
ERP 連携モジュール 

（SAP R/3 リアルタイム連携 API）
チュートリアルガイド

初版

2005 年 12 月 27 日
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP、SAP R/3、SAP JCO、製品内に記載する SAP の製品/サービス名は、すべてドイツおよびその他の国における 

SAP AG の商標または登録商標です。



 

＜＜ 変更履歴 ＞＞ 
変更年月日 変更内容 

2005/12/27 初版 

 

 



 

 

 



 

＜＜ 目次 ＞＞ 
1 はじめに ..........................................................................................................................................................................................5 

1.1 本書の目的 .............................................................................................................................................................................5 
1.2 対象読者または前提条件 ......................................................................................................................................................5 
1.3 SAP連携APIの構造 ...............................................................................................................................................................6 
1.4 準備.........................................................................................................................................................................................7 

1.4.1 サンプルプログラム実行時の注意点..............................................................................................................................7 
1.5 ディレクトリ構成 .......................................................................................................................................................................8 
1.6 認証情報の設定 .....................................................................................................................................................................9 

1.6.1 sap_auth_info.propertiesの各Key項目 ...........................................................................................................................9 
1.6.2 接続先が１つの場合のsap_auth_info.propertiesの記入例.............................................................................................9 
1.6.3 接続先が複数の場合のsap_auth_info.propertiesの記入例 .........................................................................................10 
1.6.4 sap_auth_info.propertiesを記述する際の注意事項......................................................................................................11 

1.7 使用に際しての注意事項 .....................................................................................................................................................12 
2 会計業務向けAPI.........................................................................................................................................................................13 

2.1 会計業務向けAPIで使用するBAPIの定義について...........................................................................................................13 
2.2 事業領域 取得API...............................................................................................................................................................14 

2.2.1 BusinessAreaControllerクラスの各メソッドの説明 .........................................................................................................14 
2.2.2 サンプルプログラムによる使用例 .................................................................................................................................14 

2.3 管理領域 取得API...............................................................................................................................................................18 
2.3.1 ControllingAreaControllerクラスの各メソッドの説明.....................................................................................................18 
2.3.2 サンプルプログラムによる使用例 .................................................................................................................................19 

2.4 原価センタ 取得API ............................................................................................................................................................23 
2.4.1 CostCenterControllerクラスの各メソッドの説明 .............................................................................................................23 
2.4.2 サンプルプログラムによる使用例 .................................................................................................................................23 

2.5 利益センタ 取得API ............................................................................................................................................................28 
2.5.1 ProfitCenterControllerクラスの各メソッドの説明 ...........................................................................................................28 
2.5.2 サンプルプログラムによる使用例 .................................................................................................................................29 

2.6 会社 取得API ......................................................................................................................................................................34 
2.6.1 CompanyControllerクラスの各メソッドの説明 ...............................................................................................................34 
2.6.2 サンプルプログラムによる使用例 .................................................................................................................................35 

2.7 G/L勘定 取得API ................................................................................................................................................................39 
2.7.1 GlAccControllerクラスの各メソッドの説明 ....................................................................................................................39 
2.7.2 サンプルプログラムによる使用例 .................................................................................................................................40 

2.8 銀行 取得API ......................................................................................................................................................................44 
2.8.1 BankControllerクラスの各メソッドの説明 ......................................................................................................................44 
2.8.2 サンプルプログラムによる使用例 .................................................................................................................................45 

2.9 会計伝票 登録API...............................................................................................................................................................48 
2.9.1 AccEmployeePayPostControllerクラスの各メソッドの説明............................................................................................48 
2.9.2 サンプルプログラムによる使用例 .................................................................................................................................51 

【説明１】 会計伝票登録APIのインスタンス生成 ............................................................................................................................56 
2.10 エラー処理の実装 ............................................................................................................................................................56 

2.10.1 エラーオブジェクトの構成 .........................................................................................................................................56 
2.10.2 サンプルプログラムによるエラー処理の実装例 .......................................................................................................58 

3 汎用向けAPI.................................................................................................................................................................................61 
3.1 汎用向けAPIの役割 .............................................................................................................................................................61 
3.2 汎用プロパティファイルの構成 .............................................................................................................................................62 

 



intra-mart SAP 連携モジュールチュートリアル

 

3.2.1 汎用プロパティファイルの役割..................................................................................................................................... 62 
3.2.2 汎用プロパティファイル構成 ........................................................................................................................................ 62 
3.2.3 汎用プロパティファイルの記述例................................................................................................................................. 63 
汎用プロパティファイルを記述する際の注意事項 ...................................................................................................................... 66 

3.3 BapiControllerクラスの各メソッドの説明............................................................................................................................... 68 
3.4 サンプルプログラムによる作成例......................................................................................................................................... 69 

3.4.1 サンプルプログラムについて........................................................................................................................................ 69 
3.4.2 汎用プロパティファイルの作成..................................................................................................................................... 70 
3.4.3 サンプルプログラムのコーディング .............................................................................................................................. 71 

Page 4 Copyright 2004,2005 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 



 

1 はじめに 

1.1 本書の目的 
 
本書は、サンプルプログラムを通して、SAP R/3 リアルタイム連携 API による開発のエッセンスを読者に伝えること

を目的とします。本書を通読することで、SAP R/3 リアルタイム連携 API の利用方法を理解することができ、

intra-mart 上の Web システムから SAP R/3 上のデータをリアルタイムに更新・取得するアプリケーションを作成する

ことができるようになるでしょう。 

 
一方で、本書に含まれない内容もあります。それは以下のとおりです。 

 
 Java 言語の説明 

 JavaScript 言語の説明 

 JSP および Servlet などの ServerSideJava プログラミングに関する説明 

 モデリング言語(主に UML)に関する説明 

 J2EE 技術に関する説明 

 SAP R/3 の基本操作に関する説明 

 SAP R/3 の業務モジュールに関する説明 

 SAP R/3 の BAPI（RFC 汎用モジュール）の定義・構造等に関する説明 

 
対象読者の節でも触れますが、これらの知識は本書を読み進めるための前提条件にもなります。 

 
また、本書で用意するサンプルプログラムはあくまでも、SAP R/3 リアルタイム連携 API によるプログラム作成の流

れを理解することに主眼をおいていますので、必ずしもベストなコーディング方法とはいえない方法もあえて取っ

ている個所があります。あくまでも、サンプルとしての位置付けでとらえるようにしてください。 

1.2 対象読者または前提条件 
 
 SAP R/3 リアルタイム連携 API は Java 言語で記述された API です。J2EE とページベース開発モデルの

どちらでも利用可能ですが、本書は、ページベース開発モデルのサンプルプログラムを中心に使用方法

を説明しています。そのため、JavaScript 言語に関しての理解が前提知識になります。Java 言語の知識が

なくても通読できる内容になっていますが、Java 言語の知識があれば、よりスムーズに使用方法を理解す

ることができます。 

 
 本書は、SAP R/3 の解説を目的とするものではありません。したがって、本書を読み進めるために、基本的

な SAP R/3 に関する理解が必要になります。それほど高度な知識が必要になるわけではありませんが、

SAP R/3 の基本的な操作や汎用モジュールビルダ（t-cd：SE37）による BAPI（RFC 汎用モジュール）の動

作確認等を理解している読者を対象としています(また、それを強くお勧めします)。 

 
 本書は、SAP R/3 会計モジュール（FI・CO）のデータを更新・取得する API の使用方法について説明があ

ります。当 API に関しては、SAP R/3 会計モジュール（FI・CO）に関連する用語・モジュール知識等を事前

に理解している読者を対象としています。 
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 SAP R/3 リアルタイム連携 API は、intra-mart ベースモジュール アドバンスド ver4.3.3 以降のみに含

まれます。ver4.3.3 以前のアドバンスドやスタンダード、ライトには含まれませんので、ご注意ください。 

 

1.3 SAP 連携 API の構造 
 

SAP R/3 リアルタイム連携 API とは、intra-mart 上の Web システムから SAP R/3 内のデータを取得・更新するた

めの JavaAPI 群の総称です。SAP R/3 には外部システムから SAP R/3 内のデータにアクセスするためのインタフ

ェースである BAPI（RFC 汎用モジュール）が実装されています。このインタフェースは、ビジネスプロセスをカプセ

ル化したコンポーネントのメソッドで構成されます。また、SAP 社は BAPI を操作するための JavaAPI 群である JCo

（JavaConnector）を提供しています。 SAP 連携 API は、JCo をラップした JavaAPI 群であり、JCo を意識することな

く、容易に SAP R/3 内のデータの取得・更新を実現する機能を提供します。現在、利用可能な機能としては、①

会計業務向け API、②汎用向け API の 2 機能が提供されています。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

注意事項！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOSS  

iinnttrraa--mmaarrtt  
業業務務アアププリリケケーーシショョンン  

SSAAPP 連連携携モモジジュューールル  

（（SSAAPP  RR//33 リリアアルルタタイイムム連連携携 AAPPII））

JJCCOO  

メソッド呼出し 

SSAAPP  RR//33  

メソッド呼出し 

BBAAPPII  

RRFFCC  

AApppplliiccaattiioonn  

RReeppoossiittoorryy 

汎汎用用向向けけ AAPPII  

会会計計業業務務向向けけ AAPPII  

ＲＲＦＦＣＣ  LLiibb  

※intra-mart の提供範囲は、上記図の点線で囲まれた SAP 連携モジュール（SAP R/3 リアルタイム連携 API）

のみです。SAP 社の提供する SAP R/3 環境及び、「JCO」、「RFC Lib」は intra-mart には含まれません。 

SAP JCo は、SAP 社のサイト「SAP Service Marketplace」から別途ダウンロードして、任意のディレクトリにインスト

ールしておく必要があります。以下の点に注意して作業を行ってください。 
 
■ SAP JCo は OS ごとに異なるので、プラットフォームに適した SAP JCo をダウンロードしてください。 
■ ダウンロード対象の SAP JCo のバージョンは、2.1.5 です。 
■ ダウンロードした圧縮ファイル内に、インストール方法を記載したドキュメントがあります。インストール方法

は、OS ごとに異なりますので、必ず SAP 社提供のドキュメントにしたがって、インストールを行ってください。

■ 圧縮ファイル内の sapjco.jar は、「1.5 ディレクトリ構成」に記載されているディレクトリにコピーしてください。
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1.4 準備 
 

まず、最初にサンプルプログラムを実行するための準備をしましょう。 

 
本書で利用するサンプルプログラムは、intra-martベースモジュール アドバンスドが必要です。バージョンは

Ver5.1 を前提としています。開発用の環境に関しましては、それぞれの製品に付属するインストールマニュアルを

もとに、開発用の環境を作成してください。 

 
特に、SAP 連携 API は、SAP R/3 との接続に SAP Jco を利用しており、SAP Jco が必須となりますので、SAP

社のサイト「SAP Service Marketplace」から別途ダウンロードして、任意のディレクトリにインストールしておく必要

があります。※JCo のインストールは、SAP 社の提供するインストールガイドを参照してください。 

 
また、更新・照会したデータの確認を行うために、SAP R/3 GUI が必要になります。SAP R/3 GUI がない場合でも、

サンプルプログラムの実行には影響はありませんが、SAP R/3 GUI をインストールして、実行前後のデータ確認を

行うことをお勧めします。 

1.4.1 サンプルプログラム実行時の注意点 
 
サンプルプログラムを自社環境等で実行する場合、事前にサンプルプログラム内の以下の箇所を修正しておく必

要があります（※修正が不要なサンプルプログラムもあります）。修正しないで実行した場合は、サンプルプログラ

ムが正常に動作しませんので、注意してください。なお、各サンプルプログラムの詳細は、「２ 会計業務向け API」

の各小節に記載してあります。 

 
フォルダ・ページ名 修正箇所 

チュートリアル 2-2-2 修正の必要なし。ただし、１件以上の事業領域が SAP R/3 上に存在すること。

チュートリアル 2-3-2 修正の必要なし。ただし、１件以上の管理領域が SAP R/3 上に存在すること。

チュートリアル 2-4-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon = new CostCenterController("JP10")の

「JP10」は、１件以上の原価センタが存在する任意の管理領域コードの値に修

正する。 

チュートリアル 2-5-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon = new ProfitCenterController ("JP10")の
「JP10」は、１件以上の利益センタが存在する任意の管理領域コードの値に修

