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以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。 

 Expense 

 Professional/Premium edition 

 Standard edition 

 Travel  
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 Standard edition 

 Invoice 

 Professional/Premium edition  

 Standard edition 

 Request 

 Professional/Premium edition 

 Standard edition 
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改訂履歴 

  

日付 注意事項 / コメント / 変更内容 

2022 年 3月 07日 テスト ユーザーによる取引は支払請求ができないという注意を、概要に追加しました。 

2022 年 1月 21日 著作権の年を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付に変更はありません。 

2021 年 4月 15日 著作権の年を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付に変更はありません。 

2020 年 7月 1日 新 UI および既存 UI についての情報を更新しました。全体的な修正を行いました。表紙の日付

を更新しました。 

2020 年 4月 27日 [Authorization Request] チェック ボックスの名前を、ガイドのタイトル ページの [Request] 

に変更しました。表紙の日付に変更はありません。 

2020 年 1月 15日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。 

2019 年 11月 1日 SAP Concur サインイン ページの図を更新しました。 

2019 年 4月 2日 「Concur」という表記を「SAP Concur」に変更しました。 

2019 年 3月 20日 「支払申請」という用語を「請求書」に変更しました。その他の変更はありません。 

2019 年 2月 11日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。 

2018 年 10月 29日 既存 UI および新 UI の情報を追加しました。新しい SAP Concur ロゴを使用しスクリーン ショ

ットを更新しました。表紙の日付を更新しました。 

2018 年 4月 16日 表紙のチェック ボックスを変更しました。そのほかの変更および表紙の日付の更新はありません。 

2018 年 1月 13日 記載されている機能が経費精算にも適用されるようになったため、セクション「テスト ユーザーの複

製」を更新しました。  

2016 年 12月 14日 著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。 

2016 年 10月 27日 コンテンツを新様式に更新しました。内容の変更はありません。 

2015 年 11 月 16 日 プロキシに関する明確な説明を追加しました。   

2015 年 11 月 12 日 「クレジット カードのテスト取引について」セクションを更新しました。 

2015 年 3月 13日 新しいセクション「出張予約のテスト」を追加しました。 

2015 年 2 月 17 日 現行の UI への参照を削除し、内容を全般的に更新しました。 

2014 年 12月 12日 テスト ユーザーの複製に関する情報を追加しました。 
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日付 注意事項 / コメント / 変更内容 

2014 年 10月 10日 2 種類のユーザー インターフェースについての情報を追加しました。そのほかの内容の変更はありま

せん。 

2014 年 9 月 12 日 請求書処理の構成管理者（制限なし）は、[テスト ユーザー取引の消去] ウィンドウのオプション

を使用してテスト ユーザーのデータを消去できるようになりました。 

2014 年 7 月 17 日 この機能が請求書処理でも利用可能になったことを記載して更新しました。 

2014 年 1月 23日 表紙と著作権を変更しました。そのほかの内容の変更はありません。 

2013 年 2月 27日 名称を「Travel Request（出張申請）」から「Request（申請）」に変更しました。そのほかの

内容の変更はありません。  

2013 年 2月 22日 テスト ユーザーが法人カード取引、出張セグメント（経費精算レポートを作成しない）および E-

Receipt（スマート領収書）を削除できるようになりました。 

2012 年 12月 28日 商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。 

2012 年 7 月 13 日 ユーザー管理者が、[ユーザー管理] で経費テスト ユーザー フィルターを使用してテスト ユーザーを

検索できるようになりました。 

2012 年 2 月 著作権を変更しました。内容の変更はありません。 

2010 年 12月 31日 著作権を更新し、商標を変更しました。内容の変更はありません。 

2010 年 10 月 15 日 消去アクションで、アクティブ ユーザーと非アクティブ ユーザーの両方の取引データが消去されるように

なりました（ユーザーに関連付けられている取引を消去するには、消去アクションの前にユーザーをア

クティブ化しておく必要があります）。 

2010 年 8 月 19 日 共通設定ガイドになりました。 Expense、Invoice、Travel 製品すべてにご利用いただけます。 

2009 年 12 月 単独の設定ガイドに変更しました。内容の変更はありません。 

2009 年 18月 9日 以下を更新しました。 

• 制限付きユーザーがテスト ユーザーを設定できるようになりました。 

• テスト ユーザー のデータは Cognos に入力されません。 

• プロキシ テスト ユーザーは、運用ユーザーではなく、ほかのテスト ユーザーの代わりにのみ操作

を実行できます。 

2009 年 8月 (SU46) テスト ユーザー機能は Expense 製品でのみご利用いただけることに関する注記を追加しました。 

2009 年 4月 (SU42) テスト ユーザーの作成、SSO の使用、テスト クレジット カードの使用、分析レポートに関する追加

の詳細情報を追記しました。 

2009 年 3月 (SU41) グループ機能の追加 

2008 年 12月 (SU38) クレジット カード テスト取引機能の追加 
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2008 年 8 月 (SU34) 初版発行 
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テスト ユーザー 

セクション 1:  アクセス許可 

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみ

アクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合がありま

す。  

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス許可がない場合は、社内の SAP Concur 

管理者にお問い合わせください。 

さらに、このガイドに記載されている作業は SAP Concur にのみ許可されているものもあります。その場合、お

客様はサポートにサービスの開始をサポートに依頼する必要があります。  
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セクション 2:  Concur Expense エンド ユーザー向けの 2つのユーザー インタ

ーフェース 

SAP は現行のユーザー インターフェース (UI) から新しいインターフェースに移行しているところです。  

 

新 UI はさまざまなユーザ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。 

! 重要: 新 UI への移行は Concur Expense のみ、またエンドユーザーにのみ影響します。承認者と処

理者は引き続き既存の UI を使用します。 

本ガイドについて – ユーザーへの表示  

移行期間中（お客様が既存の UI から新 UI に移行する間）、本ガイドには両方の UI について記載しま

す。既存の UI のエンドユーザー画面のサンプルがある場合は、新 UI のサンプルも掲 
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示されます。 

