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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 として知られている

もので、以前は出張申請と呼ばれていましたが、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: 

• 2 つのユーザー インターフェース - 新 UI 

• ユーザー インポート: 非アクティブな承認者のワークフローを更新 

• 監査ルール: 申請入力提出イベントにセグメント データ オブジェクトを利用可能 

• イベント申請: 同席者リストの並べ替え 

• 申請に対する 2 つの出張ルール アクション 

• Request で予約された旅程の有効性をチェック 

• 出張から申請: 国コードを保持 

• 修正済みの既知の問題: オフライン PNR の取得 
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2 つのユーザー インターフェース - 新 UI 

10 月に、現行のユーザー インターフェースから新しいユーザー インターフェースへの移行が始

まります。  
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これまで月次リリース ノートでお知らせしてきたように、新 UI はさまざまなユーザービリティ

が強化されています。これには、画面の遷移や操作の動線が変更になるなどの大きな変更もあれ

ば、外観の変化など小さな変更も含まれます。 

クイック ルック 

新 UI について簡潔にご紹介します。こちらのページをご覧ください: 

https://www.concur.com/en-us/introducing-concur-user-experience-updates 

移行の前に - ２つのガイド 

新エクスペリエンスの導入を支援するための 2 つのガイドをご用意しました。「ハイライト」ガ

イド（約 13 ページ）はエンド ユーザー向けに影響のある大きな変更について述べています。

「総合」ガイド（約 70 ページ）は管理者向けに編纂されています。内容は以下の通りです: 

• 新 UI に移行する前に必要なステップ 

• 管理者限定、選択したユーザーまたはグループ限定、あるいは会社全体でのプレビュー

期間について 

• 機能強化のすべて - 影響の大きなものから小さなものまで 

管理者やエンド ユーザーにこれらのガイドをそのまま提供することはもちろん、いずれかまた

は両方を使用して独自のトレーニング資料を作成しても、あるいはこれらのガイドを編集するこ

とも可能です。 

このガイドはこちらで入手できます:   

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/GW/_TransGuidesProf.htm 

リリース ノート - サンプル画面およびメニュー ナビゲーション  

サンプル画面として、月次リリース ノートでは現行の UI 、新 UI、もしくは両方記載します。

移行に伴って徐々に新 UI のみの表示になっていきます。 

https://www.concur.com/en-us/introducing-concur-user-experience-updates
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/GW/_TransGuidesProf.htm
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メニュー ナビゲーションが異なる場合は、両方の手順を説明します。例：  

 

プレビュー オプション 

概要 

プレビュー期間でユーザーが新 UI に慣れ、会社に展開していくためのオプションをいくつかご

用意しました。新 UI は次のようにアクティブ化することができます: 

• 管理者を個別にアクティブ化: ユーザーに新 UI を使わせる前に、ドキュメントやトレー

ニング資料を更新したり、管理者自身が新 UI に慣れておくことができます。 

• 選択したユーザーに対してアクティブ化: 他のユーザーより先に新 UI に慣れておくこと

によって、会社全体に展開する際に管理者や他のユーザーをスーパー ユーザーとして支

援することができます。 

• グループ/出張クラスに対してアクティブ化: 特定の部門やグループに新 UI を導入して

から徐々に展開することができます。 

• 会社全体にアクティブ化: 新 UI を会社全体に対して有効にします。2015 年に旧 UI が

使用できなくなる前に、計画的に切り替えをしておくことができます。 

これらは権限のある管理者が [ユーザー エクスペリエンス設定] ページ、またはユーザーやグル

ープの管理ページで設定することができます。これらのオプション、およびユーザーが新 UI を

使用するのに必要なロールやアクセス許可については後述します。 

管理者への表示 

Concur にログインすると、切り替えプロセスのご案内と、旧 UI が使用できなくなる期限まで

のカウントダウンが [My Concur] ページに表示されます。 
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メッセージに表示されているボタンをクリックすると、[ユーザー エクスペリエンス設定] ペー

ジが表示されます。このページには、ユーザー ロールやアクセス許可に応じたオプションが表

示されます。[管理] ＞ [ユーザー エクスペリエンス設定] からアクセスします。 

NOTE: これらのオプションによって 新 UI を有効にしたユーザーは、アプリケーション全体を

新 UI 表示で見ることになります。 

各オプションの詳細情報およびこれらを使用するロールについては切り替えガイドに記載してい

ます。 



 

