  

NOTE:  730 レベルの属性を割り当てる前に、予算承認者ロールを 400 レベル レコード セッ

トに割り当てておく必要があります。 

Budget Insight 承認者を削除する 

Budget Insight 承認者ロールは、予算グループや指定期間を通じてその承認者に経費精算レポ

ートが割り当てられていない時だけ削除できることにご注意ください。 

NOTE:  従業員インポート フィード ファイルを作成するにはサポートにサービス リクエストを

提出し、Concur 管理者と共同する必要があります。 

 詳細は「Expense – Import and Extract Specifications」 の Chapter 5: Employee 

Import をご参照ください。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SPECS/Spc_Exp/ExpIESpc_Chp_5_Emp_Imp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SPECS/Spc_Exp/ExpIESpc_Chp_5_Emp_Imp.pdf
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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。 

 

 