正する。 

チュートリアル 2-6-2 修正の必要なし。ただし、１件以上の会社が SAP R/3 上に存在すること。 

チュートリアル 2-7-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon = new GlAccController ("JP10")の「JP10」

は、１件以上の G/L 勘定が存在する任意の会社コードの値に修正する。 

チュートリアル 2-8-2 修正の必要なし。ただし、１件以上の銀行が SAP R/3 上に存在すること。 

チュートリアル 2-9-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

FI/CO のカスタマイズ状況に合わせて、登録可能な値に修正する。 
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チュートリアル 2-10-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

FI/CO のカスタマイズ状況に合わせて、登録可能な値に修正する。 
※ただし、objCon.setDocCompCode("TEST")はそのままとする。 

チュートリアル 3-4-3 修正の必要なし。ただし、１件以上の会社が SAP R/3 上に存在すること。 

1.5 ディレクトリ構成 
 
このチュートリアルで使用するサンプルプログラムの主なディレクトリ構成について以下にまとめます。 

 
【intra-mart BaseModule Ver5.1】 

 
C:\imart    ・・・ベースモジュール Ver5.1 インストールディレクトリ(スタンドアロン) 

├ doc  

│ └ imart   ・・・ApplicationServer ルート 

│   └ WEB-INF 

│     └ classes 

│                │ 

│                ├ sap_auth_info.properties  ・・・認証情報 properties ファイル 

│                │ 

│                ├ bapi_XXX.properties       ・・・会計業務向け properties ファイル 

│                │ 

│              └ sapapi_tutorial.properties ・・・チュートリアル用 properties ファイル 

│      

├ lib 

│ └ sapjco.jar       ・・・SAP JCO ライブラリ 

│                          （製品には同梱されていません。別途 SAP 社より取得してください） 

└ pages 

 └ sapapi_tutorial ・・・チュートリアル用 HTML、JavaScript プログラム 
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1.6 認証情報の設定 

1.6.1 sap_auth_info.properties の各 Key 項目 
 
intra-mart 上の Web システムから SAP R/3 上のデータを取得・更新するためには、SAP R/3 に接続するための認

証情報を sap_auth_info.properties ファイルに記述しておく必要があります。sap_auth_info.properties は、intra-mart

のアプリケーションディレクトリ（例：C:/imart/doc/imart）直下の/WEB-INF/classes フォルダに配備されています。 

ファイル内の各 Key 項目の意味は以下の通りです。 

 
No Key 項目名 説明 

1 jco.client.client R/3 にログインする際に使用するクライアント。 

2 jco.client.user R/3 にログインする際に使用するユーザ。 

3 jco.client.passwd R/3 にログインする際に使用するパスワード。 

4 jco.client.lang R/3 にログインする際に使用する言語（デフォルト値：ja）。 

5 jco.client.ashost R/3 にログインする際に使用する接続先サーバの IP アドレス（ホスト名）。

 

6 jco.client.sysnr R/3 にログインする際に使用するシステム番号（デフォルト値：00）。 

7 jco.client.poolsize R/3 にログインする際に使用できる、指定したプール内のコネクション数。

（デフォルト値：5） 

8 jco.client.poolname R/3 にログインする際に使用する任意のプール名称。 
（デフォルト値：default） 

9 jco.client.waittime プール内のコネクションが全て使用中の際に、リリースされたコネクション

を取得するために待機する時間（デフォルト値：30000）。※ミリ秒単位 
 

10 jco.client.connectiontimeout プール内で一定時間使用されていないコネクションを自動的にクローズ

する際の未使用時間（デフォルト値：600000）。※ミリ秒単位 
 

11 jco.client.timeoutcheckperiod プール内で一定時間使用されていないコネクションを自動的にクローズ

する際に、未使用時間をチェックする間隔（デフォルト値：60000）。 
※ミリ秒単位 

1.6.2 接続先が１つの場合の sap_auth_info.properties の記入例 
 
接続先の SAP R/3 サーバが１つしか存在しない場合、以下の記入例を参考に記入してください。 
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jco.client.client=250 

jco.client.user=user001 

jco.client.passwd=pass001 

jco.client.lang=ja 

jco.client.ashost=erpsv01 

jco.client.sysnr=00 

jco.client.poolsize=5 

jco.client.poolname=poolarea 

jco.client.waittime=20000 

jco.client.connectiontimeout=600000 

jco.client.timeoutcheckperiod=60000 

 

1.6.3 接続先が複数の場合の sap_auth_info.properties の記入例 
 
各モジュールが別々のサーバ上に存在する等の理由で、接続先のSAP R/3 サーバが複数存在する場合、サブ

keyである「servetype」を使用することで、複数の接続先を管理することが可能です。「servertype」は任意の半角文

字で指定します。接続先が１つの場合、「servetype」は省略して構いません。また、複数の接続先が存在する場合

でも、１接続先のみ「servetype」を省略することが可能です。以下の記入例を参考に記入してください。 

 

IP アドレスの指定も可能です 
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#接続先：人事サーバ 

jco.client.client.humanResource=250 

jco.client.user.humanResource =user001 

jco.client.passwd.humanResource =pass001 

jco.client.lang.humanResource =ja 

jco.client.ashost.humanResource =erpsv01 

jco.client.sysnr.humanResource =00 

jco.client.poolsize.humanResource =5 

jco.client.poolname.humanResource =poolHR 

jco.client.waittime.humanResource =20000 

jco.client.connectiontimeout.humanResource =600000 

jco.client.timeoutcheckperiod.humanResource =60000 

 

#接続先：会計サーバ 

jco.client.client.accounting=260 

jco.client.user.accounting =user002 

jco.client.passwd.accounting =pass002 

jco.client.lang.accounting =ja 

jco.client.ashost.accounting =192.168.18.12 

jco.client.sysnr.accounting =00 

jco.client.poolsize.accounting =5 

jco.client.poolname.accounting =poolAC 

jco.client.waittime.accounting =30000 

jco.client.connectiontimeout.accounting =500000 

jco.client.timeoutcheckperiod.accounting =50000 

 

#接続先：開発用 

jco.client.client=270 

jco.client.user=user003 

jco.client.passwd=pass003 

jco.client.lang=ja 

jco.client.ashost=192.168.18.77 

jco.client.sysnr=00 

jco.client.poolsize=5 

jco.client.poolname=default 

jco.client.waittime=20000 

jco.client.connectiontimeout=400000 

jco.client.timeoutcheckperiod=40000 

IP アドレスの指定も可能です 

接 続 先 サ ー バ が ３ つ 存 在 す る た め 、

servertype「humanResource」「accounting」

を付加することで、開発用の接続先も含め

て一意に識別することが可能になる。 

 

 

1.6.4 sap_auth_info.properties を記述する際の注意事項 
 
■Key部分は全て半角の小文字になっている必要があります。Key部分に大文字や全角文字が存在する場合は、 

SAP R/3 からデータを取得・更新する処理が実行される際に、以下のようなpropertiesファイルの読込みエラー

が発生します。 
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jco.Client.client=250 

jco.client.user=user001 

jco.client.passwd=pass001 

・・・途中省略・・・ 

○ client  ×Client

 

 

 

 

 
■Key項目「poolsize」「waittime」「connectiontimeout」「timeoutcheckperiod」の値は正の整数である必要がありま

す。それ以外の文字になっている場合は、SAP R/3 からデータを取得・更新する処理が実行される際に、API

内部で数値変換エラーが発生して、以下のようなpropertiesファイルの取得エラーが発生します。※その他の

Key項目の値に関しても、全角文字は使用しないでください。 

 

・・・途中省略・・・ 

jco.client.poolsize=test 

jco.client.poolname=POOLA 

jco.client.waittime=20000 

jco.client.connectiontimeout=600000 

jco.client.timeoutcheckperiod=60000 

JCO のコネクションの取得に失敗しました。 
 ユーザ ID = user001 
 クライアント = null 
 接続先サーバ IP アドレス = erpsv01 

正の整数以外の文字は不可 

 
プロパティ値の取得に失敗しました。 

 

 
■「1.6.1」に記載されている KEY 項目は、省略することはできません。省略した場合、SAP R/3 からデータを取

得・更新する処理が実行される際に、以下のような properties ファイルの読込みエラーが発生します。 

 

・・・途中省略・・・ 

jco.client.poolsize=5 

#jco.client.poolname=POOLA 

jco.client.waittime=20000 
・・・途中省略・・・ 

省略は不可

 

1.7 使用に際しての注意事項 

エラーメッセージ：JCO のコネクションの取得に失敗しました。 
  ユーザ ID = user001 
  クライアント = 210 
  接続先サーバ IP アドレス = erpsv01 

 
SAP R/3 リアルタイム連携 API を使用する際は、以下に注意してください。 

 
【注意事項１】 

import型のパラメータに値を設定してBAPIを実行する際、パラメータがSAP R/3 上のNUMC型で定義されて

いる場合は、BAPI実行時に 0 詰処理がAPI内部で行われます。例えば、NUMC型で長さ 10 のimportパラメ

ータがあった場合に、「5」を設定すると、BAPI実行時に「0000000005」に内部変換されます。NUMC型以外

のデータ型については、0 詰処理は行われないので注意してください。 

 
 【注意事項２】 

import型のパラメータに値を設定してBAPIを実行する際、パラメータがSAP R/3 上のDATS型で定義されて
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いる場合は、値がYYYYMMDDの形式になっている必要があります。YYYY/MM/DDやYYYY-MM-DD等

の区切り文字を使用している場合はエラーになります。汎用向けAPIを使用して独自にAPIを作成する場合

や会計伝票登録APIを使用する際には、注意してください。 

 
【注意事項３】 

BAPI実行後にexport型のパラメータから値を取得する際、パラメータがSAP R/3 上のDATS型で定義されて

いる場合は、値がYYYY-MM-DDの形式で返却されます。日付型ではなく文字列型として返却されるので

注意してください。 

 
【注意事項４】 

SAP R/3 リアルタイム連携 API は、以下の環境で動作検証を行っております。 

 SAP R/3 4.6.c 

 Windows2000 

 SAP JCo 2.1.5 

 

2 会計業務向け API 

2.1 会計業務向け API で使用する BAPI の定義について 
 
会計業務向け API の各 API で使用する BAPI 情報を定義したプロパティファイルが、intra-mart のアプリケーショ

ンディレクトリ（例：C:/imart/doc/imart）直下の/WEB-INF/classes フォルダに配備されています。ファイル名を変更

す る と 、 API を 利 用 す る こ と が で き ま せ ん の で 、 注 意 し て く だ さ い 。 ま た 、 認 証 情 報 フ ァ イ ル

「sap_auth_info.properties」の接続先情報で servertype を使用している場合は、各 API のプロパティファイルに

servertype を指定する必要がありますので、「3.2.2」～「3.2.4」を一読してから、servertype の設定をしてください。 

 

 
No 機能名 プロパティファイル名 

1 事業領域 取得 API bapi_businessarea_getlist.properties 

2 bapi_controllingarea_getlist.properties 管理領域 取得 API 

3 原価センタ 取得 API bapi_costcenter_getlist1.properties 

4 利益センタ 取得 API bapi_profitcenter_getlist.properties 

5 会社 取得 API bapi_companycode_getlist.properties 

6 G/L 勘定 取得 API bapi_gl_acc_getlist.properties 

7 銀行 取得 API bapi_bank_getlist.properties 

8 会計伝票 登録 API bapi_acc_employee_pay_post.properties 
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2.2 事業領域 取得 API 

2.2.1 BusinessAreaController クラスの各メソッドの説明 
 

SAP R/3 リアルタイム連携 API では、SAP R/3 上から事業領域の情報を取得する API が提供されています。事業

領域の情報を取得するためには、BusinessAreaController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があります。

BusinessAreaController クラスの持つ各メソッドは、以下の通りです。 

 
※引数、戻り値についての詳細な情報は、API リストを参照してください。 

※属性はカプセル化されているので、属性を直接利用することはできません。 

 
No メソッド名 説明 

1 BusinessAreaController コンストラクタ（引数無し）。言語が「JA」、かつ ISO 639 準拠の言語が

「JA」である事業領域情報のみ、No2～3 のメソッドにて取得することがで

きるようになる。 
 

2 getBusinessAreaList 言語が「JA」、かつ ISO 639 準拠の言語が「JA」である事業領域情報（事

業領域コード、事業領域名）が格納された配列を取得する。 
 

3 getBusArDes 
※第１引数あり 

引数で指定した「事業領域コード」に対応する事業領域名を取得する。 

 