エンドユーザー向け移行ガイド 

詳細が記載されたエンドユーザー ガイドをご覧ください。新 UI について詳しく説明されています。  

セクション 3:  概要 

テスト ユーザー機能を使用すると、運用環境内で安全に SAP Concur の機能をテストすることができます。テ

スト ユーザーは運用環境から効率的に追加されます。テスト ユーザーが運用のユーザーと同様に運用データの

表示や設定を行うことはできません。 

NOTE: テスト ユーザーによる取引は支払請求ができません。   

テスト ユーザーは従業員に割り当てられるロールではありません。従業員のロールではなく属性です。また、テスト 

ユーザーという概念は SAP Concur 製品の多くで幅広く使用されています。従業員がテスト ユーザーである

場合、Concur Expense、Concur Invoice、Concur Request に対するテスト ユーザーということになりま

す。この機能がこれらの製品のいずれかでアクティブ化されている場合、リストされているその他の SAP Concur 

製品にも適用されます。  

このガイドでは、以下の操作手順について説明します。 

• テスト ユーザー機能のアクティブ化 

• テスト ユーザーの作成および有効化 

• SSO の使用 

• クレジット カードのテスト取引の作成 

• テスト取引のみの抽出の作成 

• 運用（実際）の抽出からのテスト取引の除外 

• すべてのテスト取引の消去 

• テスト ユーザーの非アクティブ化 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/NextGenEXP/NextGenExp_transition_user.pdf
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安全装置 

このシステムでは、テスト ロールの許可と製品へのアクセスを実現すると同時に、いくつかの安全装置が組み込ま

れており、テスト ロールとデータが、抽出、クレジット カード取引、Cognos データベースなど、「実際の」システム

操作に組み込まれないようになっています。さらにテスト専用の抽出を生成できるため、抽出用のブリッジ プログラ

ムを検証する際に便利です。テスト作業を完了したら、テスト従業員のすべての取引データをシステムから消去で

きます。 

テスト ユーザー向けのユーザー インターフェイスのバナー  

テスト ユーザー モードである場合、ユーザー インターフェイスには全ページの上部に警告バナーが含まれ、ユーザ

ーがテスト ユーザーでログインしていることを注意喚起します。 

こちらの例は既存の UI を示しています: 

 

こちらの例は新 UI を示しています: 
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テスト ユーザー機能で実行可能な操作、不可能な操作 

テスト ユーザー機能は、次のようなさまざまな目的に使用することができます。 

• クレジット カード取引のインポートからレポートの抽出までのエンドツーエンド テストを実行する 

• ワークフロー、フォームとフィールド、監査ルール、ポリシー、メール通知、イメージング、およびそのほかの構

成などの製品構成を検証し、調整する 

• 運用に使用するリリース前に、検証可能なテスト リストをインポートする 

• 抽出用のブリッジ プログラムを検証するためのテスト抽出を作成する 

• 作業環境からトレーニング資料を作成する 

• 作業環境で従業員を直接トレーニングする 

テスト ユーザー機能は次の目的には使用できません。 

• 全般として、テスト従業員、データ、または取引を運用データに混在させる（テスト データは「実際の」

作業データからは事実上隔離されています） 

• zDemo ロールを使用せずに出張予約をテストする（予約後にその予約が自動的にキャンセルされる

ようにするにはこのロールが必要です） 

! 重要: zDemo ユーザー ロールを使用して作成した取引はテストとしてマークされないため、消

去機能では消去されません。このロールを使用して作成した出張予約の取引を削除するには、

現行のサイトの機能を使用してください。 

 詳細については、本ガイドのセクション「出張予約のテスト」をご参照ください。 

• テスト リスト項目を、運用で使用する既存のリストにインポートする  

• テストの同席者、同席者タイプ、または同席者フォームを、運用の同席者、同席者タイプ、または同席

者フォームから分離する（同席者、同席者タイプ、および同席者フォームはテスト ユーザーと運用ユー

ザーの両方が使用できます） 

セクション 4:  ご利用の前に 

テスト ユーザー機能を使用する前に、運用ではない作業を定義して、それを進める最適な方法を決めておきま

す。たとえば、エンドツーエンド テストが必要である場合は、ワークフローのテスト用に、適切なロールを持った従業

員の完全なセットが必要です。  

テスト ユーザー機能をアクティブ化して使用する前に、以下の点にご注意ください。 
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• この機能をアクティブ化すると、除外フィルターがインストールされ、抽出に関連付けられているすべての