Concur リリース ノート ページ 8 Request 

2014 年 10 月 

英語版の投稿: 10 月 10 日金曜日 12:30 AM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

UI プレビュー ロール 

管理者には、 [ユーザーのアクセス許可] に [UI プレビュー] が表示されます。 

現行の UI: 

 

新 UI: 

 

このロールは個別にユーザーに割り当てられますが、このロールが割り当てられると、次のログ

インから新 UI になります。   

NOTE: 一部のお客様には、10 月リリース前に [ユーザーのアクセス許可] の [出張] タブに 

[UI プレビュー] が表示されることがあります。10 月リリースまでこのロールをユーザ

ーに割り当てないでください。  
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設定および有効化 

この管理用プレビュー機能は 10 月リリースで自動的にオンになります。その他の設定やアクテ

ィブ化は不要です。会社全体を新 UI に移行しない限り、無効にすることはできません。 

 



 

Concur リリース ノート ページ 10 Request 

2014 年 10 月 

英語版の投稿: 10 月 10 日金曜日 12:30 AM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

リリース ノート 

ユーザー インポート: 非アクティブな承認者のワークフローを更新 

概要 

インポートを使って承認者が非アクティブ化された場合、承認待ちの申請のワークフローを更新

するようユーザー インポートのプロセスを強化しました。申請はワークフローの承認期間延長

アクションに移動します。この機能は [ユーザー管理] で承認者が非アクティブ化された時の機

能と同じです。 

業務目的とユーザーへの利点 

承認者を非アクティブ化しなければならない時のワークフロー問題を防ぎます。  

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。 

監査ルール: 申請入力提出イベントにセグメント データ オブジェクトを利用

可能 

概要 

これまで、監査ルールの申請入力提出イベントはセグメント オブジェクトをサポートしていま

せんでしたが、2014 年 10 月のリリースでは、これをサポートすることになりました。  

業務目的とユーザーへの利点 

申請が提出された時のセグメントと入力基準を組み合わせた監査ルールを作成することができま

す。たとえば、特定のセグメントタイプで金額に基づいた規定違反を発生させるなどです。 
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設定およびアクティブ化 

新しいデータ オブジェクトはワークフロー ルールではなく監査ルールで使用できます。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。 

イベント申請: 同席者リストの並べ替え 

概要 

イベント申請機能を強化しました。イベント申請の所有者は同席者リストの並べ替えができるよ

うになります。  

ユーザーへの表示 

イベント申請の所有者は列名をクリックすると同席者を並べ替えることができます。  

 

業務目的とユーザーへの利点 

同席者リストを簡単に並べ替えできるため、必要な同席者がすべて含まれているか確認しやすく

なります。  
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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。 

申請に対する 2 つの出張ルール アクション 

概要 

本リリースより、2 つの新しいルール アクションが登場します: 

• 事前承認が必須＆通知 

• 事前承認が必須＆ログ 

これらのルールアクションは、Request（申請） と Travel（出張） を統合しているお客様にお

使いいただけます。  

重要: 次の点に注意してください: 

• この 2 つのオプションは、 Travel（出張）の事前許可機能とは無関係です。 

背景 

統合製品では、いくつかの方法で Request と Travel で情報を共有できるように設定すること

ができます。次のプロセスのうちいずれか、またはすべてを使って構成できます: 

• シナリオ 1 - Request で開始:  

 Request にて: ユーザーが申請を作成して提出します。 

 Request にて: 申請は承認ワークフローに従って進みます。 

 Travel にて: ユーザーは自動的に Travel に移動し、出張ウィザードでセグメント

を予約します。 

• シナリオ 2 - Travel で開始（出張ルールに関わらず、申請が常に作成されるよう設定さ

れている場合）:  

 Travel にて: ユーザーが出張ウィザードを使って出張セグメントを予約します。 
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 Request にて: セグメント情報が Travel から Request に送られ、申請に自動入力

されます。ユーザーは申請をチェックして情報を追加し、提出します。 

 Request にて: 申請は承認ワークフローに従って進みます。 

• シナリオ 3: Travel で開始（承認が必須というルールを違反したときだけ申請が作成さ

れるよう設定されている場合）:  