2.2.2 サンプルプログラムによる使用例 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-2-2/im_sapapi.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR> 

<BR> 

SAP R/3 リアルタイム連携 API チュートリアル （事業領域取得 API） 

<BR><BR><BR> 

<IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial2-2-2/result"> 

<INPUT type ="submit" value="チュートリアル実行">     

</IMART> 

</BODY> 

</HTML> 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-2-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 

 

var list; 

var busArDes; 

var objCon; 

var code; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new BusinessAreaController();   ・・・ 説明１  

 

//事業領域の一覧を取得 

list = objCon.getBusinessAreaList();   ・・・ 説明２  

 

//事業領域の一覧から１件目の「事業領域コード」を取得 

code =  list[0]["BUS_AREA"]; 

 

//１件目のデータの事業領域名を取得 

busArDes = objCon.getBusArDes(code);   ・・・ 説明３  

 

//受け取った値をグローバル領域に保存 

Client.set("list", list); 

Client.set("busArDes", busArDes); 

} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-2-2/result.js 

 

var busArDes; 

var listResult; 

var listCount; 

 

function init(request) 

{ 

//事業領域の一覧をセッションから取得 

listResult  = Client.get("list"); 

 

//１件目のデータの事業領域名をセッションから取得 

busArDes = Client.get("busArDes"); 

 

//一覧の件数を取得 

listCount = listResult.length;   ・・・ 説明４  

} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-2-2/result.html 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

■１件目の事業領域情報 

<BR> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【事業領域名】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=busArDes ></IMART></TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<BR> 

<BR> 

■事業領域一覧（ <IMART type="string" value=listCount></IMART>件 ） 

<TABLE border="1"> 

<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">No</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">事業領域コード</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">事業領域名</FONT></TD> 

</TR> 

<IMART type="repeat" list=listResult item="record" index="idx"> 

<TR> 

<TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record.BUS_AREA></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record.BUS_AREA_DES></IMART></TD> 

</TR> 

</IMART type="repeat"> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

【説明１】 事業領域取得 API のインスタンス生成 
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BusinessAreaController クラスのインスタンスを生成します。引数は不要です。インスタンスを生成すると、BAPI を

呼出して事業領域を取得する処理が実行されます。 

 
【説明２】 事業領域の一覧を取得 

BusinessAreaController クラスの getBusinessAreaList メソッドを使用すると、事業領域の一覧を取得することが可

能です。 

 
【説明３】 １件目のデータの事業領域名を取得 

BusinessAreaController クラスの getBusArDes メソッドを使用すると、引数に指定した事業領域コードに対応する

事業領域名を取得することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 

【説明４】 一覧の件数を取得 

BusinessAreaControllerクラスのgetBusinessAreaListメソッドで取得した事業領域の一覧は、lengthで件数を取得

することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 管理領域 取得 API 

2.3.1 ControllingAreaController クラスの各メソッドの説明 
 

SAP R/3 リアルタイム連携 API では、SAP R/3 上から管理領域の情報を取得する API が提供されています。管理

領域の情報を取得するためには、ControllingAreaController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があります。

ControllingAreaController クラスの持つ各メソッドは、以下の通りです。 

 
※引数、戻り値についての詳細な情報は、API リストを参照してください。 

※属性はカプセル化されているので、属性を直接利用することはできません。 

 
No メソッド名 説明 

1 ControllingAreaController コンストラクタ（引数無し） 

2 getControllingAreaList 全ての管理領域情報(管理領域コード、管理領域名)が格納された配列

を取得する。 

3 getName 
※第１引数あり 

引数で指定した「管理領域コード」に対応する管理領域名を取得する。
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2.3.2 サンプルプログラムによる使用例 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-3-2/im_sapapi.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR> 

<BR> 

SAP R/3 リアルタイム連携 API チュートリアル （管理領域取得 API） 

<BR><BR><BR> 

<IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial2-3-2/result"> 

<INPUT type ="submit" value="チュートリアル実行">     

</IMART> 

</BODY> 

</HTML> 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-3-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 

 

var list; 

var name; 

var objCon; 

var code; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new ControllingAreaController();  ・・・ 説明１  

 

//管理領域の一覧を取得 

list = objCon.getControllingAreaList();  ・・・ 説明２  

 

//管理領域の一覧から１件目の「管理領域コード」を取得 

code =  list[0]["CO_AREA"]; 

 

//１件目のデータの管理領域名を取得 

name = objCon.getName(code);   ・・・ 説明３  

 

//受け取った値をグローバル領域に保存 

Client.set("list", list); 

Client.set("name", name); 

} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-3-2/result.js 

 

var name; 

var listResult; 

var listCount; 

 

function init(request) 

{ 

//管理領域の一覧をセッションから取得 

listResult  = Client.get("list"); 

 

//１件目のデータの管理領域名をセッションから取得 

name = Client.get("name"); 

 

//一覧の件数を取得 

listCount = listResult.length;    ・・・ 説明４  

} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-3-2/result.html 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

■１件目の管理領域情報 

<BR> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【管理領域名】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=name ></IMART></TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<BR> 

<BR> 

■管理領域一覧（ <IMART type="string" value=listCount></IMART>件 ） 

<TABLE border="1"> 

<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">No</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">管理領域コード</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">管理領域名</FONT></TD> 

</TR> 

<IMART type="repeat" list=listResult item="record" index="idx"> 

<TR> 

<TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record.CO_AREA></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record.NAME></IMART></TD> 

</TR> 

</IMART type="repeat"> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

【説明１】 管理領域取得 API のインスタンス生成 
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ControllingAreaController クラスのインスタンスを生成します。引数は不要です。インスタンスを生成すると、BAPI

を呼出して管理領域を取得する処理が実行されます。 

 
【説明２】 管理領域の一覧を取得 

ControllingAreaController クラスの getControllingAreaList メソッドを使用すると、管理領域の一覧を取得すること

が可能です。 

 
【説明３】 １件目のデータの管理領域名を取得 

ControllingAreaController クラスの getName メソッドを使用すると、引数に指定した管理領域コードに対応する管

理領域名を取得することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 

【説明４】 一覧の件数を取得 

ControllingAreaController クラスの getControllingAreaList メソッドで取得した管理領域の一覧は、length で件数

を取得することが可能です。 
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2.4 原価センタ 取得 API 

2.4.1 CostCenterController クラスの各メソッドの説明 
 

SAP R/3 リアルタイム連携 API では、SAP R/3 上から原価センタの情報を取得する API が提供されています。原

価センタの情報を取得するためには、CostCenterController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があります。

CostCenterController クラスの持つ各メソッドは、以下の通りです。 

 
※引数、戻り値についての詳細な情報は、API リストを参照してください。 

※属性はカプセル化されているので、属性を直接利用することはできません。 

 
No メソッド名 説明 

1 CostCenterController コンストラクタ（第１引数あり）。引数で指定した「管理領域コード」配下の

原価センタの内、システム日付時点で有効な原価センタの情報のみ、

No3～5 のメソッドにて取得することができるようになる。 
※第１引数あり 

 
2 CostCenterController コンストラクタ（第１、第２引数あり）。第１引数で指定した「管理領域コー

ド」配下の原価センタの内、第２引数で指定した日付時点で有効な原価

センタの情報のみ、No3～5 のメソッドにて取得することができるようにな

る。 

※第１、第 2 引数あり 

 
3 getCostCenterList コンストラクタにて指定した「管理領域コード」配下の原価センタ、かつシ

ステム日付時点（コンストラクタの第２引数に値をセットした場合は、指定

した日付）で有効な、原価センタ情報(管理領域コード、原価センタコー

ド、一般名称、テキスト)が格納された配列を取得する。 
 

4 getName 
※第１引数あり 

引数で指定した「原価センタコード」に対応する原価センタの一般名称を

取得する。 
 

5 getDescript 
※第１引数あり 

引数で指定した「原価センタコード」に対応する原価センタのテキストを取

得する。 
 

 

 

 

2.4.2 サンプルプログラムによる使用例 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-4-2/im_sapapi.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR> 

<BR> 

SAP R/3 リアルタイム連携 API チュートリアル （原価センタ取得 API） 

<BR><BR><BR> 

<IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial2-4-2/result"> 

<INPUT type ="submit" value="チュートリアル実行">     

</IMART> 

</BODY> 

</HTML> 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-4-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 

 

var list; 

var name; 

var descript; 

var objCon; 

var code; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new CostCenterController ("JP10");  ・・・ 説明１  

 

//原価センタの一覧を取得 

list = objCon. getCostCenterList ();  ・・・ 説明２  

 

//原価センタの一覧から１件目の「原価センタコード」を取得 

code =  list[0][" COST_CENTER "]; 

 

//１件目のデータの一般名称を取得 

name = objCon.getName(code);  ・・・ 説明３  

//１件目のデータのテキストを取得 

descript = objCon.getDescript(code);  ・・・ 説明４   

 

//受け取った値をグローバル領域に保存 

Client.set("list", list); 

Client.set("name", name); 

Client.set("descript", descript); 

} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-4-2/result.js 

var name; 

var descript; 

var listResult; 

var listCount; 

 

function init(request) 

{ 

//原価センタの一覧をセッションから取得 

listResult  = Client.get("list"); 

 

//１件目のデータの一般名称をセッションから取得 

name = Client.get("name"); 

 

//１件目のデータのテキストをセッションから取得 

descript = Client.get("descript"); 

 

//一覧の件数を取得 

listCount = listResult.length;    ・・・ 説明５  

} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-4-2/result.html 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

■１件目の原価センタ情報 

<BR> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【一般名称】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=name ></IMART></TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【テキスト】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=descript></IMART></TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<BR> 

<BR> 

■原価センタ一覧（ <IMART type="string" value=listCount></IMART>件 ） 

<TABLE border="1"> 

<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">No</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">管理領域コード</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">原価センタコード</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">一般名称</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">テキスト</FONT></TD> 

</TR> 

                 ・・・ （次ページへ） ・・・ 
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                 ・・・ （前ページより） ・・・ 

 

<IMART type="repeat" list=listResult item="record" index="idx"> 

<TR> 

<TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. CONTROLLING_AREA></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. COST_CENTER></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. NAME></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. DESCRIPT></IMART></TD> 

</TR> 

</IMART type="repeat"> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 
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【説明１】 原価センタ取得 API のインスタンス生成 

CostCenterController クラスのインスタンスを生成します。インスタンスは、以下の２つのいずれかの方法で生成す

ることができます。インスタンスを生成すると、BAPI を呼出して原価センタを取得する処理が実行されます。 

 

（方法１） システム日付時点で有効な原価センタを取得する場合 

第１引数で「管理領域コード」を指定します。objCon = new CostCenterController ("JP10")は、管理領

域コード「JP10」に紐付けられている原価センタの情報の内、システム日付時点で有効な情報のみを取

得する、となります。 

 

（方法２） 引数で指定した日付時点で有効な原価センタを取得する場合 

第１引数で「管理領域コード」、第２引数で「日付（YYYYMMDD）」を指定します。もし、objCon = new 

CostCenterController ("JP10","20040930")とした場合は、管理領域コード「JP10」に紐付けられている

原価センタの情報の内、2004 年 9 月 30 日時点で有効な情報のみを取得する、となります。 

 

サンプルプログラム内では、管理領域コード「JP10」を直接記述していますが、管理領域取得 API にて取得した管

理領域コードがセットされた変数を引数に用いれば、より効率的なプログラムを作成することが可能です。 

 
【説明２】 原価センタの一覧を取得 

CostCenterController クラスの getCostCenterList メソッドを使用すると、原価センタの一覧を取得することが可能

です。ただし、CostCenterController クラスのインスタンスを生成する際に、引数で指定した管理領域コードに紐

付けられている原価センタのみ一覧に含まれます（引数で指定した日付（またはシステム日付）時点で有効でな

い原価センタは対象外）。 

 
【説明３】 １件目のデータの一般名称を取得 

CostCenterController クラスの getName メソッドを使用すると、引数に指定した原価センタコードに対応する一般

名称を取得することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 
【説明４】 １件目のデータのテキストを取得 