条件が更新されます。その結果、標準の運用抽出にテスト取引データが含まれなくなります。 

• テスト ユーザーのステータスは従業員の作成時に割り当てられ、後で変更することはできません。既存

の従業員に付与されているステータスも同様です。したがって、1 人の従業員がテスト用の経費精算レ

ポートと請求書の両方、および「通常の」経費精算レポートと請求書の両方をシステムで保持している

ことはありません。 

• Concur Expense と統合されている出張予約を使用する場合は、追加の構成が必要になります。 

 詳細については、本ガイドのセクション「出張予約のテスト」をご参照ください。 

ベスト プラクティス 

確認が必要なベスト プラクティスのリストは次のとおりです（Concur Expense は以下に記載、その他の製品

も同様）。 

• テスト ユーザーの数: テスト ユーザーの数は、実行する作業によって異なります。一般的に、クレジッ

ト カード取引の割り当てから経費精算レポートの抽出まで、経費精算レポートがワークフロー全体を通

過できるようにするユーザーを少なくとも 1 セット作成します。通常は以下のユーザーを含めます。 

 法人カード管理者（テスト クレジット カード口座とカード取引をテスト ユーザーに割り当てる） 

 経費精算レポート提出者 

 経費精算レポート承認者（マネージャー） 

 経費精算レポート承認者（承認権限者 - ワークフローで承認権限者を使用する場合、ワークフ

ローで承認権限の各レベルに追加します） 

 経費精算レポート処理者 

国やビジネス ユニットが異なるなど複数の経費グループがある場合、経費グループごとに上記のユーザ

ーを 1 セット作成します。経費精算レポート提出者または承認者の代理を使用する場合、これらのロ

ールのテスト ユーザーを作成すると適切な場合があります。 

• ID の消去: テスト ユーザーには、テスト従業員としてユーザーを明確に特定する、名前、従業員 

ID、ログイン ID、銀行口座番号、およびそのほかの識別属性が必要です。たとえば、名が「Test」で

姓が「Submitter01」というテスト経費精算レポート提出者を作成します。このように名前を付けると、

ワークフロー内で各ユーザーの目的を追跡しやすくなります。  

NOTE: 従業員 ID とログイン ID は一意にする必要があるため、実際の運用ユーザーの値は使用

できません。 
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• ワークフローの検証: ワークフローのテストでは、すべてのワークフローでワークフローのステップとルールを

すべて検証するために、十分な数のテスト従業員を追加する必要があります。通常は、一連のテスト 

ケースを実行しますが、このテスト ケースでは各ワークフロー ルールとワークフロー ステップを発動させる

テスト レポートを作成します。 

必須ロール 

以下の管理者ロールが必要です。サイトによってはこれらのロールを使用できない場合があります。SAP Concur 

管理者に問い合わせてこれらのタスクの最適な実装方法について判断してください（<製品>の箇所には、

Concur Expense、Concur Invoice、または Concur Request が入ります。以下は Concur Expense 

の例です）。 

• <製品> の構成管理者: 機能をアクティブ化して、テスト経費精算クレジット カード管理者が使用

するクレジット カード テスト取引を使用するのに必要なテスト支払タイプを作成します。 

NOTE: このロールのアクセス権がない場合は、SAP に依頼して作業を完了させてください。 

• <製品> の構成管理者（制限付き）: 経費精算の構成管理者ロールと同じですが、テスト ユー

ザーの取引を消去する権限はありません（消去するには SAP Concur サポートに依頼する必要が

あります）。 

• <製品> の処理者: レポートや請求書に関する最終承認などの作業を担当します。 

• 法人カードの管理者（経費精算）: テスト クレジット カードのテスト取引を実行します。 

• 共通構成管理者: 従業員プロファイル フォームに [テスト ユーザー] フィールドを追加します。  

NOTE: このロールのアクセス権がない場合は、SAP に依頼してタスクを完了してください。 

• ユーザー管理者: 新しいテスト従業員を追加します。 

プロキシ ロールを有するユーザー 

次の点にご注意ください。 

• テスト ユーザーでもあるプロキシは、ほかのテスト ユーザーのプロキシとしてのみ作業できます。  

• テスト ユーザーではないプロキシは、ほかの非テスト ユーザーのプロキシとしてのみ作業できます。  

NOTE: 唯一の例外には、SAP Concur の内部ロールがあります。たとえば、SAP Concur の実装

およびサポートがテスト ユーザーのプロキシとして作業することができます。 
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セクション 5:  テスト ユーザー機能の使用 

[テスト ユーザーの作成と使用を許可] フィールドを使用して、テスト ユーザー機能をアクティブ化します。フィー

ルドをオンにした場合、すべての抽出関連条件に関して除外フィルターが自動的にインストールされ、実稼働の抽

出からテスト取引データが除外されます。また、アクティブ化すると、すべての従業員プロファイル フォームに [テス

ト ユーザー] 従業員フィールドを表示することもできます。 

NOTE:  以下では Concur Expense を使用していますが、ほかの製品も同様です。 

 テスト ユーザー機能をアクティブ化するには: 

1. [管理] > [経費精算]（または [請求書処理] か [事前申請]）をクリックします。 

2. [テスト ユーザー管理]（左側メニュー）をクリックします。 

3. [テスト ユーザーの作成と使用を許可] チェック ボックスを選択（有効化）します。 

 

4. [保存] をクリックします。  

この機能をアクティブ化すると、次の情報メッセージのいずれか 1 つが表示されます。 

• 更新済: 条件が更新済の場合、「この条件はすでに手動あるいはプログラムによって適用されているた

め、テスト ユーザーを除外する条件はまだどの基準にも追加されていません」というメッセージが表示され

ます。 

• 未更新: 条件がまだ更新されていない場合、「テスト ユーザーを除外する条件は <件数> 件の抽

出基準に適用されています」という内容のメッセージが表示されます。 
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テスト ユーザーの作成: テスト ユーザーの設定および追加フィールド  

テスト ユーザー機能をアクティブ化したら、[フォームとフィールド] ページを使用して、従業員フォームに [テスト 

ユーザー] フィールドを追加します。新しいテスト従業員ごとにこのフィールドを選択して、抽出の作成と取引デー

タの消去に関して、この従業員タイプを異なる方法で処理するオプションをシステムで使用できるようにします。そう

しない場合、その従業員のテスト アクションはほかの従業員と完全に同じように処理されます。 

 [テスト ユーザー] フィールドを設定するには: 

1. [管理] > [経費精算]（または [請求書処理] か [事前申請]）をクリックします。 

2. [フォームとフィールド] をクリックします（左側メニュー）。 

3. [フォーム タイプ] リストで [従業員] を選択します。 

4. [フィールド] タブをクリックします。 

5. [テスト ユーザー] フィールドをクリックします。 

6. [フィールドの修正] をクリックします。 

7. [従業員管理者ロール] リストで [修正] をクリックします。 

 

8. [保存] をクリックします。  

 従業員フォームに [テスト ユーザー] フィールドを追加するには: 

1. [フォーム] タブをクリックします。 

2. 目的の従業員フォームをクリックします。 

3. [フィールドの追加] をクリックします。 
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4. [テスト ユーザー] をクリックします。 