 Travel にて: ユーザーが出張ウィザードを使って出張セグメントを予約します。 

 承認が必須の場合は、シナリオ 2 をお読みください。 

 承認が必須ではない場合、出張はそのまま確定します。 

• シナリオ 4 - オフライン/オンライン ポリシーを強制:  

 このプロセスでは、どこから申請を開始しても構いません。ユーザーが（Request 

で）申請を提出する時、 Travel で予約を完了させなければならない部分がないかど

うか、オフライン/オンライン設定が判定します。ある場合は、ユーザーは自動的に 

Travel に移動します。 

 Travel にて: ユーザーが出張ウィザードを使って出張セグメントを予約します。 

 Request にて: セグメント情報が Travel から Request に送られ、申請に自動入力

されます。ユーザーは申請をチェックし、もう一度提出します。 

 Request にて: 申請は承認ワークフローに従って進みます。 

新ルール アクション 

このルール アクションは関連する出張ルールに違反していないかどうかを判定します。  

NOTE: 次の例では、Request が Travel と統合しているため、Travel で承認がないことに注意

してください。承認が必須の時は必ず Request で完了します。  

シナリオ 1 の場合、Request で開始します。これは、出張ウィザードに移動する時には申請が

すでに承認されていることを意味します。 

ユーザーがフライトやレンタカーを選択すると、[事前承認が必須＆通知] または [事前

承認が必須＆ログ] のルールに違反します。 
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違反すると: 

[事前承認が必須&通知] ルールが [マネージャーに通知] と同様に機能します。[事前承

認が必須＆ログ] ルールは [レポートのログ] と同様に機能します。 

– かつ – 

[選択/予約] ボタンが黄色になります。 

– かつ - 

ユーザーは違反理由を選択する必要があります。これは旅程に記録されます。 

[事前承認が必須&通知] の場合、既定の承認者が Travel に存在していればそのユーザ

ーにメールで通知します。アクションは不要ですが、出張は確定します。 

出張管理者が [マネージャーへの通知] または [レポートのログ]  のレポートを実行する

と、これらの取引が表示されます。  

シナリオ 2、3、4（つまりユーザーが出張ウィザードを使用する時に申請が承認されていない）

の場合: 

ユーザーがフライトやレンタカーを選択すると、[事前承認が必須＆通知] または [事前

承認が必須＆ログ] のルールに違反します。 

違反すると: 

ルールは [承認が必須] と同じように機能します: 

– かつ – 

[選択/予約] ボタンが赤になります。 

– かつ - 

ユーザーは違反理由を選択する必要があります。これは申請承認者に返されます。 

出張管理者が [承認が必須] の違反レポートを実行すると、これらの取引が表示されます。  
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お客様やユーザー、TMC への利点 

Request が Travel と統合している場合は、上記の予約プロセスのうちどれでも使用することが

できます。これらのルール アクションはどのシナリオにも使用できます。シナリオごとに異な

るアクションを使用する必要はありません。 

典型的な使用例 

社内にユーザー グループがいくつかあります。一部のグループは、出張計画を立てる前に事前

承認を得る必要があります。その他のグループは必須ではありません。それ以外に関しては、す

べてのグループで条件は同じです。同じルール クラスで同じ設定を使用できます。 

新しい２つのルール アクションを使うと、これらのグループは同じルール クラスで事前承認が

必須かどうかによって異なる結果を得ることができます。出張管理者がそれぞれのグループに対

してルール クラスを作成する必要はありません。  

ユーザーへの表示 

ユーザー操作の変更はありません。 

管理者への表示 

出張管理者には、[出張管理] ページの [出張ポリシー] タブに新しいルールアクションが表示さ

れます: 
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現行の UI: 

 

新 UI: 

 

設定およびアクティブ化 

この機能は自動的に有効になります。設定手順は特にありません。 

管理者は本リリース後からいつでもこの新ルール アクションを使用することができます。 

 さらに詳しい情報は、ユーザー ガイド「Travel: Company Administration」 をご参照

ください。 
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Request で予約された旅程の有効性をチェック 