CostCenterController クラスの getDescript メソッドを使用すると、引数に指定した原価センタコードに対応するテ

キストを取得することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 

【説明５】 一覧の件数を取得 

CostCenterController クラスの getCostCenterList メソッドで取得した原価センタの一覧は、length で件数を取得

することが可能です。 

2.5 利益センタ 取得 API 

2.5.1 ProfitCenterController クラスの各メソッドの説明 
 

SAP R/3 リアルタイム連携 API では、SAP R/3 上から利益センタの情報を取得する API が提供されています。利

益センタの情報を取得するためには、ProfitCenterController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があります。

ProfitCenterController クラスの持つ各メソッドは、以下の通りです。 

 
※引数、戻り値についての詳細な情報は、API リストを参照してください。 

※属性はカプセル化されているので、属性を直接利用することはできません。 
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No メソッド名 説明 

1 ProfitCenterController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第１引数あり）。引数で指定した「管理領域コード」配下の

利益センタの内、システム日付時点で有効な利益センタの情報のみ、

No3～6 のメソッドにて取得することができるようになる。 
 

2 ProfitCenterController コンストラクタ（第１、第２引数あり）。第１引数で指定した「管理領域コー

ド」配下の利益センタの内、第２引数で指定した日付時点で有効な利益

センタの情報のみ、No3～6 のメソッドにて取得することができるようにな

る。 

※第１、第 2 引数あり 

 
3 コンストラクタにて指定した「管理領域コード」配下の利益センタ、かつシ

ステム日付時点（コンストラクタの第２引数に値をセットした場合は、指定

した日付）で有効な、利益センタ情報(管理領域コード、利益センタコー

ド、有効終了日、一般名称、責任者)が格納された配列を取得する。 

getProfitCenterList 

 
4 getValidTo 

※第１引数あり 
引数で指定した「利益センタコード」に対応する利益センタの有効終了日

を取得する。 
 

5 getPctrName 
※第１引数あり 

引数で指定した「利益センタコード」に対応する利益センタの一般名称を

取得する。 
 

6 getInCharge 
※第１引数あり 

引数で指定した「利益センタコード」に対応する利益センタの責任者を取

得する。 
 

 

 

 

2.5.2 サンプルプログラムによる使用例 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-5-2/im_sapapi.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR> 

<BR> 

SAP R/3 リアルタイム連携 API チュートリアル （利益センタ取得 API） 

<BR><BR><BR> 

<IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial2-5-2/result"> 

<INPUT type ="submit" value="チュートリアル実行">     

</IMART> 

</BODY> 

</HTML> 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-5-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 

 

var list; 

var validTo; 

var pctrName; 

var inCharge; 

var objCon; 

var code; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new ProfitCenterController("JP10");    ・・・ 説明１  

 

//利益センタの一覧を取得 

list = objCon.getProfitCenterList();       ・・・ 説明２  

 

//利益センタの一覧から１件目の「利益センタコード」を取得 

code =  list[0]["PROFIT_CTR"]; 

 

//１件目のデータの有効終了日を取得 

validTo = objCon.getValidTo(code);      ・・・ 説明３  

//１件目のデータの一般名称を取得 

pctrName = objCon.getPctrName(code);      ・・・ 説明４  

//１件目のデータの責任者を取得 

inCharge = objCon.getInCharge(code);         ・・・ 説明５  

 

//受け取った値をグローバル領域に保存 

Client.set("list", list); 

Client.set("validTo", validTo); 

Client.set("pctrName", pctrName); 

Client.set("inCharge", inCharge); 

} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-5-2/result.js 

var validTo; 

var pctrName; 

var inCharge; 

var listResult; 

var listCount; 

 

function init(request) 

{ 

//利益センタの一覧をセッションから取得 

listResult  = Client.get("list"); 

 

//１件目のデータの有効終了日をセッションから取得 

validTo = Client.get("validTo"); 

 

//１件目のデータの一般名称をセッションから取得 

  pctrName = Client.get("pctrName"); 

 

//１件目のデータの責任者をセッションから取得 

inCharge = Client.get("inCharge"); 

 

//一覧の件数を取得 

listCount = listResult.length;    ・・・ 説明６  

} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-5-2/result.html 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

■１件目の利益センタ情報 

<BR> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【有効終了日】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=validTo></IMART></TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【一般名称】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=pctrName></IMART></TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【責任者】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=inCharge></IMART></TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<BR> 

<BR> 

 

                 ・・・ （次ページへ） ・・・ 
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                 ・・・ （前ページより） ・・・ 

 

■利益センタ一覧（ <IMART type="string" value=listCount></IMART>件 ） 

<TABLE border="1"> 

<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">No</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">管理領域コード</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">利益センタコード</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">有効終了日</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">一般名称</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">責任者</FONT></TD> 

</TR> 

<IMART type="repeat" list=listResult item="record" index="idx"> 

<TR> 

<TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. CONTROLLING_AREA></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. PROFIT_CTR ></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. VALID_TO ></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. PCTR_NAME ></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. IN_CHARGE ></IMART></TD> 

</TR> 

</IMART type="repeat"> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 
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【説明１】 利益センタ取得 API のインスタンス生成 

ProfitCenterController クラスのインスタンスを生成します。インスタンスは、以下の２つのいずれかの方法で生成す

ることができます。インスタンスを生成すると、BAPI を呼出して利益センタを取得する処理が実行されます。 

 

（方法１） システム日付時点で有効な利益センタを取得する場合 

第１引数で「管理領域コード」を指定します。objCon = new ProfitCenterController ("JP10")は、管理領

域コード「JP10」に紐付けられている利益センタの情報の内、システム日付時点で有効な情報のみを取

得する、となります。 

 

（方法２） 引数で指定した日付時点で有効な利益センタを取得する場合 

第１引数で「管理領域コード」、第２引数で「日付（YYYYMMDD）」を指定します。もし、objCon = new 

ProfitCenterController ("JP10","20040930")とした場合は、管理領域コード「JP10」に紐付けられている

利益センタの情報の内、2004 年 9 月 30 日時点で有効な情報のみを取得する、となります。 

 

サンプルプログラム内では、管理領域コード「JP10」を直接記述していますが、管理領域取得 API にて取得した管

理領域コードがセットされた変数を引数に用いれば、より効率的なプログラムを作成することが可能です。 

 
【説明２】 利益センタの一覧を取得 

ProfitCenterController クラスの getProfitCenterList メソッドを使用すると、利益センタの一覧を取得することが可能

です。ただし、ProfitCenterController クラスのインスタンスを生成する際に、引数で指定した管理領域コードに紐

付けられている利益センタのみ一覧に含まれます（引数で指定した日付（またはシステム日付）時点で有効でな

い利益センタは対象外）。 

 
【説明３】 １件目のデータの有効終了日を取得 

ProfitCenterController クラスの getValidTo メソッドを使用すると、引数に指定した利益センタコードに対応する有

効終了日を取得することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 
【説明４】 １件目のデータの一般名称を取得 

ProfitCenterController クラスの getPctrName メソッドを使用すると、引数に指定した利益センタコードに対応する一

般名称を取得することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 
【説明５】 １件目のデータの責任者を取得 

ProfitCenterController クラスの getInCharge メソッドを使用すると、引数に指定した利益センタコードに対応する責

任者を取得することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 

【説明６】 一覧の件数を取得 

ProfitCenterController クラスの getProfitCenterList メソッドで取得した利益センタの一覧は、length で件数を取得

することが可能です。 

2.6 会社 取得 API 

2.6.1 CompanyController クラスの各メソッドの説明 
 

SAP R/3 リアルタイム連携 API では、SAP R/3 上から会社の情報を取得する API が提供されています。会社の情

報 を 取 得 す る た め に は 、 CompanyController ク ラ ス の 持 つ 各 メ ソ ッ ド を 利 用 す る 必 要 が あ り ま す 。
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CompanyController クラスの持つ各メソッドは、以下の通りです。 

 
※引数、戻り値についての詳細な情報は、API リストを参照してください。 

※属性はカプセル化されているので、属性を直接利用することはできません。 

 
No メソッド名 説明 

1 CompanyController コンストラクタ（引数無し） 
 

2 getCompanyList 全ての会社情報(会社コード、会社名)が格納された配列を取得する。 
 

3 getCompName 
※第１引数あり 
 

引数で指定した「会社コード」に対応する会社名を取得する。 

 

 

 

 

2.6.2 サンプルプログラムによる使用例 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-6-2/im_sapapi.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR> 

<BR> 

SAP R/3 リアルタイム連携 API チュートリアル （会社取得 API） 

<BR><BR><BR> 

<IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial2-6-2/result"> 

<INPUT type ="submit" value="チュートリアル実行">     

</IMART> 

</BODY> 

</HTML> 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-6-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 

 

var list; 

var name; 

var objCon; 

var code; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new CompanyController();    ・・・  説明１  

 

//会社の一覧を取得 

list = objCon.getCompanyList();    ・・・  説明２  

 

//会社の一覧から１件目の「会社コード」を取得 

code =  list[0]["COMP_CODE"]; 

 

//１件目のデータの会社名を取得 

name = objCon.getCompName(code);     ・・・  説明３  

 

//受け取った値をグローバル領域に保存 

Client.set("list", list); 

Client.set("name", name); 

} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-6-2/result.js 

 

var name; 

var listResult; 

var listCount; 

 

function init(request) 

{ 

//会社の一覧をセッションから取得 

listResult  = Client.get("list"); 

 

//１件目のデータの会社名をセッションから取得 

  name = Client.get("name"); 

 

//一覧の件数を取得 

listCount = listResult.length;     ・・・  説明４  

} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-6-2/result.html 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

■１件目の会社情報 

<BR> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【会社名】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value= name ></IMART></TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<BR> 

<BR> 

■会社一覧（ <IMART type="string" value=listCount></IMART>件 ） 

<TABLE border="1"> 

<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">No</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">会社コード</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">会社名</FONT></TD> 

</TR> 

<IMART type="repeat" list=listResult item="record" index="idx"> 

<TR> 

<TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. COMP_CODE ></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. COMP_NAME ></IMART></TD> 

</TR> 

</IMART type="repeat"> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

【説明１】 会社取得 API のインスタンス生成 
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CompanyController クラスのインスタンスを生成します。引数は不要です。インスタンスを生成すると、BAPI を呼出

して会社を取得する処理が実行されます。 

 
【説明２】 会社の一覧を取得 

CompanyController クラスの getCompanyList メソッドを使用すると、会社の一覧を取得することが可能です。 

 
【説明３】 １件目のデータの会社名を取得 

CompanyController クラスの getCompName メソッドを使用すると、引数に指定した会社コードに対応する会社名を

取得することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 

【説明４】 一覧の件数を取得 

CompanyController クラスの getCompanyList メソッドで取得した会社の一覧は、length で件数を取得することが可

能です。 

 

 

 

2.7 G/L 勘定 取得 API 

2.7.1 GlAccController クラスの各メソッドの説明 
 

SAP R/3 リアルタイム連携 API では、SAP R/3 上から勘定科目の情報を取得する API が提供されています。勘定

科目の情報を取得するためには、GlAccController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があります。

GlAccController クラスの持つ各メソッドは、以下の通りです。 

 
※引数、戻り値についての詳細な情報は、API リストを参照してください。 

※属性はカプセル化されているので、属性を直接利用することはできません。 

 
No メソッド名 説明 

1 GlAccController コンストラクタ（第１引数あり）。引数で指定した「会社コード」配下の勘定

科目の内、言語が「JA」、かつ ISO 639 準拠の言語が「JA」である勘定科

目の情報のみ、No2～4 のメソッドにて取得することができるようになる。 
※第１引数あり 

 
2 getGlAccList コンストラクタにて指定した「会社コード」配下の勘定科目の内、言語が

「JA」、かつ ISO 639 準拠の言語が「JA」である勘定科目情報(会社コー

ド、G/L 勘定コード、テキスト（短）、テキスト(長))が格納された配列を取得

する。 
 

3 getShortText 
※第１引数あり 

引数で指定した「G/L 勘定コード」に対応する勘定科目の G/L 勘定コード

テキスト(短)を取得する。 
 

4 getLongText 
※第１引数あり 

引数で指定した「G/L 勘定コード」に対応する勘定科目の総勘定元帳勘

定テキスト(長)を取得する。 
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2.7.2 サンプルプログラムによる使用例 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-7-2/im_sapapi.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR> 

