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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。 
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リリース ノート 

事前申請（Request） 

空港検索で小規模空港をサポート 

概要 

事前申請の [セグメント] ページの空港検索で小規模空港がサポートされるようになりました。  

業務目的とユーザーへの利点 

事前申請の空港検索機能が出張予約と連携するようになりました。  

• 事前申請ユーザーの利点: 小さな空港であっても出張の事前申請ができます。例: ビジネ

ス ジェットのみに制限されている空港やフライトの頻度が非常に低い小規模空港。 

• 事前申請承認者の利点: 可視性が増し、従業員の出張を管理しやすくなります。 

設定およびアクティブ化 

自動的に使用できるようになります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

事前申請の承認済総額にタクシーとリムジンが含まれます 

概要 

事前申請の承認済総額にタクシーとリムジンの旅程金額が含まれるようになりました。従来はこ

れら 2 つのセグメント タイプは承認済総額に含まれていなかったため、承認後予約のプロセス

を使用しているお客様にとっては、申請承認後にリムジンやタクシーを予約しても承認済総額に

その金額が含まれていませんでした。 
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業務目的とユーザーへの利点 

承認済総額にすべてのセグメント タイプが含まれるようになりました。   

設定およびアクティブ化 

自動的に使用できるようになります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

承認後に予約: マネージャーへの通知 

概要 

 [承認済申請を予約する時にセグメントを旅程で更新する] の設定をアクティブ化した場合、申

請金額を推定金額から実際の予約金額に変更することができます。従来は、申請時の承認金額は

保存されませんでした。本リリースでは、申請時の承認金額が変数（ワークフロー ルールとメ

ール通知で利用可能）: [予約前の承認金額] に保存されます。この変数を使用すると、ワークフ

ロー ルールを使ってマネージャーが承認した申請金額（予約前の承認金額）と実際の予約で更

新された申請金額（承認済総額）を比較することができます: 
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承認者へのワークフロー メール通知にこの二つの変数を含めることができます。備忘メールの

新しい変数は以下の通りです: 

%TotalApprovedAmountBeforePEBK% 

%L_TotalApprovedAmountBeforePEBK%   

業務目的とユーザーへの利点 

[承認後予約] ワークフローにおいては、出張を予約する前に申請が承認されたものとみなされ

ますが、ユーザーは承認後に金額の異なる出張を予約することが可能です。そこで申請時の承認

金額と実際の予約で更新された申請金額（承認済総額）が異なる場合は、既定の承認者に通知さ

れるようになりました。 

可視性が増し、従業員の出張を管理しやすくなります。 

設定およびアクティブ化 

事前申請の管理者は新しいデータ変数を使用してワークフロー ルールとワークフロー メール通

知を更新することができます。  

 さらに詳しい情報は、設定ガイド「Request: ワークフロー（概要）」をお読みくださ

い。  

日本語の管理ページの用語を更新 

概要 

日本語インターフェースの用語が変更されます。4 月のリリースで変更の対象になっているのは

サインイン、ホーム、経費の管理、経費精算レポート、仮払申請、カード取引表示、備忘メール

です。  
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従来の表示 

 

新しい表示 

 

業務目的とユーザーへの利点 

用語が更新され、より使いやすいページになります。  

詳細情報 

具体的な変更点は以下のページでお知らせしています。手順書やマニュアルを更新する必要があ

るお客様のために Doc ファイルをご用意していますので、ダウンロードしてお使いください:日

本語インターフェースの文言変更についてのお知らせ  

設定およびアクティブ化  

自動的に使用できるようになります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 

近日リリース: IE バージョン 8、9 のサポート終了アラート 

概要  

Concur は 2016 年 2 月 12 日に Web ブラウザの Internet Explorer 8 および 9 のサポートを

終了しました。これは、2016 年 1 月 12 日に Microsoft が当該ブラウザのサポートを終了した

という発表に伴うものです。Concur のお客様は、Internet Explorer 11 または他のサポー

トされているブラウザに早急に移行してください。   

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Terminology/TerminologyNotice.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Terminology/TerminologyNotice.pdf
http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2014/08/07/stay-up-to-date-with-internet-explorer.aspx
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Concur は、これらのブラウザで適切に動作しない可能性のある機能をすでに開発しています。

サポートされているブラウザに移行することで、ユーザーの方が Concur やご使用の他のアプリ

ケーション、ならびに Concur のような会社がリリースする最新の機能強化や機能をご利用いた

だけるようになります。  

今後のサービス リリース - ログイン時に注意喚起のバナー 

今後、IE バージョン 8 や 9 でのログインを検知するとユーザーにバナーを表示し続ける機能を

リリースします。このバナーは、使用中のブラウザは機能するものの、すべての特長を利用する

ことはできないことをユーザーにお知らせします。 

管理者の方は、今後、IT 部門とユーザーにバナーが表示されることに留意してください。 

業務目的とユーザーへの利点 

非推奨のブラウザで Concur 製品を使用しているエンドユーザーに移行の準備を促します。  

設定およびアクティブ化  

追加の設定やアクティブ化は必要ありません。今後のリリース ノートでバナーのイメージをお

知らせします。 

近日の予定: 非推奨の Concur API 

概要 

今後のリリースで Concur プラットフォームが提供している API および API 関数の一部を非推

奨とします。2016 年 2 月 19 日の最初の告知から 90 日後の 2016 年 5 月 19 日より非推奨とし

ます。2016 年 5 月 19 日に廃止が行われます。非推奨となる API と API 関数の問題について

は 2016 年 11 月 19 日まで引き続き取り組む予定です。それ以降はこれらの API と関数の問題

については対応いたしません。また、新しい問題についても取り扱いいたしかねます。  

Concur プラットフォームの非推奨ポリシーについて詳しくはこちらをお読みください:  