概要 

[出張から申請] のプロセス フローに機能を追加しました。申請が予約保留中のワークフロー ス

テップに入った時、または [オフライン/オンラインを強制] 機能によって Travel （出張）に移

動した時に検証を行います。Concur は申請を審査し、旅程が Travel （出張）でサポートして

いない場合はユーザーを Travel に移動させません。ユーザーには Travel （出張）で予約を完

了できないことを警告します。また、可能な場合はユーザーを別の予約オプションに誘導します。  

業務目的とユーザーへの利点 

Travel でサポートされていない出張を予約しようとしているユーザーを Travel に移動させない

ようにします（たとえば、行程が多すぎる、鉄道会社が矛盾しているなど）。  

ユーザーへの表示 

下図は、多くのエラーを含んだ警告メッセージです。多くの場合、ユーザーは申請から出張へス

ムーズに移動できます。普通、エラー メッセージは 1 つか 2 つ程度のエラーを含んでいます。 

• 特例なしのオフライン/オンライン ポリシーを強制: 申請を提出しましたが、旅程が 

Travel でサポートされていません。 
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• 特例ありのオフライン/オンライン ポリシーを強制: 申請を提出しましたが、旅程が 

Travel でサポートされていません。 

 

• 承認済みの申請に基づく予約: 予約をクリックしましたが、旅程が Travel でサポートさ

れていません。 

 

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。 
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出張から申請: 国コードを保持 

概要 

ユーザーが [出張] から [申請] に旅程を移動した時、[申請] で使われている都市名と一致しな

いことがあります。従来、[申請] では航空セグメントやレンタカー セグメントに場所のデータ

が含まれていませんでした。2014 年 10 月リリースで、セグメントで指定されている都市が 

Request に存在している場所と一致していなくても、航空セグメントとレンタカー セグメント

の国コード情報を保持するようになります。ホテル セグメントは今までどおり国情報を保持し

ます。  

業務目的とユーザーへの利点 

この機能は国レベルのリスク マネジメントと航空セグメントとレンタカー セグメントの監査/

ワークフロー ルールをサポートします。   

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。 

修正済みの既知の問題: オフライン PNR の取得 

概要 

これまで、PNR が分析レポートおよび順番待ちオフライン承認の順番待ちの両方に進んで 

Request で処理される時に、問題が起きるというケースがありました。 

Concur は修正プログラムを作成し、PNR を Request に送るためにオフライン承認を取得の順

番待ちを使用する時、分析レポートの順番待ちの自動配置を継続して使用できるようにしました。

この修正プログラムは、お客様ごとに適用されます。 
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設定およびアクティブ化 

この問題が起こっているお客様は、Concur クライアント サービスにご連絡ください。  

推奨環境 

Internet Explorer 7 - 今後使用できません 

概要 

Concur はまもなく、組織や変更管理への影響を最小限に抑えながら、豊かな経験を元にしたソ

リューションを提供する機能を持った Web ベースのユーザー インターフェースに一新します。

この更新は、以下のような改善によってお客様からのフィードバックに応えるものです:   

• Concur 製品すべてのユーザー エクスペリエンスを洗練されたユーザー インターフェー

スによって強化 

• World Wide Web Consortium (W3C) と 1973 年の米国リハビリテーション法セクシ

ョン 508 の  2.0 AA に準拠 

• バックエンド技術を設計することにより、エンドユーザーへの影響を抑えつつ短期間で

変更し、将来の変更を行いやすくします。  

最初のステップは、デザインの再設計と主要な機能領域の基礎的な変更に焦点を当てたユーザー 

エクスペリエンスの進化です。http://www.concursolutions.com で提供するすべての製品が

新デザインのユーザー インターフェースになります。       

• すべての製品が利用者の視点に基づいた「ルック & フィール」アプリケーションへと洗

練されます。 

• 一貫性のある用語やアイコン、および Web とモバイル アプリ間の相互作用 

• 機能とタスクをグループ化し、プロセスを完了させるための主要ステップをページ内に

論理的に配置したダッシュボードのデザイン 

http://www.hhs.gov/web/508/contracting/hhs508policy.html
http://www.hhs.gov/web/508/contracting/hhs508policy.html
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この更新は、最新の Web ブラウザテクノロジーを利用して、ユーザーに最高のユーザー エク