<BR> 

SAP R/3 リアルタイム連携 API チュートリアル （G/L 勘定取得 API） 

<BR><BR><BR> 

<IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial2-7-2/result"> 

<INPUT type ="submit" value="チュートリアル実行">     

</IMART> 

</BODY> 

</HTML> 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-7-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 

 

var list; 

var shortText; 

var longText; 

var objCon; 

var code; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new GlAccController("JP10");    ・・・  説明１  

 

//G/L 勘定の一覧を取得 

list = objCon.getGlAccList();    ・・・  説明２  

 

//G/L 勘定の一覧から１件目の「G/L 勘定コード」を取得 

code =  list[0]["GL_ACCOUNT"]; 

 

//１件目のデータの G/L 勘定コードテキスト(短)を取得 

shortText = objCon.getShortText(code);     ・・・  説明３  

 

//１件目のデータの総勘定元帳勘定テキスト(長)を取得 

longText = objCon.getLongText(code);      ・・・  説明４  

 

//受け取った値をグローバル領域に保存 

Client.set("list", list); 

Client.set("shortText", shortText); 

Client.set("longText", longText); 

} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-7-2/result.js 

 

var shortText; 

var longText; 

var listResult; 

var listCount; 

 

function init(request) 

{ 

//G/L 勘定の一覧をセッションから取得 

  listResult  = Client.get("list"); 

 

//１件目のデータの G/L 勘定コードテキスト(短)をセッションから取得 

shortText = Client.get("shortText"); 

 

//１件目のデータの総勘定元帳勘定テキスト(長)をセッションから取得 

longText = Client.get("longText"); 

 

//一覧の件数を取得 

listCount = listResult.length;     ・・・  説明５  

} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-7-2/result.html 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

■１件目の G/L 勘定情報 

<BR> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【G/L 勘定コードテキスト(短)】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=shortText></IMART></TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【総勘定元帳勘定テキスト(長)】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=longText></IMART></TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<BR> 

<BR> 

■G/L 勘定一覧（ <IMART type="string" value=listCount></IMART>件 ） 

<TABLE border="1"> 

<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">No</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">会社コード</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">G/L 勘定コード</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">G/L 勘定コードテキスト(短)</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">総勘定元帳勘定テキスト(長)</FONT></TD> 

</TR> 

                 ・・・ （次ページへ） ・・・ 
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                 ・・・ （前ページより） ・・・ 

 

<IMART type="repeat" list=listResult item="record" index="idx"> 

<TR> 

<TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record.COMPANY_CODE></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record.GL_ACCOUNT></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record.SHORT_TEXT></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record.LONG_TEXT></IMART></TD> 

</TR> 

</IMART type="repeat"> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 
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【説明１】 G/L 勘定取得 API のインスタンス生成 

GlAccController クラスのインスタンスを生成します。第１引数で「会社コード」を指定します。objCon = new 

GlAccController("JP10")は、会社コード「JP10」に紐付けられている G/L 勘定の情報を取得する、となります。イン

スタンスを生成すると、BAPI を呼出して G/L 勘定を取得する処理が実行されます。 

 

サンプルプログラム内では、会社コード「JP10」を直接記述していますが、会社取得 API にて取得した会社コード

がセットされた変数を引数に用いれば、より効率的なプログラムを作成することが可能です。 

 
【説明２】 G/L 勘定の一覧を取得 

GlAccController クラスの getGlAccList メソッドを使用すると、G/L 勘定の一覧を取得することが可能です。ただし、

GlAccController クラスのインスタンスを生成する際に、引数で指定した会社コードに紐付けられている G/L 勘定

のみ一覧に含まれます。 

 
【説明３】 １件目のデータの G/L 勘定コードテキスト(短)を取得 

GlAccController クラスの getShortText メソッドを使用すると、引数に指定した G/L 勘定コードに対応する G/L 勘

定コードテキスト(短)を取得することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 
【説明４】 １件目のデータの総勘定元帳勘定テキスト(長)を取得 

GlAccController クラスの getLongText メソッドを使用すると、引数に指定した G/L 勘定コードに対応する総勘定

元帳勘定テキスト(長)を取得することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 

【説明５】 一覧の件数を取得 

GlAccController クラスの getGlAccList メソッドで取得した G/L 勘定の一覧は、length で件数を取得することが可

能です。 

2.8 銀行 取得 API 

2.8.1 BankController クラスの各メソッドの説明 
 

SAP R/3 リアルタイム連携 API では、SAP R/3 上から銀行の情報を取得する API が提供されています。銀行の情

報を取得するためには、BankController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があります。BankController クラス

の持つ各メソッドは、以下の通りです。 

 
※引数、戻り値についての詳細な情報は、API リストを参照してください。 

※属性はカプセル化されているので、属性を直接利用することはできません。 

 
No メソッド名 説明 

1 BankController コンストラクタ（引数無し）。銀行国コードが「JP」である銀行情報のみ、

No2～4 のメソッドにて取得することができるようになる。 
 

2 getBankList 銀行国コードが「JP」である銀行情報(銀行コード、銀行名、市区町村名)
が格納された配列を取得する。 
 

3 getBankName 
※第１引数あり 

引数で指定した「銀行コード」に対応する銀行名を取得する。 
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4 getCity 
※第１引数あり 

引数で指定した「銀行コード」に対応する市区町村名を取得する。 

 

2.8.2 サンプルプログラムによる使用例 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-8-2/im_sapapi.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR> 

<BR> 

SAP R/3 リアルタイム連携 API チュートリアル （銀行取得 API） 

<BR><BR><BR> 

<IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial2-8-2/result"> 

<INPUT type ="submit" value="チュートリアル実行">     

</IMART> 

</BODY> 

</HTML> 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-8-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 

 

var list; 

var name; 

var city; 

var objCon; 

var code; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new BankController();      ・・・  説明１  

 

//銀行の一覧を取得 

list = objCon.getBankList();      ・・・  説明２  

 

//銀行の一覧から１件目の「銀行コード」を取得 

code =  list[0]["BANK_KEY"]; 

 

//１件目のデータの銀行名を取得 

name = objCon.getBankName(code);      ・・・  説明３  

//１件目のデータの市区町村名を取得 

city = objCon.getCity(code);      ・・・  説明４  

  

//受け取った値をグローバル領域に保存 

Client.set("list", list); 

Client.set("name", name); 

Client.set("city", city); 

} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-8-2/result.js 

 

var name; 

var city; 

var listResult; 

var listCount; 

 

function init(request) 

{ 

//銀行の一覧をセッションから取得 

listResult  = Client.get("list"); 

 

//１件目のデータの銀行名をセッションから取得 

name = Client.get("name"); 

//１件目のデータの市区町村名をセッションから取得 

city = Client.get("city"); 

 

//一覧の件数を取得 

listCount = listResult.length;      ・・・  説明５  

} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-8-2/result.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML><HEAD><TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE></HEAD><BODY> 

■１件目の銀行情報<BR> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【銀行名】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=name></IMART></TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD><B><FONT color="#0000ff">【市区町村名】</FONT></B></TD> 

<TD><IMART type="string" value=city></IMART></TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<BR><BR> 

■銀行一覧（ <IMART type="string" value=listCount></IMART>件 ） 

<TABLE border="1"> 

<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">No</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">銀行コード</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">銀行名</FONT></TD> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">市区町村名</FONT></TD> 

</TR> 

<IMART type="repeat" list=listResult item="record" index="idx"> 

<TR> 

<TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. BANK_KEY></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. BANK_NAME></IMART></TD> 

<TD><IMART type="string" value = record. CITY></IMART></TD> 

</TR> 

</IMART type="repeat"> 

</TABLE> 

</BODY></HTML> 

【説明１】 銀行取得 API のインスタンス生成 
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BankController クラスのインスタンスを生成します。引数は不要です。インスタンスを生成すると、BAPI を呼出して

銀行を取得する処理が実行されます。 

 
【説明２】 銀行の一覧を取得 

BankController クラスの getBankList メソッドを使用すると、銀行の一覧を取得することが可能です。 

 
【説明３】 １件目のデータの銀行名を取得 

BankController クラスの getBankName メソッドを使用すると、引数に指定した銀行コードに対応する銀行名を取得

することが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 

【説明４】 １件目のデータの市区町村名を取得 

BankControllerクラスのgetCityメソッドを使用すると、引数に指定した銀行コードに対応する市区町村名を取得す

ることが可能です。該当するデータが存在しない場合は、何も返却されません。 

 

【説明５】 一覧の件数を取得 

BankController クラスの getBankList メソッドで取得した銀行の一覧は、length で件数を取得することが可能です。 

 

 

2.9 会計伝票 登録 API 

2.9.1 AccEmployeePayPostController クラスの各メソッドの説明 
 

SAP R/3 リアルタイム連携 API では、intra-mart 上の Web システムから、会計伝票情報を SAP R/3 に登録する API

が提供されています。会計伝票情報を登録するためには、AccEmployeePayPostController クラスの持つ各メソッド

を利用する必要があります。AccEmployeePayPostController クラスの持つ各メソッドは、以下の通りです。 

 
※引数、戻り値についての詳細な情報は、API リストを参照してください。 

※属性はカプセル化されているので、属性を直接利用することはできません。 

※登録可能な項目は、会計伝票として必要最低限必要と判断される項目のみとなっています。 

 
No メソッド名 説明 

1 AccEmployeePayPostController コンストラクタ（引数無し） 
 

2 setDocObjType() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダの参照処理に引数の値を設定する。  

3 setDocObjKey() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダのオブジェクトキーに引数の値を設定する。 

4 setDocUsername() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダのユーザ名に引数の値を設定する。 

5 setDocHeaderTxt() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダの伝票ヘッダテキストに引数の値を設定する。 

6 setDocCompCode() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダの会社コードに引数の値を設定する。 
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7 setDocAcDocNo() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダの会計伝票番号に引数の値を設定する。 

8 setDocFiscYear() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダの会計年度に引数の値を設定する。 

9 setDocDocDate() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダの伝票の伝票日付に引数の値を設定する。 

10 setDocPstngDate() 伝票ヘッダの伝票の転記日付に引数の値を設定する。 

※第１引数あり 
11 setDocFisPeriod() 

※第１引数あり 

伝票ヘッダの会計期間に引数の値を設定する。 

12 setDocDocType() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダの伝票タイプに引数の値を設定する。 

13 setDocRefDocNo() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダの参照伝票番号に引数の値を設定する。 

14 setPaItemnoAcc() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、仕入先明細の会計伝票明細番

号に第１引数の値を設定する。 
15 setPaVendorNo() 

※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、仕入先明細の仕入先または債

権者の勘定コードに第１引数の値を設定する。 
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No メソッド名 説明 

16 setPaGlAccount() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、仕入先明細の総勘定元帳勘定

に第１引数の値を設定する。 

17 setPaBlineDate() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、仕入先明細の期日計算の支払

基準日に第１引数の値を設定する。 

18 setPaPymtMeth() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、仕入先明細の支払方法に第１引

数の値を設定する。 

19 setPaAllocNmbr() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、仕入先明細のソートキーに第１

引数の値を設定する。 

20 setPaItemText() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、仕入先明細の明細テキストに第

１引数の値を設定する。 

21 setGlItemnoAcc() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の会計伝票明細

番号に第１引数の値を設定する。 

22 setGlGlAccount() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の総勘定元帳勘

定に第１引数の値を設定する。 

23 setGlCompCode() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の会社コードに第

１引数の値を設定する。 

24 setGlPstngDate() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の伝票の転記日

付に第１引数の値を設定する。 

25 setGlDocType() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の伝票タイプに第

１引数の値を設定する。 

26 setGlFiscYear() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の会計年度に第１

引数の値を設定する。 

27 setGlRefKey1() 
※第１、第 2 引数あり 

第2引数で指定したレコード番号で、G/L勘定明細の取引先参照キー

に第１引数の値を設定する。 

28 setGlItemText() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の明細テキストに

第１引数の値を設定する。 

29 setGlTaxCode() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の消費税コードに

第１引数の値を設定する。 

30 setGlAllocNmbr() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細のソートキーに第１

