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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 

新機能は以下の通りです： 

• 重複する申請をチェックする監査ルール オプション 

• メールによる備忘通知 - HTML 編集ツールの機能強化 

• 検証ルール設定 

• 従業員インポートの機能拡張  

• Carlson Wagonlit が代理店の提案機能を利用可能 
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リリース ノート 

重複する申請をチェックする監査ルール オプション 

概要 

本リリースより管理者は新しいフィールド [他の申請と重複する日付] を使ってカスタム監査ル

ールを作成し、重複する日付をチェックすることができます。ユーザーが申請を新規作成または

既存の申請を編集して保存する際、 Concur はそのユーザーが持つ他の申請の日付範囲とその申

請の日付範囲を比較します。重複が見つかった場合はユーザーにメッセージを表示します。 

この例では、ユーザーが既に持っている申請 A の開始日が 12 月 9 日、終了日が 12 月 12 日だ

と仮定します。ここで、ユーザーは開始日が 12 月 11 日、終了日が 12 月 13 日の申請 B を作

成します。ユーザーが申請 B を保存すると、監査ルールが実行され、会社が編集した警告メッ

セージが申請 B に対して表示されます。ユーザーは会社のポリシーに従って問題を解決します。 

 

他のカスタム監査ルールのように、管理者が規定違反テキストを編集したり、提出を許可しない

規定違反にするかどうかを定義することができます。 

NOTE:  新しいフィールド [他の申請と重複する日付] は、検証ルールや申請処理者が使う照会

にも使用できます。 
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設定 - 新しいフィールドの使用 

新しいフィールドを使用するには、 [管理] ＞ [申請管理] ＞ [監査ルール] で新しい監査ルール

を作成します。 

[カスタム] タブの  [監査ルール] ステップで [申請の保存] イベントを使用します。残りのフ

ィールドを通常どおりに入力します。 

 

 [条件] ステップで [申請] のデータ オブジェクトと [他の申請と重複する日付] を使用しま

す。残りのフィールドを通常どおりに入力します。 
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 [規定違反] ステップで新しい規定違反を作成します。これも通常どおり、提出を許可または

禁止に定義したり、メッセージその他を編集することができます。 

 

メールによる備忘通知 - HTML 編集ツールの機能強化  

概要  

メールの備忘通知ツールのユーザーは、 新しいツールバーとヘルパー ペインを使って、備忘通

知のテキストをカスタム作成することができます。ツールバーは、備忘通知メールの本文にあた

る HTML テキストの書式を編集する際に使用します。また、ヘルパー ペインは、たとえばメッ

セージ内の名前や URL のための置換トークンを使用する際のクイック リファレンスとして機能

します。 

NOTE:  [ワークフロー] でメール通知ツールを使っていた管理者にとっては、このメール備忘通

知の新セクションはメール通知の編集セクションと同じものです。 
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この新機能を使用するには、[申請管理] ＞ [メールによる備忘通知] の順にクリックし、新しい

備忘通知を作成するか、既存の通知を編集します。 

設定 

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。 

検証ルール設定 

概要  

検証ルール（および [検証] タブ）は、監査ルールの一部として初期設定で有効になっています。  
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本リリースより、管理者が [監査ルール] から機能（およびタブ）を削除できる新しいオプショ

ンが [サイト設定] に登場します。  

設定 - 新しいオプションの使用 

新しい [検証ルールを有効化] チェック ボックスは初期設定で選択（有効化）されています。 

 

したがって： 

• 検証ルールを使用しないお客様は、このチェックボックスを空欄に（無効化）し、 [検

証] タブを削除して検証機能を使用できないようにすることができます。 

• 現在および今後も引き続き検証ルールを使用したいお客様は、特に操作の必要はありま

せん。タブと機能はこれまで通り使用できます。 

このチェックボックスを空欄に（無効化）する際はご注意ください。 

• [検証] タブが削除されます。 
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• 検証機能は使用できなくなります。 

• 既存の検証ルールは今後実行できなくなります。 

従業員インポートの機能追加 - 305レコード 

概要  

本リリースより、新しい従業員インポート レコード セット Enhanced Employee Importer が

従業員夜間インポート ジョブに追加されました。この新しいレコード セットは 305 レベルで、

300 レベルのレコードと同一のレコードを含んでいます。また、今後新たなフィールドを追加で

きるよう、 [予備] フィールドを追加してあります。 

! 重要： 従来の従業員インポートには変更ありません。既存のフィード ファイルはお客様が

変更されない限り、引き続き以前と同様にサポートされます。 

対象と目的 

300 レベルの従業員インポート レコードを使っている（または使う予定の）お客様ならどなた

でもこのレコード セットを使用できます。Concur への HR フィードを編集する理由がある場

合は、レコードタイプ 300 レベルから 305 レベルへ移動することを検討してください。 

設定  

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

Employee Import  をご参照ください。 

Carlson Wagonlit が代理店の提案機能を利用可能（フランスのみ対応） 

フランスで Carlson Wagonlit Travel が代理店の提案機能を利用できるようになりました。 

 詳しくは Request: 設定ガイド「Agency Proposals ** available only in 

France」 をお読みください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Req/Req_SG_Agency_Proposals.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Req/Req_SG_Agency_Proposals.pdf
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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。 

 

 