 

5. [フィールドの追加] をクリックします。 

テスト ユーザーの作成: テスト ユーザー ステータスの割り当て 

ユーザー管理者ツールを使用して、1 人または複数のテスト従業員を作成し、それぞれをテスト ユーザーとして

マークします。テスト ユーザーとしてマークした従業員は運用環境内で通常の従業員と全く同じように機能しま

す。テスト ユーザーの取引テスト データが実際の（運用）データに影響する心配はありません。  

NOTE: テスト ユーザーは従業員に割り当てられるロールではありません。従業員のロールではなく、属性です。 
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 テスト ユーザー属性を従業員に割り当てるには: 

1. [管理] > [会社] > [組織管理] をクリックします。 

2. [組織管理] のページで、左側のメニューの [ユーザー管理] をクリックします。  

 

3. [新規ユーザーを追加] をクリックします。 

4. 従業員を設定します。この作業には、このテスト ユーザーとしてログインするために使用するログイン ID 

とパスワードの割り当てが含まれます。  

NOTE: ログイン ID には有効な@ドメイン値を使用する必要があります。この値によって、このユーザ

ーが組織に属していることが認識されるためです。 

5. [経費精算と請求書処理の設定] セクションの [テスト ユーザー] チェック ボックスをオンにします。 
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! 警告追加する従業員ごとに、従業員の作成時に [テスト ユーザー] チェック ボックスをオンに

する必要があります。この操作は従業員の初期設定後には変更できないため、ここで行うことが

重要です。 

6. テスト用に必要なだけ、新しい従業員の設定を繰り返します。 

NOTE: 安全装置として、既存のユーザーにはテスト ユーザー属性を割り当てることができないようになっていま

す。ユーザーが運用とテストの経費精算レポートの両方を持たないようにするためです。テスト ユーザー

機能は、テスト経費精算レポートのみを持つテスト従業員を対象にします。 

テスト ユーザーの複製 

Concur Expense および Concur Invoice をご使用のお客様に対し、テスト ユーザーの作成処理を自動

化して新しい機能のテストを素早くより効率的に行うことができるようになりました。このテストでは、既存のユーザ

ーを複製し、目的の数のテスト ユーザー（一度に 50 人、合計 999 人）を作成して、ワークフローと新機能

をテストすることができます。 

 テスト ユーザー管理にアクセスするには: 

1. （オプション）Concur Expense で、[管理] > [経費精算] > [経費精算の管理] をクリックしま

す。 

2. （オプション）Concur Expense で、[管理] > [請求書処理] > [請求書処理の管理] をクリッ

クします。 
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 テスト ユーザーを複製するには: 

1. [テスト ユーザー管理] ページで、[テスト ユーザーの作成と使用を許可] チェック ボックスを選択

（有効化）して、テスト ユーザー複製のセクションを表示します。 

 

2. フィールド [クローンを作成するテスト ユーザー] に、クローンを作成するユーザーを入力します。ユー

ザー名の入力を開始すると、システムで検索が実行され、一致が存在する場合はユーザー名が返され

ます。 

 

3. フィールド [作成するクローン ユーザー数 (最高 50)] で、テストに使用するテスト ユーザー数を

入力します。 

 

4. [テスト ユーザーのクローンを作成する] をクリックします。  
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[テスト ユーザーのクローンを作成する] ボタンの下にテスト ユーザーが表示されます。 

 

これらのテスト ユーザーはクローン元のユーザーと同じアクセス許可、ロール、およびグループを保持して

います。ただし、優先設定はコピーされず、代わりに既定の優先設定が割り当てられます。 

テスト ユーザーの検索 

ユーザー管理者は、検索の実行結果にテスト ユーザーを含めるか除外するかを選ぶことができます。この機能を

使用するには、[管理] > [会社] > [組織管理] > [ユーザー管理] に進みます。次に、[フィルターを表

示] オプションと [経費精算ユーザー フィルター] オプション（例を参照、ほかの製品も同様）が選択されて

いる（有効である）ことを確認します。[経費テストユーザー] で、3 つのオプションからいずれか 1 つを選択し

ます。 

• すべてのユーザー: 既定です。テスト ユーザーを絞り込みません。 

• テスト ユーザーを除外: 検索にテスト ユーザーのタイプを含みません。 

• テスト ユーザーのみ: 検索にテスト ユーザーのタイプを含みます。 

NOTE: このフィルターはシステムでテスト ユーザーの存在が検出された場合のみ表示されます。テスト ユーザー

が検出されていない場合、このオプションは使用できません。 

次の図では、テスト ユーザーのみを対象とした検索が実行されます。ほかのユーザー タイプはすべて無視されま

す。 
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出張予約でのテスト ユーザー機能の使用 

出張予約では、［テスト ユーザー］ フィールドを使用しないため、Travel のテストには追加の設定が必要に

なります。SAP Concur 製品全体でテストを調整するには、出張予約の管理者に問い合わせてください。 

 詳細については、本ガイドのセクション「出張予約のテスト」をご参照ください。  

 

シングル サインオン（SSO）でテスト ユーザー機能を使用する 

シングル サインオン（SSO）を使用すると、実稼働ユーザーが通常どおりに 1 度サインインするだけで、異なる

環境にシームレスにアクセスできるようになります。テスト ユーザーとしてのアクセスが必要である場合は、基本的

に 2 つの独立した ID を使用します。日常業務用の ID（運用ユーザー）とテスト関連の作業用 ID（テス

ト ユーザー）です。  

SSO システムでこれらのログイン情報を使用してテスト ユーザーを設定していないと、運用ユーザーにはテスト 

ユーザーとしてログインする方法がありません。これは、SSO システムがテスト ユーザーを認識しないためです。こ

のため、テスト ユーザーはログイン ページを使用してログインする必要があります。このように設定すると、テスト 

ユーザーに運用ではない環境の使用を許可しつつ、SSO は運用環境にのみ適用することができます。 
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標準のログイン ページでログインするには、Web ブラウザのアドレス バーに www.concursolutions.com と