引数の値を設定する。 

31 setGlBusArea() 第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の事業領域に第１

引数の値を設定する。 ※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の原価センタに第

１引数の値を設定する。 
32 setGlCostcenter() 

※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の指図番号に第１

引数の値を設定する。 
33 setGlOrderid() 

※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、G/L 勘定明細の WBS 要素に第

１引数の値を設定する。 
34 setGlWbsElement() 

※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、税明細の会計伝票明細番号に

第１引数の値を設定する。 
35 setTaItemnoAcc() 

※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、税明細の総勘定元帳勘定に第１

引数の値を設定する。 
36 setTaGlAccount() 

※第１、第 2 引数あり 
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No メソッド名 説明 

37 setTaTaxCode() 第 2 引数で指定したレコード番号で、税明細の消費税コードに第１引

数の値を設定する。 ※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、明細通貨項目の会計伝票明細

番号に第１引数の値を設定する。 
38 setCuItemnoAcc() 

※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、明細通貨項目の通貨コードに第

１引数の値を設定する。 
39 setCuCurrency() 

※第１、第 2 引数あり 

40 setCuAmtDoccur() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、明細通貨項目の伝票通貨額に

第１引数の値を設定する。 

41 setCuAmtBase() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、明細通貨項目の課税基準額(伝

票通貨建て)に第１引数の値を設定する。 

42 executeBapi() 

 

No2～41 のメソッドで設定した値を、接続先の SAP R/3 に登録する。

登録に失敗した場合、登録処理はロールバックされる。 

 

2.9.2 サンプルプログラムによる使用例 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-9-2/im_sapapi.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR> 

<BR> 

SAP R/3 リアルタイム連携 API チュートリアル （会計伝票登録 API） 

<BR><BR><BR> 

<IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial2-9-2/result"> 

<INPUT type ="submit" value="チュートリアル実行">     

</IMART> 

</BODY> 

</HTML> 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-9-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 

 

var objCon; 

var objResult; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new AccEmployeePayPostController();   ・・・  説明１ 

 

//伝票ヘッダ structure の各項目に値を設定 

objCon.setDocObjType("IDOC"); 

objCon.setDocObjKey("0010000033JP102004"); 

objCon.setDocUsername("ERP001"); 

objCon.setDocHeaderTxt("イントラの伝票番号"); 

objCon.setDocCompCode("JP10"); 

objCon.setDocAcDocNo("0010000033"); 

objCon.setDocFiscYear("2004"); 

objCon.setDocDocDate("20041002"); 

objCon.setDocPstngDate("20041002"); 

objCon.setDocFisPeriod("07"); 

objCon.setDocDocType("KK"); 

objCon.setDocRefDocNo("参照伝票番号"); 

 

//仕入先明細 table の各項目に値を設定 

objCon.setPaItemnoAcc("0000000001", 1); 

objCon.setPaVendorNo("0000010001", 1); 

objCon.setPaGlAccount("0000412100", 1); 

objCon.setPaBlineDate("20041002", 1); 

objCon.setPaPymtMeth("T", 1); 

objCon.setPaAllocNmbr("10001 ソートキー", 1); 

objCon.setPaItemText("会計太郎", 1); 

 

・・・ （次ページへ） ・・・ 

説明２
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・・・ （前ページより） ・・・ 

 

//G/L 勘定明細 table の各項目に値を設定 

objCon.setGlItemnoAcc("0000000002", 1); 

objCon.setGlGlAccount("0000825800", 1); 

objCon.setGlCompCode("JP10", 1); 

objCon.setGlPstngDate("20041002", 1); 

objCon.setGlDocType("KK", 1); 

objCon.setGlFiscYear("2004", 1); 

objCon.setGlRefKey1("取引参照キー", 1); 

objCon.setGlItemText("費用勘定", 1); 

objCon.setGlTaxCode("V1", 1); 

objCon.setGlAllocNmbr("825800 ソートキー", 1); 

objCon.setGlBusArea("S001", 1); 

objCon.setGlCostcenter("JP10-CC010", 1); 

objCon.setGlOrderid("000001000000", 1); 

objCon.setGlWbsElement("", 1); 

 

//税明細 table の各項目に値を設定 

objCon.setTaItemnoAcc("0000000003", 1); 

objCon.setTaGlAccount("0000148200", 1); 

objCon.setTaTaxCode("V1", 1); 

 

//明細通貨項目 table の各項目に値を設定 

objCon.setCuItemnoAcc("0000000001", 1); 

objCon.setCuCurrency("JPY", 1); 

objCon.setCuAmtDoccur("-1050", 1); 

objCon.setCuAmtBase("0", 1); 

 

objCon.setCuItemnoAcc("0000000002", 2); 

objCon.setCuCurrency("JPY", 2); 

objCon.setCuAmtDoccur("1000", 2); 

objCon.setCuAmtBase("0", 2); 

 

objCon.setCuItemnoAcc("0000000003", 3); 

objCon.setCuCurrency("JPY", 3); 

objCon.setCuAmtDoccur("50", 3); 

objCon.setCuAmtBase("1000", 3); 

 

//会計伝票の登録 

objResult =  objCon.executeBapi();     ・・・  説明４  

} 

 

説明３

<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-9-2/im_sapapi.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

<HTML><HEAD><TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE></HEAD> 

<BODY><BR><TABLE border="1"> 

<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc" align="center" width="409" height="175"> 

<B><FONT color="#ffffff" size="2">会計伝票の登録に成功しました。</FONT></B> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE></BODY></HTML> 

 



intra-mart SAP 連携モジュールチュートリアル

 

【説明１】 会計伝票登録 API のインスタンス生成 
AccEmployeePayPostController クラスのインスタンスを生成します。引数は不要です。インスタンスを生成すると、

会計伝票登録用 BAPI（BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_POST）の import 型の structure、table パラメータに値を設

定することができます。 

 
【説明２】 伝票ヘッダ structure の各項目に値を設定 

伝票ヘッダは structure パラメータになっています。setDoc・・・のメソッドを利用して、伝票ヘッダの各コンポーネン

トに値を設定します。 

 
【説明３】 明細通貨項目 table の各項目に値を設定 

伝票ヘッダ以外の明細データは、複数件数を登録する場合もあるので、table パラメータになっています。table パ

ラメータに値を設定する場合は、objCon.setCuItemnoAcc("0000000001", 1)のように、第 1 引数に登録する値、第

2 引数にレコード番号を設定してください。実際のシステム開発時には、objCon.setCuItemnoAcc(値を設定した属

性, idx)のようにして For 文等のループ処理によってレコード番号をインクリメントして、第 1 引数で使用する属性の

値も動的に設定する方法が望ましいでしょう。 

 

【説明４】 会計伝票の登録 

AccEmployeePayPostController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、伝票ヘッダ structure、各明細 table

にセットされた値が SAP R/3 上に会計伝票データとして登録されます。登録が成功した場合は、会計伝票登録

API の内部で自動的に commit 処理が実行されます。登録に失敗した場合は、自動的に rollback 処理が実行さ

れます。成功・失敗の基準は、会計伝票登録用 BAPI（BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_POST）の実行後に

RETURN パラメータの TYPE 値を取得して、S（正常終了）、空文字以外の値が１つでも存在するかどうかです。１

つでも存在する場合は、rollback が自動的に実行されます。 

 

 

注意事項！ 

 

 

 

 

2.10 エラー処理の実装 

2.10.1 エラーオブジェクトの構成 
 

ページベース開発モデルでSAPリアルタイム連携APIを利用した場合、API内部で発生したJavaのエラーオブジェ

クトを以下の配列で取得することが可能です。SAPリアルタイム連携APIのメソッドによっては、エラーオブジェクト

を返却しないメソッドもありますので、別途、APIリストを確認してからエラー処理を実装してください。

 

型 要素（KEY） 値の説明 

会計伝票登録APIに関して、structure、tableパラメータが持つ各コンポーネントの必須項目や値の相関 

チェック等を確認する必要がある場合は、SAP R/3 上の汎用モジュールビルダ（t-cd：SE37）等を使用して、

「BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_POST」のBAPI仕様を確認してください。 
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ERR_CODE ・エラーコード 

1:認証系システムエラー 

2:認証系アプリケーションエラー 

3:汎用系システムエラー 

4:汎用系アプリケーションエラー 

5:会計業務系システムエラー 

6:会計業務系アプリケーションエラー 

ERR_MSG アプリケーション例外(システム例外)のメッセージ概要 

Object[ ] 

ERR_DESC システム例外のメッセージ詳細 

 
補足：J2EE 開発モデルでのエラー処理について 

 

 

 

 

 

  

SAP リアルタイム連携 API を J2EE 開発モデルで利用する場合、呼出し先の API で発生した例外は、

Exception クラスのサブクラスである以下の独自例外で catch または throws することが可能です。 

 

例外名 概要 

SAPAuthSystemException 認証系システムエラー 

SAPAuthAppException 認証系アプリケーションエラー 

SAPGeneralAppException 汎用系システムエラー 

SAPGeneralAppException 汎用系アプリケーションエラー 

SAPAccountingSystemException 会計業務系システムエラー 

SAPAccountingAppException 会計業務系アプリケーションエラー 

 
また、ページベース開発モデルで取得可能なエラーオブジェクト（Object[ ]）との対応は以下の通りです。 

 

エラー情報 ページベース J2EE 
エラーコード Object[ “ERR_CODE ”] なし 
メッセージ概要 Object[ “ERR_MSG”] 各独自例外の getMessage()メソッド 
メッセージ詳細 Object[ “ERR_DESC”] 各独自例外の toString ()メソッド 

  ※「Object」は、宣言した任意の名称で使用可能です。 例： objErr [“ERR_CODE”] 
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2.10.2 サンプルプログラムによるエラー処理の実装例 
 
会計伝票登録 API の説明「2.9.2 サンプルプログラムによる使用例」で用いたサンプルプログラムには、エラー処

理が実装されていませんでした。このサンプルプログラムにエラー処理を実装して、動作を確認してみます。以下

の実装例を参考にしてください（※あくまでもサンプルです）。 

 
【ケース１】 sap_auth_info.properties ファイル内の接続情報で、存在しないクライアントを記述してしまった。 
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【ケース２】 間違えて存在しない会社コードの値を設定してしまった。 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial2-10-2/im_sapapi.js 

 
※im_sapapi.js 以外のプログラムは、「2-9-2」と同様なので、省略します。 

 
function execute(request){ 

 

var objCon; 

var objResult; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new AccEmployeePayPostController(); 

 

//伝票ヘッダ structure の各項目に値を設定 

objCon.setDocObjType("IDOC"); 

objCon.setDocObjKey("0010000033JP102004"); 

objCon.setDocUsername("ERP001"); 

objCon.setDocHeaderTxt("イントラの伝票番号"); 

//objCon.setDocCompCode("JP10"); 

objCon.setDocCompCode("TEST"); 

objCon.setDocAcDocNo("0010000033"); 

objCon.setDocFiscYear("2004"); 

objCon.setDocDocDate("20041002"); 

objCon.setDocPstngDate("20041002"); 

objCon.setDocFisPeriod("07"); 

objCon.setDocDocType("KK"); 

objCon.setDocRefDocNo("参照伝票番号"); 

 

・・・ （途中省略） ・・・ 

 

//明細通貨項目 table の各項目に値を設定 

objCon.setCuItemnoAcc("0000000001", 1); 

objCon.setCuCurrency("JPY", 1); 

objCon.setCuAmtDoccur("-1050", 1); 

objCon.setCuAmtBase("0", 1); 

 

objCon.setCuItemnoAcc("0000000002", 2); 

objCon.setCuCurrency("JPY", 2); 

objCon.setCuAmtDoccur("1000", 2); 

objCon.setCuAmtBase("0", 2); 

 

objCon.setCuItemnoAcc("0000000003", 3); 

objCon.setCuCurrency("JPY", 3); 

objCon.setCuAmtDoccur("50", 3); 

objCon.setCuAmtBase("1000", 3); 

 

