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概要 

重要 

本サービスは事前申請、 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 

以下の機能が含まれます: 

• 日本語ユーザー インターフェースの文言変更 

• 印刷用レポート: [監査証跡] セクションと [監査証跡データ] コンテンツ タイプが登場 

• オフライン PNR の取得: レポートの順番待ちからの TMC 更新を防止 

• 申請から出張のプロセス: ユーザー インターフェースの変更 

• インポート/抽出監視: 前回の抽出ファイルをダウンロードする新機能が登場 

• 代理/プロキシ/アシスタント/手配者の区別 
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リリース ノート 

日本語ユーザー インターフェースの文言変更 

Concur では品質改善のため、恒常的に日本語 UI の改善を行っております。来月のリリースで

変更される予定の主な文言について予告します。 

[申請をクローズ/非アクティブ化] を [申請を非アクティブ化] に改定します。 

申請のクローズを許可する設定になっている場合、申請及び申請リストに [申請をクローズ/非

アクティブ化] ボタンが表示されます。しかし、このボタン名は単に申請画面を閉じるものとい

う誤解をユーザーに与える可能性がありました。しかし実際には、このボタンは [アクティブな

申請] リストから申請を削除するものであり、申請の残高がゼロに戻ります。それによって申請

が経費精算レポートに割り当てることができなくなるというものです。この用途を明確にするた

め、5 月のリリースでこのボタンの名前を [申請を非アクティブ化] に変更する予定です。 

 

Request 

印刷用レポート: [監査証跡] セクションと [監査証跡データ] コンテンツ タイプが登

場 

概要 

印刷用レポートの設定オプションに [監査証跡] のコンテンツ セクションと [監査証跡データ] 

のコンテンツ タイプを追加して、機能を強化しました。  
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業務目的とユーザーへの利点 

印刷用レポートに監査情報を含めることができます。これは Expense の機能に揃えて追加され

たものです。 

設定およびアクティブ化 

Request 構成管理者が [管理] ＞ [申請] ＞ [印刷用レポート] でこの新セクションとコンテン

ツ タイプを印刷用レポート テンプレートに追加することができます。  

 詳しくは、設定ガイド「Request： Printed Reports」 をお読みください。  

オフライン PNR の取得: レポートの順番待ちからの TMC 更新を防止 

概要 

新しい設定 [TMC ステップの更新を承認待ちの旅程のみに制限する] を設け、オフライン PNR 

の取得機能を改善しました。これを有効にすると、 TMC は申請承認プロセスに影響を与えるこ

となく PNR をレポートとオフライン承認順番待ちの両方に送ることができます。 

オフライン PNR がレポートの順番待ちに送られた場合は、Request は TMC ステップでこれを

無視します。オフライン PNR が問題なく承認待ちに送られた時のみ申請は更新され、処理に進

みます。 

業務目的とユーザーへの利点 

オフライン PNR を使用したベストプラクティスのメソッドを提供します。 

• TMC は、適切な出張構成と CLIQCID の [オフライン承認順番待ち] と [オフライン承

認エラー順番待ち] を設定する必要があります。 

• 出張申請のオフライン PNR の取り扱いは必ずこの [オフライン承認順番待ち] に待機さ

せます。 

• Request のサイト設定が有効になっていれば、Concur は分析目的で体系的にレポート

の順番待ちに送る支援をいたします。 
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設定およびアクティブ化 

新しい設定は、[Request 管理] の [サイト設定] ページにあります。   

 

 さらに詳しい情報は、設定ガイド「Request: サイト設定」をご参照ください。  
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申請から出張のプロセス: ユーザー インターフェースの変更 

概要 

申請から出張の処理フローのユーザー インターフェースを改善しました。変更点は以下の通り

です: 

• 申請所有者が [承認済 - 予約保留中] のワークフロー ステータスにある申請にアクセス

する時は必ず [セグメント] タブの表示になります。 

• 申請から出張予約するボタンが申請ヘッダーから [セグメント] タブに移動し、 [出張の

予約] に名称変更しました。 

業務目的とユーザーへの利点 

予約プロセスを明確にし、かつユーザーに予約を完了させるための備忘として役に立ちます。 

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。 

インポート/抽出監視: すべての抽出ファイルをダウンロードする新機能が登場 

概要                                     

インポート/抽出監視ツールの機能を強化し、前回実行した抽出ファイルをダウンロードできる

ようになりました。従来、ダウンロード リンクは使用に限りがありました。4 月リリースでは

抽出のダウンロード リンクが常に [抽出実行履歴] タブに表示されます。 
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業務目的とユーザーへの利点 

お客様ご自身で抽出ファイルをダウンロードできるセルフ サービス オプションを提供します。  

設定およびアクティブ化 

この機能は HTTPS アップロード/ダウンロードが有効なお客様のみご利用いただけます。ダウ

ンロード リンクを使用するには、ユーザー ロール [インポート/抽出監視] が必要です。 

代理/プロキシ/アシスタント/手配者の区別 

概要 

上記のロールは過去のリリースで登場したものですが、それぞれの役割を明確に説明します。 

その 1 定義 

NOTE: すべてのロールやアクセス権を使用している会社もあれば、一部使用していない会社も

あります。 

代理および出張アシスタント/手配者 

Expense、Request、Invoice において、ユーザーが自分の経費精算レポートや承認、申請を支

援する代理ユーザーを選びます。 

Travel における出張アシスタント/手配者も基本的に同じものです。ユーザーが自分の出張やプ

ロファイル変更などを支援する出張アシスタント/手配者を選びます。 

プロキシおよび自己割り当ての出張手配者 

Expense、Request、Invoice において、プロキシはユーザーの支援をしますが、ユーザー自身

が選ぶものではありません。たとえば、ヘルプ デスクのスタッフがプロキシとして緊急時にユ

ーザー情報にアクセスします。 
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Travel における自己割り当ての出張手配者も基本的には同じものです。自己割り当ての出張手

配者はユーザーの支援をしますが、ユーザー自身が選ぶものではありません。たとえば、ヘルプ 

デスクのスタッフが自己割り当ての出張手配者として緊急時にユーザー情報にアクセスします。 

機能強化 - 代理/プロキシ/アシスタント/手配者への表示 

ユーザー インターフェースを改善し、代理/プロキシ/アシスタント/手配者が [プロファイル] 

の [他のユーザーとして操作] リストにアクセスできるようにしました。  

 

代理/プロキシ/アシスタント/手配者が 30 名以下のユーザーの代わりを務めている場合、フィー

ルドをクリックするとリストにすべての候補者が表示されます。 

代理/プロキシ/アシスタント/手配者が 30 名より多くのユーザーの代わりを務めている場合、候

補者の姓の一部を入力します。条件に一致する候補者が 80 人までリストに表示されます。 

自己割り当ての出張手配者の場合は、30 名の候補者表示はありません。常に姓の一部をタイプ

するようにします。条件に一致する候補者が 80 人までリストに表示されます。 

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。 
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推奨環境 

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 [サポートへのお問い合わせ] メニュー オプションが利

用できます。[ヘルプ] ＞ [サポートへのお問い合わせ] 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。 

 

 