入力します。ログイン ページが表示されます。 

 

テスト ユーザーに割り当てたログイン ID とパスワードを、[ユーザー名] と [パスワード] フィールドに入力して 

[ログイン] をクリックします。 

テスト ユーザーの無効化（非アクティブ化） 

テスト従業員に関連付けられているテスト取引データは、従業員が非アクティブ化されていると削除できません。

従業員を非アクティブ化する前に、テスト データを削除してください。  

 詳しくは、本ガイドの「システムからのテスト取引の消去」をご参照ください。 

 テスト従業員を非アクティブ化するには: 

[ユーザー管理] を使用して、従業員に非アクティブのステータスを適用します。 

NOTE: 従業員からこの属性を削除するために [テスト ユーザー] チェック ボックスをオフにすることはできませ

ん。このチェック ボックスは、従業員の初期設定後は操作できません。 

http://www.concursolutions.com/
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セクション 6:  出張予約のテスト  

概要 

これらのガイドラインには、請求されないテスト予約ができる出張予約のテスト ユーザー アカウントの設定方法の

詳細が記載されています。この処理では [テスト ユーザー] の従業員属性は使用しません。 

利点 

テスト ユーザー アカウントを作成すると、次のようないくつかの利点があります。  

• 会社全体で展開する前に、新機能をテストできる 

• 取引に関して SAP からの請求を受けることなく機能をテストできる 

• フルフィルメント旅行会社では、予約を作成して、中間およびバック オフィス環境をテストできる 

• 出張予約のレポートにフィルターを適用すれば、テスト ユーザーの予約が除外される 

• 出張予約および経費精算をお使いのお客様の場合は、出張予約から経費精算レポート提出までの、

エンドツーエンドのテストを実行できる 

構成 

テスト ユーザー アカウントを設定するには、以下のステップを実行する必要があります。  

1. 名が「William」であり、姓が「Never」であるユーザーを作成します。「William Never」という名前を

使用すれば、SAP が予約に対して請求することはありません。ただし、偽名を使用するとデビッド メモに

繋がる可能性があります。デビッド メモとは、各種の航空会社によりフルフィルメント旅行会社に請求さ

れる管理料金です。必ず、フルフィルメント旅行会社に名前の割り当てを確認してください。  

2. ユーザーに、先頭が「testbooking」であるログイン ID を割り当てます。  

例: testbooking@concur.com 

NOTE: さまざまなシナリオに向けて、testbookingsabre@concur.com や 

testbookingapollo@concur.com などの複数のテスト アカウントを定義できます。  

3. zDemo ロール管理を割り当てます（出張予約 Professional 版のみ）。このアクセス許可により、

製品内で作成された予約が GDS で自動予約されていないことを確認できます。これは特に予約をチ

ケット発券に絶対に送信しないためのものです。SAP では、予約の 2 ～ 5 時間後に予約を自動

的にキャンセルします。   

mailto:testbooking@concur.com
mailto:testbookingsabre@concur.com
mailto:testbookingapollo@concur.com
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 Concur Travel および Concur Expense をお使いのお客様は、zDemo アクセス許可を 

[テスト ユーザー] 属性と組み合わせて、追加のテスト情報にすることができます。出張を予約で

きる [テスト ユーザー] 属性および zDemo アクセス許可の両方を保持しているユーザーは、

Concur Expense で出張の予約日と一致したデモ カード取引を自動で受信します。これらのカ

ード取引を経費精算レポートに追加すると、プロセス全体をエンドツーエンドでテストすることができ

ます。    

4. このユーザーとしてログインし、テスト クレジット カードを割り当てます。使用できるテスト クレジット カー

ドは以下のとおりです。 

 

カード タイプ カード番号 文字数 

MasterCard 5105 1051 0510 5100 16 

MasterCard 5555 5555 5555 4444 16 

VISA 4111 1111 1111 1111 16 

VISA 4012 8888 8888 1881 16 

VISA 422 222 222 222 2 13 

アメリカン エキスプレス 3782 822463 10005 15 

アメリカン エキスプレス 3714 496353 98431 15 

アメリカン エキスプレス コーポレート 3787 344936 71000 15 

ダイナース クラブ 3852 000002 3237 14 

ダイナース クラブ 3056 930902 5904 14 

ディスカバー 6011 1111 1111 1117 16 

ディスカバー 6011 0009 9013 9424 16 

JCB 3530 1113 3330 0000 16 

JCB 3566 0020 2036 0505 16 

次のシナリオには、実際の有効なクレジット カードを割り当てる必要があります。 

• 発券後の変更: 初回のチケット発行および交換に際し有効なカードが必要です。 

• 直接接続および即時購入: 支払先の一部で、すべての予約に際し有効なカードが必要で

す。 
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テストのガイドライン 

出張予約でのテストでは、以下のガイドラインに従うこを推奨します。 

• フルフィルメント旅行会社と連携して、どの支払先をテストするか、または回避するかも含め、テスト予約

ユーザーを確認してテスト シナリオを定義する 

• 少なくとも 6 か月先まで予約する 

• 即時購入、デポジット、または払戻不可の運賃タイプを回避するため、ホテルのキャンセル ポリシーを検

証する 

• 可能であれば、払戻可能な運賃を選択する 

• 同じ日付と都市ペアと、同じ航空会社と出張者に対しては、複数回予約しない  

• お客様が特定の都市ペア、航空会社、または経路の確認の必要があるマーケットで作業している場

合、異なる予約申請日を使用する  

• 可能であればテスト クレジット カードを常に使用する 

• 予約がキャンセルされたことを確認するか、自身でキャンセルする 

• SAP Concur 製品全体でテストを調整する（該当する場合） 

 特定の支払先のテストについての詳細は、SAP Concur サポート ポータルや出張予約管理のオンラ

イン ヘルプで利用できる、適切な「Travel サービス ガイド」をご参照ください。 

システムからのテスト取引の消去 

構成管理者は、すべてのテストを完了したら、ユーザー インターフェースを使用してテスト取引を消去することがで

きます。経費精算の構成管理者（制限付き）はこの操作を実行できません。また、この管理者はこの作業を

実行するためにテスト ユーザーになる必要はありません。 

NOTE: 以下に記載しているのは Concur Expense における手順です。  

システムからのテスト ユーザー データの消去 

 システムからテスト従業員取引を削除するには: 