//会計伝票の登録 

objResult =  objCon.executeBapi();  

 

//要素[ERR_CODE]に何らかの値がセットされている場合 

if (objResult["ERR_CODE"] != null) { 

//エラー情報を出力する。 

Debug.browse(objResult); 

} 

} 
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3 汎用向け API 

3.1 汎用向け API の役割 
 

汎用向け API には、以下の２つの役割が存在します。 

 
【 役割１ 】  会計業務向け API のコア API としての機能 

会計業務向け API にて、SAP R/3 上のデータを取得/更新する際、SAP R/3 との通信開始→BAPI データ取

得・更新→通信終了の処理は、中核に位置する汎用向け API が実行しています。会計業務向け API は、汎

用向け API に引数として値を設定して、汎用向け API が処理した結果を戻り値として受け取る処理のみを担

っています。開発者は、汎用向け API を意識することなく会計業務向け API を利用することになります。 

 
【 役割２ 】  独自 API の作成サポート機能 

現在、intra-mart では SAP R/3 の FI・CO モジュールに関する一部のデータをターゲットとした、会計業務向

け API が提供されています。ただし、案件によっては、HR、SD、MM 等のモジュールに関するデータや、

intra-mart の会計業務向け API ではサポート外の、FI・CO データを取得・更新するニーズが発生するケース

も存在すると思われます。汎用向け API では、SAP R/3 との通信開始→データ取得・更新→通信終了といっ

た一連のプロセスを直接制御するための Java クラス群を提供しています。この Java クラス群を利用することで、

SAP R/3 のモジュールに関係なく、任意の BAPI を経由して、SAP R/3 上のデータを取得・更新する API を

開発者が自ら作成することも可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汎汎用用向向けけ AAPPII  

独独自自 AAPPII  

業業務務アアププリリケケーーシショョンン
独自に作成した API

会会計計業業務務向向けけ AAPPII  

開発者 

品品目目ママススタタ取取得得

受受注注伝伝票票登登録録  

■汎用向け API に値を設定 

■汎用向け API を実行 

■汎用向け API から値を取得 

■SAP R/3 との通信開始 

■BAPI データ取得・更新 

■SAP R/3 との通信終了 

家家族族情情報報照照会会  

・
・
・
 

SAP R/3
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3.2 汎用プロパティファイルの構成 

3.2.1 汎用プロパティファイルの役割 
 
開発者が汎用向け API を使用して、SAP R/3 上から任意のデータを取得・更新する際には、使用する BAPI の定

義情報をファイルに設定する必要があります。汎用プロパティファイルは、使用する BAPI の定義情報を記述する

ことで、記述した定義に従ったデータの取得・更新を可能にするためのファイルです。 

3.2.2 汎用プロパティファイル構成 
 
汎用プロパティファイルは、一般的に Javaアプリケーションで利用する「.propertiesファイル」になっています。使用

可能な KEY 値は、以下のようになっています。 

 

NO KEY 値 説明 

1 servertype SAP R/3 の接続先を識別する為の servertype の値｡ 

※「1.6.3」参照 

 

commit 2 true：トランザクション処理を実施（更新系） 

false：トランザクション処理を実施しない（照会系） 

 

3 bapiname SAP R/3 上のデータ取得・更新のために使用する

BAPI の名称。 

 

4 import.imoprt.[parameter] 名称が[parameter]である import 型のパラメータ。value

値は、対応するJavaのHashMapのKey値を指定する。

 

5 import.structure.[parameter].[component] 名称が[parameter]である import 型の sturucture の内、

名称が[component]のコンポーネント。value 値は、対応

する Java の HashMap の Key 値を指定する。 

 

名称が[parameter]である import 型の table の内、名称

が[component]のコンポーネント。value 値は、対応する

Java の HashMap の Key 値を指定する。 

import.table.[parameter].[component] 6 

 

名称が[parameter]である export 型のパラメータ。value

値は、対応するJavaのHashMapのKey値を指定する。
export.export.[parameter] 7 

 

名称が[parameter]である export 型の sturucture の内、

名称が[component]のコンポーネント。value 値は、対応

する Java の HashMap の Key 値を指定する。 

export.structure.[parameter].[component]8 

 

名称が[parameter]である export 型の table の内、名称

が[component]のコンポーネント。value 値は、対応する

Java の HashMap の Key 値を指定する。 

export.table.[parameter].[component] 9 
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3.2.3 汎用プロパティファイルの記述例 
 
以下では、会計業務向け API で使用しているプロパティファイルを例にして、記述方法を説明します。 

 
【 記述例１ 】  BAPI_PROFITCENTER_GETLIST （利益センタ一覧 取得 BAPI） 
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ファイル名： bapi_profitcenter_getlist.properties 

 
servertype=    ・・・・・・ 説明１ 

commit=false       ・・・・・・ 説明２ 

bapiname=BAPI_PROFITCENTER_GETLIST 

 
#import 定義       ・・・・・・ 説明３ 

import.import.CONTROLLINGAREA=controllingarea 

import.import.PERSONINCHARGE=personincharge 

import.import.DATE=date 

 
#table 定義        ・・・・・・ 説明４ 

export.table.PROFITCENTER_LIST.PROFIT_CTR=profit_ctr 

export.table.PROFITCENTER_LIST.VALID_TO=valid_to 

export.table.PROFITCENTER_LIST.PCTR_NAME=pctr_name 

export.table.PROFITCENTER_LIST.IN_CHARGE=in_charge 

 

 
【 説明１ 】 

sap_auth_info.properties の認証情報で servertype（「1.6.3」参照）を使用していない場合は、value 値を記述

する必要はありません。 

【 説明２ 】 

利益センタの一覧を取得する照会系の BAPI を使用するので、value 値は「false」となります。 

【 説明３ 】 

BAPI_PROFITCENTER_GETLIST の import 型のパラメータを記述します。この項目は BAPI に対しての引

数として処理されます。value 値は、引数をセットする際に使用する Java の HashMap の key 値になります。

value 値には、任意の半角文字を指定することが可能です。 

【 説明４ 】 

BAPI_PROFITCENTER_GETLIST の export 型の table パラメータを記述します。パラメータ名 

「PROFITCENTER_LIST」のコンポーネント「PROFIT_CTR」「VALID_TO」「PCTR_NAME」「IN_CHARGE」

の情報を table 型の戻り値として複数レコード取得することが可能です。value 値は、戻り値を取得する際に使

用する Java の HashMap の key 値になります。value 値には、任意の半角文字を指定することが可能です。 
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【 記述例２ 】  BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_POST （会計伝票 登録 BAPI） 

 

 
 

 

項目数が多い

ため途中省略

 

 
 

項目数が多い

ため途中省略
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ファイル名： bapi_acc_employee_pay_post.properties 

   
servertype=accounting       ・・・・・・ 説明１ 
 
commit=true                    ・・・・・・ 説明２ 
 
bapiname=BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_POST 
 
#import 定義 
#伝票ヘッダ        ・・・・・・ 説明３ 
import.structure.DOCUMENTHEADER.OBJ_TYPE=doc_obj_type 
import.structure.DOCUMENTHEADER.OBJ_KEY=doc_obj_key 
import.structure.DOCUMENTHEADER.USERNAME=doc_username 
import.structure.DOCUMENTHEADER.HEADER_TXT=doc_header_txt 
import.structure.DOCUMENTHEADER.COMP_CODE=doc_comp_code 
 
         ・・・・（途中省略）・・・・ 
 
#table 定義 
#仕入先明細        ・・・・・・ 説明４ 
import.table.ACCOUNTPAYABLE.ITEMNO_ACC=pa_itemno_acc 
import.table.ACCOUNTPAYABLE.VENDOR_NO=pa_vendor_no 
import.table.ACCOUNTPAYABLE.GL_ACCOUNT=pa_gl_account 
import.table.ACCOUNTPAYABLE.BLINE_DATE=pa_bline_date 
import.table.ACCOUNTPAYABLE.PYMT_METH=pa_pymt_meth 
import.table.ACCOUNTPAYABLE.ALLOC_NMBR=pa_alloc_nmbr 
import.table.ACCOUNTPAYABLE.ITEM_TEXT=pa_item_text 
 
         ・・・・（途中省略）・・・・ 

 

 
【 説明１ 】 

seryvertype をの value 値を指定する場合は、sap_auth_info.properties 内に同一の servertype 値を持つ認証

情報が存在する必要があります（「1.6.3」参照）。 

【 説明２ 】 

会計伝票を登録する更新系の BAPI を使用するので、value 値は「true」となります。 

【 説明３ 】 

BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_POST の import 型の structure パラメータを記述します。パラメータ名 

「DOCUMENTHEADER」のコンポーネント「OBJ_TYPE」「OBJ_KEY」・・・（省略）・・・の情報を structure 型の

引数として使用します。value 値は、引数をセットする際に使用する Java の HashMap の key 値になります。

value 値には、任意の半角文字を指定することが可能です。 

【 説明４ 】 

BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_POST の import 型の table パラメータを記述します。パラメータ名 

「ACCOUNTPAYABLE」「ACCOUNTGL」「ACCOUNTTAX」「CURRENCYAMOUNT」の各コンポーネント

の情報を table 型の引数として使用します。value 値は、引数をセットする際に使用する Java の HashMap の

key 値になります。value 値には、任意の半角文字を指定することが可能です。 

 

汎用プロパティファイルを記述する際の注意事項 
 
■開発者が作成する汎用プロパティファイルのファイル名は、任意の半角文字のみ使用可能です。また、Javaプ
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ログラム内でプロパティファイル名を指定する箇所がありますので、プログラム中の記述と実際のファイル名は

同一になるように注意してください。 

 
■Key値「servertype」が不要な場合（sap_auth_info.propertiesでservertypeを使用していない場合）、servertypeの

記述を削除（またはコメント化）しても動作に影響ありません。servertypeのvalue値を設定する場合、必ず

sap_auth_info.properties内で使用されているservertypeを記述してください。 

servertype=      → ○（sap_auth_info.properties の認証情報が servertype を使用していない時） 

# servertype=      → ○（sap_auth_info.properties の認証情報が servertype を使用していない時） 

 
■Key値「commit」で指定できるvalue値は、「true」か「false」のいずれかです。value値は全て半角の小文字にな

っている必要があります。更新系のBAPI以外は、必ず「false」を設定するようにしてください。 

commit=true     → ○ 

commit=True     → × 

commit=false      → ○ 

commit=FALSE     → × 

 
■Key値「bapiname」のvalue値に記述するBAPI名は、半角文字で記述してください。大文字・小文字のどちらで

も使用可能です。 

 
■Key部分のキーワード「import」「export」「structure」「table」は全て半角の小文字になっている必要があります。

ただし、パラメータ名とコンポーネント名は、全て半角の大文字になっている必要があります。 

import.structure.DOCUMENTHEADER.OBJ_TYPE=doc_obj_type    → ○ 

Import.structure.DOCUMENTHEADER.OBJ_TYPE=doc_obj_type    → × 

IMPORT.structure.DOCUMENTHEADER.OBJ_TYPE=doc_obj_type  → × 

import.StrucTure. DOCUMENTHEADER.OBJ_TYPE=doc_obj_type   → × 

import.structure.document HEADER.OBJ_TYPE=doc_obj_type       → × 

import.structure. DOCUMENTHEADER.Obj_Type=doc_obj_type     → × 

 
■「import」「export」「structure」「table」を指定する際のvalue値は、任意の半角文字（大文字・小文字ともに可）を

指定してください。パラメータ名やコンポーネント名と同一名称にするか、Javaのコーディングを考慮した名称に

するかは開発者の判断となります。 

import.structure. DOCUMENTHEADER.OBJ_TYPE=obj_type 

import.structure. DOCUMENTHEADER.OBJ_TYPE= hash1_key1 
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■プロパティファイルで定義できるBAPIの情報は、SAP R/3 汎用モジュールビルダ（ t-cd：SE37）画面の

「IMPORT」「EXPORT」「TABLE」タブ内で定義できる情報のみです。「CHANGING」タブには対応していませ

んので、「CHANGING」で定義した情報を取得・更新することはできません。

 

 
 