https://developer.concur.com/tools-support/reference/deprecation-policy.html 

https://developer.concur.com/tools-support/reference/deprecation-policy.html
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非推奨となる API 関数は以下の通りです: 

 

API API 関数 

Allocation Create Allocation v3.0 

 Delete Allocation v3.0 

 Get Allocation Details v1.1  

 Get Allocation Info v1.1  

Itemization Get Itemization v3.0 

 Update Itemization v3.0 

 Delete Itemization v3.0 

 Post Expense Entry Itemization 1.1 

Localization Get Localized Data v3.0 

List Update List v3.0 

Attendee/Attendee Type Get Attendee  v1.0 

 Delete Attendee v3.0 

 Create Attendee Type v3.0 

 Delete Attendee Type v3.0  

製品によっては、使用できない API もあります。  

業務目的とユーザーへの利点 

使用されない API や関数を廃止します。  

設定およびアクティブ化  

社内の Web サービス担当またはサードパーティーの開発担当にこの変更について連絡してくだ

さい。  
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追加情報については、Concur サポート ポータルをご参照ください: 

https://developer.concur.com 

近日リリース: クラシック サインイン ページが今後のリリースで更新されます 

概要 

クラシック サインイン ページを使用する、または director.concursolutions.com からサイン

インするお客様のサインイン ページに、今後のページの更新について通知するメッセージが表

示されます。  

 

2016 年の今後のリリースでこの更新が行われますが、お客様側で行う変更はありません。ユー

ザーは自動的に、次のサインイン ページにリダイレクトされます。

https://www.concursolutions.com/この新しいサインイン ページで現在のユーザー名とパス

ワードを使用することができます。  

 業務目的とユーザーへの利点 

より安全な新しいサインイン ページがお客様に提供されます。  

https://developer.concur.com/
https://www.concursolutions.com/
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設定およびアクティブ化  

この新機能の使用にあたり、お客様側で行う変更はありません。ユーザーは、ログイン ID また

はパスワードを更新する必要はありません。サインイン ページをブックマークしているお客様

は、新しい URL のサインイン ページにリダイレクトされます。必要に応じて、新しい URL に

ブックマークを更新する必要があります。 
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当四半期のハイライト 

ビデオでご紹介します 

各四半期に行った改善のハイライト ビデオを視聴（英語）  

 

2015  ハイライト 

第 4 四半期 • 新しいサインイン ページ 

• Intelligence ダッシュボード 

• ほかのユーザーとして操作 

• TripLink 

• 新しい管理キット 

• Fusion 

• Concur Labs 

第 3 四半期 • パフォーマンスとサポートの強化  

• Google カレンダーと Travel の統合  

• Lufthansa および Lyft との新しいパートナーシップ 

• Concur for Mobile でホテルのおすすめ 

• Standard Edition で発注申請と発注一致 

第 2 四半期 • Concur Travel 直接接続の新しいパートナー 

• 仮払申請ワークフローの改善（Professional Edition のみ） 

• Concur Invoice にて代理設定が利用可能 

• Concur App からアクセス可能な新しい TripLink パートナー 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/_Qrtrly-Highlights.htm
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2015  ハイライト 

第 1 四半期 • Microsoft 社が Internet Explorer 8 のサポートを終了 

• Outlook 同席者の Expense への自動的なインポート 

• 経費支給ゲスト ユーザー (Professional Edition のみ) 

• Concur Business Intelligence に新しいアクティブなレポートを追加 

• Concur Messaging 機能の強化 

• 新しい TripIt Pro/TripLink ツールキット 
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解決した問題 

 

ケース ID 説明 

CRMC-89827 提案を選択する際にアプリケーション エラーが発生

しました 

CRMC-89438、CRMC-89439、CRMC-89448、

CRMC-89613、CRMC-89797 

出張申請の期限 - 申請期限プロセス実行 

CRMC-82835 Request で小規模空港をサポート 

CRMC-88865 Expense DB パート 25 に空港がない 

CRMC-86554 空港を固定（少なくとも YIH）  

CRMC-83840 ユーザー インポート ジョブは java スタック エラ

ーで終了しました。 

CRMC-73173、CRMC-84867、CRMC-84869、

CRMC-90204 

" %WhoChanged%" はメール通知に表示されてい

ません 

CRMC-84278 出張申請連結リストの異常 

CRMC-76968 UI が誤った選択肢を指しています（申請管理では

なく申請の処理）。 
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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。 

 

 