[テスト ユーザー管理] で [テスト ユーザー取引の消去] をクリックします。 
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セクション 7:  付録 A - 特定の機能に関するテスト ガイド 

以下のセクションでは、サポートされている製品の特定エリアのテストについて詳しく説明します。一部のセクション

は Concur Expense や Concur Invoice などの特定の製品のみが該当しますが、それ以外のセクションは

複数の製品に共通しています。  

グループの使用  

テスト ユーザーでのグループの利用 

各製品の強力な機能の 1 つに、グループという概念があります。グループを使用すると、さまざまな従業員のグル

ープに、許可する操作機能を区分することができます。たとえば、ある国やビジネス ユニットに属している従業員

のデータ エントリ要件やポリシー遵守要件は、別の国やビジネス ユニットの従業員とは異なります。グループを設

定すれば、このような国 / 事業単位に属している従業員に適用するデータ エントリやポリシー遵守などの機能

を変えることができます。 

また、実稼働ではない作業の実行時にもグループは便利です。つまり、運用グループから制限しながら、テスト ユ

ーザーをテスト グループに配置することができます。 

グループ構成について 

個々のグループの設定は、グループ構成を使用して制御します。グループ構成は、経費、請求書、税、または出

張手当に関して同じ構成を共有する、1 つ以上のグループの集まりです。 
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NOTE: グループ構成の作成については Concur 導入担当者または SAP Concur サポートへ依頼してくだ

さい。 

グループおよびグループ構成の使用 

テスト グループを使用すると、本番のグループ構成の設定および関連機能に影響を及ぼさずに、グループ内限

定の設定をテスト グループ構成に割り当てることができます。 

例: 国の追加 

例として、新しい国を追加するときにはテスト グループを使用すると便利です。このシナリオでは一般的に、グルー

プ構成、税グループがあり、また場合によってはその国の出張手当グループ構成が設定されています。各グループ

は、新しい国に関する経費、税、および出張手当の構成を検証するためのテスト グループとして機能します。  

ステップを進めると、この国に設定されている関連の [国] フィールド（ユーザー プロファイル上）を使用してテス

ト ユーザーを作成することができ、その結果、これらのユーザー タイプがこれらのグループに明示的に割り当てられ

ます。このシナリオでは、一連のユーザー承認テスト ケースを実行し、それぞれで構成と関連機能を検証して、機

能が要件を満たしていることを確認できます。満足できる結果が出たら、すべてのテスト データを消去して、この

国の運用ユーザーを追加することができます。 

例: ビジネス ユニットの追加 

テスト グループは、独自のグループを必要とする新しいビジネス ユニットを追加する場合にも便利です。新しい国

を追加するときと同様に、ビジネス ユニットを追加するために、経費グループを設定します。ユーザー プロファイル 

セットを使用してテスト ユーザーを作成すると、これらのユーザーをこのグループに割り当てることができます。プロフ

ァイルのセット様式は、組織が経費グループを定義する方法によって異なります。通常は、ビジネス ユニットのリス

トであるフィールドで決定されます。  

前述のとおり、一連のユーザー承認テスト ケースを実行し、それぞれの設定と関連機能を検証すると、ビジネス 

ユニットが要件を満たしていることを確認できます。満足できる結果が出たら、すべてのテスト データを消去して、

このビジネス ユニットの運用ユーザーを追加できます。 

グループは、新しい国やビジネス ユニットを追加する以外でも役立ちます。グループ内限定の設定を実稼働環

境用に有効にする前に有効にしたい場合は、 SAP にテスト グループ構成の設定を依頼してください。ユーザー 

プロファイル セットを使用してテスト ユーザーを作成すると、これらのユーザーをこのグループに自動的に割り当て

ることができます。前述のとおり、ユーザー承認テストや構成と関連機能の検証が成功したら、適切な製品の経

費グループに割り当てることができます。 
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グループ内限定の構成 

多くの機能は構成で制御します。ほとんどの設定はグループ内限定です。グループ内限定の設定は、別のグルー

プの構成に影響を及ぼさずに特定のグループに適用することができます。  

グループ内限定の設定には 3 つの種類があります。 

• グループ: これらの設定は、従業員がレポートを提出するグループまたは請求書が属するグループに関

連します。一般的な例としては、経費タイプ、データ エントリ フォーム、承認経路、監査ルール、および

備忘メールなどがあります。 

• 税グループ: これらの設定は、税額および還付額の計算に関連します。従業員の税グループは、従業

員の国によって決まります。 

• 出張手当グループ: これらの設定は、出張手当の計算に関連します。従業員の出張手当グループ

は、従業員の国によって決まります。 

グループに限定されない設定 

ユーザーが所属するグループに関係なく、すべてのユーザーに共通して適用される設定もいくつかあります。たとえ

ば、同席者、同席者タイプ、および同席者フォームなどの同席者の支出の追跡に関連する設定です。これらの構

成タイプの場合、運用ユーザーがアクセスする前に設定を検証する有効な方法はありません。 

 詳しくは、設定ガイド「Concur Expense: グループ構成」などの製品固有のドキュメントをご参照くだ

さい。 

経費: クレジット カードのテスト取引の使用 

クレジット カードのテスト取引について 

クレジット カード取引は、テスト ユーザー機能を使用するときにテスト コンポーネントとして含めることができます。

この機能を使用すると、管理者は以下の操作を実行できます。 

• テスト支払タイプであると簡単に識別できる支払タイプを作成する。 

• テスト カード口座および取引を作成する。 

• テスト クレジット カード取引を「実際の」業務用の実稼働データから除外して、 Expense テスト法

人カード管理者が使用できるようにする。 

テスト従業員とレポートを作成するときと同様に、テスト用の取引は実稼働データから効果的に分離されるため、

テスト クレジット カード取引を「実際の」データと実稼働環境に併存させることができます。安全装置として、以

下の機能が実装されています。 
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• テスト カード取引をテスト ユーザーにのみ割り当てることができます。テスト ユーザーをテスト カード以