スペリエンスを提供します。そのため、新ユーザー インターフェースに移行すると IE 7 はサポ

ートされなくなります。最高の質で新 UI を体験するには、IE 10 以上、Google Chrome 

30.0 以上、Mozilla Firefox 25.0 以上の使用をお勧めします。  

ユーザーへの表示 

Internet Explorer 7 （IE7）で Concur にログインしたユーザーには、すべてのページの上部

に次のバナーが表示されます: Internet Explorer （7）のこのバージョンのサポートは 2014 年

12 月で終了します。アップグレードの方法を決定するには、Concur 管理者または IT 部門に連

絡してください。  

ユーザーは、ページの [閉じる] をクリックすれば非表示にすることができますが、このバナー

はその後のすべてのページに再び表示されます。 

 

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。 

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。 
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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。 
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本リリースで修正された問題 

修正 

キー 概要 

CRMC-

60727 

SF Case: 

05400720 

承認前に分析レポートの順番待ちに送られたオフライン PNR が発券に進めない  

CRMC-

59219 

SF Case:  

05233036 

出張申請で日時が欠けている 

CRMC-

58462 

SF Case:  

05142645 

リムジン/タクシー セグメントに [場所] が欠けている 

CRMC-

53648 

SF Case:   

04942135 

ワークフロー管理 - ステップのスキップが機能しない時のマネージャーへの通知 

CRMC-

56893 

SF Case: 

05130994 

出張申請の提出エラー。 

https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-60727
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-60727
https://login.salesforce.com/5006000000fNi9gAAC
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-59219
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-59219
https://login.salesforce.com/5006000000dTTZyAAO
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58462
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58462
https://login.salesforce.com/5006000000cdCpAAAU
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-53648
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-53648
https://login.salesforce.com/5006000000ZpEsxAAF
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-56893
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-56893
https://login.salesforce.com/5006000000c0abIAAQ
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キー 概要 

CRMC-

58224 

SF Case: 

05207068 

[プロファイル] タブから既定の申請の承認者を削除できない。 

CRMC-

58848 

SF Case: 

05274292 

申請を提出できないリスト結果 

CRMC-

55181 

SF Case: 

05027350 

IE 8 を使用している時、Request で提出後に複数行の編集フィールドがスクロールできなくなってし

まう。 

CRMC-

59925 

SF Case: 

05314571 

 

CRMC-

60078 

SF Case: 

05346012 

Request に空港が欠けている。 

CRMC-

56832 

SF Case: 

05140049 

出発地/到着地が時折不規則に初期化される。 

https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58224
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58224
https://login.salesforce.com/5006000000dRnIdAAK
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58848
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58848
https://login.salesforce.com/5006000000e858FAAQ
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-55181
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-55181
https://login.salesforce.com/5006000000bI0KIAA0
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-59925
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-59925
https://login.salesforce.com/5006000000ejXxUAAU
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-60078
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-60078
https://login.salesforce.com/5006000000em3MoAAI
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-56832
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-56832
https://login.salesforce.com/5006000000cczsYAAQ
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キー 概要 

CRMC-

54751 

SF Case: 

04965983 

削除したリスト値が完全に承認された申請で保持されない。 

CRMC-

58389 

SF Case: 

05140916 

従業員インポートでユーザーの優先設定が正しく設定されない。 

 

CRMC-

56624 

SF Case: 

05085729 

ツールチップが表示されない。 

CRMC-

58465 

SF Case: 

05247127 

タクシーのローカライズ言語問題 

CRMC-

60093 

SF Case:  

05353532 

ホテル セグメントに対する代理店の提案を選択できない。 

CRMC-

55495 

SF Case:  

05023830 

（代理）承認者に通知 - 承認者へのメールが送信されない。 

CRMC-

58296 

SF Case: 

05203994 

承認フローをクリックするとシステム エラー 

https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-54751
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-54751
https://login.salesforce.com/5006000000aWo16AAC
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58389
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58389
https://login.salesforce.com/5006000000cd4WhAAI
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-56624
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-56624
https://login.salesforce.com/5006000000bxE4XAAU
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58465
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58465
https://login.salesforce.com/5006000000dUO4OAAW
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-60093
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-60093
https://login.salesforce.com/5006000000emaFgAAI
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-55495
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-55495
https://login.salesforce.com/5006000000bHjobAAC
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58296
https://jira.concur.com/jira/browse/CRMC-58296
https://login.salesforce.com/5006000000dRahjAAC
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