■標準で提供されているBAPIのほとんどで、export型のstructureパラメータ、またはtableパラメータのいずれかの

「RETURN」パラメータが用意されています。「RETURN」パラメータは、プロパティファイルに定義情報を記述

する必要がありません。汎用向けAPIでは、内部的に「RETURN」パラメータの情報を取得して、BAPIの実行結

果を確認することが出来るいくつかのメソッドを用意してあります（「3.3」参照）。BAPIの実行結果を確認したい

時は、「3.3」に記述されているメソッド（No6,7,11,12）をご利用ください。 

 

 
 

 

3.3 BapiController クラスの各メソッドの説明 
 
SAP R/3 リアルタイム連携 API では、汎用向け API を利用するためのクラスとして、BapiController クラスが提供さ
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れています。汎用向け API を利用して、独自のデータ取得・更新 API を作成するためには、BapiController クラス

の持つ各メソッドを利用する必要があります。BapiController クラスの持つ各メソッドは、以下の通りです。 

 
※引数、戻り値についての詳細な情報は、API リストを参照してください。 

※属性はカプセル化されているので、属性を直接利用することはできません。 

 
No メソッド名 説明 

1 BapiController コンストラクタ（第１引数あり）。引数で指定した汎用プロパティファイルの情報

を読込む。 ※第１引数あり 

2 import 型のパラメータの値を設定する。第１引数は、汎用プロパティファイル

内の該当するパラメータの value 値を指定する。第２引数は、BAPI に引渡す

値を指定する。 

putImportParam() 
※第１、第２引数あり 

3 import 型の structure パラメータの値を設定する。第１引数は、汎用プロパティ

ファイル内の該当するパラメータ．コンポーネントの value 値を指定する。第２

引数は、BAPI に引渡す値を指定する。第３引数は、sturucture のパラメータ

名を指定する。 

putStructParam() 
※第１～第３引数あり 

4 import 型の table パラメータの値を設定する。第１引数は、汎用プロパティファ

イル内の該当するパラメータ．コンポーネントの value 値を指定する。第２引

数は、BAPI に引渡す値を指定する。第３引数は、table のパラメータ名を指

定する。第４引数は、レコード番号を指定する（table は複数件のデータが存

在する場合がある）。 

putTableParam() 
※第１～第４引数あり 

5 BAPI を実行する。 executeBapi() 

6 BAPI 実行が正常に行われたか判定する｡BAPI 実行結果である「RETURN」

パラメータのType 情報が、全て正常「S」 または空文字であった場合、true を

返す。それ以外は false を返す。 

isSuccess() 

7 BAPI 実行時に発生したエラーメッセージを取得する。Type 情報が正常「S」 
または 空文字のいずれでもない 、全ての「RETURN」パラメータのメッセー

ジを連結して返す。 

getErrMessage() 

8 getExportParam() 
※第１引数あり 

export 型のパラメータの値を取得する。第１引数は、汎用プロパティファイル

内の該当するパラメータの value 値を指定する。 

9 getStructureParam() 
※第１引数あり 

export 型の structure パラメータの各コンポーネント（※）の値を配列で取得す

る。第１引数は、該当する structure の名称を指定する。※プロパティファイル

内で export 型にて定義したコンポーネントの値のみ取得可能。 
10 getTableParam() 

※第１引数あり 

export 型の table パラメータの各コンポーネント（※1）の値を２次元配列（※2）

で取得する。第１引数は、該当する table の名称を指定する。※1 プロパティ

ファイル内で export 型にて定義したコンポーネントの値のみ取得可能。 ※2
複数データ存在する場合があるので、２次元配列になる。 

11 getReturnList() BAPI 内で table パラメータとして定義されている「RETURN」パラメータの各

種情報を取得する。 

12 BAPI 内で structure パラメータとして定義されている「RETURN」パラメータの

各種情報を取得する。 
getReturn() 

 

3.4 サンプルプログラムによる作成例 

3.4.1 サンプルプログラムについて 
 

サンプルとして実装する機能についての仕様は以下の通りです。 
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【機能概要】 

会社一覧画面で任意の会社を選択すると、選択した会社の詳細情報が次画面にて表示される。 

詳細画面にて表示される項目は以下の通りとする。 

 
 会社コード 

 会社名 

 市区町村 

 国コード 

 通貨コード 

 勘定コード表 

 会計年度バリアント 

  
【使用する BAPI】 

   BAPI_COMPANYCODE_GETDETAIL ※標準 BAPI 

 
【使用する汎用プロパティファイル名】 

   sapapi_tutorial.properties 

 
【備考】 

「2.6.2」で説明した会社取得 API のサンプルプログラムを元に作成する。 

3.4.2 汎用プロパティファイルの作成 
 

汎用モジュールビルダ（t-cd：SE37）で、「BAPI_COMPANYCODE_GETDETAIL」のパラメータ名、コンポーネン

ト名等を確認して、汎用プロパティファイル「sapapi_tutorial.properties」を作成します。ファイルを保存する場所は、

intra-mart のアプリケーションディレクトリ（例：C:/imart/doc/imart）直下の/WEB-INF/classes フォルダです。 

 
ファイル名： sapapi_tutorial.properties 

 
#サーバタイプ 
servertype= 
 
commit=false 
 
#呼び出す汎用モジュール(BAPI)の定義情報 
bapiname=BAPI_COMPANYCODE_GETDETAIL 
 
#import 定義 
import.import.COMPANYCODEID=imp_key1 
 
#structure 定義 
export.structure.COMPANYCODE_DETAIL.COMP_CODE=imp_str_key1 
export.structure.COMPANYCODE_DETAIL.COMP_NAME=imp_str_key2 
export.structure.COMPANYCODE_DETAIL.CITY=imp_str_key3 
export.structure.COMPANYCODE_DETAIL.COUNTRY=imp_str_key4 
export.structure.COMPANYCODE_DETAIL.CURRENCY=imp_str_key5 
export.structure.COMPANYCODE_DETAIL.CHRT_ACCTS=imp_str_key6 
export.structure.COMPANYCODE_DETAIL.FY_VARIANT=imp_str_key7 

 

Page 70 Copyright 2004,2005 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 サンプルプログラムのコーディング 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/im_sapapi.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>チュートリアル</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR> 

<BR> 

SAP R/3 リアルタイム連携 API チュートリアル （会社取得 API） 

<BR><BR><BR> 

<IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/result"> 

<INPUT type ="submit" value="チュートリアル実行">   

</IMART> 

</BODY> 

</HTML> 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 

 

var list; 

var objCon; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new CompanyController(); 

 

//会社の一覧を取得 

list = objCon.getCompanyList(); 

 

//会社の一覧にページ間リンク用の KEY を追加 

for (idx=0; idx < list.length; idx++){ 

list[idx]["LINK_KEY"] = list[idx]["COMP_CODE"] 

} 

 

//受け取った値をグローバル領域に保存 

Client.set("list", list); 

} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/result.js 

 

var listResult; 

var listCount; 

 

function init(request) 

{ 

//会社の一覧をセッションから取得 

listResult  = Client.get("list"); 

 

//一覧の件数を取得 

listCount = listResult.length; 

} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/result.html 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

 

<HTML> 

    <HEAD> 

        <TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE> 

    </HEAD> 

    <BODY> 

        ■会社一覧（ <IMART type="string" value=listCount></IMART>件 ） 

        <TABLE border="1"> 

            <TR> 

                <TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">No</FONT></TD> 

                <TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">会社コード</FONT></TD> 

                <TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">会社名</FONT></TD> 

            </TR> 

        <IMART type="repeat" list=listResult item="record" index="idx"> 

          <IMART type="link" page="sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/detail" link_key=record.LINK_KEY> 

            <TR> 

                <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD> 

                <TD><IMART type="string" value = record.COMP_CODE></IMART></TD> 

                <TD><IMART type="string" value = record.COMP_NAME></IMART></TD> 

  </TR> 

          </IMART> 

        </IMART type="repeat"> 

        </TABLE> 

    </BODY> 

</HTML> 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/detail.js 

 

var compCode;  //会社コード 

var compName;  //会社名 

var city;       //市区町村 

var country;    //国コード 

var currency;   //通貨コード 

var chrtAccts;  //勘定コード表 

var fyVariant;   //会計年度バリアント 

 

function init(request){ 

 

var objCon; 

var errObj; 

var strResult; 

 

//インスタンス生成 

objCon = new BapiController("sapapi_tutorial");    ・・・  説明１  

 

//import の設定（会社コード） 

objCon.putImportParam("imp_key1", request.link_key);    ・・・  説明２  

 

//BAPI 実行 

errObj =  objCon.executeBapi();    ・・・  説明３  

 

//structure の取得 

strResult = objCon.getStructureParam("COMPANYCODE_DETAIL");    ・・・  説明４  

 

compCode  = strResult["imp_str_key1"];  //会社コード 

compName  = strResult["imp_str_key2"];  //会社名 

city  = strResult["imp_str_key3"];       //市区町村 

country   = strResult["imp_str_key4"];   //国コード 

currency  = strResult["imp_str_key5"];   //通貨コード 

chrtAccts = strResult["imp_str_key6"];    //勘定コード表 

fyVariant = strResult["imp_str_key7"];    //会計年度バリアント 

} 

説明５
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/detail.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

    <BR><BR> 

    ■会社情報 詳細 

    <TABLE border="1" width="412" height="306"> 

        <TR> 

            <TD bgcolor="#0000cc" width="156"><FONT color="#ffffff">会社コード</FONT></TD> 

            <TD width="240"> 

                <IMART type="string" value=compCode ></IMART> 

            </TD> 

        </TR> 

        <TR> 

            <TD bgcolor="#0000cc" width="156"><FONT color="#ffffff">会社名</FONT></TD> 

            <TD width="240"> 

                <IMART type="string" value=compName ></IMART> 

            </TD> 

        </TR> 

        <TR> 

            <TD bgcolor="#0000cc" width="156"><FONT color="#ffffff">市区町村名</FONT></TD> 

            <TD width="240"> 

                <IMART type="string" value=city ></IMART> 

            </TD> 

        </TR> 

        <TR> 

            <TD bgcolor="#0000cc" width="156"><FONT color="#ffffff">国コード</FONT></TD> 

            <TD width="240"> 

                <IMART type="string" value=country ></IMART> 

            </TD> 

        </TR> 

        <TR> 

            <TD bgcolor="#0000cc" width="156"><FONT color="#ffffff">通貨コード</FONT></TD> 

            <TD width="240"> 

                <IMART type="string" value=currency ></IMART> 

            </TD> 

        </TR> 

        <TR> 

            <TD bgcolor="#0000cc" width="156"><FONT color="#ffffff">勘定コード表</FONT></TD> 

            <TD width="240"> 

                <IMART type="string" value=chrtAccts ></IMART> 

            </TD>         

</TR> 

<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc" width="156"><FONT color="#ffffff">会計年度バリアント/FONT></TD> 

            <TD width="240"> 

                <IMART type="string" value=fyVariant ></IMART> 

            </TD> 

        </TR> 

    </TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

 
【説明１】 インスタンス生成 
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BapiControllerクラスのインスタンスを生成します。第１引数には、BAPI定義情報が記述されたプロパティファイル

の名称を指定します。拡張子「.properties」は記述しないように注意してください。

 
【説明２】 import の設定（会社コード） 

BapiController クラスの putImportParam を使用して、import 型のパラメータに値を設定します。 

 
【説明３】 BAPI 実行 

BapiController クラスのインスタンス生成時に読込まれた sapapi_tutorial.properties の BAPI 定義情報にしたがっ

て BAPI を実行します。 

 

【説明４】 structure の取得 

              「BAPI_COMPANYCODE_GETDETAIL」の structure パラメータ「COMPANYCODE_DETAIL」を取得します。 

取得する際に指定する KEY 値は、プロパティファイル「sapapi_tutorial.properties」内の export.structure. 

COMPANYCODE_DETAIL.COMP_CODE=imp_str_key1・・・の「COMPANYCODE_DETAIL」と一致するように

します。 

 
【説明５】 コンポーネント値の取得 

              table パラメータ「COMPANYCODE_DETAIL」内の各コンポーネントの値を取得します。値を取得する際に指定す 

る KEY 値は、プロパティファイル「sapapi_tutorial.properties」内の export.structure.COMPANYCODE_DETAIL. 

COMP_CODE=imp_str_key1・・・の右辺の value 値と一致するようにします。 
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