外の取引に割り当てることはできません。 

• テスト ユーザーとして設定される法人カード管理者はテスト法人カード管理者であり、テスト ユーザー

として設定される処理者はテスト処理者です。 

• テスト法人カード管理者による検索の結果には、テスト ユーザー従業員やテスト取引以外は含まれま

せん。 

• 法人カード管理者の設定がユーザーにカード取引の削除を許可しているかどうかに関係なく、テスト ユ

ーザーはいつでもテスト カード取引を削除することができます。これにより、必要に応じて個別のテスト 

ユーザーに対してテスト データの削除を確認できます。 

• 消去するときは、すべてのテスト カード取引がシステムから削除されます（テスト カード取引タイプの

み）。 

テスト クレジット カード取引タイプの作成 

クレジット カード テスト取引は 3 ステップで設定します。  

• 最初に、テスト クレジット カードのインポートを設定します。  

• 次に、テスト ユーザーに経費精算法人カード管理者ロールを付与します。このとき、テスト法人カード

管理者ロールが作成されます。   

• 最後に、テスト法人カード管理者がテスト カード口座およびカード取引を経費精算ユーザー ロールを

持つテスト ユーザーに割り当てます。このロールのテスト ユーザーがテスト カード取引を経費精算レポ

ートに割り当て、レポートを送信できるようになります。 

テスト クレジット カードのインポートの作成 

SAP が組織のテスト クレジット カード フィードのインポートを設定します。システムでフィードをインポートするとき

に次の処理が行われ、テスト クレジット カード フィードが作成されます。 

• 元のクレジット カード フィードの運用口座番号とテスト口座番号を区分するため、テスト口座番号にす

るすべての口座番号に、システムによって文字「T」が先頭に付加されます。これがテスト口座になりま

す。 

注意: 文字「T」は次の列に追加されます。

CT_CREDIT_CARD_ACCOUNT.ACCOUNT_NUMBER 

CT_CREDIT_CARD_TRANSACTION.TRANSACTION_ID 

• テスト口座に関連付けられているカード取引を、テスト カード取引としてマークします。 

テスト口座とカード取引を割り当てることができるのはテスト ユーザーだけです。実稼働ユーザーはテスト カード

取引にアクセスできないため、テスト取引は運用レポートに表示されないようになっています。 
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テスト クレジット カードのインポートを作成するときの手順は以下のとおりです。 

• テスト クレジット カードのインポートを設定するように、 SAP にサービスをご依頼ください。SAP 

Concur のコンサルタントが、必要な手配についてご説明します。次の概要をご参照ください。 

• クレジット カードのインポートのソース ファイルとして使用するファイルを決定します。通常、これはテスト

用に使用する、事前に処理した運用クレジット カード ファイルです。ただし、機密データを完全に削除

するように編集した運用カード ファイルにすることもできます。この決定については、SAP Concur のコ

ンサルタントにご相談ください。 

• SAP Concur のコンサルタントがテスト支払タイプを設定し、この支払タイプに、テスト クレジット カー

ド フィードをインポートするクレジット カードのインポート ジョブを割り当てます。このテスト支払タイプを

設定すると、クレジット カードのインポート ジョブにより、ソース ファイルがテスト カード口座およびテスト 

カード取引に変換されます。 

重要: 交換勘定科目コード 

[会社に請求/会社が支払(CBCP)] を設定したクレジット カードの場合、交換勘定科目コードをカードに割

り当てる必要があります。[会社に請求/会社が支払（CBCP）] としてマークした経費を含む法人カード取引

経費を経費精算レポートで提出するには、[交換勘定科目コード] に入力する必要があります。入力しない場

合、フィールドが未入力のため経費精算レポートを提出できないことを通知するエラー メッセージが従業員に表

示されます。  

テスト支払タイプに交換勘定科目コードを設定すると、この支払タイプを使用するすべてのカード口座にこのコード

が割り当てられます。これが CBCP の場合は、このカードに使用する交換勘定科目コードを SAP Concur の

コンサルタントに連絡してください。そうしない場合、テスト ユーザーに割り当てるテスト口座番号ごとに交換勘定

コードを手動で入力する必要があります。 

テスト支払タイプの作成 

テスト ユーザー サイト設定を有効にした場合、[支払タイプ] ページに [テスト支払タイプ] チェック ボックス

が表示され、これを選択するとテストに固有の支払タイプを作成することができます（以下にあるのは経費精算の

詳細で、ほかの製品も同様です）。 

 テスト支払タイプを作成するには: 

1. [管理] > [経費精算] に進みます。 

2. [支払タイプ]（左側メニュー）をクリックします。[支払タイプ] ページが表示されます。 

3. [新規] をクリックして [支払タイプ] ウィンドウを開きます。 
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4. 以下の手順に従って、支払タイプを作成します。 

 支払タイプ コード: クレジット カード用の有効なコードを選択します（クレジット カード テスト取

引は、現金または会社支払には設定できません）。 

 テスト支払タイプ: このチェック ボックスを選択（有効化）して、この支払タイプがテスト ユーザー

機能のコンポーネントとして認識されるようにします。 

 

5. [保存] をクリックします。 

NOTE: テスト支払タイプが誤って運用の支払タイプと混同されることを防ぐため、[テスト支払タイプ] 

