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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: 

• 申請を表示: [経費] の列名を [アクション] に変更 

• 予約最終ページ: メッセージ更新 

• リスク マネジメント: [出張に関する勧告] タブでカスタム フィールド ツールチップを

サポート 

• 出張セグメントの時刻フィールドに 1 時間ごとの時刻を表示 
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リリース ノート 

申請を表示: [経費] の列名を [アクション] に変更 

概要 

[申請リスト] ページが次のように変更になります:  

1. [経費] の列が [アクション] に名称変更されます。 

2. [経費] アイコンは [経費] リンクに替わります。リンク先はアイコンのリンク先と同じ

ページです。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

今後のリリースで、このページから他のアクションも利用できるようになる予定です。その目的

はユーザーに明確なアクション ラベルを提供することです。 

設定およびアクティブ化 

この機能は、 Request と Expense を統合しているお客様には自動的にオンになります。 
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出張セグメントの時刻フィールドに 1 時間ごとの時刻を表示  

概要 

従来、すべてのセグメント タイプの時刻フィールドには 15 分刻みのリストがありました。5 月

のリリースより、このリストは 1 時間ごとの表示になります。このフィールドを編集可能に設定

している場合は、手入力でどのような時間の値も入力することができます。 

 

この変更はすべてのセグメント タイプに適用されます。 

業務目的とユーザーへの利点 

無用な複雑さをなくし、より素早く目的の時刻を見つけることができます。 

設定およびアクティブ化 

すべてのお客様に対して自動的にオンになります。 
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予約最終ページ: メッセージ更新 

概要 

[ユーザー調査] がオンになっている時、 Travel と Request を統合しているお客様には、出張

が正常に予約されると申請を提出するよう Request に招待する新しいメッセージが表示されま

す。  

業務目的とユーザーへの利点 

「以上で終了です!」という分かりにくいラベルを廃止しました。この新しいメッセージは、処

理を続けるためにユーザーが申請を提出する必要があるという出張の明確なステータス情報を提

供します。 

設定およびアクティブ化 

Travel と Request を統合して [ユーザー調査] を有効にしているすべてのお客様には、この機

能は自動的にオンになります。  

リスク マネジメント: 出張に関する勧告タブ ツールチップをサポート 

概要 

Request とリスク マネジメントを統合しているお客様には、申請に [出張に関する勧告] タブが

表示され、選択するとタブのカスタム フィールドを設定することができます。カスタム フィー

ルドに設定されたツールチップは、これまで表示されていませんでした。2014 年 5 月のリリー

スで、カスタム フィールドに設定されたツールチップが [出張に関する勧告] タブに表示される

ようになります。  

業務目的とユーザーへの利点 

ユーザーにカスタム フィールドの情報をより多く提供します。 
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設定およびアクティブ化 

Request とリスク マネジメントを統合しているすべてのお客様には、この機能は自動的にオン

になります。  
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推奨環境 

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは Concur 推奨環境にてお知ら

せします。  

Microsoft Internet Explorer バージョン 7.x が 2014 年 12 月でサポー

ト終了 

概要 

Concur 製品では、Microsoft Internet Explorer（IE）のバージョン 7.0 のサポートを 2014 年

12 月 31 日に終了します。IE バージョン 7.0 をお使いのお客様は、12 月 31 日の最終日までに

円滑に切り替えを済ませるため、2014 年 8 月 1 日までに IE の最新バージョンに更新してくだ

さい。 

背景 

Microsoft は製品のライフサイクル プログラムに従って、このバージョンのサポートを終了しま

した。Concur は、お客様が時宜よく新しいブラウザに移行できるようサポートしています。 

 Concur がサポートするブラウザについて詳しくは推奨環境のドキュメントをお読みく

ださい。 

Internet Explorer V. 11: Concur 製品を使用するためのベスト プラクテ

ィス 

概要 

Internet Explorer (IE) バージョン 11.0 のリリースに伴い、 Expense や Invoice などの 

Concur 製品を使用にあたって不具合の恐れがある問題がいくつか確認されました。  
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この問題を解決するには、IE の [ツール] メニューから互換性リストに Concur の URL を追加

して IE を互換モードにすることを強くお勧めします。 

 IE バージョン 11 の互換性リストに Concur を追加するには:  

1. IE バージョン 11 で Concur のページを読み込みます 

 (例: www.concursolutions.com)。 

2. [ツール] ＞ [互換表示設定] をクリックし、 [互換表示設定] ダイアログ ボックスを開

きます。 

 

 

必要に応じて行ってください: [ツール] メニューが表示されない時は、 Alt キーを押し

てメニューを表示します。 

http://www.concursolutions.com/
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3. [追加] をクリックして Concur の URL を [互換表示に追加した Web サイト] リスト

に追加します。 

 

ヒント: [Microsoft 互換性リストの使用] チェックボックスにチェックを入れて、 

Concur 製品にアクセスする時にこのリストが使用されるようにします。 

4. [閉じる] をクリックします。 
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動作保証するブラウザについての月次情報 

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは別途、月次リリース ノートに

てお知らせします。 

その他のリリース ノートやブラウザの動作保証については、この文書に記載されている別途リ

リース ノート、 Web セミナー、技術文書をお読みください。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/_SupportedConfig_JAPAN.htm
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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 

App Center: 専用リリース ノート 

概要   

Concur は 新しく App Center 専用のリリース ノートを提供します。専用リリース ノートには、 

App Center で次月にリリースされる予定のアプリケーション詳細が記載されます。リリース ノ

ートのトップ ページに App Center の新しい行が設けられました。ここには Concur サポート 

ポータルからアクセスできます。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

管理者に App Center アプリケーションのリリース告知を提供します。 
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設定およびアクティブ化 

その他の設定は必要ありません。 

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。 

 

 

 


