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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。 

今月のリリース 

主な機能は以下の通りです： 

• 既定の承認者の追加機能 

• Budget Insight と Analysis/Intelligence の新しいロール 
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リリース ノート 

既定の承認者の追加機能 

概要  

本リリースで 2 つのワークフローが追加されます。 

• 既定の承認者ロールはどのワークフロー ステップにも使用することができます。従

来は既定の承認者ロールは最初のステップにしか使用できませんでした。 

• 既定の承認者 2 のロールも追加されました。2 名の既定の承認者を使ったシンプル

な 2 ステップの承認ワークフローを作成することができます。 

この既定の承認者は階層の一部ではありません。また、複雑な条件の組み合わせに合致する

ものでもありません。単にユーザーのプロファイルにリストされているものです。 

NOTE:  これまでは、ユーザーのプロファイルには既定の承認者が 1 名リストされていまし

た。後述するように、本リリースより 2 名になります。 

手順は次の通りです： 

• 管理者は既定の承認者 2 を使用するワークフロー ステップを設定します。  

• （ポリシーやグループを通じて）そのワークフローに関連するユーザーはすべて、 

[プロファイル] 画面に [既定の承認者] フィールドの他に [既定の承認者 2] フィー

ルドを持っています。  

 

• ユーザー管理者は従業員インポートを使って、または許可されている場合はユーザ

ー自身が、プロファイル画面の [既定の承認者 2] フィールドに入力します。 
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NOTE:  Concur は従来から、ユーザー管理者が従業員インポートで承認者を追加で

きるほか、 ユーザーに自身の承認者を選択させるどうかを定義することが

できる機能を持っています。そのオプションはここでも同様に使用すること

ができます。2 番目の既定の承認者についても、この機能は変わりません。

また、この機能のオン/オフ設定は、両方の承認者フィールドに適用されま

す。 

一例として、管理者が最初の承認ステップに既定の承認者を、次の承認ステップに既定の承

認者 2 を設定したと仮定します。次に、ユーザーがこのワークフローに関連する申請を作成

すると、 Concur はまず申請を既定の承認者に送り、次に既定の承認者 2 に送ります。 

次の点に注意してください：  

• ユーザーが異なるポリシーの選択を許可されていて、かつワークフローが既定の承

認者 2 を使用しない場合、ユーザーのプロファイルに設定された既定の承認者 2 は

無視されます。 

• Concur は従来から、ユーザーや承認者に途中で承認者を変更させるかどうか定義で

きる機能を持っています。このオプションはここでも同様に使用することができま

す。2 番目の既定の承認者についても、この機能は変わりません。 

設定 

最初のステップ以外のワークフロー ステップで既定の承認者を変更したい場合は、 Concur 

クライアント サポートにお問い合わせください。 

既定の承認者 2 をワークフローに使用するには：  

• 既定の承認者 2 をワークフローに追加するには、 Concur クライアント サポート

にお問い合わせください。 

• ユーザー管理者またはユーザー（許可されている場合）がプロファイルの [既定の承

認者 2] フィールドを入力します。 

NOTE:  9 月に夜間インポートとオンデマンドの（スプレッドシート）ユーザーイン

ポートにも [既定の承認者 2] フィールドが追加される予定です。 
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Budget Insight、Analysis/Intelligence の新しいロール 

[法人管理] ＞ [ユーザーのアクセス許可] ＞ [分析レポート] タブに新しいロールが登場しま

す。Analysis/Intelligence ユーザーと Budget Insight ユーザーを兼ねたユーザーにこのロ

ールを割り当てると、Analysis/Intelligence データ モデルの新しい予算モジュールにアク

セスすることができます。 

 

! 重要： Analysis/Intelligence に関連するその他のロールは、分析レポート階層を使用し

てレポートユーザーに利用可能なデータを決定することに注意してください。Cognos 

向けの新しい予算ロールはそれとは異なります。予算の階層を使用してレポートユーザ

ーに利用可能なデータを決定します。 

 Analysis/Intelligence の新しい 予算モジュールについて詳しくは今月の 

Analysis/Intelligence リリース ノートをお読みください。 

Concur App Center が利用可能 

概要  

Concur に新しいタブ Concur App Center が登場します。パートナーと Concur が開発し

たアプリケーションをこちらから探して利用することができます。  

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/Cognos/_RN/2013/Cog_2013_08_August_Client.pdf
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これらのアプリケーションは Concur のプラットフォームを使用して Concur と融合し、

Concur に管理機能を追加して製品の付加価値を高めます。App Center には 2 つのタブが

あります： 

• 自分向けのアプリ： このタブにあるのは、エンド ユーザーが自分でアクティブ化

し、安全なデータ交換を許可することができるアプリケーションです。TripIt がこ

のタイプのアプリの一例です。エンド ユーザーは Concur アカウントを TripIt ア

カウントに接続し、自動的に Concur で予約した出張を TripIt アカウントで共有す

ることができます。TripIt アカウントを持っていない場合は、TripIt の Web サイ

トまたはモバイル デバイスのアプリ ストアにアクセスして詳細を確認し、アカウ

ントを作成してください。App Center ではアプリの購入やダウンロードはできま

せん。その他、 Concur モバイルやさまざまな形式の E-Receipt もあります。まも

なく Open Booking ユーザーは App Center を通じてさまざまな旅行サプライヤ

ーから Concur アカウントに接続することができるようになります。予約した旅程

を旅行サプライヤーの Web サイトから Concur に共有することができます。 

• 自分の業務向けのアプリ： このタブにあるアプリケーションは、さまざまなビジネ

スの機能を提供します。会社全体または複数のユーザーのために情報をやり取りす
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るため、 これらのアプリを使用するには Concur 管理者の許可が必要です。ビジネ

ス アプリの例には次のようなものがあります：  

 Concur から経費データを抽出して、対象の経費から付加価値税の還付を計算し

て処理するアプリ。  

 Concur と Salesforce.com の間で、連絡先と商談を共有する Concur 

Connector for Salesforce。 

App Center ではアプリの購入やダウンロードはできません。ユーザーと管理者がアプリケ

ーションについての情報を入手し、アプリの使用を開始するためのページです。ユーザーま

たは管理者がリストからアプリを選択すると、 [詳細] ページが表示されます： 
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TripIt などのユーザー アプリケーションには [接続] ボタンがあり、これをクリックすると

パートナー サイトのアカウントから Concur アカウントへ接続することができます。ビジネ

ス向けのアプリケーションには [お問い合わせ] ボタンがあります。パートナーに連絡して

アプリケーションを入手し、試用したい場合はこのボタンをクリックしてください。 

パートナー サイトの Concur の認証手続きに進みます。App Center のリストは Concur が

作成しています。これらはリストされる前にパートナーと Concur によって吟味され、承認

されたものです。   
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App Center は、 https://www.concur.com/appcenter の Web サイトでも利用可能で

す： 

 

暫定リリース スケジュール  

Concur.com の App Center はこちらからアクセスできます： 

https://www.concur.com/appcenter 

App Center は、次のスケジュールで Concur に組み込まれる予定です。リリース スケジュ

ールは暫定であり、変更の可能性があります。 

2013 年 8 月のリリース： アメリカ、イギリス、オーストラリアにユーザーをお持ちの 

Professional Travel/Expense をお使いのお客様のみ 

2013 年 10 月のリリース： その他のすべてのお客様 

 

https://www.concur.com/appcenter
https://www.concur.com/appcenter
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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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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。 

 

 