チェック ボックスは [支払方法、編集] ページには表示されません。 

テスト管理者の設定 

テスト ユーザーとして設定される法人カード管理者はテスト法人カード管理者であり、同様に設定される処理者

はテスト処理者です。これらのロールは、テスト取引、ユーザー、およびシステムのテスト関連のエリアのみを管理す

る権限があります。そのため、テスト ユーザー機能ではユーザー、口座、データを簡単に検索して操作することが

できます。  

 従業員に必要なロールとテスト ユーザー属性の両方を割り当てる操作の詳細については、本ドキュメン

トのセクション「テスト ユーザー ステータスを新規の従業員に割り当てる」をご参照ください。  

テスト口座とテスト取引をテスト ユーザーに割り当てる 

テスト カード口座をテスト ユーザーに割り当てるまで、テスト取引はテスト ユーザーの Concur Expense の 

[法人カード] ページに自動的には表示されません。クレジット カードのインポート ジョブでテスト クレジット カー
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ド フィードをインポートしたら、テスト法人カード管理者が Concur Expense の法人カード管理者ツールを使

用して、カード口座をテスト ユーザーに割り当てられるようになります。   

 口座を割り当てるには: 

1. [管理] ＞ [法人] ＞ [ツール]。 

2. [法人カード]（左側メニュー）をクリックします。 

3. [口座の管理] タブをクリックします。 

4. [口座の管理] ページで、従業員を特定する適切な検索基準を入力し、[検索] をクリックします。  

ヒント: [削除した口座を含める] を選択すると、すべてのカード タイプの完全なリストが返されます。 

5. 表示された行からレコードを選択します。 

6. [割り当て] をクリックします。[割り当てる口座のカードに記された名前] ウィンドウが表示されます。  

7. 次の情報を入力します。 

 取引公開期間（日）: 1 ～ 999 の正の整数を入力します。カード割り当ての日付からこの数

字を引いて、日付範囲の開始日を指定します。カード割り当ての際、ユーザーに公開される取引

の計上日はこの範囲内でなければなりません。カード割り当ての日付は、日付範囲の終了日で

す。  

! [取引公開期間] 設定は設定変更のできるインポート ツールを使ってのインポートされた取引

にのみ適用できます。[取引公開] 設定についての詳細は、このガイドの「設定」をご参照くださ

い。 

 検索: カード口座を割り当てる従業員の姓を 3 文字以上入力します。 

8. [割り当て] をクリックします。 

すべてのテスト口座番号をテスト ユーザーに割り当てると、それ以降のテスト クレジット カードのインポートでは、

カード口座の割り当てを使用して、これらの口座に関連付けられているカード取引が、適切なテスト ユーザーに

自動的に割り当てられるようになります。 
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抽出の使用 

テスト ユーザーのみの抽出を作成する 

テスト従業員のみの抽出の構成については、SAP へ直接ご連絡ください。この抽出機能は、テスト ユーザーが

作成したデータのみが対象となり、すべての運用データは除外されます。  

この抽出は、テクニカル コンサルタントが以下の手順に従って作成します。 

• 抽出コピー ツールを使用して、既存の抽出のコピーを作成します。 

• この抽出に関連付けられている条件を条件エディタ内で編集して、テスト従業員のみを明示的に含め、

そのほかの全従業員を除外するようにします。 

• 条件が存在しない場合、テスト従業員のみの抽出でこの機能を実行するために作成します。 

運用抽出からのテスト取引の除外 

実稼働の従業員のみの抽出の構成については、SAP へ直接ご連絡ください。この抽出機能は、運用（「実

際」）の従業員が作成したデータのみが対象となり、すべてのテスト取引データは除外されます。  

NOTE: テスト取引データが実際の抽出に含まれないようにするフィルターは、それまでに更新されていないすべて

の抽出条件に自動的にインストールされます。このフィルターはこの機能を最初にアクティブ化したときに

インストールされます（本ガイドの「テスト ユーザー機能のアクティブ化」をご参照ください）。 

この抽出は、「実際の」抽出を編集するテクニカル コンサルタントが編集し、テスト従業員のデータを明示的に除

外します。この処理は、条件エディタを使用して手動で行うか、ストアド プロシージャを使用してプログラムとして

実行します。 

セクション 8:  付録 B - 消去の影響を受けるテーブルのリスト 

以下は、消去処理を実行するとデータが変更されるテーブルの参照リストです。 

CT_REPORT 

CT_REPORT_ENTRY 

CT_REPORT_EXCEPTION 

CT_ATN_ENTRY_MAP 

CT_WORKFLOW_STEP_INSTANCE 

CT_WORKFLOW_PROCESS_INSTANCE 

CT_CREDIT_CARD_TRANSACTION 

CT_TR_EXCEPTION 

CT_TR_COMMENT 

CT_EMAIL_JOB_RPT_MAP 

CT_EMAIL_JOB_TR_MAP 

CT_EMAIL_JOB_CCT_MAP 

CT_EMAIL_JOB_CA_MAP 

CT_EMAIL_JOB_REQ_MAP 
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CT_CREDIT_CARD_ACCOUNT (UPDATE) 

CT_EXPENSE_COMMENT 

CT_JOURNAL 

CT_CAR_LOG_ENTRY 

CT_TA_ITINERARY 

CT_TA_ITINERARY_ROW 

CT_TA_DAY 

CT_CAR 

CT_CAR_PERIOD 

CT_TA_FIXED 

CT_TA_REIMBURSABLE 

CT_REPORT_ENTRY_TAX 

CT_CASH_ADVANCE 

CT_CASH_ADVANCE_ENTRY 

CT_CASH_ADVANCE_REPORT_MAP 

CT_CASH_ADVANCE_COMMENT 

CT_PARENT_ENTRY_TOTALS 

CT_AUDIT_REPORT_REVIEW 
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